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講義ノート

イオンビームスパッタリング法による微粒子分散ガラス薄膜の作成と光学特性

田畑彰守 名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻

イオンビームスパッタリング (IBS)法及びイオンアシスト成膜 (IAD)法を用いて微

粒子分散ガラス薄膜を作成し､その光学的特性及び膜構造について調べ､膜特性と成

膜パラメータとの関係を検討した｡

キーワード: 微粒子分散ガラス､非線形光学特性､三次非線形感受率､縮退四光波混合､

J子サイズ効果､イオンビームスパッタリング法､イオンアシスト成農法､CdSe､

1.はじめに

微粒子分散ガラスは､直径数nmから数十nmの微粒子をガラスマトリックス中に分散

させた系である｡微粒子の示す特性は､バルクの特性とは異なることが知られてい

る｡特に､1983年JainとLindが､cdSxSe1-Ⅹドープガラスが大きな三次非線形感受率を有

することを見出して以来【11､微粒子分散ガラスは非線形光学材料として注目を集め､

盛んに研究がなされている◆【2].また､非線形光学特性が数十psecの高速応答性を示す

ることも見出されたことからも【3･4】､高速光スイッチデバイス等のフォトニクスの分野

において重要な役割を果たす材料として期待されている【5･61｡

微粒子分散ガラス薄膜作成には､薄膜化が容易であること､様々な材料を微粒子と

してガラスマ トリックス中に埋め込むことが可能であること､微粒子濃度を高濃度に

することができること等の点から､スパッタリング法が有効であることが指摘され､

スパッタリング法により作成された微粒子分散ガラス薄膜に関する研究が多く報告さ

れている【4･7-15]｡しかしながら､通常用いられてい.る高周波スパッタリング法では各

種成膜パラメータを広い範囲で独立に制御することは困難であり､微粒子の粒径分布

や密度等の制御に多くの問題点を残している｡

イオンビームスパッタリング(IBS)法は､スパッタリングイオンのエネルギーや密度

等の各種成膜パラメータを独立かつ広範囲に制御することが可能な成膜法である｡ま

たイオンアシス ト硬膜(IAD)法の併用は､膜構造の制御や膜特性の向上が期待される｡

本研究では､IBS法およびIAD法を微粒子分散ガラス薄膜作成に応用し､各種成膜パラ

メータと光学的特性及び膜構造との関係を明らかにすることにより､微粒子形成の制

御に関する知見を得ることを目指した｡本研究では､微粒子の材料として半導体の

cdSeを用い､可視紫外吸収スペクトル測定及びⅩ線光電子分光 (Xps)測定の結果か

ら､cdse微粒子に対するスパッタリングイオンエネルギー､スパッタリングイオン電

流､雰囲気酸素ガス流量､､アシストイオン照射及びアニーリングの効果について検討

する｡また､透過型電子顕微鏡で直接観測したcdSe微粒子の粒径及びその分布､電子

線回折によるCdSe微粒子の結晶構造､及び縮退四光波混合 (DFWM)により求めた三

次非線形感受率 Ix(3)‖こついても報告する｡
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｢第42回 物性若手夏の学校｣

