
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空処理チャンバ内に配置される誘導結合型の電極を備える内部電極方式のプラズマ処
理装置において、
　前記電極は、全長が励振波長と実質的に等しく、一端はアースされかつ他端は高周波電
源に接続され、前記高周波電源から高周波が前記電極に供給されるとき前記電極に沿って
一波長の定在波が生じるように構成され、

　前記電極に沿って発生する定在波の節が前記電極の 中央部に形成され、前記
の両側の前記電極の各半分の部分に前記定在波の腹が形成される、
　ことを特徴とする内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項２】
　前記電極の前記半分の長さは前記高周波の波長の半分と実質的に等しいことを特徴とす
る請求項１記載の内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項３】
　前記電極は、前記真空処理チャンバ内に複数層からなる層構造で配置され、複数層の電
極の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、前記複数の成膜実施領域のそれぞ
れにおいて基板成膜が行われること特徴とする請求項１記載の内部電極方式のプラズマ処
理装置。
【請求項４】
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さらにその中央部で折り返してＵ字型の形状に
形成され、前記電極の前記各半分の部分は直線部分となり、平行に配置され、

前記 中央部



　真空処理チャンバ内に配置される誘導結合型の電極を備える内部電極方式のプラズマ処
理装置において、
　前記電極は、全長が励振波長の半分の自然数倍となるように定められ、一端はアースさ
れかつ他端は高周波電源に接続され、前記高周波電源から高周波が前記電極に供給される
とき前記電極に沿って定在波が生じるように構成され、

　前記電極に沿って発生する定在波の節が前記電極の 中央部に形成され、前記
の両側の前記電極の各半分の部分に前記定在波の少なくとも１つの腹が形成される、
　ことを特徴とする内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項５】
　前記電極は、前記真空処理チャンバ内に複数層からなる層構造で配置され、複数層の電
極の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、前記複数の成膜実施領域のそれぞ
れにおいて基板成膜が行われることを特徴とする請求項 記載の内部電極方式のプラズマ
処理装置。
【請求項６】
　真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の複数の電極を備え、
　複数の前記電極の各々は、導体をその中央部で折り返してＵ字型の形状に形成され、前
記折り返して形成された直線部分のそれぞれが平行になりかつ一つの平面に含まれるよう
に並べて設けられ、さらに一端はアースされかつ他端は高周波電源に接続され、
　複数の前記電極は、平行な位置関係で、給電側直線部分とアース側直線部分が隣合うよ
うに配置され、
　複数の前記電極の各々の前記給電側直線部分の端部から高周波が同じ位相で給電され
　

