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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラズマ発生空間を形成するプラズマチャンバ；
上記プラズマチャンバの外壁を囲む形で配置された一組以上のベルト型磁石であって、上
記の一組のベルト型磁石のそれぞれは、ベルトの内部と外部が相補的な磁力極性を示し、
プラズマチャンバの周囲に上下平行に配列される２つのベルト型磁石の磁力の極性も、上
下の位置において互いに補うよう構成されるベルト型磁石；および
上記プラズマ発生空間にマイクロ波を照射するマイクロ波照射装置；を含み、
上記ベルト型磁石は、隙間なく連続した磁石の配列を持ち、形成される磁場が上記プラズ
マ発生空間に連続して形成され、
上記マイクロ波照射装置は、環状導波管またはトーラス型導波管で形成され、上記導波管
にスリットを形成したスリット型導波管を含み、
マイクロ波の電場が一組以上のベルト型磁石によって、
プラズマ発生空間に形成される磁場の方向と垂直になるようにマイクロ波を照射し、マイ
クロ波をパルスモードまたは連続モードで照射することを特徴とするプラズマ発生源。
【請求項２】
請求項１において、上記プラズマチャンバとマイクロ波照射装置は、マイクロ波が照射さ
れる開口部において相互に疎通し、上記プラズマチャンバとマイクロ波照射装置は、共に
真空化が可能であることを特徴とするプラズマ発生源。
【請求項３】
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請求項１において、上記プラズマチャンバは、シリンダ型、楕円トラックの底面を持つシ
リンダ型、または多角形の底面の多角柱のいずれかで構成されることを特徴とするプラズ
マ発生源。
【請求項４】
請求項１又は２に記載のプラズマ発生源のプラズマチャンバ内部に、一つ以上のターゲッ
トを設置し、上記ターゲットにバイアス電圧を印加してスパッタリングを発生させ、
上記のターゲットは、上記ベルト型磁石によってプラズマ発生空間に形成される磁場に囲
まれるようにプラズマチャンバの内側壁に沿って一つ以上付着され、
上記プラズマチャンバの上面に平行に配置される一つ以上のターゲットをさらに設置して
、　
一つ以上の物質を基板に同時蒸着することができることを特徴とするスパッタリング装置
。
【請求項５】
請求項４に記載の上記ターゲットに印加されるバイアス電圧は、直流電圧、交流電圧、パ
ルス、またはこれらの混合からなる電圧であることを特徴とするスパッタリング装置。
【請求項６】
請求項１又は２に記載のプラズマ発生源のプラズマチャンバ内部に、一つ以上の電気伝導
性の高い物質で構成された中和プレート　を設置して、上記の中和プレートにバイアス電
圧を印加して中性粒子ビームを生成し、
上記の中和プレートは、上記ベルト型磁石によってプラズマ発生空間に形成される磁場に
囲まれるよう、プラズマチャンバの内側壁に沿って一つ以上付着され、
上記プラズマチャンバの上面に平行に配置される一つ以上の中和プレートをさらに設置す
ることで、中性粒子ビームを発生させることを特徴とする中性粒子ビーム発生源。
【請求項７】
請求項４に記載のスパッタリング装置を一つ以上設置し、請求項６の中性粒子ビーム発生
源一つ以上を組み合わせたことを特徴とする薄膜蒸着システム。
【請求項８】
請求項７に記載の薄膜蒸着システムにおいて、上記ターゲットまたは中和プレートに印加
されるバイアス電圧は、直流電圧、交流電圧、パルス、またはこれらの混合からなる電圧
であることを特徴とする薄膜蒸着システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマ発生源及びその応用に関するものであり、さらに詳細には、永久磁
石の配列を用いて高密度プラズマを発生するプラズマ発生源及びこれを用いた高効率、大
面積の可能なスパッタリング装置と、高フラックス中性粒子ビームを発生させる中性粒子
ビーム発生源及びスパッタリング装置と、中性粒子ビーム発生源を組み合わせた薄膜蒸着
システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマは、様々な用途に応用されており、特に、薄膜を形成する工程において重要な