2. 実験方法

2.7 イオンビームスパッタリング溝およびイオンアシスト戚腰湯

図 1は､微粒子分散ガラス薄膜の作成 に用いたイオンビームスパ ッタリング装置

(日新電機製 :NIS-250-SA-1)の概略図を示す.スパッタ1)ングイオン源の他 にアシ

ス トイオン源が備え付けてある｡アシス トイオン源から膜成長表面上にアシス トイオ

ンを直接照射で きるようになっており､アシス トイオン成膜法を併用 した薄膜作成が

可能である｡

膜作成条件は以下の通 りである｡スパッタリングイオンエネルギーは1.5keVあるい

は1.OkeVとし､スパ ッタリングイオン電流は40mAから90mAの範囲で変化させた｡ア

シス トイオンエネルギーはO.lkeV､アシス トイオン電流は2mA､4mAあるいは8mAと

した｡また､基板表面上に雰囲気ガスを導入することがで き､酸素ガスを流 した｡そ

の流量は､0.5ccmから2.Occmの範囲で変化させた｡基板温度は､120℃とした｡膜作成

時のチェンバー内庄力は､1-2×10-4To汀である｡ターゲッ トは､siO2ディスク (直

徳:80mm､厚さ:5mm､純度:99.99%)上に16個のCdSeタブレット (直径:5mm､厚

さ:2mm､純度:99.99%)を､あるいは8個のCdSeタブレット (直径:10rrm､厚さ:3mm､

純度:99.999%)を配置した二種類を用いた｡cdSeタブレットによるターゲットに対す

る被覆率は､それぞれ6.25%および12.5%である｡

図1 イオンビームスパッタリング装置
の概略図.①スパッタリングイオン源､
②スパッタガス導入配響､⑨アシストイ
オン源､㊥アシストガス導入配管､⑧ア

⑥ シストイオン源シャッター･⑥ターゲッ
ト､⑦ターゲットt沈モニタ､⑧真空
計､⑨基板シャッター､⑩肪着板､⑳基
板 (4枚まで装着可能)､⑩雰囲気ガス
(02)導入響､⑩基板加払ヒーター､

⑭基板電流モニタ､⑱真空排気

2.2 光併収スペクトル淵定

光吸収スペク トル (光吸収係数)は､ダブルビーム分光計 (日立製作所製 :228型)
を用いて測定した吸光度､および薄膜段差測定器 (小坂研究所製 :ET-10)を用いて測
定 した膜厚を基に求めた｡

2.3 X腰光電子分光法

Ⅹ線光電子分光 (xps)法 (島津製作所製 :ESCA-850)を用いて､膜組成および各

原子の結合状態を調べた｡最初に薄膜表面について測定を行い､膜厚方向の情報を得
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講義ノート

るために､アルゴンイオンビームエッチングを5分間行った後に再度測定を行った｡こ

れを3回繰 り返し､表面層を含め4層について測定した｡表面層におけるXpSスペク

トルは､エッチング後に測定した3層におけるⅩPSスペクトルと異なった｡しか しな

がら､エッチング後に測定 した3層については互いに一致したスペクトルを示 した.

表面層は､吸着分子の影響を受けているためと考えられる｡そのため､エッチング後

の層 についての結果を用いて評価 した｡siと酸素との比は､シリコンウェハーの熟酸

化膜の測定結果を基に枚正した.cdとseとの比は､ZhxCdl-xSe(x=0.80およびx=6.83)

の測定結果を基に枚正した｡

2.4 電子棚 ##

透過型電子顕微鏡 (日立製作所製 :H800)を用いて､微粒子像を.観測し､微粒子の

粒径の評価を行った｡

2.5 点退四光波混合

三次非線形感受率 Ix(3)Iは､縮退四光波混合測定により行 った｡測定系の配置

は､二光線励起前方形で､その概略図を図2に示す｡レーザー光は､ ビームスプリッ

タを用いて等しい強度のプローブ光とポンプ光に分けられる｡これらの光は､レンズ

を通して集光され､薄膜に照射される｡薄膜からは､プローブ光とポンプ光それぞれ

の透過光および 2つの回折光が出る｡透過光および回折光の一方をアパチャ一にて

カットし､一つの回折光のみ強度を光増倍管にて測定 し､回折効率 グ (-Is/tp､Ls:

回折光強度､Ip'.ポンプ光強度)を求めた. lx(3)lは､回折効率 クから

tだ (3)I-
n2cAa

32汀3 (卜7)rT Lp
･血 (1)

より求めた【16-17]｡ここで､C､)､L),q及びTは､それぞれ光の速度､ポンプ光の波

長､屈折率､吸収係数及び透過率である｡

図2 縮退四光波混合の測定系
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｢第42回 物性若手夏の学校｣

3. 実験結果および考察

3.1 イオンス′t.ツタlJング驚済およびイオンス/YッタIJンクエネルギー依存性

図3は､IBS法により作成 したcdSeドープガラス薄膜の光吸収スペク トルを示す｡

スパッタ1)ングイオンエネルギーは1.5keV ((a)～(e))あるいは1.OkeV ((f)～(h))､ス

パッタ1)ングイオン電流は(a)80mA､(b)65mA､(C)60mA､(d)55mA､(e)40mA､(090

mA､(g)77mA及び(h)55mA､酸素ガス流量は1.5ccmである｡CdSeタブレット数柏個の

ターゲットを用いた.図3に示すように､スパッタリングイオンエネルギー1.5kev及

び1.OkeV両方とも､スパッタリングイオン電流が小さくなるに伴い､吸収端が短波長

側にシフトしている｡また､スパ ッタリングイオンエネルギーが1.5KeVから1.OkeVと

小さくなるに伴い､CdSeドープガラス薄膜の吸収端が短波長側にシフトしている｡こ

れらことは､スパッタリングイオン電流あるいはスパッタリングイオ ンエネルギーが

小さくなるに伴い､CdSe微粒子の粒径が小さくなることを示唆 している.以上のこと

から､スパッタリングイオン電流及びスパッタリングイオンエネルギーを変化 させる

ことによりcdSe微粒子の粒径の制御が可能であることが分かった0

(L
･

∈
3寸

O

L
X

)

