
まえがき＝高エネルギイオンを用いた表面分析手法であ
る RBS（Rutherford Backscattering Spectrometry）法は，
試料中の元素の種類，組成を深さ方向に非破壊，定量的
に比較的短時間で測定できるという特長をもち，試料の
深さ方向の定量分析手段として広く用いられてきた。し
かしながら，半導体産業をはじめとした材料開発の分野
では，ナノメータレベルまで薄膜化されてきており，従
来の RBS 法や SIMS（Secondary Ion Mass Spectrometry）
法などのような手法では分析が困難となってきている。
　このようなニーズに応えるため当社では，中エネルギ（～
500keV）のヘリウムイオンを用い，90°の偏向磁場型エネ
ルギ分析器を搭載した高分解能 RBS 装置を京都大学と
共同で開発した1）。本分析装置は，従来の RBS 法で使用
されている半導体検出器に比べて 1桁高いエネルギ分解
能を有しており，試料の組成分析をオングストロームレ
ベルの深さ分解能で行うことを可能とした。
　この RBS 分析において得られるスペクトルには標的
原子の質量，標的原子の試料表面からの深さなど複数の
情報が含まれており，モデル適合法によるシミュレーシ
ョンを用いた解析が不可欠である。筆者らは，高エネル
ギ RBS 分析装置（Mikro-i）用に当社で開発したスペク
トル解析プログラムをベースに，高分解能分析を可能と
するため中エネルギのイオンにも対応できる詳細な式を
導入した。
　本稿では，RBS 分析において重要な技術課題となって
いる RBS スペクトルの高速高精度な解析方法について
報告する。

1．RBS法の原理

　加速器で数百 kV～数MVの高速に加速されたヘリウ
ムなどの軽イオンがエネルギ Ein をもって固体に衝突す
ると，イオンの一部は標的原子により後方散乱されて，

固体外へ弾きとばされ，そのエネルギは
　E＝ KEin ……………………………………………… （1）
となる。KはK因子（Kinematic factor）と呼ばれ，運動
力学的に求められるエネルギに依存しない因子であり，
次式のように表される2）。

　�
 …………………… （2）

ただし，M1 は入射イオンの質量，M2 は固体原子の質量，
θは散乱角である。（1），（2）式から，散乱イオンのエネ
ルギを測定することにより標的原子の質量を知ることが
できる。たとえば，図 1上に示すように固体の表面近く
に固体原子と異なる質量M3 の原子が存在するとすると

K＝ （　　　　　　　　　　　　） 
M1 cosθ＋  M2

2
 － M1

2
 sinθ 

M1＋M2

2
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高分解能RBSのシミュレーションによるスペクトル解析

Analysis of High Resolution RBS Spectra Using Simulation

  

A program that analyzes RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) spectra for high resolution RBS 
systems was developed. By taking into account the cross section in consideration of screened Coulomb 
potential and reduced energy loss straggling, the program was able to analyze helium ions in the sub MeV 
energy region. An example of experimental and simulated spectra, using additional subroutines such as an 
automatic fitting routine or the unique equation of χ2 is presented.
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図 1 質量数 M2，M3 (M3＞M2) の元素から構成される 2元素組成試
料から散乱する場合の概念図と RBS スペクトル

Fig. 1 Schematic view of  backscattered particles by target elements 
of M2 and M3 masses (M3 ＞M2) and of  RBS spectrum



（M3 ＞ M2），原子から後方散乱されたイオンのエネルギ
は，質量 M2 の原子から散乱された K12Ein と，質量 M3 の
原子から散乱された K13Ein として観測され，図 1下のよう
なエネルギスペクトルが得られ，エネルギスペクトルか
ら元素の同定が可能となる。
　いっぽう，イオンは固体中を進む際，電子雲との非弾
性散乱により，自身の軌跡の長さに比例したエネルギを
失う。イオンが固体内で単位長さ進むときに失うエネル
ギは阻止能（Stopping power）と呼ばれ，イオンのエネ
ルギ Eに対して S（E）で表される。図 1に示すように，エ
ネルギ Ein のイオンが固体表面に角度αで入射し，深さ z

