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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ生成室内に複数本の高周波アンテナを設置し、該複数本の高周波アンテナにて
該プラズマ生成室内ガスに高周波電力を印加して誘導結合型プラズマを発生させるプラズ
マ生成方法であり、該複数本の高周波アンテナのうち少なくとも一部の複数本の高周波ア
ンテナについては、順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った
並列配置となるように設置するとともに、該順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同
士が互いに向かい合った並列配置となるように設置した複数本の高周波アンテナにおける
各隣り合う高周波アンテナのそれぞれについて、（Ａ）隣り合う高周波アンテナ同士にお
いて電流の方向が同一となり、且つ、高周波電圧の位相差が１８０°となるように、該複
数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給すること及び（Ｂ）隣り合う高周波アン
テナ同士において電流の方向が互いに逆方向となり、且つ、高周波電圧の位相差が０°と
なるように、該複数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給することのうちいずれ
か一方で誘導結合プラズマにおける電子温度を制御することを特徴とするプラズマ生成方
法。
【請求項２】
　プラズマ生成室、該プラズマ生成室内に設置された複数本の高周波アンテナ及び該複数
本の高周波アンテナに高周波電力を供給する高周波電力供給装置を有し、該高周波電力供
給装置から供給される高周波電力を該複数本の高周波アンテナから該プラズマ生成室内ガ
スに印加して誘導結合型プラズマを発生させるプラズマ生成装置であり、該複数本の高周
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波アンテナのうち少なくとも一部の複数本の高周波アンテナについては、順次隣り合わせ
て、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置となるように設置されてい
るとともに、該高周波電力供給装置は、該順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士
が互いに向かい合った並列配置となるように設置された複数本の高周波アンテナにおける
各隣り合う高周波アンテナのそれぞれについて、（Ａ）隣り合う高周波アンテナ同士にお
いて電流の方向が同一となり、且つ、高周波電圧の位相差が１８０°となるように、該複
数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給する構成及び（Ｂ）隣り合う高周波アン
テナ同士において電流の方向が互いに逆方向となり、且つ、高周波電圧の位相差が０°と
なるように、該複数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給する構成のうちいずれ
か一方の構成を採用することで誘導結合プラズマにおける電子温度を制御することを特徴
とするプラズマ生成装置。
【請求項３】
　被処理物にプラズマのもとで目的とする処理を施すプラズマ処理装置であって、請求項
２記載のプラズマ生成装置を含むことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項４】
　前記被処理物のプラズマ処理対象面を前記複数本の高周波アンテナへ向けて保持するた
めのホルダが前記プラズマ生成室内に配置されており、前記プラズマ生成室の室壁内面の
うち少なくとも一部が電気絶縁性部材で覆われている請求項３記載のプラズマ処理装置。
【請求項５】
　前記プラズマ生成室の室壁のうち、前記複数本の高周波アンテナが設置され、前記ホル
ダに保持される被処理物のプラズマ処理対象面が対向する壁の内面が前記電気絶縁性部材
で覆われている請求項４記載のプラズマ処理装置。
【請求項６】
　前記プラズマ生成室の室壁のうち、前記複数本の高周波アンテナが設置され、前記ホル
ダに保持される被処理物のプラズマ処理対象面が対向する壁の内面及び前記ホルダを側方
から囲む側周壁の内面が前記電気絶縁性部材で覆われている請求項４記載のプラズマ処理
装置。
【請求項７】
　前記プラズマ生成室の室壁のうち前記複数本の高周波アンテナを設置した壁の内面にお
ける各高周波アンテナに隣り合う部分を含む各アンテナ周囲部分が局所的に前記電気絶縁
性部材で覆われている請求項４記載のプラズマ処理装置。
【請求項８】
　前記電気絶縁性部材は石英、アルミナ、窒化アルミニゥム、イットリア及び炭化ケイ素
から選ばれた少なくとも１種の材料から形成されている請求項４から７のいずれかに記載
のプラズマ処理装置。
【請求項９】
　前記プラズマ生成室内に膜形成のためのガスを供給するガス供給部を備えており、該ガ
ス供給部から該プラズマ生成室内に供給されるガスに前記複数本の高周波アンテナから高
周波電力を印加して誘導結合型プラズマを発生させ、該プラズマのもとで前記被処理物に
薄膜を形成する薄膜形成装置である請求項３から８のいずれかに記載のプラズマ処理装置
。
【請求項１０】
　前記ガス供給部は前記被処理物のプラズマ処理対象面にシリコン膜を形成するためのガ
スを前記プラズマ生成室内へ供給するものであり、前記被処理物に形成される膜はシリコ
ン膜である請求項９記載のプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガスプラズマを生成させるプラズマ生成方法及び装置並びにかかるプラズマ生
成装置を利用したプラズマ処理装置、すなわち、被処理物にプラズマのもとで目的とする
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処理を施すプラズマ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマは、例えば、プラズマのもとで膜形成するプラズマＣＶＤ法及び装置、プラズ
マのもとでスパッタターゲットをスパッタリングして膜形成する方法及び装置、プラズマ
のもとでエッチングを行うプラズマエッチング方法及び装置、プラズマからイオンを引き