東

壁

等

容

400 600 800

波 長 (nm)

図3 1BS法により作成したCdSeドープガラス
薄鹿の光吸収スペクトル.スパッタリングイオ
ンエネルギー及びスパッタリングイオンt沈:
(a)1.5keV､80mA､(b)1.5keV､65mA､
(C)1.5keV､60mA､(d)1.5keV､55mA､
(e)1.5keV､40mA､(f)1.OkeV､90mA､
(g)1.OkeV､77mA､(h)1.OkeV､SSmA､

膜堆積速度 の観点から考察する｡膜堆積速度は､それぞれの薄膜において､

(a)0.47mm/S､(b)0.24nm/S､(C)0.19nnVs､(d)0.17nm/S､(e)0.10nm/S.､(i)0.19nm/S､(g)0.16

mm/S及び(h)0.12nnVsである｡ 図3から､吸収端の短波長側へのシフトの大きさは､膜

堆積速度の低下の順に従い大きくなっていることが分かる｡また､薄膜(C)と(f)は､ス

パッタ1)ング条件は異なるが､膜堆積速度同じであり､薄膜(C)と(i)の光吸収スペクト

ルもほぼ同じスペク トルを示 している｡以上のことから､IBS法により作成された

cdSeドープガラス薄膜中のCdSe微粒子の粒径は､スパッタリングイオン電流及びス

パッタリングイオンエネルギーにより制御された膜堆横速度により制御されることが

分かった｡

表1は､IBS法により作成 したcdSeドープガラス薄膜(¢及びcdSe薄膜 (スパ ッタリ
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ングイオンエネルギー1.5keV､スパッタリングイオン電流40mA､酸素ガス流量occmあ

るいは1加 cm)の組成を示す.cdSeドープガラス薄膜のSi2p及びolsスペクトルは､シ

リコンウェハーの熟酸化膜のスペクトルと同じ波形を示した｡また､oβi組成比はほ

ほ化学量論的組成を示した｡しかしながら､S｡cd組成比は化学量論的組成からずれて

いる.このことは､以下のように説明される.酸素ガスを流さずに作成したcdSe薄膜

の組成は､ほほ化学量論的組成を示 している｡一方､酸素ガスを1.0ccm流して作成し
たcdSe薄膜については､o原子が膜中に取り込まれている｡Se原子とo原子は共にⅥ族

であり､また､表 1に示すようにSe組成とo組成の和がcd組成に等しいことから､o原

子がse原子に置換した形で膜中に取 り込まれていると考えられる｡以上のことから､

cdSeドープガラス薄膜作成時に酸素ガスを導入しているため､cdSe微粒子形成時に0

原子が取り込まれ､cdβe組成比が化学量論的組成からずれたものと考えられる｡

表 1 旧Sにより作成したCdSeドープガラス薄膿およびCdSe薄膿の組成

積速度 組成

nm/S) Si 0 Cd
32 65 1.8

㌍
CdSeドープガラス薄膿

CdSe薄朕 (敢素ガス供捨無) 0.14 048
CdSe薄朕 (醸素ガス供捨有) 0.13 10 50

3.2 肘 ガス効農

図4は､酸素ガス流量を変化させて作成したcdSeドープガラス薄膜の光吸収スペク

トルを示す｡酸素ガス流量は､それぞれ(a)0.5ccm､(b)1.Occm､(C)1.5ccm及び(d)2.Occm

である.CdSeタブレット数16個のターゲットを用いた｡スパ ッタリングイオンエネル

ギー1.5keV､スパッタリングイオン電流は60mAである｡このときの膜堆積速度は0.19

nm/Sであり､酸素ガス流量に依存しなかった｡

(T
E
3
寸O
LX)
東

壁等昏

400 600 800

波 長 (nm)