で散乱されて角度βで出射する場合，非弾性散乱により
失われるエネルギΔEは，

　�  
 …… （3）

と表される。ここで，Eout は観測されるイオンのエネル
ギである。（3）式からわかるように，ΔEは標的原子の
深さ zに比例するため，測定される散乱イオンのエネル
ギを深さに変換することができる。
　このように，RBS 法では，散乱イオンのエネルギスペ
クトルが標的原子の質量及び，試料表面からの深さに関
する情報を持っている。このスペクトルを適切に解釈す
ることで，元素組成や分布を推定することができる。

2．スペクトルの解析手法

　本章では，得られた測定スペクトルの解析方法につい
て述べる。以下 2.1 節では大まかな解析手順を，2.2 節で
は上記測定原理に基づいた理論スペクトルの計算方法に
ついて示す。
2．1　スペクトルの解析手順

　RBS 解析は，試料に対して膜のモデルを仮定し，仮定

　E＝KEin－Eout＝ S(Ein)＋   　　S(Eout)
K 
cosα 

1 
cosβ z（　　　　　　　　　　　　） Δ 

モデルに基づいて計算される理論スペクトルと，測定ス
ペクトルとを比較しながらモデルを逐次変更して真の元
素分布を求める。その手順を図 2に示す。
　また RBS スペクトルは，図 3に示すように偏向磁場型
エネルギ分析器と位置検出器により散乱イオンひとつひ
とつのエネルギ測定を行うことで取得される。エネルギ
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図 2 スペクトルの解析手順
Fig. 2 Flowchart of analyzing spectrum

図 3 エネルギスペクトルの取得概念図
Fig. 3 Schematic of getting energy spectrum
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広がりをもった散乱イオンは電磁石により発生された磁
場によりエネルギに応じた半径の軌道を描き，位置検出
器に入射する。位置検出器からの信号は位置演算の後
MCA（Multi Channel Analyzer）で分析され，位置に対
応したチャンネルがカウントされる。これにより，横軸
チャンネル，縦軸収量（カウント数）のスペクトルが得
られる。そして，電磁石の磁場強度に対応したチャンネ
ルとエネルギの変換を行うことでエネルギスペクトルを
得ることができる。
　次に，測定対象となった試料の膜の組成モデルを仮定
する。通常の RBS 測定では，試料についてある程度の素
性は明らかな場合が多いため，それを最初の仮定モデル
とすることが多い。
　2.2 節で詳しく述べる理論スペクトルと仮定モデルを，
各チャンネルにおける収量差の二乗和χ2で比較評価す
る。これを関数として表すと，

　�   
 ………… （4）

となり，この値が小さいほど両者は近いスペクトルであ
ると言える。ただし，iはチャンネル番号，Cmaxは最大チ
ャンネル番号である。もし，両者のスペクトルに大きな
相違がある場合χ2は大きい値を示すので，これが設定値
より小さくなるまで仮定モデルを変更して図 2の c～ f
の操作を繰返すことになる。そして，χ2が設定値より小
さくなった時点で解析を終了する。以下にこの仮定モデ
ルを変更するアルゴリズムについて述べる。
2．2　理論スペクトルの計算

　本節では，測定スペクトルの解析精度に大きな影響を
与える，理論スペクトルの計算（図 2c）方法について述
べる。
　理論スペクトルは，各チャンネルに現れる散乱イオン
の収量 Yieldsimulated（i）を求めることにほかならないが，こ
れは，試料を適当な厚さの層に分割し，それぞれの層か
らの散乱イオンスペクトルを加算することで得られる。
そのためにまず，各層に入射するイオンのエネルギと，
エネルギストラグリング（Energy straggling）による分
散を求める必要がある。エネルギストラグリングとは，
イオンが固体内を通過する際のエネルギ損失の統計的な
分布を言う。
　表面から数えて m番目の層に入射するイオンのエネル
ギ Ein（m）及びエネルギストラグリングによる分散σin