技術要素となっている。半導体、ＯＬＥＤ、太陽電池、ＬＥＤ、ダイヤモンド薄膜といっ
た先端素材分野においては、高品質の薄膜蒸着が求められており、こうした要求を満足さ
せることのできる大面積かつ高密度プラズマの発生は、非常に重要な技術である。
【０００３】
　昨今、活用度が高まりつつあるフレキシブル電子デバイス、すなわちフレキシブルディ
スプレイ、フレキシブルライト、フレキシブル太陽電池、フレキシブル二次電池等に適用
される薄膜形成においては、広い面積にわたり高密度プラズマを生成すると同時に、プラ
ズマによって発生する高エネルギー粒子とプラズマ電子による薄膜の損傷を最小限に留め
ることのできる、スパッタリング技術が必要である。また、フレキシブルプラスチック基
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板を用いることができるよう、低温で高品質薄膜を蒸着することのできる低温工程技術が
求められている。
【０００４】
　既存のマグネトロンスパッタリング技術は、ターゲットに－５００Ｖ以上の高電圧を印
加することで、プラズマ発生とイオン加速を同時に解決するプラズマ発生電力とイオン加
速電圧が一元化されている技術である。このように、マグネトロンスパッタリングのプラ
ズマ発生電力とイオン加速電圧が一元化されている従来の技術は、ターゲットに高電圧印
加しなければならないため、高エネルギー粒子の発生が避けられない。もし、高エネルギ
ー粒子の発生を最小限に留めるために、ターゲット印加電圧を減少すれば、プラズマが不
安定になったり、プラズマ密度が顕著に低下して蒸着速度が大きく落ちるという問題点が
発生する。
【０００５】
　このような問題点を解決するためには、プラズマ発生電力とイオン加速電圧を分離して
、それぞれを独立的に制御する技術が必要である。プラズマ発生電力とイオン加速電圧を
分離印加することができれば、ターゲット印加電圧の水準に関係なくターゲット付近に高
密度プラズマの発生を望む場合その実現が可能であるが、このような目的を満足する大面
積、高密度プラズマ発生源の技術開発は容易ではない。
【０００６】
　一方、低温で高品質薄膜を蒸着するためには、高品質薄膜を蒸着するためには、既存の
基板加熱の代わりに、薄膜が蒸着されている間に薄膜表面の原子層を同時に加熱すること
のできる原子スケールの加熱（ａｔｏｍｉｃ　ｓｃａｌｅ　ｈｅａｔｉｎｇ）技術が必要
である。中性粒子ビームは、原子スケールの加熱を行うことができ、低温での大面積、高
品質薄膜蒸着に有利な技術ではあるものの、中性粒子ビームが原子スケールの加熱効果を
発揮するためには、高フラックス中性粒子ビームを発生しなければならない。既存の中性
粒子ビーム発生源は、プラズマリミッタが中性化反射板と基板の間に設置されており、中
性粒子ビームが基板に到達する際、障害物の役割をするという問題点がある。
【０００７】
　既存の中性粒子ビーム発生源の問題点を解決するためには、プラズマリミッタがない状
態で、かつプラズマと基板の相互作用を最小限に留め、高フラックス中性粒子ビームを発
生することのできる高密度プラズマを発生させる技術が必要であるが、技術開発が容易で
はない。
【０００８】
　したがって、フレキシブル電子デバイス、すなわちフレキシブルディスプレイ、フレキ
シブルライト、フレキシブル太陽電池、フレキシブル二次電池等の製造分野に求められる
薄膜を蒸着するためには、新たなスパッタリング装置と、プラズマリミッタのない高フラ
ックス中性粒子ビーム発生源が必要となる。このような装置は、新たな薄膜の目的に適っ
た大面積、高密度プラズマ発生源の開発により、容易に実現することができる。そのため
、大面積、高密度プラズマ発生源の開発が核心的技術ではあるものの、未だ満足できるレ
ベルで提供されてはいない。
【０００９】
　一方、従来の技術においては、高真空で高密度プラズマを得るために、永久磁石または
電磁石を用いて磁場を形成し、マイクロ波を照射して電子サイクロトロン共鳴（Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ、ＥＣＲ）プラズマを発生させた。
だが、従来の技術は磁場の構造のため電子サイクロトロン共鳴の領域において発生した高
