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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ誘電体で表面が覆われた棒状の導体からなる複数のアンテナ素子を互いに平行
且つ平面状に配したアレイアンテナを用いて、プラズマを生成させるプラズマ生成装置で
あって、
　前記複数のアンテナ素子に供給する高周波信号を生成する共通の高周波電源と、
　前記複数のアンテナ素子にそれぞれ接続され、インピーダンス整合のための容量素子及
び誘導素子のいずれか一方の調整素子を有する複数のインピーダンス整合器と、
　前記複数のインピーダンス整合器と前記高周波電源との間に接続された分配器と、
　前記高周波電源から前記分配器に供給される高周波信号及びその反射波による電流及び
電圧を検知する第１のセンサと、
　前記複数のインピーダンス整合器にそれぞれ対応して配置され且つ前記分配器から対応
するインピーダンス整合器に供給される高周波信号及びその反射波による電流及び電圧を
検知する複数の第２のセンサと、
　前記第１のセンサによる検知信号に基づいて前記複数のアンテナ素子がインピーダンス
整合の状態に近づくように前記高周波電源を制御して前記高周波電源から出力される高周
波信号の周波数を調整すると共に前記複数の第２のセンサによる検知信号に基づいて各ア
ンテナ素子がインピーダンス整合の状態となるように前記複数のインピーダンス整合器を
それぞれ制御して各インピーダンス整合器の前記調整素子として用いられる前記容量素子
の容量または前記誘導素子のインダクタンスを制御する制御器と
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　を有することを特徴とするプラズマ生成装置。
【請求項２】
　各インピーダンス整合器の前記調整素子は、一端が前記分配器と接続された第１の容量
素子と、一端が前記アンテナ素子と接続された第２の容量素子とからなり、
　前記第１の容量素子の他端と前記第２の容量素子の他端はいずれも接地され、
　前記制御器は、前記第１の容量素子の容量を制御する請求項１に記載のプラズマ生成装
置。
【請求項３】
　生成される前記プラズマは、基板の成膜又は基板のエッチングに用いる請求項１または
２に記載のプラズマ生成装置。
【請求項４】
　それぞれ誘電体で表面が覆われた棒状の導体からなる複数のアンテナ素子を互いに平行
且つ平面状に配したアレイアンテナを用いて、プラズマを生成させるプラズマ生成方法で
あって、
　高周波信号を生成し、
　生成された前記高周波信号をそれぞれインピーダンス整合のための容量素子及び誘導素
子のいずれか一方の調整素子を有する複数のインピーダンス整合器を介して前記複数のア
ンテナ素子に分配供給し、
　分配する前の前記高周波信号及びその反射波による電流及び電圧を検知し、
　前記複数のインピーダンス整合器に分配供給される前記高周波信号及びその反射波によ
る電流及び電圧をそれぞれ検知し、
　分配する前の前記高周波信号及びその反射波に対する検知信号に基づいて前記複数のア
ンテナ素子がインピーダンス整合の状態に近づくように前記高周波信号の周波数を調整す
ると共に前記複数のインピーダンス整合器に分配供給される前記高周波信号及びその反射
波に対する検知信号に基づいて前記複数のアンテナ素子がそれぞれインピーダンス整合の
状態となるように各インピーダンス整合器の前記調整素子として用いられる前記容量素子
の容量または前記誘導素子のインダクタンスを制御する
　ことを特徴とするプラズマ生成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体、液晶表示装置、太陽電池等を作製する際に用いるＣＶＤ、エッチン
グ又はスパッタリング等の処理に用いられるプラズマ生成装置及びプラズマ生成方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマを用いたＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）装置をはじめとする半導体製
造装置では、プラズマ生成のためにアンテナ素子を用いた電磁波結合型の装置が用いられ
ている。
　一方、液晶表示装置やアモルファス型の太陽電池の大型化に伴って、プラズマを用いて
各処理を行う半導体製造装置についても、大面積の基板を処理する大型の装置が望まれて
いる。
【０００３】
　このような大型の半導体製造装置において使用する高周波信号の周波数は１０ＭＨｚ～