　ことを特徴とする内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項７】
　一つの平面内で並べて設けられた複数の前記電極を一つの電極アレイとして、前記真空
処理チャンバの中に複数の前記電極アレイが層構造で配置され、複数層の前記電極アレイ
の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、前記複数の成膜実施領域のそれぞれ
において基板成膜が行われることを特徴とする請求項 記載の内部電極方式のプラズマ処
理装置。
【請求項８】
　真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の電極を備え、
　前記電極は導体をその中央部で折り返してＵ字型に形成され、
　前記電極の折り返して形成された直線部分に半波長の定在波が立つように前記電極の端
部に高周波を供給して前記電極の周囲にプラズマ放電を生成し、このとき、前記高周波の
周波数（ｆ）は、光速をｃとし、折り返して形成された直線部分の長さをＬ１とし、前記
電極の周囲に生成されたプラズマによる比誘電率をεｐ  とするとき、
　　　　　　　ｆ＝（ｃ／√εｐ）／２Ｌ１
で決めることを特徴とする内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項９】
　前記高周波の周波数は前記電極の周囲のプラズマパラメータに応じて変化されることを
特徴とする請求項 記載の内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項１０】
　前記真空処理チャンバ内では、大面積基板に太陽電池機能を有する膜を形成するプラズ
マＣＶＤ処理が行われることを特徴とする請求項 記載の内部電極方式のプラズマ処理装
置。
【請求項１１】
　前記電極における前記長さＬ１は０．８ｍ以上であることを特徴とする請求項 記載の
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内部電極方式のプラズマ処理装置。
【請求項１２】
　真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の電極を備えたプラズマ処理装置において
、
　前記電極は導体をその中央部で折り返して形成され、前記電極の全長は励振波長の半分
の自然数倍となるように定められ、前記電極の端部から高周波が給電され、前記電極に立
つ定在波の節が折返し点に一致し、かつ前記電極の各半分の部分に前記定在波の腹を生じ
させ、前記定在波で前記電極周囲のプラズマの密度分布を均一化したことを特徴とするプ
ラズマ処理方法。
【請求項１３】
　前記電極の全長は励振波長の半分の２倍となることを特徴とする請求項 記載のプラ
ズマ処理方法。
【請求項１４】
　真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の電極を備えたプラズマ処理装置において
、
　前記電極は導体をその中央部で折り返して形成され、
　前記電極の折り返して形成された直線部分に半波長の定在波が立つように前記電極の端
部に高周波を供給して前記電極の周囲にプラズマ放電を生成し、このとき、前記高周波の
周波数（ｆ）は、光速をｃとし、折り返して形成された前記直線部分の長さをＬ１とし、
前記電極の周囲に生成されたプラズマによる比誘電率をεｐとするとき、
　　　　　　　ｆ＝（ｃ／√εｐ）／２Ｌ１
で決め、
　前記定在波で前記電極周囲のプラズマの密度分布を均一化したことを特徴とするプラズ
マ処理方法。
【請求項１５】
　前記高周波の周波数は前記電極の周囲のプラズマパラメータに応じて変化されることを
特徴とする請求項 記載のプラズマ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部電極方式のプラズマ処理装置およびプラズマ処理方法に関し、特に、大
面積基板上に太陽電池や薄膜トランジスタなどに利用されるアモルファスシリコン薄膜を
形成するのに適した誘導結合型の電極を用いたプラズマ処理装置およびプラズマ処理方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内部電極式プラズマＣＶＤ装置の電極構造には、従来、平行平板型の構造と誘導結合型
の構造がある。
【０００３】
　平行平板型の電極によれば、成膜速度の上昇と膜特性の向上のために高周波の周波数を
上げようとすると、放電が不均一になるという問題が起きる。この原因は、電極板上に定
在波が生じプラズマ密度分布が不均一になること、およびアースへの帰還電流による電圧
発生で望ましくない所にプラズマが発生することにある。また平行平板型の構造の場合、
基板ホルダをアース電極として機能させることから基板の裏板が必須となるため、大面積
の基板を成膜すべく電極板を大型化すると、この裏板と基板の間の隙間を均一に保つこと
が難しいという問題を提起する。また裏板の取扱いが全般的に難しくなる。以上から平行
平板型電極は大面積基板の成膜には適さない。
【０００４】
　上記の平行平板型電極に対して、誘導結合型電極は上記の問題は生じない。従って誘導
結合型電極は、例えば、内部電極式プラズマＣＶＤ装置による大面積基板の成膜に適して