密度プラズマの閉じ込め（ｃｏｎｆｉｎｅｍｅｎｔ）に問題点がある。例えば、複数の永
久磁石を所定の間隔をおいて配列することでカップス場を形成する場合、ｃｕｐｓ　ｆｉ
ｅｌｄ内で形成された電子サイクロトロン共鳴の領域で発生したプラズマは、曲線の磁場
と電場によってＥｘＢドリフト（Ｅ－ｃｒｏｓｓ－Ｂ　ｄｒｉｆｔ）、磁場勾配ドリフト
（ｇｒａｄｉｅｎｔ　Ｂ　ｄｒｉｆｔ）、磁場の曲率ドリフト（ｃｕｒｖａｔｕｒｅ　ｄ
ｒｉｆｔ）等のドリフト運動（ｄｒｉｆｔ　ｍｏｔｉｏｎ）を行うが、ドリフト運動の軌
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跡が一直線の発散軌跡（計曲線）を描いており、プラズマ、とりわけ電子が磁石の両端に
抜けてプラズマ閉じ込めに問題が発生する。また、従来の技術の例は、ｃｕｐｓ　ｆｉｅ
ｌｄを形成することでプラズマ閉じ込めの問題を解決するために磁石の配列を補っていた
が、不連続的な磁場の分布によりプラズマドリフト運動が不連続的な奇跡を描いており、
プラズマ閉じ込め効果が減少する問題点がある。
【００１０】
　一方、従来の技術においては、マイクロ波照射装置とプラズマの間に誘導体窓を用いて
真空を維持すると同時に、マイクロ波を入射していた。しかし、このようなプラズマ発生
源において蒸着工程を行うと、蒸着物質が誘導体窓をコーティングすることでマイクロ波
の透過率を顕著に減少させ、プラズマ密度を減少させるため、肯定の信頼性を下げるとい
う問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、プラズマ閉じ込め効果を最大限に高めることができる磁
気構造と、これに伴う磁場とマイクロ波を連動した設計を通して、大面積高密度プラズマ
を発生するプラズマ発生源の提供を試みるものである。
【００１２】
　また、本発明の他の目的は、プラズマを用いた蒸着工程のうち、誘電体窓のコーティン
グ問題を解消することができる、マイクロ波照射装置を含むプラズマ発生源の提供を試み
るものである。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、上記のプラズマ発生源を用いたスパッタリング装置および
中性粒子ビーム発生源と、これらを組み合わせた薄膜蒸着システムの提供を試みることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、プラズマ発生空間を形成するプラズマチャンバ；
　上記プラズマチャンバの外壁を囲む形で配置された一組以上のベルト型磁石；および
　上記プラズマ発生空間にマイクロ波を照射するマイクロ波照射装置；を
　含み、
　上記プラズマチャンバは、シリンダ型、楕円トラックの底面を持つシリンダ型、または
多角形の底面の多角柱のいずれかで構成され、
　上記ベルト型磁石は、連続した磁石の配列を持ち、
　上記のマイクロ波照射装置は、照射方向を調節することで、マイクロ波の電場が一組以
上のベルト型磁石によって、プラズマ発生領域に形成される磁場の方向と垂直になるよう
マイクロ波を照射し、磁場分布に沿ってプラズマ密度を高めることを特徴とするプラズマ
発生源を提供する。
【００１５】
　また、本発明は、上記プラズマチャンバとマイクロ波照射装置は、マイクロ波が照射さ
れる開口部において相互に疎通し、上記プラズマチャンバとマイクロ波照射装置は、共に
真空化が可能であることを特徴とするプラズマ発生源を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、上記のマイクロ波照射装置は、正方形導波管、シリンダ型導波管、環
状導波管、トーラス型導波管または上記導波管にスリットを形成したスリット型導波管を
含み、上記マイクロ波照射装置は、マイクロ波をパルスモードまたは連続モードで照射す
ることを特徴とするプラズマ発生源を提供する。
【００１７】
　また、本発明は、上記プラズマ発生源のプラズマチャンバ内部に、一つ以上のターゲッ
トを設置し、上記ターゲットにバイアス電圧を印加してスパッタリングを発生させ、
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　上記のターゲットは、上記ベルト型磁石によってプラズマ発生空間に形成される磁場に