２．５ＧＨｚと高いため、アンテナ素子から放射される電磁波の波長が短い。このため、
成膜等の処理の均一性に影響を与えるプラズマの密度分布が均一になるように制御するこ
とが一層重要となっている。
【０００４】
　このような状況下、特許文献１に示すプラズマＣＶＤ装置において、大面積プラズマ生
成用アンテナを用いることが提案されている。
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　具体的には、棒状のアンテナ素子を複数個平面状に配置してアレイ化したアレイアンテ
ナを用いて、電磁波の空間分布を一様にして大面積のプラズマ生成に用いるものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－８６５８１号公報
【０００６】
　しかし、特許文献１に示されるプラズマＣＶＤ装置では、アンテナ素子の電磁波の放射
によって生成したプラズマの影響を受けて、アンテナ素子の負荷が変化するため、給電線
において設定されているインピーダンス(通常５０Ω)に常に整合させることが難しい。こ
のため、給電線からの信号がアンテナ素子との接続部分で反射し、アンテナ素子に必要な
電力が供給されず、各アンテナ素子からの電磁波の放射が不均一となり、生成されるプラ
ズマの密度分布が一様でなくなる。この結果、生成するプラズマ分布が不均一となり、Ｃ
ＶＤ等による成膜が不均一となるといった問題が生じやすい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題点を解決するために、誘電体で表面が覆われた棒状の導体
で構成した複数のアンテナ素子を、平行かつ平面状に配したアレイアンテナを用いて、プ
ラズマを生成させる際、プラズマが均一となるように、インピーダンス整合を容易に行う
ことができる、簡易な装置構成のプラズマ生成装置及びそのようなプラズマ生成を実現す
るプラズマ生成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、それぞれ誘電体で表面が覆われた棒状の導体か
らなる複数のアンテナ素子を互いに平行且つ平面状に配したアレイアンテナを用いて、プ
ラズマを生成させるプラズマ生成装置であって、前記複数のアンテナ素子に供給する高周
波信号を生成する共通の高周波電源と、前記複数のアンテナ素子にそれぞれ接続され、イ
ンピーダンス整合のための容量素子及び誘導素子のいずれか一方の調整素子を有する複数
のインピーダンス整合器と、前記複数のインピーダンス整合器と前記高周波電源との間に
接続された分配器と、前記高周波電源から前記分配器に供給される高周波信号及びその反
射波による電流及び電圧を検知する第１のセンサと、前記複数のインピーダンス整合器に
それぞれ対応して配置され且つ前記分配器から対応するインピーダンス整合器に供給され
る高周波信号及びその反射波による電流及び電圧を検知する複数の第２のセンサと、前記
第１のセンサによる検知信号に基づいて前記複数のアンテナ素子がインピーダンス整合の
状態に近づくように前記高周波電源を制御して前記高周波電源から出力される高周波信号
の周波数を調整すると共に前記複数の第２のセンサによる検知信号に基づいて各アンテナ
素子がインピーダンス整合の状態となるように前記複数のインピーダンス整合器をそれぞ
れ制御して各インピーダンス整合器の前記調整素子として用いられる容量素子の容量また
は前記誘導素子のインダクタンスを制御する制御器とを有することを特徴とするプラズマ
生成装置を提供する。
【００１０】
　また、各インピーダンス整合器の前記調整素子は、一端が前記分配器と接続された第１
の容量素子と、一端が前記アンテナ素子と接続された第２の容量素子とからなり、前記第
１の容量素子の他端と前記第２の容量素子の他端はいずれも接地され、前記制御器は、前
記第１の容量素子の容量を制御することが好ましい。
　このようなプラズマ生成装置は、生成される前記プラズマを、基板の成膜に用いるＣＶ
Ｄ装置又は基板のエッチングに用いるエッチング装置であることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明は、それぞれ誘電体で表面が覆われた棒状の導体からなる複数のアンテナ
素子を互いに平行且つ平面状に配したアレイアンテナを用いて、プラズマを生成させるプ
ラズマ生成方法であって、高周波信号を生成し、生成された前記高周波信号をそれぞれイ