10

20

30

40

50

(3) JP 4029615 B2 2008.1.9

１２

１４



いる。
【０００５】
　面積の大きい大型基板にアモルファスシリコン薄膜を堆積させて太陽電池等を作る従来
のプラズマＣＶＤ装置であって、内部電極方式で誘導結合型のプラズマＣＶＤ装置として
は、例えば特開平４－２３６７８１号公報に開示された装置が知られている。このプラズ
マＣＶＤ装置では、放電用電極は、梯子形態を有する平面形コイルで形成され、基板に対
して平行に設置されている。梯子型の平面形コイルは導電性線材で形成されている。材料
ガスの導入は反応容器の一箇所に設けた反応ガス導入管で行われ、反応容器内の排気は反
応容器の一箇所に設けた排気管で行われている。かかる平面形コイルによって電界の強度
を高め、電界の均一性を良好にしている。さらに同様な従来のプラズマＣＶＤ装置として
は、例えば特許第２７８５４４２号公報に開示される装置を挙げることができる。このプ
ラズマＣＶＤ装置において、基板に対面して配置される電極には、１本の導電性線材をジ
グザグになるように多数回折曲げて形成された平面コイル電極が使用されている。かかる
形態を有する電極には、その両端部に、高周波電源からの高周波電圧が印加されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の誘導結合型電極について、特開平４－２３６７８１号に基づく梯子形態を有する
平面形コイル電極は、各梯子段に流れる電流が均等にならず、均一な電磁界分布が得られ
ないので、大面積基板上に均一な膜を成膜できないという問題を提起する。
【０００７】
　梯子形態を有する平面形コイル電極は電気回路的には分布定数回路である。分布定数回
路では、各部を流れる電流を単純に抵抗や経路長から求めることができない。梯子型の電
極の場合、各梯子段が他の梯子段に対して持つインピーダンスや各梯子段と給電点との幾
何学的な関係が各梯子段におけるポインティングベクトルの大きさに関係してくる。実験
的には、給電点に近い梯子段にほとんどの電流が流れているような現象が観測される。
【０００８】
　また特許第２７８５４４２号に基づくジグザグ形状の平面形コイル電極は、１本の長い
導電性線材を折り曲げて作られており、その一端から高周波を給電するように構成されて
いるので、給電状態が悪くなる。さらにできる限り定在波が立たないように設計されてい
るが、構成上、望ましくない所に定在波が立つのを避けることができない。その結果、成
膜に支障を生じる。すなわち、電極上で意図しない定在波が生じ、この定在波がプラズマ
の分布を不良にし、成膜均一性を悪くする。
【０００９】
　そこで、内部電極方式で誘導結合型のプラズマＣＶＤ装置等において、処理室内に設け
た電極に沿って積極的に定在波を生じさせ、電極の周囲空間におけるプラズマ生成に利用
することが望まれる。電極の周囲に生成されるプラズマは、定在波の腹の部分から生成用
のエネルギを得る。従って電極に沿って生じさせた定在波について、さらに腹の数あるい
は腹の作られる場所を望ましい状態に制御することが望まれる。これにより、電極に沿っ
て望ましい位置に腹が形成されるように制御可能な状態で定在波を積極的に活用し、プラ
ズマの分布を良好に制御し、大面積基板の上に良好に成膜を行えるようにする。
【００１０】
　さらに一般的な議論として、内部電極方式のプラズマ処理装置で定在波を生じさせる電
極構成を提案する場合において、当該電極上で積極的に立てる定在波に関しては、電極に
供給する高周波の周波数と、当該高周波電力に基づき処理容器内で電極の周囲に生成され
るプラズマ放電との関係を、無視することができない場合が生じる。さらに電極上に立つ
定在波によって電極周囲に生じる放電の条件、具体的にはプラズマのプラズマパラメータ
そのものが当該定在波に大きな影響を与え、電極構成の設計条件の見直しが必要となる場
合がある。このような場合には、電極の構成上、プラズマパラメータを充分に考慮するこ
とが要求される。
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【００１１】
　本発明の目的は、上記の問題を解決することにあり、定在波を積極的に活用し、プラズ
マの密度の均一性を良好に制御し、さらに電極周囲のプラズマのプラズマパラメータを考
慮して電極構成を実現し、太陽電池等の大面積基板の成膜に適した内部電極方式のプラズ
マ処理装置およびプラズマ処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る内部電極方式のプラズマ処理装置およびプラズマ処理方法は、上記目的を
達成するため、次のように構成される。
【００１３】
　本発明に係るプラズマ処理装置は、真空の処理チャンバ内に配置される誘導結合型の電
極を備える内部電極方式の装置である。上記電極は、その全長が励振波長と実質的に等し
く、一端はアースされかつ他端は高周波電源に接続される。高周波電源から高周波が電極
に供給されるとき電極に沿って一波長の定在波が生じるようになっている。電極に定在波
が生じるとき、電極に沿って定在波の節が電極の中央部に形成され、かつこの の両
側の電極の各半分の部分に定在波の腹が形成される。
　電極の各半分の部分に生じた定在波の部分は、互いに強め合い、電極の周囲に電磁波エ
ネルギが供給されて、密度が均一なプラズマが電極周囲の空間に生成される。処理チャン
バ内にプラズマを生成するにあたり、電極の上に積極的に定在波を生じさせ、活用する。