囲まれるようにプラズマチャンバの内側壁に沿って一つ以上付着され、
　上記プラズマチャンバの上面に平行に配置される一つ以上のターゲットをさらに設置し
て、
　一つ以上の物質を基板に同時蒸着することができることを特徴とするスパッタリング装
置を提供する。
【００１８】
　また、本発明は、上記ターゲットに印加されるバイアス電圧は、直流電圧、交流電圧、
パルス、またはこれらの混合からなる電圧であることを特徴とするスパッタリング装置を
提供する。
【００１９】
　また、本発明は、上記プラズマ発生源のプラズマチャンバ内部に、一つ以上の電気伝導
性の高い物質で構成された中性化反射板を設置して、上記の中和プレートにバイアス電圧
を印加して中性粒子ビームを生成し、
　上記の中和プレートは、上記ベルト型磁石によってプラズマ発生空間に形成される磁場
に囲まれるよう、プラズマチャンバの内側壁に沿って一つ以上付着され、
　上記プラズマチャンバの上面に平行に配置される一つ以上の中和プレートをさらに設置
することで、中性粒子ビームを発生させることを特徴とする中性粒子ビーム発生源を提供
する。
【００２０】
　また、本発明は、
　プラズマを生成するプラズマ放電空間を提供するプラズマチャンバ；
　プラズマイオンを、衝突によって中性粒子に変換させるために、上記プラズマチャンバ
内部に設置される中和プレート；
　中性粒子以外のプラズマイオンと電子を上記プラズマ放電空間に制限するよう、上記プ
ラズマ放電空間の下端に設置されているリミッタ；
　上記プラズマチャンバに装着され、プラズマチャンバ内にマイクロ波を出射するマイク
ロ波照射装置、および
　上記プラズマチャンバの周囲を囲む一組のベルト型の磁石；を含み、
　上記の一組のベルト型磁石のそれぞれは、ベルトの内部と外部が相補的な磁力極性を示
し、プラズマチャンバの周囲に上下平行に配列される２つのベルト型磁石の磁力の極性も
、上下の位置において互いに補うよう構成することを特徴とする中性粒子ビーム発生源を
提供する。
【００２１】
　また、本発明は、上記スパッタリング装置を一つ以上設置し、上記中性粒子ビーム発生
源一つ以上を組み合わせたことを特徴とする薄膜蒸着システムを提供する。
【００２２】
　また、本発明は、上記ターゲットまたは中和プレートに印加されるバイアス電圧は、直
流電圧、交流電圧、パルス、またはこれらの混合からなる電圧であることを特徴とする薄
膜蒸着システムを提供する。
【００２３】
　また、本発明は、上記中和プレートは、金属、シリコンまたはグラファイトのうち一つ
で構成することを特徴とする薄膜蒸着システムを提供する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、プラズマ発生源は、ベルト型の磁石がプラズマチャンバ内に形成され
る磁場と、マイクロ波の電場の相互作用により、低い運転圧力において、すなわち、高真
空で高密度プラズマをチャンバ空間内に大面積にわたり均一に分布することができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、ベルト型磁石は、特別に磁気構造のスキャン等の駆動を必要と
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せず、かつ磁場を大面積にわたって分布させることができるため、大面積基板に均一に物
質を蒸着することができる。
【００２６】
　また、本発明は、プラズマチャンバをステンレス等の非磁性金属材料で構成し、真空シ
ールのためにＯリング等を用いず、石英やガラス等でプラズマチャンバを構成する場合に
比べ、チャンバ内に高真空状態を形成することができ、これは、生成される中性粒子ビー
ムの平均自由行程を大幅に向上させることができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、上記プラズマ発生源を用いたスパッタリング装置は、プラズマ
発生電力とイオン加速電圧を分離し、独立して調節することにより、高エネルギー粒子に
よる薄膜の損傷を最小限に抑え、高品質の薄膜を蒸着させることができる。また、低い運
転圧力において高密度プラズマをターゲット付近に発生させることで、スパッタリング効
率、スパッタされた粒子の直進性を向上させることができる。また、ターゲットの種類及