出してイオン注入やイオンドーピングを行う方法及び装置等に利用され、さらには、その
ような方法や装置を利用して各種半導体デバイス（例えば液晶表示装置等に利用される薄
膜トランジスタ）或いはそれ用の材料基板等を製造する装置などのように、プラズマを利
用する各種装置に利用される。
【０００３】
　プラズマ生成方法及び装置としては、例えば、容量結合型プラズマを生成するもの、誘
導結合型プラズマを生成するもの、ＥＣＲ（電子サイクロトロン共鳴）プラズマを生成す
るもの、マイクロ波プラズマを生成するものなど、種々のタイプのものが知られている。
　　　
【０００４】
　これらのうち、誘導結合型プラズマを生成するプラズマ生成方法及び装置は、プラズマ
生成室内にできるだけ高密度で均一なプラズマを得るために、プラズマ生成室に対し高周
波アンテナを設け、該高周波アンテナから該室内のガスに高周波電力を印加して誘導結合
プラズマを生成するものである。さらに言えば、高周波アンテナに高周波電力を供給する
ことでプラズマ生成室内に誘導電磁界を発生させ、該誘導電磁界の作用で誘導結合型プラ
ズマを生成するものである。
【０００５】
　かかる高周波アンテナは、プラズマ生成室外に配置されることもあるが、投入される高
周波電力の利用効率を向上させる等のために、プラズマ生成室内に配置することも提案さ
れている。
【０００６】
　例えば、特開２００４－２００２３３号公報には、高周波アンテナをプラズマ生成室内
に設けるとともに、プラズマ密度分布の均一化及びプラズマ密度の向上ために、プラズマ
生成室内に複数本の高周波アンテナを、それらが同一平面に位置するように順次直列的に
配置し、各隣り合うアンテナにおいて隣り合う電極同士を同一極性とすることが記載され
ている。
【０００７】
　ところで、プラズマに於ける電子温度（換言すれば電子のエネルギー）は、プラズマに
曝される物質の原子間結合の切断に影響し、電子温度が高いと原子間結合が切断されやす
くなる。従って、プラズマ処理においては、被処理物等のプラズマに起因するダメージを
抑制したり、所望の良好なエッチング処理を行うために、プラズマの電子温度を制御する
こと、特にそれを低い値にすることが望ましい。例えば、プラズマＣＶＤ法によりボトム
ゲート型ＴＦＴ用シリコン薄膜を形成する場合、一般的には、ゲート絶縁膜（例えば、窒
化シリコン、酸化シリコン、又はこれらの混合物からなる膜）を堆積させた基板上に該シ
リコン薄膜を形成するのであるが、このシリコン薄膜形成においてプラズマの電子温度が
高いと、例えばゲート絶縁膜における欠陥、或いはシリコン薄膜自体における欠陥が発生
することがある。
【０００８】
　この点については、例えば特開平１１－７４２５１号公報に、プラズマＣＶＤ法では、
プラズマにおける電子温度が３ｅＶ以下になると、イオン温度も低下するので、プラズマ
ＣＶＤにおける被処理基板のイオンダメージを低減することができる旨記載されている。
　そして、電子温度を３ｅＶ以下に設定する手法として、プラズマ状態を制御するための
静磁界が存在しないプラズマ生成室（真空容器）の凸部に、被成膜基板付近より高密度プ
ラズマを発生させることが記載されている。
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【０００９】
　また、特開２００４－３１１９７５号公報に、プラズマＣＶＤ法において、プラズマ発
生空間における電子温度を３ｅＶ以下とすることで、原料ガスの過度の分解を防止して良
好な絶縁膜を形成できることが記載されている。
　そして、電子温度を３ｅＶ以下に設定する手法として、マイクロ波プラズマを生成し、
該マイクロ波の導波管に接続された平面アンテナに周方向に沿って多数のスリットを形成
することが記載されている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－２００２３３号公報
【特許文献２】特開平１１－７４２５１号公報
【特許文献３】特開２００４－３１１９７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、前記特開２００４－２００２３３号公報には、高周波アンテナをプラズ
マ生成室内に複数本設け、且つ、隣り合うアンテナにおいて隣り合う電極同士を同一極性
とすることで、プラズマ密度分布の均一化及びプラズマ密度の向上をもたらすことができ
ることが記載されているが、プラズマの電子温度を低く抑制することには言及されていな
い。
【００１２】
　また、特開平１１－７４２５１号公報及び特開２００４－３１１９７５号公報は、電子
温度を低く抑制することに言及しているが、そのための手法は、前者では、プラズマ状態
を制御するための静磁界が存在しないプラズマ生成室（真空容器）の凸部に、被成膜基板
付近より高密度プラズマを発生させる、というものであり、プラズマ生成室（真空容器）
にわざわざプラズマ状態を制御するための静磁界が存在しない凸部を形成しなければなら
ない。
　後者では、マイクロ波プラズマを生成し、該マイクロ波の導波管に接続された平面アン
テナに周方向に沿って多数のスリットを形成する、というものであり、わざわざかかる平
面アンテナを準備しなければならない。
【００１３】
　そこで本発明は、プラズマ生成室内に複数本の高周波アンテナを設置し、該複数本の高
周波アンテナにて該プラズマ生成室内ガスに高周波電力を印加して誘導結合型プラズマを
発生させるプラズマ生成方法であって、従来に比べると簡易に、プラズマ密度の低下を招
くことなく、プラズマの電子温度を低く抑制することができるプラズマ生成方法を提供す
ることを第１の課題とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００１４】
　また本発明は、プラズマ生成室、該プラズマ生成室内に設置された複数本の高周波アン
テナ及び該複数本の高周波アンテナに高周波電力を供給する高周波電力供給装置を有し、
該高周波電力供給装置から供給される高周波電力を該複数本の高周波アンテナから該プラ
ズマ生成室内ガスに印加して誘導結合型プラズマを発生させるプラズマ生成装置であって
、従来に比べると簡易に、プラズマ密度の低下を招くことなく、プラズマの電子温度を低
く抑制することができるプラズマ生成装置を提供することを第２の課題とする。
【００１５】
　また本発明は、被処理物に対する目的とする処理を、被処理物等のプラズマによるダメ
ージを抑制する等して速く行えるプラズマ処理装置を提供することを第３の課題とする。