　上記のプラズマ処理装置において、電極は中央部で折り返してＵ字型の形状に形成され
、電極の各半分の部分は直線部分となり、平行に配置される。
　上記のプラズマ処理装置において、電極の半分の長さは、供給される高周波の波長の半
分と実質的に等しくなるように設定される。
　上記のプラズマ処理装置において、電極は、真空処理チャンバ内に複数層からなる層構
造で配置され、複数層の電極の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、複数の
成膜実施領域のそれぞれにおいて基板成膜が行われるように構成される。この構成によれ
ば、基板の処理効率を高めることができる。
　本発明に係るプラズマ処理装置は、真空処理チャンバ内に配置される誘導結合型の電極
を備える内部電極方式の装置であり、電極は、全長が励振波長の半分の自然数倍となるよ
うに定められ、一端はアースされかつ他端は高周波電源に接続され、高周波電源から高周
波が電極に供給されるとき電極に沿って定在波が生じるように構成され、さらに、電極に
沿って発生する定在波の節が電極の中央部に形成され、 の両側の電極の各半分の部
分に定在波の少なくとも１つの腹が形成される。
　上記のプラズマ処理装置において、電極は中央部で折り返してＵ字型の形状に形成され
、電極の各半分の部分は直線部分となり、平行に配置され、定在波の節が折返し点に一致
することを特徴とする。
　上記のプラズマ処理装置において、電極は、真空処理チャンバ内に複数層からなる層構
造で配置され、複数層の電極の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、複数の
成膜実施領域のそれぞれにおいて基板成膜が行われる。
　本発明に係るプラズマ処理装置は、真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の複数
の電極を備え、複数の電極の各々は、導体をその中央部で折り返してＵ字型の形状に形成
され、折り返して形成された直線部分のそれぞれが平行になりかつ一つの平面に含まれる
ように並べて設けられ、さらに一端はアースされかつ他端は高周波電源に接続される。さ
らに複数の電極は、平行な位置関係で、給電側直線部分とアース側直線部分が隣合うよう
に配置され、複数の電極の各々の給電側直線部分の端部から高周波が同じ位相で給電され
る。
　上記のプラズマ処理装置において、複数の電極のそれぞれの折り返して形成された直線
部分の長さは、直線部分で定在波の腹が生じるように定められることを特徴とする。
　上記のプラズマ処理装置において、一つの平面内で並べて設けられた複数の電極を一つ
の電極アレイとして、真空処理チャンバの中に複数の電極アレイが層構造で配置され、複
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数層の電極アレイの間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、複数の成膜実施領
域のそれぞれにおいて基板成膜が行われる。
　本発明に係るプラズマ処理装置は、真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の電極
を備え、電極は導体をその中央部で折り返してＵ字型に形成されている。そして、電極の
折り返して形成された直線部分に半波長の定在波が立つように電極の端部に高周波を供給
して電極の周囲にプラズマ放電を生成する。このとき、高周波の周波数（ｆ）は、光速を
ｃとし、折り返して形成された直線部分の長さをＬ１とし、電極の周囲に生成されたプラ
ズマによる比誘電率をεｐ  とするとき、ｆ＝（ｃ／√εｐ  ）／２Ｌ１で決められること
を特徴とする。
　上記のプラズマ処理装置において、高周波の周波数は電極の周囲のプラズマパラメータ
に応じて変化される。
　上記のプラズマ処理装置において、真空処理チャンバ内では、大面積基板に太陽電池機
能を有する膜を形成するプラズマＣＶＤ処理が行われることを特徴とする。
　上記のプラズマ処理装置において、好ましくは、電極における長さＬ１は０．８ｍ以上
であることを特徴とする。
　本発明に係るプラズマ処理方法は、真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の電極
を備えたプラズマ処理装置で実施される処理方法であり、電極は導体をその中央部で折り
返して形成され、電極の全長は励振波長の半分の自然数倍となるように定められ、電極の
端部から高周波が給電され、電極に立つ定在波の節が折返し点に一致し、定在波で電極周
囲のプラズマの密度分布を均一化したことを特徴とするプラズマ処理方法。
　本発明に係るプラズマ処理方法は、真空処理チャンバ内に配置された誘導結合型の電極
を備えたプラズマ処理装置で実施される方法であり、電極は導体をその中央部で折り返し
て形成され、電極の折り返して形成された直線部分に半波長の定在波が立つように電極の
端部に高周波を供給して電極の周囲にプラズマ放電を生成する。
　上記のプラズマ処理方法において、高周波の周波数（ｆ）は、光速をｃとし、折り返し
て形成された直線部分の長さをＬ１とし、電極の周囲に生成されたプラズマによる比誘電
率をεｐ  とするとき、ｆ＝（ｃ／√εｐ）／２Ｌ１で決められ、定在波で電極周囲のプ
ラズマの密度分布を均一化したことを特徴とする。
　上記のプラズマ処理方法において、高周波の周波数は電極の周囲のプラズマパラメータ