び個数を自由に選択することができ、同時蒸着（ｃｏ－ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）等、多様
な工程が可能となる。
【００２８】
　また、本発明によれば、上記スパッタリング装置において、ターゲットを中和プレート
に代替した中性粒子ビーム発生源は、高フラックス中性粒子ビームを大面積に供給するこ
とができ、とりわけプラズマリミッタがない状態でも、プラズマ－基板の相互作用を最小
限に抑えることができるという特徴がある。
【００２９】
　また、本発明によれば、上記スパッタリング装置と、上記中性粒子ビーム発生源を一つ
以上組み合わせて薄膜蒸着要素物質と薄膜蒸着に必要なエネルギーを同時に供給すること
により、高品質の薄膜を形成することができる薄膜蒸着システムを実現することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１ａ】本発明のプラズマ発生源構成の概略断面図である。
【図１ｂ】上記プラズマ発生源の構成要素であるベルト型磁石を構成する磁石構造の平面
図である。
【図１ｃ】上記プラズマ発生源の構成要素であるベルト型磁石を構成する磁石構造の平面
図である。
【図１ｄ】本発明のプラズマ発生源の斜投影図である。
【図２】図１ａのプラズマ発生源に適用されるマイクロ波照射装置の構成を、より明確に
表現した断面図である。
【図３】図１ａのプラズマ発生源に適用されるトーラス型マイクロ波照射装置の構成を表
現した断面図である。
【図４】図１ａのプラズマ発生源に適用される四角形またはシリンダ型マイクロ波照射装
置の構成を表現した断面図である。
【図５】図１ａのプラズマ発生源を用いたスパッタリング装置の構成を示す断面図である
。
【図６】図５のスパッタリング装置を変形して構成した中性粒子ビーム発生源を示す断面
図である。
【図７】図５のスパッタリング装置と、図６の中性粒子ビーム発生源を組み合わせて構成
した薄膜蒸着システムの一実施例を示す断面図である。
【図８】リミッタを含む本発明の中性粒子ビーム発生源の構成の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の望ましい実施例について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００３２】
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　図１ａを見ると、本発明のプラズマ発生源の構成を示されている。
【００３３】
　プラズマを発生する空間を提供するプラズマチャンバ（１００）の側壁には、一組以上
のベルト型磁石（４００）が装着されており、プラズマチャンバ（１００）の上端には、
マイクロ波照射装置（２００）（ｌａｕｎｃｈｅｒともいう）が装着されており、上記マ
イクロ波照射装置（２００）からマイクロ波をプラズマチャンバ（１００）内に放出する
こととなる。
【００３４】
　特に、本発明は、上記のマイクロ波照射装置（２００）から、マイクロ波がプラズマチ
ャンバ（１００）内に入射される地点を誘電体窓がない状態で、完全な開口部として構成
し、蒸着工程進行中蒸着物が窓を汚染することによるマイクロ波透過率低下の問題を解決
した。
【００３５】
　図１ｂ及び図１ｃは、図１ａのプラズマ発生源外壁に設置される一組のベルト型磁石（
４００）の平面図である。すなわち、Ａ型のベルト型の磁石（図１ｂ）とＢ型のベルト型
磁石（図１ｃ）を上下に配置し、図１ａのような形状の磁場を形成することができる。こ
のようなベルト型磁石は、一組ではなく複数組配置することができ、これによって、プラ
ズマ発生空間内に図１ａのような曲線の磁場を連続的に分布することとなる。図１ｂ及び
図１ｃに示したベルト型磁石は、円形や楕円形のトラック、または任意の閉多角形で構成
することができることは勿論である。上記の磁場は、途切れることなく連続し、これは、
ベルト型マグネット（４００）そのものが連続的な構成を持つためであり、このような連
続構造は、マイクロ波をプラズマチャンバ（１００）の側壁ではなく上端開口部を介して
入射するためである。連続的に形成された磁場は、発生したプラズマの電子を捉えプラズ