2（m）
は，次式のように表される。

　�  
 …… （5）

　�   
 … （6）

ここで，kは元素の通し番号，Smaxはモデルにおける元素
の総数，n（m）/cosαは m番目層の原子数の平均面密度，
f（m,k）は m番目層における k番目元素（以下 <m, k> と略
す）の組成比，S（E）はエネルギ Eに対する阻止能，σ2（k, 
E）は k番目元素のエネルギ Eに対するストラグリングに
よる分散である。S（E）は次の近似式（7）～（9）（ただし
E<10MeV）を用いており，σ2（k, E）は Lindhard ら3）の

χ2＝Σ
i＝1

Cmax {Yieldsimulated(i)－Yieldexperimental(i)}2 
Yieldexperimental(i)2

Ein(m)＝Ein(m－1)－ Σ
k＝1

Smax n(m) 
cosα f(m, k)S(Ein(m－1)){ }

σin2(m)＝σin2(m－1)＋ Σ
k＝1

Smax n(m) 
cosα 
 

f(m, k)σ2(k, Ein(m)){ }

（10）式から計算される。

　�
   ……………………………… （7）

　SLOW＝ A1E
A2   ………………………………………… （8）

　�  
 …… （9）

A1 ～ A5：文献 4）の表の値
　σ2＝σB

2L（χ）　χ＜3
  …………………………… （10）

　σ2＝σB
2　　  　χ＜3

　ここで，σB
2 ＝ 8ln(2)s2t, L(χ) ＝ 0.68χ1/2－0.008χ3/2，

χ＝（vi／vB）／Z2であり，Z1及びZ2はイオンと固体原子の
原子番号，Nは固体の原子密度，vi はイオンの速度，vB
はボーア速度である。
　したがって，<m, k> から出射する散乱イオンのエネル
ギ Eout（m, k）及び分散σout（m, k）は，出射するまでのすべ
ての層の影響を考慮して，次式のようになる。

　�   
 … （11）

　�   
 … （12）

ただし，K（k）は k番目元素に対する K因子で（2）式に
より計算される値，jは層の番号（j＜ m）である。
　以上の結果から，<m, k> から出射されるスペクトルの
分布をエネルギ Eout（m, k）とσall2（m, k）の関数として
G（Eout（m, k）,σall2（m, k））（ただし，σall2＝σout2＋σ02，σ0：測
定系による分散）と定義すると， <m, k> による散乱イオ
ンの収量 Yield（m, k）は，次の式で計算される。

　�  
  … （13）

ここで， Qは試料への入射イオン数，n/cos αはその層
の平均面密度，fは <m, k> の組成比，dσ/dΩはその＜層，
元素＞に対する散乱微分断面積，Ωは検出器の受け角で
ある。散乱微分断面積は，入射イオンが標的原子により
ある立体角に散乱される確率で定義される。ここでは，
Rutherford の断面積 2）では考慮されていなかった，クー
ロンポテンシャルを考慮した断面積計算のアルゴリズ
ム 5）を用いており，中エネルギのイオンにも対応してい
る。
　（13）式をすべての層と元素に適用して総和をとれば，
各チャンネルの散乱イオンの収量 Yieldsimulated（i）となり，

　�   
 ……………………… （14）

で表され，これをチャンネルごとにプロットすることに
より理論スペクトルを得る。以上のように，理論スペク
トルのシミュレーションにおいて，散乱微分断面積など
の計算を中エネルギイオンに対応させることにより，信
頼性の高い解析が可能となった。

3．スペクトル解析プログラム

3．1　当社解析プログラムの特徴

　2章で述べた方法を用いて，次に示すような仕様でス
ペクトルの解析を行うプログラムを開発した。プログラ
ムはMicrosoft Windows に対応しており，ほとんどの操