に応じて変化されることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好適な実施例を添付図面に基づいて説明する。
【００１５】
　第１図と第２図を参照して本発明の基本的な実施例を説明する。この実施例によるプラ
ズマ処理装置は、一例として太陽電池の機能を有する薄膜を基板に堆積させるための誘導
結合型のプラズマＣＶＤ装置である。
【００１６】
　成膜チャンバ１１は、内部に搬入された基板に対してプラズマＣＶＤによる成膜が行わ
れる反応容器であって、内部に所要の真空状態が作られる真空処理チャンバである。成膜
チャンバ１１において例えば縦置き状態にて一つの電極１２が配置されている。この電極
１２の一端に後述するごとき周波数の高周波電力が供給される。電極１２は成膜チャンバ
１１内へ高周波電力を供給するアンテナとして機能する。電極１２は、好ましくは、供給
される高周波の周波数との関係において、所要の長さおよび直径を有する線状導体（導電
性線状部材）を、その中央部（折返し点）を基準にして一つの平面内に含まれるように曲
げて折り返し、正面から見た形状が実質的にＵ字型の形状となるように形成されている。
電極１２は、湾曲して成る折曲げ部分と、実質的に平行な二つの直線部分を有している。
【００１７】
　この実施例では、電極１２は、例えば、折曲げ部分を上側にし、開いた端部を下側にし
配置されている。平行な二つの直線部分は垂直な状態で配置されている。なお折曲げ部分
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を下側にし、端部を上側にして配置することも可能である。電極を支持する構造の図示は
省略されているが、任意の支持構造を採用することができる。
　線状導体を二つ折りにすることによってＵ字型電極１２が形成され、その半分の長さは
、中心点１２ａと端部の間の長さとして図中Ｌ３で示されている。長さＬ３の部分は、電
極１２における折り返されて形成された直線部分（以下「折返し直線部」ともいう）の長
さであり、定在波の腹を生じさせる部分である。
【００１８】
　電極１２では一方の端部１２ｂに対して高周波電力が供給される。高周波電力を供給す
る高周波電源１３は成膜チャンバ１１の外側に設けられている。高周波電源１３からの給
電線１４は、成膜チャンバ１１に設けられた接続部１５を経由して成膜チャンバ１１の内
部に引き込まれ、電極１２の一方の端部１２ｂに接続される。これにより電極１２に高周
波電力が供給される。接続部１５は、給電線が成膜チャンバ１１の壁部を貫通するフィー
ドスルー構造を有している。電極１２の端部１２ｂは給電点となる。
【００１９】
　電極１２の他方の端部１２ｃは成膜チャンバ１１に電気的に接続されている。成膜チャ
ンバ１１は導電性部材（金属部材）で作られ、かつアースされることによりアース電位に
保持されている。従って電極１２の他方の端部１２ｃはアースされることになる。なお高
周波電源１３の他方の線１３ａはアースされている。
【００２０】
　Ｕ字型の電極１２の両端部の間に高周波電源１３によって従来において利用されていた
通常の高周波（例えば１３．５６ＭＨｚ）よりも高い周波数の高周波が給電される。ここ
で利用される高い高周波は、例えば６０ＭＨｚ、あるいはそれより高い周波数を有する高
周波である。ただし本実施例の場合、電極１２に供給される高周波の周波数は、電極１２
の周囲に生成されるプラズマパラメータを考慮して後述のごとく特定の方法で決定される
。
【００２１】
　上記電極１２に対して、その片方の側に、当該電極が含まれる平面に平行な状態で例え
ば１枚の裏板１６が配置される。この裏板１６における電極側の面には例えば４枚の円形
の基板１７が配置されている。裏板１６はヒータを内蔵する基板ホルダとしての機能を有
している。また裏板１６において４枚の基板１７は、Ｕ字型の電極１２の長さ方向に沿っ
て並べられている。第１図に示されるごとく、この実施例では、４枚の基板１７はＵ字型
電極１２の２本の直線部の間の空間の箇所に対応して存在するように配置されている。
【００２２】
　本実施例によるプラズマＣＶＤ装置は、誘導結合型電極であるので、平行平板型電極と
は異なり、上記の裏板は必ずしも必要ではない。ただし基板温度の均一性の向上や、ヒー
タへの電磁界の遮蔽のために裏板を使用することは好ましい。なお第１図と第２図に示す
プラズマＣＶＤ装置では、説明の便宜上、材料ガス供給機構、真空排気機構（真空ポンプ
）、基板ホルダ、基板加熱機構の詳細な構造、基板冷却機構等の図示が省略されている。
【００２３】
　電極１２に使用される線状導体は例えば丸棒状で、材質的にはステンレスやアルミ等の
金属材料が使用される。電極１２が丸棒状の場合、直径は例えば５ｍｍ以上である。第１
図では、二つ折りによって得られる直線部分の長さＬ１と、二つの直線部分の間の幅Ｌ２
の関係について、説明の便宜上長さＬ２が誇張して実際よりも大きく描かれているが、実
際上好ましい実施例としてはＬ１は例えば７５ｃｍ～２．０ｍ、Ｌ２は例えば約８ｃｍで
ある。従って、電極１２の上側の折曲げ部分の湾曲の程度も、実際の電極では、図示され
る程は大きくはない。第１図では、電極の折返し直線部の長さとして、直線部分の長さＬ
１と、折曲げ部分の半分を含めた長さＬ３が示されているが、折曲げ部分は直線部分の長
さに比較してかなり小さいものであるから、長さＬ１と長さＬ３は実際上実質的に同一と
考えることができる。
【００２４】