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ンピーダンス整合のための容量素子及び誘導素子のいずれか一方の調整素子を有する複数
のインピーダンス整合器を介して前記複数のアンテナ素子に分配供給し、分配する前の前
記高周波信号及びその反射波による電流及び電圧を検知し、前記複数のインピーダンス整
合器に分配供給される前記高周波信号及びその反射波による電流及び電圧をそれぞれ検知
し、分配する前の前記高周波信号及びその反射波に対する検知信号に基づいて前記複数の
アンテナ素子がインピーダンス整合の状態に近づくように前記高周波信号の周波数を調整
すると共に前記複数のインピーダンス整合器に分配供給される前記高周波信号及びその反
射波に対する検知信号に基づいて前記複数のアンテナ素子がそれぞれインピーダンス整合
の状態となるように各インピーダンス整合器の前記調整素子として用いられる前記容量素
子の容量または前記誘導素子のインダクタンスを制御することを特徴とするプラズマ生成
方法を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　それぞれ誘電体で表面が覆われた棒状の導体からなる複数のアンテナ素子を互いに平行
且つ平面状に配したアレイアンテナを用いてプラズマを生成させる際、各アンテナ素子に
給電する共通の高周波信号の周波数を制御することで、各アンテナ素子のインピーダンス
整合を共通に行うことができる。このため、インピーダンス整合器の構成を簡略にするこ
とができ、自動制御の追従性も向上し、制御時間が短縮される。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明のプラズマ生成装置及びプラズマ生成方法について詳細に説明する。
　図１は、本発明のプラズマ生成装置の一実施形態であるプラズマＣＶＤ装置１０の構成
を説明する概略構成図である。図２は、ＣＶＤ装置１０のアンテナ素子の配置を説明する
図である。図２においては、高周波信号を伝送する給電線を図示し、後述するインピーダ
ンス整合を行うための制御器及び制御線は図示されていない。
【００１４】
　ＣＶＤ装置１０は、ガラス基板やシリコンウエハ等の処理基板１２にプラズマＣＶＤを
用いて成膜処理を行う装置である。
　ＣＶＤ装置１０は、反応容器１４、処理基板１２を載置する基板台１６、反応容器１４
の壁面に設けられ、原料ガスを導入する導入口１８、反応容器１４の壁面に設けられ、減
圧のために原料ガス等を排気する排気口２０、反応容器１４に設けられ、原料ガスを反応
室に放出するガス放射板２４、反応容器１４内に設けられた複数のアンテナ素子２２、反
応容器１４の外側に設けられるインピーダンス整合器２６、アンテナ素子２２に給電する
高周波電源２８、高周波電源２８及びインピーダンス整合器２６を制御する制御器３０、
アンテナ素子２２に給電される高周波信号の電流及び電圧を検出する第１電流・電圧セン
サ３２、インピーダンス整合器２６を個別に調整するために電流及び電圧を検出する第２
電流・電圧センサ３４、第１電流・電圧センサ３２と第２電流・電圧センサ３４との間に
設けられる分配器３３を有する。
【００１５】
　反応容器１４は、金属製の容器であり、反応容器１４の壁面は接地されている。
　基板台１６は、処理基板１２がアンテナ素子２２に対向するように、処理基板１２を載
置する台であり、基板台１２の内部には処理基板１２を加熱する図示されない発熱体が設
けられ、さらに接地された図示されない電極板が設けられている。この電極板はバイアス
電源に接続されて、バイアス電圧が印加されてもよい。
【００１６】
　導入口１８は、反応容器１４の上面側に設けられ、原料ガスを供給する供給管１９と接
続されている。供給管１９は、図示されない原料ガス源と接続されている。導入口１８か
ら供給される原料ガスは、成膜の種類によって変わるが、例えば、低温ポリシリコンＴＦ
Ｔ液晶の場合、シリコン膜の作製に際してはシランガスが、またゲート絶縁膜の作製に際
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してはＴＥＯＳが好適に用いられる。
【００１７】
　反応容器１４の上側には、原料ガス分散室２３が、ガス放射板２４によって下側の反応
室２５と仕切られて構成される。
　ガス放射板２４は、ＳｉＣからなる板状部材に０．５ｍｍ程度の貫通穴が複数あけられ
、原料ガスが下側の反応室２５に一定の流速で放射するようになっている。なお、ガス放
射板２４は、セラミック材で構成されてもよいし、ＣＶＤにより成膜された板状部材であ
