
 
 

 
 

SIMSによる極浅不純物分布の 
高精度評価法 

High-Precision Evaluation of Ultra-Shallow Impurity Distributions by 
Secondary Ion Mass Spectrometry 

あらまし  

CMOSプロセス開発では，デバイスの微細化に伴い，ゲート部において，数nmの薄膜や

40 nm以下の極浅接合が形成されている。デバイスの性能や信頼性を向上させるため，これ

らをナノレベルで制御することが不可欠になっている。これに伴い，このような薄膜内の元

素分布や極浅接合での不純物分布をナノレベルで分析・評価することが求められている。組

成や微量な不純物の分析は，2次イオン質量分析法（SIMS）が最適である。とくに，近年，

新タイプの装置が開発され，ナノレベルでの元素分布評価が可能になった。しかし，この分

析法は，複雑な物理現象を利用して分析するため，本来の分布を得るためには，分析条件の

最適化が必要となる。 
本稿では，2次イオン質量分析法を使った表面から数nm～十数nm領域の元素分布評価に

おいて，精度低下を引き起こす要因を考慮し，高い精度が得られる分析条件を検討した最近

の成果について述べる。 

Abstract 

As complementary metal oxide semiconductor (CMOS) processes evolve and device 
structures become finer, semiconductor manufacturers are having to form transistor gates 
with thin films of just a few nanometers and ultra-shallow junctions of 40 nm or less.  For 
better reliability and performance, these device structures must be controlled at the 
nanometer level.  This requires the nanometer-level analysis and evaluation of the 
distribution of elements in thin films and the distribution of impurities in ultra-shallow 
junctions.  Secondary ion mass spectrometry (SIMS) is ideal for analyzing compositions and 
impurity distributions.  Although the latest developments in SIMS equipment do enable 
nanometer-level element distribution analysis, this analysis method works by exploiting 
complex physical phenomena, so it is important to optimize the analysis conditions in order 
to obtain the true distribution.  In this paper we discuss the latest achievements in our 
study of analysis conditions where high precision is obtained by considering factors that 
degrade precision in the SIMS analysis of element distributions across surface regions 
ranging from a few nanometers to a few tens of nanometers. 
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ま え が き 

 近年，LSI素子の微細化に伴い，CMOSトラン

ジスタのゲート部では，構成する材料の超薄膜化

（数nm）や極めて浅い接合形成（40 nm以下）が

進んでいる。(1),(2) デバイスの高い性能および信頼性を

図るためには，薄膜内の組成や接合部の不純物濃度

分布の制御が不可欠であり，組成や不純物濃度分布

をナノレベルで分析・評価しなければならない。こ

のような分析に適しているのが，ダイナミックタイ

プの2次イオン質量分析法（SIMS：Secondary Ion 
Mass Spectrometry）(3),(4)である。 
 2次イオン質量分析法が持つ最大の特長は，全元

素に対して，ppm-ppbレベルの微量不純物濃度ま

で測定が可能なことである。さらに，図-1に示すよ

うに，本分析法は，イオン照射（1次イオン）で固

体試料表面をスパッタエッチングしながら，試料か

ら放出されるイオン（2次イオン）を順次取り込ん

でいくため，深さ方向の元素情報を得ることができ

る。近年，とくに極浅領域の評価を目的に開発され

た，低加速型2次イオン質量分析装置では，従来数

keV以上であった1次イオンエネルギーを，1 keV以

下にできるようになり，ナノレベルの深さ分解能が

可能になった。 

 

1次イオン

2次イオン
検出器

 

図-1 SIMSの原理（断面図） 
Fig.1-Principle of SIMS analysis (Cross sectional view).
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 しかし，表面から数nm～十数nm領域の分析で

は，分析条件（1次イオン種，エネルギー，入射角，

酸素ガスリークの併用など）に依存して，得られる

元素分布が変化してしまう，という問題がある。(5) こ

れは，主に，スパッタリングが安定に達するまでの

遷移領域(6),(7)や自然酸化膜の存在などによって，ス

パッタリング率や2次イオン化率が変化することに

よって引き起こされる。また，一部の元素では，分

析中に，表面または基板方向への偏析が起こる場合

もある。(8)