　　　
【００１６】
　また本発明は、被処理物に対する目的とする処理を、被処理物等のプラズマによるダメ
ージを抑制する等して速く行うことができ、さらに、好ましくない不純物の付着や混入を
抑制してプラズマ処理を実施できるプラズマ処理装置を提供することを第４の課題とする



(5) JP 5162108 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者はかかる課題を解決するため研究を重ね、次のことを知見するに至った。
　すなわち、プラズマ生成室内に高周波アンテナを複数本設置して誘導結合プラズマを生
成させる場合、該複数本の高周波アンテナのうちの全部又は一部の複数本のアンテナにつ
いては、順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置と
なるように設置するとともに、それら高周波アンテナのそれぞれに印加する高周波電圧の
位相を制御することで、比較的簡易にプラズマの電子温度を低く制御することが可能であ
る。また、そのように高周波電圧の位相を制御することでプラズマ電子温度を低く抑制し
ても、プラズマ密度については問題視すべき低下を招くことがなく、アンテナ本数等にみ
あった高密度プラズマを得ることができる。
【００１８】
　かかる知見に基づき本発明は、前記第１の課題を解決するために、
　プラズマ生成室内に複数本の高周波アンテナを設置し、該複数本の高周波アンテナにて
該プラズマ生成室内ガスに高周波電力を印加して誘導結合型プラズマを発生させるプラズ
マ生成方法であり、該複数本の高周波アンテナのうち少なくとも一部の複数本の高周波ア
ンテナについては、順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った
並列配置となるように設置するとともに、該順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同
士が互いに向かい合った並列配置となるように設置した複数本の高周波アンテナのそれぞ
れに印加する高周波電圧の位相を制御することで誘導結合プラズマにおける電子温度を制
御するプラズマ生成方法を提供する。
【００１９】
　また、第２の課題を解決するために、
　プラズマ生成室、該プラズマ生成室内に設置された複数本の高周波アンテナ及び該複数
本の高周波アンテナに高周波電力を供給する高周波電力供給装置を有し、該高周波電力供
給装置から供給される高周波電力を該複数本の高周波アンテナから該プラズマ生成室内ガ
スに印加して誘導結合型プラズマを発生させるプラズマ生成装置であり、該複数本の高周
波アンテナのうち少なくとも一部の複数本の高周波アンテナについては、順次隣り合わせ
て、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置となるように設置されてい
るとともに、該高周波電力供給装置は、該順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士
が互いに向かい合った並列配置となるように設置された複数本の高周波アンテナのそれぞ
れに印加する高周波電圧の位相を制御することで誘導結合プラズマにおける電子温度を制
御するプラズマ生成装置を提供する。
【００２０】
　本発明に係るプラズマ生成方法及び装置によると、プラズマ生成室内に設置される複数
本の高周波アンテナのうち少なくとも一部の複数本の高周波アンテナについては、順次隣
り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置となるように設置
するとともに、該順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並
列配置となるように設置された複数本の高周波アンテナのそれぞれに印加する高周波電圧
の位相を制御することで、プラズマ電子温度を低く抑制することができる。また、前記知
見のとおり、該複数本の高周波アンテナの各々に印加する高周波電圧の位相をプラズマ電
子温度を低く抑制する方向に制御しても、プラズマ密度の問題視すべき低下を招くことは
ない。
【００２１】
　プラズマ密度の問題視すべき低下を招くことなく、プラズマ電子温度を低く抑制できる
高周波電圧の位相制御の例として、
　プラズマ生成方法については、
(1) 前記順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置と
なるように設置した複数本の高周波アンテナにおける各隣り合う高周波アンテナのそれぞ
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れについて、隣り合う高周波アンテナ同士において極性が同一極性となり（換言すれば、
隣り合う高周波アンテナ同士において電力供給方向が同一となり、さらに言えば、隣り合
う高周波アンテナ同士において電流の方向が同一となり）、且つ、高周波電圧の位相差が
１８０°となるように、又は隣り合う高周波アンテナ同士において極性が異極性となり（
換言すれば、隣り合う高周波アンテナ同士において電力供給方向が互いに逆方向となり、
さらに言えば、隣り合う高周波アンテナ同士において電流の方向が互いに逆方向となり）
、且つ、高周波電圧の位相差が０°となるように、該複数本の高周波アンテナの各々に高
周波電力を供給する場合、
(2) 前記順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置と
なるように設置した複数本の高周波アンテナにおける各隣り合う高周波アンテナ同士にお
いて極性が同一極性となり、且つ、高周波電圧の位相差が１８０°となるように、該複数
本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給する場合、
(3) 前記順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置と
なるように設置した複数本の高周波アンテナにおける各隣り合う高周波アンテナ同士にお
いて極性が異極性となり、且つ、高周波電圧の位相差が０°となるように、該複数本の高
周波アンテナの各々に高周波電力を供給する場合
　を挙げることができる。
【００２２】
  また、プラズマ生成装置については、
(1) 前記高周波電力供給装置が、前記順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互