ってもよい。ガス放射板２４には金属膜が形成されており接地されている。
　排気口２０は、反応容器１４内を所定の圧力に減圧した原料ガスの雰囲気とするために
、図示されない真空ポンプと接続した排気管２１に接続されている。
【００１８】
　ガス放射板２４下側の反応室２２の上側部分には、ガス放射板２４に対向するように、
アレイ状に設けられた複数のアンテナ素子２２が設けられている。
　複数のアンテナ素子２２は、図２に示すように、互いに平行にかつ平面状に配置されて
、モノポールアンテナからなるアレイアンテナを形成する。このアレイアンテナは、ガス
放射板２４及び基板台１６に載置される処理基板１２に対して平行に設けられる。
　モノポールアンテナであるアンテナ素子２２は、図２に示すように隣接するアンテナ素
子２２と互いに逆方向に反応容器１２内の壁面から突出しており、給電方向が逆向きとな
っている。これらのアンテナ素子２２は、それぞれマッチングボックスであるインピーダ
ンス整合器２６と接続されている。
【００１９】
　各アンテナ素子２２は、電気伝導率の高い導体からなる棒状（パイプであってもよい）
を成し、使用する高周波の波長の（２ｎ＋１）／４倍（ｎは０または正の整数である）の
長さをモノポールアンテナであるアンテナ素子の放射長さとする。各アンテナ素子２２の
表面は、石英チューブ等の誘電体で被覆されている。棒状の導体を誘電体で被覆すること
で、アンテナ素子２２としての容量とインダクタンスが調整されており、これにより、ア
ンテナ素子２２の突出方向に沿って高周波電流を効率よく伝播させることができ、電磁波
を効率よく放射させることができる。
　このように誘電体で覆われたアンテナ素子２２は、反応容器１４の内壁に開けた開口に
電気的に絶縁して取り付けられており、アンテナ素子２２の高周波電流供給端の側が、イ
ンピーダンス整合器２６に接続されている。
【００２０】
　アンテナ素子２２は、ガス放射板２４の近傍に設けられるので、アンテナ素子２２から
放射される電磁波は、隣接するアンテナ素子２２間で電磁波が相互に影響を及ぼし合うこ
となく、ガス放射板２４の接地されている金属膜の作用によって鏡像関係に形成される電
磁波と作用して、アンテナ素子毎に所定の電磁波を形成する。さらに、アレイアンテナを
構成するアンテナ素子２２は、隣接するアンテナ素子２２と給電方向が逆向きとなってい
るので、反応室２５において電磁波は均一に形成される。
【００２１】
　インピーダンス整合器２６には、一方の側がアンテナ素子２２の端部と接続された容量
素子２６ａと、一方の側が給電線２７と接続された容量素子２６ｂが設けられ、容量素子
２６ａと容量素子２６ｂの他方の側は、お互いに接地されている。
　容量素子２６ｂは、容量素子を構成する電極間が可変に構成され、容量（特性パラメー
タ）が自在に調整できるようになっている。この容量の調整は、電極を移動させるサーボ
モータ２６ｃによって調整される。容量素子２６ｂの容量の調整は、後述する高周波電源
２８が発生する高周波信号の周波数の調整とともに用いて、プラズマの生成中にアンテナ
素子２２の負荷の変化によって生じるインピーダンスの不整合を是正するために用いられ
る。
【００２２】
　高周波電源２８は、図示されない高周波発振回路及び増幅器により構成され、制御器３
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０からの信号に応じて、発振周波数が可変となるように構成されている。
　制御器３０は、後述する第１電流・電圧センサ３２及び第２電流・電圧センサ３４の検
知信号に応じて、高周波電源２８の発振周波数の変更及びインピーダンス整合器２６の調
整を行う制御部分である。
【００２３】
　第１電流・電圧センサ３２は、高周波電源２８からの高周波信号がアンテナ素子２２に
インピーダンスの整合された状態で給電されているか否かを検知するために、高周波電源
２８の出力端近傍で電流及び電圧を検知する部分である。第１電流・電圧センサ３２は、
分配器３３を介してインピーダンス整合器２６と接続されている。第２電流・電圧センサ
３４は、各インピーダンス整合器２６の入力端近傍に個別に設けられ、各インピーダンス
整合器２６の調整を行うために、電流及び電圧を検知する部分である。インピーダンス整
合がなされていない場合、給電線２７とアンテナ素子２２の接続部分で高周波信号の反射
波が発生し、これによって電流と電圧間に位相差が生じる。このため、第１電流・電圧セ
ンサ３２及び第２電流・電圧センサ３４において電流、電圧を検知することで、インピー