10

20

30

40

50

(7) JP 4029615 B2 2008.1.9



　長さＬ１については、実際のところ、成膜すべき基板の大きさに応じて決められると共
に、定在波を制御される状態で生じせしめるため必要な長さとして設定されるので、供給
される高周波の周波数との関係で決められる。例えば周波数が１２０ＭＨｚのときには長
さＬ１は１．２５ｍとなる。
【００２５】
　原則的に、電極１２における折返し直線部の長さＬ１（または長さＬ３）は、供給され
る高周波の周波数がｆ、光速をｃ、波長をλとするとき、Ｌ１＝ｃ／２ｆ＝λ／２（また
はｆ＝ｃ／２Ｌ１）…（１）の関係式で求められる。この関係式によれば、電極の大きさ
（寸法等）が基板（建材であるガラス等）との関係で決められると、電極に供給される高
周波の周波数が決まり、反対に、高周波の周波数が決まると、電極の寸法等が決まること
になる。
【００２６】
　上記の関係式（１）に従えば、Ｌ１は高周波の波長の半分と実質的に等しくなり、また
電極１２の全体の長さＬ０（＝２Ｌ１）は実質的にλとなる。
【００２７】
　周波数１２０ＭＨｚよりも小さくなると、長さＬ１は１．２５ｍよりも大きくなり、成
膜チャンバ１１の内部に設けることができない場合も生じる。このような場合には、例え
ば同軸ケーブル構造を電極１２の端部に付加して電磁波に関する遅波構造を設け、これに
よりＬ１の長さを小さくすることが可能となる。このようにして、前述のごとくＬ１は好
ましくは７５ｃｍ～１．２５ｍの範囲に設定される。Ｌ１，Ｌ２の長さは、目的に応じて
任意に変更することが可能である。
【００２８】
　上記のごとき形状を有する電極１２によれば、高周波電源１３から高周波を給電すると
、折り返して形成された直線部分、すなわち長さＬ１を有する二つの直線部分で半波長分
の定在波を生じさせることが可能となる。二つの直線部分の各々の中央部では定在波の腹
を生じさせ、折返し点である中央点１２ａで節を生じさせるように、電極１２で生じる定
在波を制御している。
【００２９】
　換言すると、好ましくは、電極１２における二つの平行な直線部分の各々で例えば一つ
の腹が生じるごとく積極的に定在波を立たせるように、電極１２の形状および寸法が設計
され、かつ、電極１２に供給される高周波の周波数が決定されている。さらに、高周波電
源１３からＵ字型の電極１２へ高周波を給電するにあたって、給電点を一方の端部１２ｂ
とし、他方の端部１２ｃをアースに接続するようにした。これによって、電極１２には１
波長分の定在波が生じ、かつ電極１２における二つの直線部分で制御された定在波が作ら
れる。Ｕ字型の電極１２の二つの直線部分で生じる半波長に相当する定在波は、各々の腹
の位置が一致し、かつ直線部分の間の領域で定在波が互いに強め合うような関係に維持さ
れる。その結果、電極１２の二つの直線部分の間の領域およびその周囲の領域において密
度が均一なプラズマが生成される。
【００３０】
　上記のごとき電極１２を備えた成膜チャンバ１１によれば、成膜チャンバ１１の内部が
真空ポンプによって所要の真空状態に排気され、材料ガス等が導入され、さらに電極１２
に端部１２ｂから例えば１００ＭＨｚの高周波が給電されると、二つの直線部分に制御さ
れた定在波が立ち、Ｕ字型電極１２の周囲空間には均一な密度のプラズマ１８が生成され
る。裏板１６の上に設けられた４枚の丸形基板１７にはプラズマＣＶＤの作用によって成
膜が行われる。Ｕ字型電極１２には、電極１２の中央に位置する給電点１２ａを基準にし
て各半部、すなわち前述した二つの折返し直線部の各々に定在波が生じ、この定在波は、
プラズマの分布が良好となるようにプラズマ１８を制御する。特に前述のごとく電極１２
における二つの直線部分に生じる半波長分の定在波が強め合うように設定されているので
、電極１２の周囲空間に生成されるプラズマ１８の密度が低下することなく、プラズマ１
８は望ましい密度分布状態に制御される。
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【００３１】
　なお電極１２の二つの折返し直線部の各々における腹の数は一つに限定させる必要はな
い。例えば、前述の寸法を有する電極１２において、１００ＭＨｚよりも高い周波数の高
周波を給電することによって、例えば複数の腹が生じるように定在波を立てることができ
る。この場合において、電極１２の全長と、励振用に供給される高周波の波長との関係に
おいては、電極の全長が励振波長の半分の自然数倍になり、かつＵ字型電極１２の折返し
点には定在波の節が生じるように関係が保持されている。
【００３２】
　電極の全長と給電される高周波の波長との関係については、前述のごとく電極１２の折
返し直線部において定在波が形成される波長を選択することによって、アンテナとしての