マチャンバ側壁に沿ってトロイダル（ｔｏｒｏｉｄａｌ）型の軌跡を描き、継続的にドリ
フト運動（ｄｒｉｆｔ　ｍｏｔｉｏｎ）をさせることで、プラズマ閉じ込め（ｐｌａｓｍ
ａ　ｃｏｎｆｉｎｅｍｅｎｔ）効果を顕著に向上させることができる。すなわち、電子の
運動を平均的に見ると、図１ｄの射影等図のように連続的な回帰軌跡を示し、プラズマ閉
じ込め効果を大幅に向上させることができるようになる。
【００３６】
　プラズマチャンバ（１００）は、円筒形、楕円トラックの底面を持つシリンダ型、また
は多角形底面の多角柱である可能性があり、上記ベルト型マグネット（４００）は、プラ
ズマチャンバ（１００）の構造に応じて、円、トラック、四角、それ以外のいくつかの形
状でプラズマチャンバ（１００）の側壁に装着され、プラズマチャンバ（１００）内に電
子サイクロトロン共鳴（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ、
ＥＣＲ）磁場が形成されるよう促す。ここでは、電子サイクロトロン共鳴磁場、Ｂｒｅｓ

は、次式の通りである。
【００３７】

【００３８】
　ｆ：マイクロ波周波数、ｅ：電子の電荷、ｍｅ：電子の質量
【００３９】
　また、マイクロ波照射装置（２００）から照射されるマイクロ波の周波数は、プラズマ
イオン周波数よりも高いものを用いる。ここでは、プラズマイオン周波数、Ωｉは、次式
の通りである。
【００４０】
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【００４１】
　ｎｉ：イオン密度、Ｚ：原子番号、ｅ：電子の電荷、ｍｉ：イオンの質量
【００４２】
　上記のようなプラズマ発生源は、外壁を取り囲むように設置一組以上のベルト型磁石（
４００）による磁場と、マイクロ波照射装置（２００）に照射されるマイクロ波の電場は
、互いに垂直をなしてＥＣＲ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎ
ｃｅ）プラズマを形成し、プラズマ密度を高めることができ、また、このような高密度プ
ラズマを大面積で発生させることができる。また、高密度プラズマを１ｍＴｏｒｒ以下の
低圧高真空においても発生させることができ、粒子の平均自由行程を増加させて応用に有
利である。
【００４３】
　一方、上記プラズマを発生させるマイクロ波照射装置（２００）のマイクロ波照射モー
ドを必要に応じてパルスモードまたは連続モードに調整することで、適用の可能性を広げ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、上記図１ａないし図１ｄに基づいたプラズマ発生源の変形実施例、およびその応
用に基づくスパッタリング装置、中性粒子ビーム発生源と薄膜蒸着システムについて詳細
に説明する。
【００４５】
　図１ａおよび図１ｄのマイクロ波照射装置（２００）を上から見ると、円形、楕円形、
それらを利用したトラック型、または四角形等の形に見える。図２は、上記マイクロ波照
射装置（２００）にスリット（２５０）を形成した場合を示しており、図３は、トーラス
型マイクロ波照射装置（２００）にスリットを形成した場合を表し、図４は、四角形また
はシリンダ型マイクロ波照射装置（２００）を表しており、このようなマイクロ波照射装
置（２００）は、多数で構成されることで出力を高めることができる。
【００４６】
　図５を見ると、上記のプラズマ発生源を応用したスパッタリング装置（８００）が示さ
れている。上記スパッタリング装置（８００）は、マイクロ波の周波数がプラズマイオン
周波数よりも高いプラズマイオンの運動に影響を与えず、電子を加熱することでプラズマ
を発生させることができ、上記ターゲット（７００、７１０、７２０）に印加するバイア
ス電圧は、プラズマイオン周波数よりも低い周波数で印加することでターゲットに入射す
るイオンのエネルギーを調節することができ、プラズマ発生電力とイオン加速電圧を分離
することを特徴とする。上記スパッタリング装置（８００）においてプラズマ発生電力と
イオン加速電圧を二元化することで、ターゲットのバイアス電圧とは関係なく、安定した
高密度プラズマが維持されることで、低いターゲット印加電圧においてプラズマが不安定
