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Abstract  
A MeV gaseous ion nanobeam system to be installed 

in an experimental room is developed to promote use 
of a proton beam writing (PBW) technique in many 
experimental laboratories. Gaseous ion beam from a 
plasma-type ion source, which is used in accelerators 
for this type of application, generally has a large 
source size of several hundred micrometers in 
diameter depending on the anode hole of the ion 
source. Thereby, high demagnification is a key point 
in a focusing lens system to obtain MeV proton 
nanobeams of 100 nm or less in diameter. In Japan 
Atomic Energy Agency (JAEA)，a new compact MeV 
focusing lens system in combination of the 
double-acceleration lens system and a MV 
acceleration tube was designed based on the ion 
optics calculation. 
Key words: MeV gaseous ion nanobeam system， 
Proton Beam Writing (PBW)， high demagnification， 
double-acceleration lens system， MV acceleration 
tube 

1. はじめに 

微細加工を目的としてマイクロメートルレベルの

解像度でレジストへのパターン描画を行うためにX線や

UVなどの光，集束電子線，及び金属イオンビーム（集束

イオンビーム（FIB）装置で発生）（以下，これらの光

及び荷電粒子線を線種と呼ぶ）が使用されてきた．微細

加工用のレジストにこれらの線種を用いて露光を行う

場合，図 1に示すように光ではマスク材を必要とし，電

子線では散乱が大きく，FIB で発生する Ga+金属イオンビ

ームでは，マイクロメートルの長深度加工が困難である

などそれぞれに欠点がある．また，これらの線種により

高アスペクト比を持つ長深度加工を行う場合，複雑な加

工プロセスを組み合わせて使用することが必要になり，

全体工程に長い時間を必要としていた.このため，加工

時間を短縮し，しかも自由度の高い加工プロセス技術の

開発が切望されていた．これに対し，従来の線種に比べ
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MeVエネルギー

軽イオン集束イオ

ンビーム形成装置

全長約30m 

3MVシングルエンド加速器 

図 2 原子力機構高崎量子応用研究所の高エネルギ

ー集束イオンビーム形成装置 

90°分析電磁石

図 1 線種による有機物中でのビームの広がり 
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MeV エネルギー領域のプロトンビームは図 1 に示すよう