電極の周囲に強い電磁界強度を作り出すことができる。放電周波数がずれると、電極の給
電点から進行する進行波とアース点から戻る反射波とが互いに電極の上でうち消し合い、
結果的に電極周辺に有効な電磁界を生成することができなくなる。このことは、実験的に
、電極の長さ（アンテナの長さ）と励振高周波の波長との間に前述したごとき特定の関係
を与えないと、放電が発生しないという現象として観測される。
【００３３】
　特に、電極全体の長さとして一波長としてと一致すると、給電点または折返し点、アー
ス点で節になり、他の残りの部分でゼロでない強さの電磁界が発生する。従って、このゼ
ロでない電磁界を利用してプラズマを形成することで、電極の直線部分の中央付近で均一
な成膜を行うことができる。
【００３４】
　さらに上記構成で、Ｕ字型電極１２の折曲げ部分は、厳密には湾曲させる必要はなく、
鋭角に折曲げたり、角をつけて折り曲げるようにしてもよい。また電極１２の二つの折返
し直線部は厳密に平行である必要はない。電極の形状はＵ字型ではなく、例えばＶ字型の
ようなものでもよい。
【００３５】
　さらに２本の直線状導体を平行に配置し、それらの一端側を他の連結導体で連結して、
全体としてＵ字型に似せて電極を作ることも可能である。すなわち、いくつかの導体を組
み合わせてＵ字形状を作り、電極１２に相当する電極を形成することもできる。
【００３６】
　また上記構造では、電極１２を垂直方向に縦置きにしたが、電極１２を水平の横置きに
することもできる。この場合、裏板や基板も水平な横置き状態で配置される。
【００３７】
　上記実施例によれば、誘導結合型の電極を使用するため、容量結合型の電極に比較して
プラズマ密度を上昇させやすいという利点を有する。さらに電極の形状を好ましくはＵ字
型とし、給電点を電極の一方の端部とすることにより、二つの折返し直線部の各々に生じ
る定在波の相互作用によりプラズマが強め合い、プラズマの密度の不均一性が生じにくい
。
【００３８】
　また上記の実施例によれば、平行平板電極に比較して安価に製作することができ、さら
に大面積の基板の成膜に適している。
【００３９】
　例えば１００ＭＨｚの高周波を使用すると、高周波の波長λは３ｍである。このため電
極１２の大きさは１５０ｃｍ（長さ）×１２ｃｍ（幅）程度となり、成膜に有効な面積は
１２０ｃｍ×１０ｃｍ程度となる。第１図等では、成膜対象として丸形基板を描いたが、
本実施例によるプラズマＣＶＤ装置によれば、矩形基板を成膜することがより適している
。また静止対向の成膜だけではなく、大面積基板の通過成膜にも適している。上記のごと
き高周波を利用した内部電極方式のプラズマＣＶＤ装置によれば、成膜中の膜へのイオン
衝撃が減少し、良好な膜特性を得ることができ、大面積で、高品質の成膜を行うことが可
能となる。
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【００４０】
　次に、前述した原則的な内部電極の設計の仕方において、さらに、実際の条件を考慮す
る。
【００４１】
　実際の条件を考慮した電極設計（アンテナ設計）では、次のような変形的な実施例が考
えられる。高周波電源１３から電極１２に対して高周波を与えると、成膜チャンバ１１内
において放電用ガスの導入や所要の減圧状態等の条件の下で電極１２の周囲に放電が生じ
、プラズマが生成される。電極１２の周囲にプラズマが生成されると、最初の原則的な電
極設計（自由空間で比誘電率εｒ  が１である）による周囲空間の比誘電率の値が異なる
値になる。その結果、原則的な電極設計では、電極の長さとの関係で電極の半分の長さの
部分に半波長の定在波が立つようにしたが、この設計が成立しなくなる。そこで、電極１
２の寸法的な条件が与えられているときにおいて、高周波給電の後に電極１２の周囲に放
電が起こることを想定し、プラズマパラメータを想定して高周波の周波数を決定すること
が要求される。
【００４２】
　電極１２の周りで放電が生じプラズマが生成されていると、電極１２の周囲の空間の比
誘電率は１でない。そこで電極１２に供給される高周波の周波数は、電極１２の周囲の放
電条件を考慮し決定される。すなわち、電極１２の周囲のプラズマの比誘電率をεｐとし
て周波数ｆは（ｃ／√εｐ）／２Ｌ１…（２）として決定される。なお、プラズマの比誘
電率εｐは、εｐ＝１－ωｐ２／ω（ω－ｊν）…（３）の式で与えられる。ここで、ω
ｐ  は電子密度で決まるプラズマ周波数であり、ωは放電周波数であり、νは放電圧力で
決まる衝突断面積である。上記の（２）式のεｐは（２）式の実数部の値であり、必ずし
も１以上とは限らない。
【００４３】
　プラズマの 誘電率は放電条件により異なるため、周波数の決定は非常に難しい。そこ
で実際には、実験によって最適な放電周波数を決定する。
【００４４】
　次に第３図を参照して本発明の他の実施例を説明する。第３図は、前述の第１図と同様