いに向かい合った並列配置となるように設置した複数本の高周波アンテナにおける各隣り
合う高周波アンテナのそれぞれについて、隣り合う高周波アンテナ同士において極性が同
一極性となり、且つ、高周波電圧の位相差が１８０°となるように、又は隣り合う高周波
アンテナ同士において極性が異極性となり、且つ、高周波電圧の位相差が０°となるよう
に、該複数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給する場合、
(2) 前記高周波電力供給装置が、前記順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互
いに向かい合った並列配置となるように設置した複数本の高周波アンテナにおける各隣り
合う高周波アンテナ同士において極性が同一極性となり、且つ、高周波電圧の位相差が１
８０°となるように、該複数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給する場合、
(3) 前記高周波電力供給装置が、前記順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互
いに向かい合った並列配置となるように設置した複数本の高周波アンテナにおける各隣り
合う高周波アンテナ同士において極性が異極性となり、且つ、高周波電圧の位相差が０°
となるように、該複数本の高周波アンテナの各々に高周波電力を供給する場合
  を挙げることができる。
【００２３】
　本発明に係るプラズマ生成方法及び装置における高周波アンテナとしては、周回しない
で終端する２次元構造アンテナ（平面的構造のアンテナ）を例示できる。例えば線状或い
は帯状の導体を曲げてなる（例えばＵ字状或いはコの字状等に曲げてなる）アンテナを例
示できる。
【００２４】
　本発明に係るプラズマ生成方法及び装置において、高周波アンテナについて「順次隣り
合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置となるように設置」
における「各隣り合うもの同士が互いに向かい合った並列配置」の状態は、隣り合うアン
テナ同士が同じ平面或いは略同じ平面上に順次直列的に隣り合うように配置されているよ
うな状態を指すのではなく、隣り合うアンテナが、互いに異なり、互いに並行又は略並行
な面にそれぞれ配置されて互いに向かい合って並行又は略並行に配置されている状態を指
し、若干ずれて向かい合っていても、発明の効果を達成できるのであればかまわない。
【００２５】
　また、本発明に係るプラズマ生成方法及び装置においては、プラズマ生成室内に設置さ
れる複数本の高周波アンテナの全部について、順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの
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同士が互いに向かい合った並列配置となるように設置するとともに、該複数本の高周波ア
ンテナの各々に印加する高周波電圧の位相を制御することで（プラズマ生成装置の場合は
前記高周波電力供給装置が該位相を制御することで）誘導結合プラズマにおける電子温度
を制御するようにしてもよい。
【００２６】
　また、本発明に係るプラズマ生成方法及び装置においては、プラズマ生成室内に設置さ
れる複数本の高周波アンテナを複数のグループに分け、該複数グループのうち、複数本の
高周波アンテナを含むグループのうちの全部又は全部より少ない複数のグループのそれぞ
れにおいて、高周波アンテナを順次隣り合わせて、且つ、各隣り合うもの同士が互いに向
かい合った並列配置となるように設置するとともに、該高周波アンテナのそれぞれに印加
する高周波電圧の位相を制御することで（プラズマ生成装置の場合は前記高周波電力供給
装置が該位相を制御することで）誘導結合プラズマにおける電子温度を制御するようにし
てもよい。
【００２７】
　本発明はまた、前記第３の課題を解決するため、被処理物にプラズマのもとで目的とす
る処理を施すプラズマ処理装置であって、本発明に係るプラズマ生成装置を含むプラズマ
処理装置を提供する。
【００２８】
　本発明に係るプラズマ処理装置は、本発明に係るプラズマ発生装置を利用したものであ
り、処理に用いるプラズマについて、プラズマ電子温度を低く抑制でき、また、プラズマ
密度の問題視すべき低下を招くことなく、アンテナ本数等にみあった高密度プラズマが得
られるから、それだけ、被処理物等のプラズマによるダメージを抑制して、速く、被処理
物に目的とする処理を施せる。
【００２９】
　また本発明は、前記第４の課題を解決するため、かかるプラズマ処理装置であって、前
記被処理物のプラズマ処理対象面を前記高周波アンテナへ向けて保持するためのホルダが
前記プラズマ生成室内に配置されており、該プラズマ生成室の室壁内面のうち少なくとも
一部が電気絶縁性部材で覆われたプラズマ処理装置を提供する。
【００３０】
　プラズマ生成室の室壁がプラズマに曝されると、室壁構成物が物理的及び（又は）化学
的に室壁から持ち出されて被処理物或いは被処理物に形成される膜（プラズマ処理装置が
成膜装置の場合）等に付着したり混入したりして所望のプラズマ処理が妨げられることが
ある。この点、プラズマ生成室の室壁内面のうち少なくとも一部を電気絶縁性部材で覆っ
ておくことで、それだけ室壁から好ましくない室壁構成物が持ち出されることを抑制する
ことができる。
【００３１】
　よって、このプラズマ処理装置によると、前記第３の課題を解決するプラズマ処理装置
と同様に被処理物に対する目的とする処理を、被処理物等のプラズマによるダメージを抑
制する等して速く行うことができ、さらに、好ましくない不純物の付着や混入を抑制して
プラズマ処理を実施できる。
【００３２】
　このプラズマ処理装置においては、プラズマ生成室の室壁全体の内面を全部電気絶縁性
部材で覆ってしまってもよいが、そのように室壁内面全体を電気絶縁性部材で覆ってしま
うとプラズマ電位が上昇し、被処理物或いは被処理物に形成される膜（プラズマ処理装置
が成膜装置の場合）等のプラズマによるダメージが無視できないものとなることがある。
【００３３】
　そこで、プラズマ生成室の室壁内面の電気絶縁性部材による被覆の好ましい例として次
のものを例示することができる。以下の例は、室壁内面のうち、プラズマ密度が高くなる