に物質中で散乱効果が小さく，直進性が高いため，レジ

ストの様な有機物に対して100マイクロメートルに近い

長深度の照射を行ってもビームの横方向の広がりが小

さく，直線的な加工ができる．さらに，プロトンビーム

はエネルギーを変えることで到達深度を制御すること

もできる．これらの利点から，MeV 領域の高エネルギー

集束プロトンビームを用いた微細加工技術であるプロ

トン・ビーム・ライティング(Proton Beam Writing，
PWB)1)は，100 ナノメートル領域の空間精度且つ高いア

スペクト比で3次元構造物の製作が可能な新たな加工技

術として光学材料や微生物捕獲材料等の分野で注目さ

れている 2)3)．原子力機構高崎量子応用研究所（以下，

原研高崎）においても，保有するマイクロビーム装置を

用いて PBW 技術の開発を進めている．このマイクロビー

ム装置は，最大加速電圧 3MV で高電圧安定度が要求され

る加速器と高分解能エネルギー分析電磁石を含む長尺

のビームライン及び10m程度のMeV集束イオンビーム形

成装置で構成されており，図２に示すように全長で 30m

を越える大型の装置となっているため，通常の実験室に

設置することは困難である．PBW 技術をさらに普及させ

るには小型の専用装置の開発が必須と考え，前述の大型

装置とは別にMeV領域イオンのナノビームを使用した極

微細加工用小型高エネルギー集束プロトンビーム描画

システムの開発を進めている． 

2.小型高エネルギー集束イオンビーム形成装置の設計 

プロトンビームのようなガスイオンビームを集束す

る場合，イオン源から小径のガスイオンビームを発生で

きれば低縮小率のレンズ系で容易に微細なビームを形

成できる．しかし，実際にガスイオンビームをプラズマ

型イオン源から発生する場合は，イオン源内のアノード

電極に開けた孔の径の数 100 マイクロメートルが，イオ

ンビーム径となり，これをナノメートルまで集束するに

は，縮小率 1000 を越える高縮小率のレンズが必要とな

る．さらに，小型のナノビーム形成装置を実現するため

には，この縮小率に加えて集束点でのボケを抑えるため，

収差の点からも検討し，設計することが必要になる． 

2－1.加速レンズの性質と高縮小率化 

高縮小率でコンパクトなレンズ系として，加速電極の

静電場による集束効果と電極間の一様電場により，加速

と集束とを同時に行う加速レンズを考案した（図3参照）．

このレンズの縮小率 M は， 

I

O
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ここで，a，b はそれぞれ対物点距離及び像点距離で，

EO，EI はそれぞれレンズへの入射ビームエネルギー及

びレンズ通過後のエネルギーである．ナノビーム形成に

必要な高縮小率を実現するために，図 3に示すようにこ

のレンズを二段に連結したレンズ系を設計した．さらに，

このレンズ系とデュオプラズマトロン型のガスイオン

源とを組み合わせて，レンズ系の縮小率が従来のイオン

ビームの周桑レンズ系に比べて一桁大きい 1200 を越え

る keV 領域ガスイオンナノビーム形成装置を開発し

た．この装置を用いて，46keV，ビーム電流 100pA の

H2+ビームで，最小径 160nm 径の形成を実証した４）．

原研高崎では，この装置を出発点として，さらに MeV 領

域の高エネルギー集束イオンビーム形成を可能とする

照射装置の研究開発を進めている． 

2－1 小型 MeV 領域集束ガスイオンビーム形成装置用の

レンズ系の考案 

２段加速レンズ系に加えて，高エネルギー加速のため

加速管も第3の加速レンズと見なしてビーム軌道計算を

行った．ここでＭＶ級の加速管における加速電圧は

1.7MV とした．MV 領域の加速管では前段に配置される

加速レンズと違い全長が 1000mm と長いため，高い縮小

率を得ようとすると対物点から発したイオンの軌跡が

中心線と交わる集束点が加速管内に形成される場合が

あり，この場合集束したビームの利用が不可能になる． 

V 1～ 5kV  V 2～ 50k V V 0～ 10 0V 

 第 2 加速レンズ 
イオン源

図 3 keV 領域ガスイオンナノビーム形成装置の

概念図 

第1加速レンズ 
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(1)式による計算により，加速管の出口から集束点まで

の距離（ワークディスタンス）を 100mm，縮小率を 1，

対物点距離を 500mm とした場合，図 4に示すように、入

射ビーム加速電圧には 60kV 以上が必要であることを明

らかにした． 

2‐2 収差の検討 

一方，収差，特に球面収差と色収差の大きさは目標ビ

ーム径の 100nm より小さく抑える必要がある．対物点

距離を 500mm，加速電圧を 1.7MV としたときの球面収

差及び色収差の大きさを近軸方程式により評価した．こ

の評価では球面収差及び色収差がビームの発散角の三

乗及び一乗にそれぞれ比例すること，また，色収差はビ

ームのエネルギーの安定度にも比例することを用いた．

すなわち，収差を小さくするには発散角を小さくする必

要がある．これは加速管の前に小径の絞り電極を用いれ

ば可能であるが，必要以上に小さな径の絞り電極を使用

すると，加速管に入射するビーム電流が減少し，最終集

束点でのビーム電流も減少する．このため，発散角を決

めるのはビーム電流と収差の大きさの兼ね合いとなる．

今回の設計では，収差の低減を重視し，絞り電極の径に

0.3mmφを使用した．この絞りにより加速管に入射する

ビーム電流は約 1/40 に減る．この絞り電極により加速

管に入射するビームの発散角を
4101 −× rad，また，ビ

ームエネルギーの安定度も市販の高安定な高圧電源で

実現可能な 5101 −× とし，球面収差及び色収差の計算を

行った．その結果を図 5 に示す．図中，横軸の入射ビー

ムエネルギーが 100kV 程度までなら縦軸の収差の大き

さはビーム径の 100nm より小さく抑えられることが分

かる．すなわち図５に示した範囲ならば，ビーム径に及

ぼす収差の寄与は小さいと考えられる． 

 