 そのため，本来の分布を得るためには，分析条件

に依存した分布変化を詳細に調べ，その要因を考慮

し，高い精度が得られる分析条件を選択しなければ

ならない。 
 本稿では，2次イオン質量分析法によるナノレベ

ルでの分析・評価において，精度の高い元素濃度分

布を得るために確立した分析手法について述べる。 

自然酸化膜と遷移領域の影響 

 表面から数nmの領域をナノレベルで評価する場

合，分布を歪
ゆが

める主な要因となるのが，スパッタ

リングが定常に達するまでの遷移領域および自然酸

化膜である。このうち，自然酸化膜は，基板と組成

が違うため，スパッタリング率や2次イオン化率の

局所的な変化を引き起こす。しかし，酸素1次イオ

ンを，垂直に近い入射角で照射すると，表面に蓄積

される酸素が，十分な量に達したところでシリコン

基板表面に酸化膜が形成され，(9),(10) スパッタリング

が定常に達する。この場合，遷移領域を最小にする

ことで，精度の高いデータを得ることができる。

図-2は，酸素1次イオンを入射角0°（試料に対し垂

直方向）で照射した分析で得られた，シリコン基板

中のシリコン強度分布である。深さ0 nmが基板の

図-2 1次イオンエネルギーに依存した遷移領域の変化
Fig.2-Comparison of the surface transient at various 

primary energies. 
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最表面に相当する。シリコン分布が変動している領

域が，遷移領域である。このうち，1次イオンエネ

ルギーが1.00 keVの場合を見ると，シリコン強度

は，最表面において自然酸化膜の影響で高く，一度

低下したのち，再び高くなって一定値に達している

ことが分かる。これは，自然酸化膜と1次イオンが

形成する酸化膜との間に，酸化されていない領域が

存在することによって生じている。これに対し，

1次イオンエネルギー0.20 keVでは，シリコン強度

は，最表面からほぼ一定値となっている。これより，

エネルギーを0.20 keVまで下げると，遷移領域は，

十分に小さくなることが分かる。 
 これらのことから，表面から数nmの領域をナノ

レベルで評価する場合，自然酸化膜および遷移領域

の影響が少なく，より本来に近い元素分布が得られ

る分析条件は，垂直に近い入射角の場合，酸素1次
イオン0.20 keVと考えられる。 

分析条件に依存した不純物分布変化 

 つぎに，不純物元素の分布が，1次イオンエネル

ギーに依存してどのように変化するのか，シリコン

基板中にイオン注入された砒
ひ

素（As）またはガリ

ウム（Ga）を例にとり，検討した。図-3（a），
（b）は，酸素1次イオン，入射角0°，1次イオンエ

ネルギー0.20～1.00 keVの分析条件で得られた，

AsまたはGaの分布である。指標とするため，高分

解能ラザフォード後方散乱分光法（HR-RBS）で得

られたAsまたはGa分布も示してある。HR-RBSは，

適用元素に制限があり，検出限界はSIMSに比べて

2～3桁悪いものの，近年，浅い領域の不純物分布

が取得できるようになってきた分析法である。図-3
（a）から，Asは，1次イオンエネルギーが小さいほ

どHR-RBSの分布に近づき，0.20 keVでHR-RBSと
ほぼ同じ分布が得られるのに対し，図-3（b）から，

Gaは，1次イオンエネルギーが小さいほど分布が基

板方向へ広がることが分かる。Gaで見られるこの

ような現象は，インジウム（In）でも報告されて

いる。(11)

入射角の最適化 

 Gaが基板方向へ広がる要因として考えられるの

が，酸素1次イオンが形成する酸化膜から基板方向

への偏析である。(12) 酸素1次イオンが打ち込まれた深

さ領域では，攪拌
かくはん

により変質層が形成され，ス

パッタエッチングにより，その表面近傍から2次イ

オンが放出される。(3),(4) 一次イオン入射角が垂直に近

い場合，変質層では酸化膜が形成されるが，(9),(10)こ

の酸化膜厚は，1次イオンエネルギーが小さいほど

薄くなる。(13),(14) このため，不純物の偏析が起こらな

ければ，1次イオンエネルギーが小さいほど深さ方

向の分解能は向上する。図-3（a）のAsがこの例で

ある。しかし，Gaは，1次イオンエネルギーが小さ

いほど基板方向へ広がる。著者らはこれを，酸素1
次イオンが形成する酸化膜から基板方向への一種の
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図-3 1次イオンエネルギーに依存した不純物分布変化 

Fig.3-Comparison of impurity profiles at various primary energies. 
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偏析現象によるものと考えている。 
 この現象を引き起こす要因として考えているのが，