アンテナ近傍の室壁内面部分を電気絶縁性部材で覆うものである。
（１）前記プラズマ生成室の室壁のうち、前記高周波アンテナが設置され、前記ホルダに
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保持される被処理物のプラズマ処理対象面が対向する壁の内面が前記電気絶縁性部材で覆
われている。
（２）前記プラズマ生成室の室壁のうち、前記高周波アンテナが設置され、前記ホルダに
保持される被処理物のプラズマ処理対象面が対向する壁の内面及び前記ホルダを側方から
囲む側周壁の内面が前記電気絶縁性部材で覆われている。
（３）前記プラズマ生成室の室壁のうち前記高周波アンテナを設置した壁の内面における
各高周波アンテナに隣り合う部分を含む各アンテナ周囲部分が局所的に前記電気絶縁性部
材で覆われている。
【００３４】
　いずれにしても、プラズマ処理装置の例として、プラズマＣＶＤ装置、プラズマのもと
でスパッタターゲットをスパッタリングして膜形成する装置、プラズマによるエッチング
装置、プラズマからイオンを引き出してイオン注入やイオンドーピングを行う装置、さら
には、そのような装置を利用して各種半導体デバイス（例えば液晶表示装置等に利用され
る薄膜トランジスタ）或いはそれ用の材料基板等を製造する装置などのように、プラズマ
を利用する各種装置を例示できる。
【００３５】
　具体例として、前記プラズマ生成室内に膜形成のためのガスを供給するガス供給部を備
えており、該ガス供給部から該プラズマ生成室内に供給されるガスに前記高周波アンテナ
から高周波電力を印加して誘導結合型プラズマを発生させ、該プラズマのもとで前記被処
理物に薄膜を形成する薄膜形成装置であるプラズマ処理装置を挙げることができる。
【００３６】
　さらに具体例として、前記ガス供給部は前記被処理物のプラズマ処理対象面にシリコン
膜を形成するためのガスを前記プラズマ生成室内へ供給するものであり、前記被処理物に
形成される膜はシリコン膜であるプラズマ処理装置を挙げることができる。
【００３７】
　いずれにしても前記電気絶縁性部材としては、本発明においては、比抵抗が１×１０4 

Ω・ｃｍ以上の材料からなる部材を例示できる。比抵抗が１×１０4 Ω・ｃｍ以上の材料
として、ここでは石英（ＳｉＯ2 ）、アルミナ（Ａｌ2 Ｏ3 ）、窒化アルミニゥム（Ａｌ
Ｎ）、イットリア（Ｙ2 Ｏ3 ）及び炭化ケイ素（ＳｉＣ）から選ばれた少なくとも一種の
材料を例示できる。
【発明の効果】
【００３８】
　以上説明したように本発明によると、プラズマ生成室内に複数本の高周波アンテナを設
置し、該複数本の高周波アンテナにて該プラズマ生成室内ガスに高周波電力を印加して誘
導結合型プラズマを発生させるプラズマ生成方法であって、従来に比べると簡易に、プラ
ズマ密度の低下を招くことなく、プラズマの電子温度を低く抑制することができるプラズ
マ生成方法を提供することができる。
【００３９】
　また本発明によると、プラズマ生成室、該プラズマ生成室内に設置された複数本の高周
波アンテナ及び該複数本の高周波アンテナに高周波電力を供給する高周波電力供給装置を
有し、該高周波電力供給装置から供給される高周波電力を該複数本の高周波アンテナから
該プラズマ生成室内ガスに印加して誘導結合型プラズマを発生させるプラズマ生成装置で
あって、従来に比べると簡易に、プラズマ密度の低下を招くことなく、プラズマの電子温
度を低く抑制することができるプラズマ生成装置を提供することができる。
【００４０】
　また本発明によると、被処理物に対する目的とする処理を、被処理物等のプラズマによ
るダメージを抑制する等して速く行えるプラズマ処理装置を提供することができる。
【００４１】
　また本発明によると、被処理物に対する目的とする処理を、被処理物等のプラズマによ
るダメージを抑制する等して速く行うことができ、さらに、好ましくない不純物の付着や



(9) JP 5162108 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

混入を抑制してプラズマ処理を実施できるプラズマ処理装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は本発明に係るプラズマ生成装置の１例を示している。図２は図１のプラズマ生成
装置における高周波アンテナ等を抽出して示す図である。
【００４３】
　図１のプラズマ生成装置は、プラズマ生成室１を備えている。プラズマ生成室１の天井
壁１１から室内へ２本の高周波放電アンテナ２が挿入設置されている。各高周波アンテナ
は絶縁性部材２０で被覆されており、該部材２０ごと室天井壁１１に設けた絶縁性部材１
０に挿通されている。
【００４４】
　２本のアンテナ２は、本例では同じ大きさのＵ字形状或いはコの字形状とも言えるもの
であり、互いに向かい合うように並列配置されている。
　一方の（図１において左側の）アンテナ２の室天井壁１１から室外へ突出した部分２１
、２１’のうち一方の部分２１は給電ブスバーＢ１（図２参照、図１では図示省略）に接
続されており、ブスバーＢ１はマッチングボックス３１を介して高周波電源４１に接続さ
れている。
【００４５】
　他方の（図１において右側の）アンテナ２の室天井壁１１から室外へ突出した部分２１
、２１’のうち一方の部分２１は給電ブスバーＢ２（図２参照、図１では図示省略）に接
続されており、ブスバーＢ２はマッチングボックス３２を介して高周波電源４２に接続さ
れている。
【００４６】
　図１及び図２に示す例では、室１内の２本の向かい合って隣り合うアンテナ２への高周
波電力供給は、両アンテナ２の極性が同じになるように、換言すれば、両アンテナ２への
電力供給が同方向となるように、さらに換言すれば、両アンテナ２に同じ方向に電流が流
れるように、図２のとおりアンテナ２、２の同じ側の突出部分２１、２１に対して行われ
る。
【００４７】
　各アンテナ２は導電性管体からなり、図２に示すように、冷媒循環装置９（図２参照、
図１では図示省略）にて冷却媒体（本例では冷却水）を各アンテナに流してアンテナを冷
却できるようになっている。すなわち、図２に示した配管９１、９２、９３により、矢印
方向に冷却水を流してアンテナを冷却することができる。また、アンテナ２を被覆する絶
縁性部材２０は絶縁性管である。
【００４８】
　アンテナを構成している導電性管体は、本例では銅製の断面円形管である。しかし、そ
れに限定される必要はなく、アルミニウム等の他の導電性材料からなる管体でもよい。ま