図4 光吸収スペクトルの酸素ガス流量依存性
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衰2 Cd組成､Se組成及びSe/Cd組成比

離轟ガス流量 Cd組成 Se租成 Se/Cd
(at.鶴)(at.%)

0.5ccm 2.7 3.0 1.1
1.0ccm 1.8 1.6 0.90
1.5ccm 1.8 0.92 0.51
2.0ccm l.1 0.51 0.45



｢第42回 物性若手夏の学校｣

図4に示すように､酸素ガス流量が多くなるに伴い､CdSeドープガラス薄膜の吸収

端が短波長側にシフトしている｡ このことは､酸素ガス流量に伴いCdSe微粒子の粒径

が小さくなっていることを示唆しているO表2は､cd組成､se組成及びse/cd組成比を

示す｡酸素ガス流量の減少に伴い､Cd組成及びse組成は減少した｡これは､膜中への

cd原子及びse原子の取り込みが膜成長表面付近の酸素の量に影響を受けてレ-､ることを

示している.酸素ガス流量が多くなるに伴い､CdSe微粒子の成長表面上のダング1)ン/
グボン ドがo原子に終端され､cd原子あるいはse原子の取り込み､すなわち微粒子の

成長が妨げられ､その結果Cd組成及びse組成が減少したと考えられる.また､se/cd組
成比は酸素ガス流量の増加に伴い､減少している｡これは､0原子がSe原子に変わっ

て､CdSe微粒子中に取り込まれているためであると考えられる｡

3.3 イオン7シスト成療法の併用の効男

図5は､IAD法を併用して作成したcdS¢ドープガラス薄膜の光吸収スペクトルを示

す｡スパッタリングイオンエネルギーは1.5keV､スパッタリングイオン電流は40mA､

酸素ガス流量は1.2ccmである｡CdSeタブレット数8個のターゲットを用いた｡図5に示

すように､アシス トイオン電流の増加に伴い吸収端が短波長側にシフ トしている｡こ

れは､アシス トイオン照射によりcdSe微粒子の粒径が小さくなっていることを示唆し

ている.表3は､cd組成､se組成及びse/cd組成比を示す｡アシス トイオン電流の増加

に伴い､Cd組成及びse組成は減少している｡しかしながら､S〟cd組成比はアシス トイ

オン電流にほとんど依存していない｡図5中に示したように膜堆横速度は､アシス ト

イオン電流の増加に伴い低下している｡これは､堆積した膜がアシス トイオン照射に

より逆スパ ッタされていることを示す｡以上のことから､アシストイオン照射によ

り､成長過程にあるCdSe微粒子がスパッタリングにより削られ､小さな微粒子が形成

されると考えられる｡

(

T
E
U
寸
O
L
X
)
東
壁
等
容

400 600 800

波長 (nm)

図5 lAD法併用したCdSeドープ薄膜の光吸収スペクトル
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表3Cd組成.Se組成及びSe/Cd組成比
アシスト Cd組成 Se租成 Se/Cd
イオン電流 (at.%) (at.%)
kL/ 6.7 3.1 0.46
2mA 4.8 2.1 0.43
4mA 3.7 1.7 0.45
8mA ～.4 1.2 0.52
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3.4 7ニーIJングの効農

図6は､未処理及びアニーリング後の

cdSeドープガラス薄膜の光吸収スペク ト

ルを示す｡アニーリングは､700℃ ･2時

間､2×10-6Torrより高真空中にて行 っ

た｡アニーリングを行 うことにより､

400mmより長波長側の吸収係数が増加 し

ている｡ これは､アニーリングにより

cdSe微粒子の粒径が増大 していることを

示唆 している｡アニーリングは､微粒子

成長に有効な手段であることが分かる｡

しか しなが ら､IBS法に より作成 した

cdSeドープガラス薄膜を500℃ ･2時間ア

ニーリングを行 ったが､光吸収スペク ト

ルの変化は観測 されなかった｡通常の高

周波スパッタリング法により作成 された

微粒子分散ガラス薄膜ついては500℃～

600℃でのアニーリングによる微粒子の

増大が報告されている[9-11].通常の高周

波スパ ッタリング法により作成された微

粒子分散ガラス薄膜に比べ､IBS法によ

り作成 した微粒子分散ガラスは､アニー

リングを行う際､より高い温度で行う必

要があることが分かった｡
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図6 アニーリング後及び未処理のCdSe
ドープガラス薄膜の光吸収スペクトル

