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本研究の背景及び目的 

微細加工 
PBW (Proton Beam Writing) 

二次元加工 三次元加工 

• μｍレベルの加工 
• 高アスペクト比 
• 直描 

特徴 

微量元素の2次元分布 
PIXE(Proton Induced Xray Emission) 

• ppmの検出感度 
• 1μmレベルの空間分解能 

60μ m 

石綿 

ケイ素 鉄 

5μ m 50μ m 



 イオンビーム 
•長い到達深度 
•高い直進性 
•高い LET 

 FIB 
•短い到達深度 
•液体金属イオン 
•試料汚染 

 電子ビーム 
•短い到達深度 
•大きな散乱 
•低 LET 

 X-ray, EUV 
•EUV, X線源 
•マスク照射 
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本研究の背景及び目的（つづき） 

微細加工にはMeV領域のイオンマイクロビームが有効 



本研究の背景及び目的 
（従来型のイオンマイクロビーム形成装置） 

問題点：装置群が大型 

5m 

3MV静電加速器 

集束レンズ系 

例）原子力機構・ 

  高崎量子応用研究所 

イオンマイクロビーム装置
の普及の障害 

約３０m 



本研究の背景及び目的 

様々な微細加工や分析技術に有用な 
数100keVイオンマイクロビームの普及 

数100keV小型イオンマイクロビーム装置の
小型化を実現する 

◯研究開発のスケジュール 

数10keVの 
装置 

数100keVの装置
(最大300keV） 

MeV級の 
装置 

（現在） 



小型化のアイディア 

加速器 ビームライン 
集束レンズ
システム 

加速管（加速レンズ）の使用 

一体化（小型化が可能？） 

＋ ＋ 

現在の装置の構成 



この項だけ更に有利 

小型化のアイディア（つづき） 
一般のレンズ 

加速管（加速レンズ） 

対物点 像点 

EIn EOut 

像
点 

対物点 

物点距離(a) 像点距離(b) 

物点距離(a) 像点距離(b) 



第1加速レンズ 

（高縮小率） 

第2加速レンズ 

（低縮小率） 

H.V. 

H.V. 

像点(径160nm達成) 

対物点 

(径200mm) 

発生ビーム：H2
+ 

縮小率：1250 

ビームエネルギー：46keV 

30cm 

ビーム径測定装置 

イオン源 

Beam 

これまでの研究成果 
（数十keV級イオンマイクロビーム装置） 

プラズマ型ガスイオン源 

30cm 



これまでの研究成果 
（数100keV小型イオンマイクロビーム装置） 

50cm 
第3加速レンズ
(300kV) 

イオン源 

二段加速 
レンズ系 

像点 

電源 

90cm 



これまでの研究成果 
（数100keV小型イオンマイクロビーム装置の特長） 

• ガスイオン源の使用により、様々なイオン種  
でマイクロビームの形成が可能 

• 現在のビーム径は5.6μ m(@130keV)           
（設計値はサブマイクロメートル（@300keV）） 

• 第3加速レンズを高電圧化することでMeV イオ
ンマイクロビームの形成が可能 



装置開発での今後の課題 

• 第3加速レンズ（1MV用加速管 ） 

• 省電力、高輝度イオン源 

• 高電圧勾配型の高電圧タンク 

• 小型高安定度昇圧回路 

開発項目 

☆MeV小型イオンマイクロビーム装置の開発 

概念図 



小型イオンマイクロビーム装置の 
特長・従来技術との比較 

• 従来技術で加速器、ビームライン及び集束レン
ズ系の大型の装置群であったのを、一体化に
より大きさを大幅に縮小化 

• 従来は装置の設置が研究機関や一部の大学
のみで、使用が限定されていたが、小型化によ
り、一般の研究室や工場で使用可能 

• 本技術により、大きさが約1/10できるため、製
造コストが1/5～1/10程度までの削減に期待 



ビームエネルギーを変えた時の 
ビーム径（実測） 

19 

20 

21 
ビ
ー
ム
径 

(mm) 

縮
小
率 

エネルギー比（Eout/Ein）=6.3 

ビームエネルギー（keV) 

☆加速レンズの縮小率の式 

一定にする場合 

in

out

E

E

b

a
縮小率

一定 

小型イオンマイクロビーム装置の 

特長・従来技術との比較（エネルギー可変） 
 

ビームの物質中の到達深度を変えても 
ビーム径がほぼ一定 

ビームエネルギーを変えても、縮小率・ビーム径がほぼ一定 



想定される用途 

• ビームエネルギーの可変性を三次元の微細
加工に使用した曲面加工 

• 二次粒子検出による試料分析 

• 分子量の大きなガスの使用により、高いス
パッタリングの効果を用いた試料の切断 
 



想定される用途（つづき） 

  石綿 

（アスベ
スト） 

石綿 

20mm 

マイクロPIXE分析 マイクロ発光分析 

アスベスト肺組織 エアロゾル 

高性能 

マイクロレンズ 

医療用機器 

～1μm～ 

エネルギー連続可変 

省電力光通信 

光スイッチ 

直描（エッチング無） 

実験室・工場
レベルに普及 

小型装置 

2m 

3m 

直線加工 曲面加工 

材料内部の３D加工 

20mm 



企業への期待 

• 未解決の高輝度なイオン源や高電圧の絶縁技術
については、静電加速器の技術により克服可能 

• 微細加工に関する様々な技術や小型イオンマイ
クロビーム装置に興味を持つ、企業との共同研
究を希望 

• イオンビームによる微細加工技術の分野への展
開を考えている企業には、本技術の使用が有効 
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