た、アンテナは管体で形成される必要はなく、例えば、銅、アルミニウム等の導電性材料
からなる、断面円形等の棒体から形成されてもよい。
【００４９】
　アンテナ２を被覆している絶縁性管は、本例では石英管であるが、それに限定される必
要はなく、アルミナ等の他の絶縁性材料からなる管体でもよい。また、絶縁性部材２０は
管体で形成される必要はなく、絶縁性材料をアンテナ２にコーティングして形成したもの
でもよい。
【００５０】
　図１のプラズマ生成装置は、さらに、プラズマ生成室１内へ所定のガスを導入するガス
導入部Ｇ及び室内から排気して室内を所定のプラズマ生成圧に設定するための排気装置５
を備えている。
【００５１】
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　図１のプラズマ生成装置は、さらに、位相制御部Ｃｏｎｔも備えており、マッチングボ
ックス３１は位相検出用ケーブル１３１で、マッチングボックス３２は位相検出用ケーブ
ル１３２で、それぞれ制御部Ｃｏｎｔに接続されている。また、制御部Ｃｏｎｔは、位相
制御用ケーブル１４１で高周波電源４１に、位相制御用ケーブル１４２で高周波電源４２
に、それぞれ接続されている。
【００５２】
　制御部Ｃｏｎｔは、マッチングボックス３１、３２からケーブル１３１、１３２にて送
られてくる、アンテナへ印加される高周波電圧の位相と制御部Ｃｏｎｔ内に予め設定され
た位相とを比較し、高周波電源４１、４２から対応するアンテナ２へ印加される高周波電
圧の位相が制御部Ｃｏｎｔ内に設定された位相となるように、高周波電源４１、４２のそ
れぞれを制御する。
【００５３】
　図３は、電源４１、４２のそれぞれから印加される高周波電圧のいずれか、例えば電源
４１からのものを基準電圧とした場合に、それに対する電源４２からの電圧の位相差が０
°（図３（Ａ））、９０°（図３（Ｂ））、１８０°（図３（Ｃ））の場合の電圧波形を
示している。なお、図３（Ａ）は基準電圧波形と位相差０°の電圧波形（点線）をずらし
て示しているが、理解を容易にするためであり、実際にはずれはない。
【００５４】
　両アンテナ２の極性が同じになるようにアンテナ２、２の同じ側の突出部分２１、２１
に対して高周波電力を供給する図１、図２に示すプラズマ生成装置では、制御部Ｃｏｎｔ
に、一方のアンテナ２へ印加される高周波電圧（例えば、電源４１から高周波電圧が印加
されるアンテナ２への高周波電圧）を基準のものとし、それに対し他方のアンテナ２へ印
加される高周波電圧（例えば、電源４２から高周波電圧が印加されるアンテナ２への高周
波電圧）の位相差を１８０°に制御させれば、プラズマの電子温度を低く抑制できる。
【００５５】
　以上説明した図１、図２に示すプラズマ生成装置によると、排気装置５にてプラズマ生
成室１から排気し、室内を所定のプラズマ生成圧より低圧まで減圧し、次いでガス導入部
Ｇから室１内へ所定のガスを導入するとともに排気装置５にて室内を所定のプラズマ生成
圧に設定、維持しつつ、電源４１、４２から両アンテナ２、２へそれぞれ高周波電力を供
給することで、室１内に誘導結合プラズマを生成させることができる。
【００５６】
　このとき、制御部Ｃｏｎｔの制御のもとに、例えば、電源４１から所定の基準高周波電
圧を一方のアンテナ２に印加するとともに、電源４２から該基準高周波電圧に対し位相差
１８０°の高周波電圧を他方のアンテナ２に印加することで、生成される誘導結合プラズ
マの電子温度を低く抑制できる。
【００５７】
　このように、両アンテナ２が互いに向かい合って並列配置され、両アンテナ２に印加さ
れる高周波電圧間に位相差１８０°が設定されることで、プラズマ電子温度を低く抑制す
ることができるとともに、プラズマ密度の問題視すべき低下を招くことなく、高周波アン
テナ本数にみあった高密度プラズマが得られる。
【００５８】
　図１、図２に示すタイプのプラズマ生成装置を用いて行った誘導結合プラズマ生成の実
験例１について説明する。
＜実験例１＞
(1) プラズマ発生条件
　高周波電力：２本のアンテナのそれぞれに１３．５６ＭＨｚ、１２５０Ｗを供給
　プラズマ生成圧：１．８Ｐａ
　ガス種及び供給量：水素ガス、３００ｃｃ／分
　なお、当初はプラズマ生成室内から１０-5Ｐａオーダーまで排気し、その後に水素ガス
を３００ｃｃ／分導入するとともに室内圧を１．８Ｐａに維持した。



(11) JP 5162108 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

【００５９】
(2) アンテナ及び絶縁管条件
　各アンテナ材質、構造：外径１／４インチ（約６．３５ｍｍ）、肉厚１ｍｍの銅製丸管
　　　　　　　　　　　　をＵ字形状に屈曲させたもので、内部に冷却水を通水可能なも
　　　　　　　　　　　　の
　各アンテナの水平方向幅ｗ（図２参照）＝５５ｍｍ
　　　　　　　鉛直方向長さ＝２５０ｍｍ（室１内の長さＬ＝１００ｍｍ）
　互いに向かい合うように並列配置した両アンテナ間距離ｂ＝３４０ｍｍ
　アンテナを被覆する各絶縁管：外径１６ｍｍ、内径１２ｍｍの石英管
【００６０】
　以上の条件で、両アンテナに印加する高周波電圧の位相差を０°、９０°、１８０°に
それぞれ設定して誘導結合プラズマを生成させ、各位相差の場合について、プラズマの電
子温度（ｅＶ）及び電子密度（個／ｃｍ3 ）を測定し、プラズマを評価した。
　電子温度及び電子密度の測定は、ラングミューアプローブＰを、両アンテナに垂直な水
平面における両アンテナ間の中央位置ｃ（図２参照）の直下、且つ、アンテナ下端から距
離ａ（図１参照）＝１７５ｍｍの位置に配置し、その位置を３００ｍｍの位置として、さ
らにプローブを水平方向に５０ｍｍ刻みの各位置に配置して行った。
【００６１】
　電子温度（ｅＶ）の測定結果を図４に、電子密度の測定結果を図５に示す。
　図４、図５からわかるように、電子温度については、位相差１８０°の場合が最も低く
抑制された。一般にプラズマ密度の指標とされる電子密度についも、位相差１８０°の場
合には、位相差０°や９０°の場合より大きく、最大となっている。
【００６２】
　位相差に応じて電子温度が変化することは、各アンテナに高周波電流が流れることによ
って発生するそれぞれの誘導電界が相互干渉するためと考えられる。相互干渉の状態とし
ては、誘導電界の弱め合いが発生し、電子を加速する誘導電界強度が低下する状態が発生
し、結果として電子温度が低下すると考えられる（図１に示すタイプの装置では、両アン