ダンス整合の状態か、不整合の状態かを検知することができる。
　第１電流・電圧センサ３２及び第２電流・電圧センサ３４の検知信号は、制御器３０に
供給される。
【００２４】
　制御器３０は、第１電流・電圧センサ３２及び第２電流・電圧センサ３４からの検知信
号に基づいて、インピーダンス整合の状態か否かを判断し、判断の結果に応じて、高周波
電源２８及びインピーダンス整合器２６のサーボモータ２６ｃを制御する制御信号を生成
して、高周波電源２８及びサーボモータ２６ｃに供給する部分である。
　例えば、各アンテナ素子２２において不整合と判断される場合、高周波電源２８を制御
して、高周波信号の周波数を調整して、複数のアンテナ素子２２がインピーダンス整合さ
れる状態となるように調整される。この後、依然として不整合と判断されるアンテナ素子
２２のインピーダンス整合器２６のサーボモータ２６ｃに対して、個別にインピーダンス
整合するように、制御信号を生成する。
　このように、制御器３０は、アンテナ素子２２に共通の高周波信号の周波数を制御して
、すべてのアンテナ素子２２をインピーダンス整合の状態に近づけ、この後、サーボモー
タ２６ｃによって個別に調整する。
なお、本実施形態では、第１電流・電圧センサ３２及び第２電流・電圧センサ３４の双方
を設けた構成であるが、本発明では、いずれか一方の電流・電圧センサを設ければよい。
しかし、より正確な制御を行うには、第１電流・電圧センサ３２及び第２電流・電圧セン
サ３４の双方を設けた構成とすることが好ましい。
【００２５】
　このようなＣＶＤ装置１０では、反応容器１４内に導入口１８から原料ガスを送り込み
、一方、排出口２０に接続した図示されない真空ポンプを作動させて通常１Ｐａ～数１０
０Ｐａ程度の真空雰囲気を反応容器１４内につくる。この状態でアンテナ素子２２に高周
波信号を給電することで、アンテナ素子２２の周囲に電磁波が放射される。これにより、
反応容器１４内でプラズマが発生するとともに、ガス放射板２４から放射された原料ガス
が励起されてラジカルをつくる。その際、発生したプラズマは導電性を有するので、アン
テナ素子２２から放射された電磁波はプラズマで反射され易い。このため、電磁波はアン
テナ素子２２周辺の局部領域に局在化する。
　これにより、プラズマはアンテナ素子２２の近傍に局在化して形成される。
【００２６】
　このとき、電磁波の放射するアンテナ素子２２の周辺には、局在化したプラズマが発生
しているので、アンテナ素子２２の負荷も変化する。このため、アンテナ素子２２は、イ
ンピーダンス整合の状態から不整合の状態に変化し、高周波電源２８から供給される高周
波信号の、アンテナ素子２２との接続部分における反射率は高くなり、給電が十分に行わ
れなくなる。その際、各アンテナ素子２２の負荷変動も異なるため、各アンテナ素子２２
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における不整合の状態も異なる。このため、アンテナ素子２２から放射される電磁波も分
布を持ち、その結果、発生するプラズマの密度分布も空間で変動することとなる。
　このようなプラズマの密度分布の空間変動は、処理基板１２の成膜処理等にとって好ま
しくない。このため、各アンテナ素子２２からの電磁波の放射が一定になり、均一なプラ
ズマが生成されるように、各アンテナ素子２２のインピーダンス整合が行われなければな
らない。
【００２７】
　アンテナ素子２２のインピーダンス整合は、具体的には、供給される高周波信号の電流
と電圧の位相差がゼロとなり、かつアンテナ素子２２のインピーダンスと給電線２７のイ
ンピーダンス(例えば５０オーム)が容量素子２６ａ，２６ｂを介して一致するように、高
周波信号の周波数及び容量素子２６ｂの容量を調整する。
　このような調整は、第１電流・電圧センサ３２及び第２電流・電圧センサ３４で検知さ
れた電流、電圧の情報が検知信号として制御器３０に供給される。
　制御器３０では、検知信号に基づいて高周波信号の周波数、さらには容量素子２６ｂの
容量が設定され、高周波電源２８及びサーボモータ２６ｃを制御する制御信号が生成され
る。
　こうして、制御信号が高周波電源２８及びサーボモータ２６ｃに供給されて、アンテナ
素子２２と信号線２７との間のインピーダンス整合が行われる。
【００２８】
　図３（ａ）は、図１に示すＣＶＤ装置１０のインピーダンス整合器２６におけるアンテ
ナ素子２２と容量素子２６ａ，２６ｂの接続関係を示す図である。
　インピーダンス整合器２６は、図３（ａ）の他に、図３（ｂ）に示すように、アンテナ