になるという既存のスパッタ装置とは区別される。また、既存のスパッタリング装置は、
ターゲットのバイアス電圧が高いため、高エネルギー粒子が発生して薄膜に損傷を与える
一方で、本実施例のスパッタリング装置（８００）は、ターゲットバイアス電圧を下げる
ことができ上記の問題を最小限に抑えることができるという利点がある。
【００４７】
　プラズマチャンバの側壁に設置されたターゲット（７００、７１０）付近の磁場に高密
度プラズマを発生させることができるため、高効率のスパッタリングが期待できる。
【００４８】
　のみならず、ベルト型磁石（４００）の磁場構造のために、ターゲット（７２０）付近
に非常に均一な高密度プラズマが分布し、ターゲット（７２０）のエッチング分布が均一
でターゲット（７２０）の使用効率を高めることができる。また、上記ターゲット（７２
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０）は、大面積での構成が可能であり、これはプラズマ分布が大面積にわたり高密度に形
成されうるためである。
【００４９】
　一方、このスパッタリング装置（８００）のターゲット（７００、７１０、７２０）の
バイアス電圧は、工程の目的に応じて直流電圧、交流電圧、直流パルス、交流パルスまた
はこれらの混合により形成される電圧等、多様に変化させることができ、薄膜の特性を調
整することができる。
【００５０】
　また、上面と平行に設置されたターゲット（７２０）の側壁に設置するターゲット（７
００、７１０）は、それぞれ異なる材料で構成され、ホスト物質とドーパント物質を同時
に蒸着することができる利便性を提供する。
【００５１】
　具体例として、１つのターゲット（７００）からＺｎを、異なるターゲット（７１０）
からは、Ｉｎ２Ｏ３を、さらに別のターゲット（７２０）からはＧａ２Ｏ３を形成するこ
とで、基板上にＩＧＺＯを形成することができる。このような配列においては、酸素陰イ
オン（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｉｏｎ）による薄膜の損傷を最小限に抑えることができると同
時に、蒸着速度を向上させることができるという利点を持つ。
【００５２】
　プラズマチャンバ内壁に設置されるターゲット（７００、７１０）は、複数の断片を放
射状に配置することができ、プラズマチャンバに水平面に配置されているターゲット（７
２０）は、プラズマチャンバ上面に付着、もしくはチャンバ内の中央部に配置することも
でき、これらも多くの断片で構成することもでき、ターゲットは複数の異なる材料で構成
されうるものの、高速、高効率、均一薄膜蒸着のために、配列が調節された同一の物質で
もありうる。
【００５３】
　したがって、大面積のターゲット等、ターゲットの設定が自由でプラズマチャンバ内壁
に設置されるターゲット（７００、７１０）は、ベルト型磁石（４００）による磁場に囲
まれ、ターゲットの近くに高密度プラズマを発生させることができ、高効率スパッタリン
グが可能となる。
【００５４】
　また、このようにプラズマチャンバの内壁に複数のターゲット（７００、７１０）を設
置する場合、プラズマチャンバ（１００）を楕円トラックの底面を持つシリンダ型あるい
は多角柱に構成すれば、薄膜の構成要素の個数及び含有量に最適となるよう、多数のター
ゲットの設置に非常に便利であり、ベルト型磁石（４００）による磁場効果も調整するこ
とができるという利点がある。
【００５５】
　また、本実施例のスパッタリング装置は、高真空において高密度プラズマを発生させ、
スパッタされた粒子の直進性が向上し、トレンチパターンのある薄膜蒸着時、縦横比（ａ
ｓｐｅｃｔ　ｒａｔｉｏ）を向上させることができる。
【００５６】
　本実施例のスパッタリング装置は、プラズマ発生電力とイオン加速電圧を独立して調節
し、ベルト型磁石（４００）を用いて形成した磁場により、プラズマ荷電粒子を拘束する
ことで、別途のプラズマリミッタがない状態でも、プラズマ－基板の相互作用を最小限に
抑えることができ、プラズマによる薄膜の損傷を最小限に留めることができる。しかし、
必要に応じてチャンバ境界部にプラズマリミッタをさらに設置することができる点は、当
業者に明らかな事項である。
【００５７】
　図６は、上記スパッタリング装置（８００）を変形した中性粒子ビーム発生源（９００