1 
S(E)

1 
SLOW

1 
SHIGH

＝ ＋ 

（　　　　） A3 
E/1000 1＋ ＋ SHIGH＝ （　　　　） A4 

E/1000 （　　　） 
A5E 
1000[ ]ln

Eout(m, k)＝K(k)Ein(m)－ Σ
k＝1

Smax

Σ
j＝0

m－1 n(m－j) 
cosβ 
 

f (m－j, k)S(Eout(m－j, k)){ }
σout2(m, k)＝K(k)σin2(m)＋ Σ

k＝1

Smax

Σ
j＝0

m－1 n(m－j) 
cosβ f (m－j, k)σ2(k, Eout(m－j, k)){ }

n(m) 
cosα Yield(m, k)＝G(Eout(m, k),σall2(m, k))・Q・　　 ・f(m, k)・   (m, k)・ dσ 

dΩ Ω 

Yieldsimulated(i)＝　　　Y(m, k) Σ
k＝1

Smax

Σ
m＝0

Lmax
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作をマウスで行うことで高い操作性を実現している。仮
定モデルとしては，最大で，元素数 100 ×層数 1 000 の
マトリクスを扱うことが可能であるが，次節で述べる自
動フィッティングを行う際には，単一元素層などのよう
に組成比を変化させない固定層を設定して計算数を減ら
すことにより高速化を図っている。計算される理論スペ
クトルは，測定スペクトルと同じ画面に複数表示できる
仕様になっており，類似試料の差異評価に威力を発揮す
る。また，シミュレーションデータは元素ごとのスペク
トルとしてテキスト形式で保存されるため，他のデータ
解析ソフトやグラフソフトとの互換性も高い。プログラ
ムの内部には，理論スペクトルの計算のため，質量など
の元素データテーブルをはじめとして検出器の受け角や
エネルギ分解能，チャンネル- 偏向磁場型エネルギ分析器
磁場強度の関係式に加え，高速化のため上述した散乱微
分断面積などはあらかじめ配列として保有しておくよう
になっている。さらに，種々の試料に柔軟に対応するた
め，自動フィッティング時に用いる組成比変更率などの
パラメータも任意に設定できるようになっている。
3．2　解析支援機能

　RBS 解析を高精度かつ高速に行うためには，以下に述
べるような解析支援機能が不可欠である。たとえば，モ
デルの変更の繰返し操作を自動で行う機能や，測定スペ
クトルからのバックグランド除去機能，チャンネルごと
に重みをつけた比較関数の適用などであり，当社独自の
工夫がもりこまれている。
3．2．1　自動フィッティング

　前章で述べた，図 2の e～ f に示す仮定モデルの変更
は通常手動で行われており，解析時間が長くかかる主因
であった。そこで，組成比の変更から測定スペクトルと
の比較までを自動で行うこととした。そのフローについ
て説明する。まず，スタートスペクトルとゴールスペク
トル（通常は測定スペクトル）からχ2を求め，数値判定
により，モデルの変更フェーズに進む。ここでは，組成
比を変更する <層，元素 >が選択される。<層，元素 >
とは，ある層中のある元素のことを示しており，たとえ
ば表 1のようなモデルを仮定した場合，<2，3> とは，2
番目層の 3番目元素を指し，組成比 0.2 が設定されてい
ることがわかる。
　次に，図 2の f を自動で行う場合のフローについて説
明する。通常はランダムで <層，元素 >が選択される
（case 1）が，いったんχ2の値が前回よりも小さくなる

と case 2 に移行し，<前回の層＋ 1，前回と同じ元素 >
が選択され，前回と同じ変更率で組成を変更する。case 
2 はχ2の改善がストップするまで続けられ，次に case 3
に移行する。case 3 では，case 2 と逆方向すなわち <前
回の層－ 1，前回と同じ元素 >が選択され，同様にχ2の
改善がストップするまで繰返される。この層選択のアル
ゴリズムにより，一度有効元素にヒットすれば，その有
効元素を含む有効範囲に存在する層はすべて一度は選択
されることになるので，ランダムに <層，元素 >を選択
する方法（case1 のみ）に比べ，なめらかな組成変更を
高速に行うことが可能である。
3．2．2　バックグランド除去機能

　測定スペクトルには測定系のノイズにより多少のバッ
クグランドが現れる。このノイズは統計的なものであり，
スペクトル上のオフセットとして除去すれば解析に与え
る影響は無視できる。さらに，チャネリング現象を利用
した RBS スペクトルでは，母材によるスペクトルを無視
して解析を行うことも多い。このような場合も測定スペ
クトルからノイズとなる成分を除去してフィッティング
を行う。これらに対応するため，最小二乗法による多項
式もしくは指数関数近似によるバックグランドに対する
フィッティングとその除去機能を装備している。
3．2．3　自動フィッティングにおけるチャンネル