素子２２に対して容量素子２６ａと容量素子２６ｄを直列に接続し、容量素子２６ａと容
量素子２６ｄとの間に高周波信号の給電点を設けるように構成してもよい。
　この場合においても、高周波信号の周波数を制御するとともに容量素子２６ｄの容量を
制御することにより、アンテナ素子２２と信号線２７のインピーダンス整合を行うことが
できる。
【００２９】
　なお、本実施形態では、アンテナ素子２２のインピーダンス整合のために容量素子（キ
ャパシタ）を用いたが、誘導素子（インダクタ）を用いて、インダクタンス（特性パラメ
ータ）を制御してもよい。
　このように、ＣＶＤ装置１０では、アレイ状に設けられた複数のアンテナ素子２２のそ
れぞれに対して、インピーダンス整合を行うために容量素子２６ｂを設け、この素子の容
量（特性パラメータ）と高周波信号の周波数を制御する。
【００３０】
　これに対して、高周波信号の周波数の制御の替わりに、容量素子２６ａを制御対象とし
た場合、アンテナ素子２２に対応して設けられる各インピーダンス整合器２６において、
容量素子２６ｂのサーボモータ２６ｃの他に、容量素子２６ａにもサーボモータを設ける
必要がある。このため、インピーダンス整合器は複雑な構成となる。例えば、１６個のア
ンテナ素子２２に対して高価なサーボモータを３２個設ける必要があり、制御対象の数も
増大する。このためＣＶＤ装置全体のコストは増大するほか、制御対象の数の増大に伴っ
てインピーダンス整合の追従性も悪くなる。
　一方、本発明におけるＣＶＤ装置１０において制御対象とする高周波信号は、各アンテ
ナ素子２２に共通の信号なので、各アンテナ素子２２に対応して設けられるインピーダン
ス整合器では１つの容量素子（容量素子２６ｂ）を制御対象とすればよい。このため、各
インピーダンス整合器２６において、容量素子２６ｂのサーボモータ２６ｃを１つ設ける
だけで済む。また、アンテナ素子２２に給電する共通の高周波信号の周波数を制御するの
で、各アンテナ素子２２に対して共通にインピーダンス整合を行いつつ、各アンテナ素子
２２毎の微細な調整を容量素子２６ｂにより行うことができる。このため、インピーダン
ス整合器２６における自動制御の追従性が向上し、制御時間が短縮される。



(8) JP 4554380 B2 2010.9.29

10

20

30

40

【００３１】
　なお、上記実施形態では、高周波信号の周波数と容量素子の容量を制御したが、本発明
においては、高周波信号の周波数と容量素子の容量のいずれか一方を制御するようにして
もよい。例えば、本装置が、プラズマ発生前の段階でインピーダンス整合の状態にある場
合、高周波信号の周波数と容量素子の容量のいずれか一方を調整することで、インピーダ
ンス整合を概略達成することができるからである。
　しかし、インピーダンス整合を正確に行うには、高周波信号の周波数と容量素子の容量
を制御することが好ましい。
　また、上記実施形態のＣＶＤ装置１０は、複数のアンテナ素子を平行かつ平面状に配し
たアレイアンテナを備えるが、本発明におけるプラズマ生成装置は、１つのアンテナ素子
を用いてプラズマを生成する装置であってもよい。
【００３２】
　以上、本発明のプラズマ生成装置及びプラズマ生成方法について詳細に説明したが、本
発明は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良
や変更をしてもよいのはもちろんである。例えば、本発明のプラズマ生成装置は、ＣＶＤ
装置の他にエッチング装置にも好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明のプラズマ生成装置の一実施形態であるプラズマＣＶＤ装置の構成を説明
する概略構成図である。
【図２】図１に示すＣＶＤ装置のアンテナ素子の配置を説明する図である。
【図３】（ａ），（ｂ）は、本発明に用いられるインピーダンス整合器の構成を模式的に
示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　プラズマＣＶＤ装置
　１２　処理基板
　１４　反応容器
　１６　基板台
　１８　導入口
　１９　導入管
　２０　排気口
　２１　排気管　
　２２　アンテナ素子
　２３　原料ガス分散室
　２４　ガス放射板
　２５　反応室
　２６　インピーダンス整合器
　２８　高周波電源
　３０　制御器
　３２　第１電流・電圧センサ
　３４　第２電流・電圧センサ　
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