3.5 CdSe継 子の粒径分布虎猫 層構造

図7は､TEM像から評価 したcdSe微粒子の粒径分布を示す｡ 図7に示す粒径分布の

平均粒径及び席準偏差は､それぞれ2.7mm及び0.63mmであった｡図7中に示す実線は､

平均粒径を2.7mm､♂-0.35としたときのlog-nomal分布関数

P(u)∝exp[-
(ln(u)+362/2)2

262 ] (2)

を示す【7].ここで､uは微粒子の平均粒径で規格化 した粒径を示す｡分布関数(2)と次式

A(A)-K孟(21+1)P(u)8(27TCH/)-EBB

Bd=Eg+
h2

2FLR2
¢nf

を用いて､吸収係数A(A)を計算 した.ここで､EnJは半径Rの微粒子の電子･正孔対の

エネルギー[2]､Egは微粒子材料のバルクにおけるハンドギャップ (cdSeでは､Eg-

1･70eV)､FLは還元質量 (cdSe微粒子では､FL-0.2m､m :電子の質量【7])､少,Jは
球ベ ッセル関勤j(p)-0の乃番目の根､Kは定数である.図8は､TEM観測を行った
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cdSeドープガラス薄膜の作成条件 と同じ条件で作成 した膜の光吸収スペク トル及び計

算値を示す.計算値 は､実験値を再現している.しかしをが ら､図 7に示す ように

TEM像から評価 した粒径分布とlog-nomal分布関数とは違っていること､計算に用いた

モデルは簡単なモデルであることを注意すべきである｡
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図7 CdSe微粒子の粒径分布及び

long一mormal分布関数

3.6 非舟形光学特性

図9は､ Ix(3)lの波長依存性及び光吸

収スペクトルを示す｡光吸収スペクトルに

ついてはピークは観測されなかったが､

Ix(3)lについてはピークが観測された｡

この ピークが､cdSe微粒子のls-ls間遷移

(ゃol-,r)に因るものであると仮定 し

て､式(4)よりcdSe微粒子の粒径 を求める

と､2.7nmであった｡

図9に示すように､ Ix(3)lは10-9esuの

オーダーであり､高周波スパッタリング法

により作成 された微粒子分散ガラスについ

て報告されている値と同じ程度である｡し

かしながら､性能指数 Ix(3)I/aは､10-12

esu･cmのオーダーで､報告されている億比

べて1桁程度小さい【5】｡これは､前に述べ
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図8 CdSe微粒子の粒径を評価した薄膿と同じ
条件で作成した薄朕の光吸収スペクトル (実
線)及び計算から求めた吸収係数 (●).波線
は､1S -1S遷移及び1p-1p遍移による括果.

(ns
a
6･O
L
X
)
((M

)

X
f

-461-

8

6

440 480

波長 (nm)

(T
E
U
寸O
｢×)

2

8

1
.

0
.

点

準
等昏

40
.

0.0

図9は､LI(3)Iの波長依存性 (●)
及び光吸収スペクトル (点線)



講義ノー ト

た用に､今回測定したcdSeドープガラス薄膜のCdSe微粒子中に0原子が取り込まれて

いることに因るCdSe微粒子の構造が原因の一つであると考えられる.

4.まとめ

IBS法及びIAD法を用いてCdSeドープガラス薄膜を作成し､その光学特性及び膜構造

と成膜パラメータとの関係を検討した｡その結果､スパッタリングイオンエネルギー/
及びスパッタリングイオン電流により制御された膜堆横速度によりCdSe微粒子の粒径

が制御 されることが分かった｡また､酸素ガス流量､アシス トイオン照射及びアニー

リングによっても制御されることが分かった｡平均粒径が3nm程度のCdSeドープガラ

ス薄膜の Ix(3)Lは10-9esuのオーダーであった.また､性能指数 Ix(3)I/aは10-12

esu･cmのオーダーと小さな値であった｡cdSe微粒子中に0原子が取 り込まれているこ

とに因るCdSe微粒子の構造が原因の一つであると考えられるoまた､FdSe微粒子の粒
径分布は広がりをもっていることが分かった｡そのため､微粒子の構造および粒径分

布の制御を行っていかなければならない｡
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