）の構成を表す。
【００５８】
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　スパッタリング装置（８００）において、ターゲット（７００、７１０、７２０）を導
電性の高い物質で構成された中和プレート（３００）に代替すると、中性粒子ビーム発生
源（９００）となる。タングステン等の金属、シリコン、グラファイト等、導電性が高い
物質で構成された中和プレート（３００）に－１００Ｖ以下の低バイアス電圧を印加する
ことで、中性粒子ビームを発生させることができ、バイアス電圧の多様なモードもまた、
上記スパッタリング装置構成において同一に適用されうる。本実施例に係る中性粒子ビー
ム発生源（９００）は、上記スパッタリング装置（８００）と同じ原理で高密度プラズマ
が発生し、高フラックスの中性粒子ビームを発生することができる。本実施例の中性粒子
ビーム発生源は、プラズマリミッタの設置がない状態においても、プラズマ　－　基板相
互作用を最小限に抑えることができ、既存の中性粒子ビーム発生源と区別される。また、
高真空下において高密度プラズマ発生による中性粒子ビームの高フラックスと合わせて、
平均自由行程の増加による利点も同一に表われる。しかし、必要に応じてャンバ境界部に
プラズマリミッタをさらに設置することができる点は、当業者に明らかな事項である。
【００５９】
　図７は、上記スパッタリング装置（８００）と中性粒子ビーム発生源（９００）を組み
合わせて実装した薄膜蒸着システム（１０００）の一実施例を表す。
【００６０】
　上記薄膜蒸着システム（１０００）によると、スパッタリング装置（８００）によって
薄膜を構成する粒子を供給すると同時に、中性粒子ビームによる薄膜形成に必要なエネル
ギーを追加供給することで、低温工程においても高品質の薄膜を形成することができると
いう利点がある。
【００６１】
　上記図７では、一つのスパッタリング装置（８００）を中心に、両側にそれぞれ一つず
つ二つの中性粒子ビーム発生源（９００）を設置することで、薄膜蒸着システム（１００
０）を実装したものの、スパッタリング装置（８００）一つと中性粒子ビーム発生源（９
００）一つを組み合わせることも可能で、その組み合わせ方法は、当業者によっていくら
でも多様な変形が可能なことは勿論である。
【００６２】
　図８は、本発明の中性粒子発生源の構成にリミッタ（５００）をさらに含む構成を表す
。リミッタ（５００）がない状態でも、プラズマ－基板の相互作用を最小限に抑えること
ができるが、リミッタ（５００）をさらに設置することで、中性粒子ビームがプラズマチ
ャンバ（１００）から基板（６００）のある工程チャンバ（図示せず）に出射される際、
荷電された粒子をさらに完全に取り除くことができる。
【００６３】
　一方、ベルト型磁石（４００）は、永久磁石ではなく電磁石でも構成することができ、
この場合マイクロ波の周波数を増加させることができ、このため、プラズマ密度を向上さ
せることができる。
【００６４】
　本発明の権利は、上述した実施例に限定されず、請求範囲に記載されたところにより定
義され、本発明の分野における通常の知識を有する者が、請求範囲に記載された権利の範
囲内で種々の変形及び改造を行うことができるという点は明白である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、プラズマを用いて薄膜を形成する工程に広く利用することができ、とりわけ
、半導体、ＯＬＥＤ、太陽電池、ＬＥＤ、ダイヤモンド薄膜などの先端産業分野に、本発
明のプラズマ発生源及び薄膜蒸着システムを用いることができる。
【符号の説明】
【００６６】
　　１００　　プラズマチャンバ
　　２００　　マイクロ波照射装置
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　　２５０　　スリット
　　３００　　中和プレート
　　４００　　ベルト型磁石
　　６００　　基板
　　７００、７１０、７２０　　ターゲット
　　８００　　スパッタリング装置
　　９００　　中性粒子ビーム発生源
　　１０００　　薄膜蒸着システム
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