テナに高周波電力が同じ方向から供給されるので、位相差０°の場合は、誘導電界は同一
方向に発生する。位相差を１８０°とすると、誘導電界は逆方向に発生する。）。
【００６３】
　しかし、誘導電界の弱め合いが発生したとしても、図５に示すように電子密度はむしろ
増加しており、なんら不都合はない。また、位相差１８０°の場合に電子温度が最低とな
ったことは、それぞれの誘導電界同士の干渉が最大となったためと考えられる。
【００６４】
　以上説明したプラズマ生成装置では、両アンテナ２の極性が同じになるようにアンテナ
２、２の同じ側の突出部分２１、２１に対して高周波電力を供給したが、図６に示すよう
に、両アンテナの極性が異極性となるように、換言すれば、両アンテナ２への電力供給が
逆方向となるように、さらに換言すれば、両アンテナ２に逆方向に電流が流れるように、
電源４１による高周波電力は該電源に対応するアンテナ２の部分２１に、電源４２による
高周波電力は該電源に対応するアンテナ２の反対側部分２１’にそれぞれ供給してもよい
。図６において、図１、図２に示す部分、部品等と実質上同じ部分、部品等には図１、図
２と同じ参照符号を付してある。
【００６５】
　図６に示す電力供給方式を採用したタイプのプラズマ生成装置を用いて行った誘導結合
プラズマ生成の実験例２について説明する。
＜実験例２＞
(1) プラズマ発生条件
　前記実験例１と同じ。
(2) アンテナ及び絶縁管条件
　前記実験例１と同じ。
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【００６６】
　以上の条件で、両アンテナに印加する高周波電圧の位相差を０°、９０°、１８０°に
それぞれ設定して誘導結合プラズマを生成させ、各位相差の場合について、プラズマの電
子温度（ｅＶ）及び電子密度（個／ｃｍ3 ）を測定し、プラズマを評価した。測定方法、
条件は実験例１の場合と同じである。
【００６７】
　電子温度（ｅＶ）の測定結果を図７に、電子密度の測定結果を図８に示す。
　図７、図８からわかるように、電子温度については、位相差０°の場合が最も低く抑制
された。一般にプラズマ密度の指標とされる電子密度についも、位相差０°の場合には、
位相差９０°や１８０°の場合より大きく、最大となっている。
【００６８】
　実験例２の場合、二つのアンテナには高周波電力が逆方向から供給されるので、位相差
０°の場合には、誘導電界は逆方向に発生する。また、位相差１８０°の場合には、誘導
電界は同一方向に発生する。従って、誘導電界の弱め合いが実験例１とは逆に発生し、か
かる結果になったと考えられる。
【００６９】
　しかし、誘導電界の弱め合いが発生したとしても、図８に示すように電子密度はむしろ
増加しており、なんら不都合はない。また、位相差０°の場合に電子温度が最低となった
ことは、それぞれの誘導電界同士の干渉が最大となったためと考えられる。
【００７０】
　以上説明したプラズマ生成装置は、高周波アンテナを２本採用したものであったが、高
周波アンテナは３本以上採用してもよい。その場合でも、
(1) 極性が同一極性となるように、換言すれば、電力供給方向が同一となるように、さら
に言えば、電流の方向が同一となるように高周波電力が供給される隣り合う高周波アンテ
ナについは、位相差１８０°の高周波電圧を印加することで、また、
(2) 極性が異極が異極性となるように、換言すれば、電力供給方向が互いに逆方向となる
ように、さらに言えば、電流の方向が互いに逆方向となるように高周波電力が供給される
隣り合う高周波アンテナについては、位相差０°の高周波電圧を印加することで、
プラズマの電子温度を低く抑制することができる。
【００７１】
　図９は、アンテナを３本採用し、前者(1) の給電方式を採用したときの、隣り合うアン
テナ間の高周波電圧位相差を例示しており、図１０は、アンテナを４本採用し、後者(2) 
の給電方式を採用したときの、隣り合うアンテナ間の高周波電圧位相差を例示している。
【００７２】
　以上説明したプラズマ生成装置は、これを利用して各種プラズマ処理装置を提供できる
。例えば、プラズマＣＶＤ装置、プラズマのもとでスパッタターゲットをスパッタリング
して膜形成する装置、プラズマによるエッチング装置、プラズマからイオンを引き出して
イオン注入やイオンドーピングを行う装置、さらには、そのような装置を利用して各種半
導体デバイス（例えば液晶表示装置等に利用される薄膜トランジスタ）或いはそれ用の材
料基板等を製造する装置などを提供できる。
【００７３】
　図１１は、図１に示すプラズマ生成装置を利用したプラズマＣＶＤ装置の１例を示して
いる。図１１のプラズマＣＶＤ装置は、図１のプラズマ生成装置において、プラズマ生成
室１に成膜室を兼ねさせ、室１内に被成膜基板Ｓのホルダ６（ヒータ６１を内蔵）を配置
し、ガス導入部として、ガス導入管７、８を採用し、管７にはモノシランガス供給装置７
０を、管８には水素ガス供給装置８０を接続したもので、基板Ｓにシリコン薄膜を形成で
きるシリコン薄膜形成装置である。
【００７４】
　ところで、例えば、図１１のようなシリコン薄膜形成装置においては、シリコン膜形成
においてプラズマ生成室壁にも堆積するシリコンをクリーニングガスのプラズマでクリー
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ニングするためにプラズマ生成室１の室壁を、該クリーニングガスに対し耐食性の高いア
ルミニウム合金で形成することが多々ある。その場合、基板Ｓへのシリコン膜の形成にお
いて、プラズマ生成室壁に由来するアルミニウムが基板Ｓ上に形成されるシリコン膜に不
純物として付着したり、混入したりする。
【００７５】
　そこで、既述のとおり、本発明に係るプラズマ処理装置は、好ましくない不純物の付着
や混入を抑制してプラズマ処理を実施できるように、プラズマ生成室の室壁内面のうち少
なくとも一部を電気絶縁性部材で覆ってもよい。
【００７６】
　その例を図１２、図１３及び図１４を参照して以下に説明する。
　図１２（Ａ）は、図１１のシリコン薄膜形成装置（プラズマ処理装置の１例）において
、プラズマ生成室１を構成する壁のうち、高周波アンテナ２が設置され、ホルダ６に保持
される基板Ｓの膜形成対象面が対向する天井壁１１の内面を全面的に電気絶縁性板（アル
ミナ等でもよいが本例では石英板）１１１で被覆したシリコン薄膜形成装置を示している
。図１２（Ｂ）はプラズマ生成室１の天井壁１１の部分を下から見た図である。
【００７７】