2－3 小型高エネルギー集束イオンビーム形成装置の

光学設計の設計結果 

以上，検討してきた縮小率，ワークディスタンス及び

収差の大きさを考慮して，最終的に設計した小型高エネ

ルギー集束イオンビーム形成装置の配置及びビーム軌

道の概念図を図 6 に示す．これまで keV 領域のガスイ

オンナノビーム装置の開発では第2加速レンズで集束点

（図５中のクロスオーバー点）をレンズ外とするために，

加速電圧は 46kV 程度であったが，今回の設計では加速 

  

図 4 加速管内のビーム軌道（上半分の軌道を表

示する）．（利用可）は加速間外の結像，（利用

不可）は加速管内の結像を表す． 

図 5 入射ビームエネルギーに対する色収差及び

球面収差 

図 6 小型高エネルギー集束イオンビーム装置の概

念図 
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管により最終集束点を形成するため，その制約が外れる

ので加速電圧を 100 kV とし第 2 加速レンズ内でビーム

のクロスオーバー点（86nm 径）を形成させて，第 3 加

速レンズの対物点とした．最終的に，イオンビームは縮

小率が約 1 の加速管により，ワークディスタンス

100mm の像点で，ビーム径 100nm に集束されること

になる．本設計でのレンズ系のパラメータを表1に示す．

これにより，加速電圧 1.7MV でビーム径 100nm が達成

可能である．レンズ系の全体の縮小率は，約 2000 とな

るが，図 6 に示すとおりレンズ系の全長は約 2m 以下に

納まり，PBW 用の小型ガスイオンナノビーム形成装置

用として，縮小率及び大きさともに目標を満足するもの

となった． 

４.電流強度とイオン種識別 

加速管での収差を考慮すると，100nm 径のビームを

得るためにはビーム発散角を低減するために加速管の

入口に小径の絞り電極を必要とすることになるが，計算

の結果から，その径を 0.3 mm とすると集束点でのビー

ム電流は 0.25pA と見積もられ，PBW 用途として必要

なビーム電流に１桁以上少ない．これには，現状のデュ

オプラズマトロン型イオン源に代えてマルチカスプイ

オン源等の高輝度のガスイオン源を採用することが一

つの解決策と考える．また，ビーム中に含まれる分子イ

オンを含むイオン種の選別にはFIBで使用されているイ

オン種分析装置のウィンフィルターの搭載も必要であ

り，その設置場所は第2加速レンズと加速管の間500mm
の空間が適当であると考える． 

5.まとめ 

PBWのようなイオンビームを用いた微細加工技術をよ

り多くの実験室に普及させるため，省スペースな小型の

MeV領域ガスイオンナノビーム形成装置に適した集束レ

ンズ系の設計を行った．その結果，加速レンズ系と加速

管を組み合わせることで縮小率 2000 程度が得られる見

通しである．しかもレンズ系の全長は約 2m に納まり，

イオン源や照射チェンバーを入れた装置全体でも 4m 以

下が達成可能であり，通常の実験室への設置が十分可能

である． 

今後は，PBW 用の装置としてのビーム性能を追求し，

まずは今回設計したレンズ系とガスイオン源とを組み

合わせた装置で 1.7MeV で 100nm 径のガスイオンビーム

の形成を実証することを目指し，極微細加工用小型高エ

ネルギー集束プロトンビーム描画システムの開発を進

める予定である． 
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表－１ 設計の結果 

二段加速レンズ系 

 第 1 加速 

レンズ(V1) 

第 2 加速 

レンズ(V2) 

加速管（第 3

加速レンズ）

電圧(kV) 5 100 1700 

絞り(φmm) 0.2 0.3 0.3 

縮小率 178 13 0.9 

収差(nm)  <100 <100 

ビーム電流

(pA)  100 0.25 

ビーム径

(nm) 1120 86 100 
(最終集束点)

※イオン源でのビーム径=200μm， 

※ビーム電流は keV 領域ガスイオンナノビーム形成装

置で得られている実験値 100pA を基に，加速管の入口

部の絞り電極により減少する割合から算出した． 

 