スパッタリング率の低下である。1次イオンエネル

ギーが低くなるほど，スパッタリング率は低下する

ため，(15) Gaの偏析が顕在化してきたのではないかと

考えている。 
 一方，スパッタリング率は，一次イオン入射角に

依存し，およそ70°付近までは，入射角が大きく

なるほど高くなる。(3),(4) そこで，酸素1次イオンエネ

ルギー0.20 keVの条件で，AsまたはGaについて，

入射角に依存した分布変化を調べたのが，図-4（a），
（b）である。図-4には，HR-RBSで得られた分布も

示してある。図-4から，Asは0～40°，Gaは約

40°でHR-RBSとほぼ一致した分布となり，約50
～60°ではAs，Gaともに表面側にピークが移動し

ていることが分かる。 
 ここで，図-4と同じ分析条件で得られたシリコン

の分布を図-5に示す。シリコンの強度は，0～40°
では，表面からほぼ一定で，50～60°になると，

最表面にピーク分布が見られる。酸素1次イオンが

形成する酸化膜は，入射角が大きくなり，蓄積量が

減少すると形成されなくなる。(9),(10) 一方，シリコン

の2次イオン化率は，基板よりも酸化膜中の方が高

い。(4) したがって，図-5の50～60°で見られる表面

近傍でのピークは，自然酸化膜の影響で生じたと考

えられ，50～60°は，1次イオンによる酸化膜が形

成されなくなる角度と考えられる。 

 以上の検討から，自然酸化膜，遷移領域および偏

析などの影響を考慮した，精度の高い分析条件は，

酸素1次イオン0.20 keV，約40°と考えられる。 

極浅不純物分析への適用 

 つぎに，最適化した分析条件，酸素1次イオン

0.20 keV，約40°を，ホウ素（B）分析に適用した

例を紹介する。Bは，CMOSトランジスタにおいて，

p型の不純物として使われる元素である。シリコン

基板中に，以下の条件でイオン注入されたBの分布

を図-6に示す。 
・0.5 keV，1×1013～1×1015 cm-2，tilt 7°（シリ

コン基板） 
・0.5 keV，1×1013～1×1015 cm-2，tilt 0°（シリ

コン基板） 
・0.5 keV，1×1015 cm-2，tilt 7°｛ゲルマニウム

（Ge）イオン注入で非晶質化後のシリコン基板｝ 
 図-6から，Bピーク形状が，ドーズ量に依存して

表面から数nmの領域で変化することや，Bのテイ

ル付近の分布が，tilt角に依存して1 nm程度変化す

ることなど，イオン注入条件に依存したB分布の違

いが分かる。また，非晶質化後に注入したBのテイ

ル分布は急峻に減少しており，シリコン基板中への

イオン注入で見られるBのテイル分布は，分析上の

問題ではなく，チャネリング分布であることも分か

る。このように，最適化した分析条件の適用により，

作製条件の違いによるナノレベルでの元素分布の違
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図-4 1次イオン入射角に依存した不純物分布変化 

Fig.4-Comparison of impurity profiles at various primary angles. 
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図-5 1次イオン入射角に依存したシリコン分布変化 

Fig.5-Comparison of Silicone profiles at various 
primary angles. 
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図-6 イオン注入条件に依存したホウ素（B）分布の違い

Fig.6-Comparison of Boron profiles at various ion 
implantation conditions. 

 

いを得ることができる。 

今後の課題 

 本稿で紹介したように，元素分布は，酸素1次イ

オン0.20 keV，約40°の分析条件によって，元素

によらず，ナノレベルで評価することができる。し

かし，この条件は，負の2次イオン化率が高い元素

や，酸素を含む分子イオンが妨害信号となる元素の

分析では，十分な感度が得られない。このような元

素は，セシウム1次イオンを使った分析が一般的で

あり，この分析条件適化が必要である。 

む  す  び 

 本稿では，シリコン基板表面，数nm～十数nm
領域の元素分布を，2次イオン質量分析法によって

ナノレベルで評価する技術を紹介した。分布形状を

歪める要因は，スパッタリングが安定になるまでの

遷移領域，自然酸化膜，分析中に起こる不純物の偏

析などである。これらの影響を最小にする分析条件

は，酸素1次イオン0.20 keV，約40°である。今後

は，この条件では十分な感度が得られない元素に対

する評価法の検討を進める。 
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