　図１３は、図１１のシリコン薄膜形成装置において、プラズマ生成室１を構成する壁の
うち、天井壁１１の内面及びホルダ６を側方から囲む側周壁１２の内面のそれぞれを全面
的に電気絶縁性部材（本例では石英板）１１１、１２１で被覆したシリコン薄膜形成装置
を示している。
【００７８】
　図１４（Ａ）は、図１１のシリコン薄膜形成装置において、プラズマ生成室１を構成す
る壁のうち、天井壁１１の内面における各高周波アンテナ２に隣り合う部分を含む各アン
テナ周囲部分を局所的に電気絶縁性部材（本例では石英板）１１２で被覆したシリコン薄
膜形成装置を示している。図１４（Ｂ）はプラズマ生成室１の天井壁１１の部分を下から
見た図である。
【００７９】
　このようにプラズマ生成室壁内面を電気絶縁性部材で覆う場合、プラズマ生成室壁内面
全体を電気絶縁性部材で覆ってしまってもよく、そうすれば、基板Ｓ上に形成されるシリ
コン膜へのプラズマ生成室壁由来のアルミニウムの付着や混入を十分抑制できる。しかし
、そのように室壁内面全体を電気絶縁性部材で覆ってしまうとプラズマ電位が上昇し、基
板Ｓやそれに形成されるシリコン膜のプラズマによるダメージが無視できないものとなる
ことがある。従って、図１２、図１３、図１４に示すシリコン薄膜形成装置では、プラズ
マ生成室１の室壁内面の全部ではなく一部を電気絶縁性部材で被覆している。
【００８０】
　図１１～図１４に示す各シリコン薄膜形成装置において、プラズマ生成室１の壁がアル
ミニウム合金で形成されている場合、基板Ｓ上に形成されるシリコン膜へのプラズマ生成
室壁由来のアルミニウムの付着や混入は、プラズマ生成室壁内面を電気絶縁性部材で覆っ
ていない図１１の装置に比べて、図１２、図１３、図１４のそれぞれに示す、電気絶縁性
部材を設けた装置の方が低減される。
【００８１】
　図１４に示す装置では、プラズマ生成室１の天井壁１１を覆っている石英板１１２の合
計面積が図１２の装置や図１３の装置における石英板の合計面積と比べると小さいので、
図１２の装置や図１３の装置と比べると、シリコン膜へのアルミニウムの付着や混入の抑
制の程度は若干低下するが、それでも石英板１１２はプラズマ密度が高くなるアンテナ２
に隣り合わせて設けてあるので、実用上無視できる程度に該付着や混入を抑制することが
でき、しかも、プラズマ生成室壁を覆う各石英板１１２の面積を小さくしていることで、
それだけプラズマ電位の上昇を抑制して、シリコン膜のプラズマによるダメージを抑制で
きる。
　以上、図１１～図１４を参照して説明したプラズマ処理装置は図１に示すプラズマ生成
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装置を採用したものであったが、図１に示すプラズマ生成装置に代えて図６に示すプラズ
マ生成装置を採用して、プラズマ生成装置の点を除けば、図１１～図１４にそれぞれ示す
プラズマ処理装置と同じで、同様の利点を有するプラズマ処理装置を提供することもでき
る。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は、プラズマのもとで被処理物に目的とする処理を施す各種分野において利用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明に係るプラズマ生成装置の１例を示す図である。
【図２】図１のプラズマ生成装置における高周波アンテナ等を抽出して示す図である。
【図３】２本の高周波アンテナに印加する高周波電圧の位相差例を示す図である。
【図４】図１に示すタイプのプラズマ生成装置によるプラズマ生成実験例におけるプラズ
マ電子温度測定結果を示す図である。
【図５】図１に示すタイプのプラズマ生成装置によるプラズマ生成実験例におけるプラズ
マ電子密度測定結果を示す図である。
【図６】本発明に係るプラズマ生成装置の他の例における高周波アンテナ等を抽出して示
す図である。
【図７】図６に示す構成を採用したタイプのプラズマ生成装置によるプラズマ生成実験例
におけるプラズマ電子温度測定結果を示す図である。
【図８】図６に示す構成を採用したタイプのプラズマ生成装置によるプラズマ生成実験例
におけるプラズマ電子密度測定結果を示す図である。
【図９】高周波アンテナを３本採用するときの隣り合うアンテナ間での高周波電圧位相差
例を示す図である。
【図１０】高周波アンテナを４本採用するときの隣り合うアンテナ間での高周波電圧位相
差例を示す図である。
【図１１】本発明に係るプラズマ処理装置の１例（プラズマＣＶＤ装置）を示す図である
。
【図１２】図１２（Ａ）は本発明に係るプラズマ処理装置の他の例（プラズマＣＶＤ装置
）を示す図であり、図１２（Ｂ）はプラズマ生成室の天井壁部分を下から見た図である。
【図１３】本発明に係るプラズマ処理装置のさらに他の例（プラズマＣＶＤ装置）を示す
図である。
【図１４】図１４（Ａ）は本発明に係るプラズマ処理装置のさらに他の例（プラズマＣＶ
Ｄ装置）を示す図であり、図１４（Ｂ）はプラズマ生成室の天井壁部分を下から見た図で
ある。
【符号の説明】
【００８４】
１　プラズマ生成室
１１　室１の天井壁
１２　室１の側周壁
１１１、１１２、１１２　電気絶縁性部材例である石英板
２　高周波アンテナ
２０　絶縁性部材
１０　絶縁性部材
２１、２１’　アンテナ２の室外突出部分
Ｂ１、Ｂ２　給電ブスバー
３１、３２　マッチングボックス
４１、４２　高周波電源
Ｃｏｎｔ　位相制御部
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１３１、１３２　位相検出用ケーブル
１４１、１４２　位相制御用ケーブル
５　排気装置
６　基板ホルダ
６１　ヒータ
Ｇ　ガス導入部
７、８　ガス導入管
７０　モノシランガス供給装置
８０　水素ガス供給装置
９　冷媒循環装置
９１、９２、９３　配管

【図１】
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【図５】
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【図７】
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【図９】
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【図１１】
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