　　　　重み付け機能

　（13）式で見たように，<層，元素 >からの散乱イオン
の収量はその散乱微分断面積に比例するが，この散乱微
分断面積はおもに Z2

2に比例することが知られている。し
たがって，試料中に軽元素と重元素が同時に存在する場
合，重元素ほど収量が大きくなり，スペクトル解析にお
ける評価関数χ2は軽元素よりも重元素から大きな影響
を受けることがわかる。つまり，このような試料に対し
て自動フィッティングを行うと，重元素からのスペクト
ルに対して重点的にフィッティングを行い，軽元素から
のスペクトルが軽視されフィッティングの対象となりに
くい問題があった。これを回避するため，チャンネルご
とに重みをつけてχ2を計算する方法を採用した。すなわ
ち，各チャンネルの重みをγ（i）として（5）式を

　�
  …… （15）

と変更する。
　（15）式を用いた効果をZrxOy/Si試料からのスペクトル
に対するフィッティング結果で確認する。図 4（a）は仮
定モデル（スタートモデル）の膜構成である。また図 4
（b）～（d）の実線は測定スペクトルからバックグランド
を除去したスペクトルである。図 4（b）波線は仮定モデ
ルのスペクトルである。これに対しχ2として（4）式を
用いて自動フィッティングを行うと図 4（c）波線のよう
になる。この場合，原子番号の大きな Zr スペクトルに重
点的にフィッティングを行っているため，軽元素である
酸素のスペクトルの誤差が大きくまたシリコンについて
も無用なピークが残っており，十分な分析ができていな
いことがわかる。そこで，（15）式を適用し軽元素に対し
重みを大きくした条件で計算した結果が図 4（d）波線で

χ2＝　 {γ(i)・(Yieldsimulated(i)－Yieldexperimental(i))2}Σ
i＝1

Cmax
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4321Layers ＼ Elements
0.600.400.000.001
0.700.200.100.002
0.400.100.250.253
0.000.000.670.334
0.000.000.001.005

表 1 試料の仮定モデル（1行目及び 1列目は，それぞれ試料中
元素の通し番号と，層の通し番号を表す。表中の数字は，
〈層，元素〉の組成比を表す。）

Table 1 Start model of sample (First row and first column show 
element numbers and layer numbers of this model, 
respectively. Other numbers show concentration of the 
<layer, element>).



あり，Zr 以外の元素に対応するスペクトルにもよくフィ
ットしていることがわかる。これは，χ2

eff 値も小さくな
っていることからも確認することができる。ただし，χ2eff
はγ（i）を 1として計算し直した値である。
　この例からわかるように，チャンネル重み付けのアル
ゴリズムにより，偏ったフィッティングを避け高精度な
スペクトル解析が可能となった。

むすび＝当社高分解能 RBS 分析装置に対応したスペク
トル解析技術について報告した。現在は，より一層の高
精度化及び高速化と，非熟練者でも解析ができるプログ
ラムを目指し，上記重み付け係数の最適化の自動化をは
じめとして自動フィッティングパラメータの最適化，イ
ンターフェースの改良など操作性の向上も含めた開発を
進めている。最後に，開発において重要な指導，助言を
いただいた京都大学工学研究科木村教授に深く感謝いた
します。また，測定スペクトルを提供していただいた金
沢大学工学部佐々木教授に感謝いたします。
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図 4 ZrxOy試料からの測定スペクトルとシミ
ュレーションスペクトル

 (a) はスタートモデル，(b) はスタートモ
デルに対する，(c) は自動フィッティン
グ後の，(d) は (15) 式を用いて自動フィ
ッティングを行った後の測定スペクト
ルとシミュレーションスペクトル

Fig. 4 Example of experimental and simulated 
spectra from ZrxOy sample 

 (a) Start model and experimental and 
simulated spectra for (b) start model, 
(c) end model, and for (d) end model 
using equation (15)