な図である。第３図において、第１図で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符
号を付している。この実施例では、さらに大型の矩形基板２１に対して成膜を行うのに適
した構成を有する電極を備えた、内部電極方式で誘導結合型のプラズマＣＶＤ処理装置を
示している。矩形基板２１は大きな面積を有し、好ましくは、太陽電池に利用される非晶
質ケイ素の膜が形成されるガラス基板である。大面積の大型矩形基板２１の成膜面に対応
するように、プラズマ生成領域も広域に設定され、そのため電極に関する構成部分は、前
述のＵ字型電極１２と同じ電極を５つ用意して構成されている。５つの電極２２Ａ，２２
Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄ，２２Ｅは、矩形基板２１の成膜面に平行な例えば垂直な一つの平面
内に含まれるように配置され、かつ各々の直線部が互いに平行にかつ好ましくは等間隔に
なるように平行になるように並べて設けられている。電極２２Ａ～２２Ｅによって構成さ
れる電極アレイにおいて、各電極は折曲げ部を上にし、端部を下側にしている。電極２２
Ａ～２２Ｅの各々は成膜チャンバ１１の下壁に固定されている。各電極の一方の端部には
接続部１５が設けられ、他方の端部は成膜チャンバ１１に接続され、アースされている。
また第３図に示した成膜チャンバ１１は、第１図に示した成膜チャンバに比較して、矩形
基板２１の大形化に伴って大型になるように形成されている。なお成膜チャンバ１１は前
述したようにアースされている。
【００４５】
　第３図で示した構成では、５つの電極２２Ａ～２２Ｅは成膜チャンバ１１に別々に取り
付けられているが、電極アレイとして、各電極の２つの平行な直線部分に前述のごとき定
在波が生じるように構成されている。
【００４６】
　５つの電極２２Ａ～２２Ｅの各々には、成膜チャンバ１１の外側に設けられた単一の高
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周波電源１３から所定の周波数を有する高周波が各接続部１５を介して同じ位相関係を保
持して供給される。供給される高周波の周波数の決定の仕方は前述の実施例で説明した通
りであり、放電条件を考慮して周波数が決定される。高周波電源１３から電極２２Ａ～２
２Ｅのそれぞれに供給される高周波は、各電極の直線部分で制御された定在波が生じるよ
うに設定されている。
【００４７】
　電極２２Ａ～２２Ｅの各々における直線部で生じる定在波は、前述の通り、電極周囲の
空間のプラズマ密度が均一になるように制御される。
【００４８】
　上記の技術事項を具体的に説明する。第３図において、中央に位置する電極２２Ｃに注
目する。電極アレイにおいて、電極２２Ｃの給電側直線部は、左隣の電極２２Ｂのアース
側直線部と隣り合っている。電極２２Ｃのアース側直線部は、右隣の電極２２Ｄの給電側
直線部と隣り合っている。電極２２Ｃだけで見ると、給電側直線部とアース側直線部の間
では、電磁界のベクトル方向としては逆の位相になっている。電極２２Ｃの給電側直線部
とアース側直線部の間の領域では電磁界は強め合う。電極２２Ｃにおける給電側直線部の
外側とアース側直線部の外側については、隣り合う電極２２Ｂ，２２Ｄとの関係において
、電極２２Ｂ，２２Ｄにも電極２２Ｃと同じ位相の高周波を供給することによって、電極
２２Ｃの給電側直線部と電極２２Ｂのアース側直線部の間の領域、電極２２Ｃのアース側
直線部と電極２２Ｄの給電側直線部の間の領域でも同様な電磁界が強め合う関係が作られ
る。これによりこれらの領域で密度の均一なプラズマが生成される。以上の特性は、電極
２２Ａ～２２Ｅのいずれに着目しても成り立つ。
【００４９】
　従って、矩形基板２１の成膜面の前面空間では、電磁界の強弱のムラが生ぜず、密度分
布が均一なプラズマが生成され、大面積の矩形基板２１に均一な膜厚の膜が形成される。
電極２２Ａ～２２Ｅの各々で生じる定在波を、上記のごとく望ましい状態に制御すること
で、膜厚の均一性が向上する。
【００５０】
　上記の実施例で、電極の個数は、成膜対象である基板の大きさに応じて任意に定めるこ
とができる。また使用する高周波電源の個数は一つが好ましいが、複数とすることも可能
である。
【００５１】
　次に第４図と第５図を参照して本発明の他の実施例を説明する。これらの図において、
前述の実施例で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付している。この実
施例では、３つの電極３２Ａ，３２Ｂ，３２Ｃが設けられ、これら３つの電極を一組の電
極アレイして、三層の電極アレイ３３，３４，３５が所定間隔をあけて層構造で設けられ
ている。電極３２Ａ～３２Ｃの各々構成は前述の基本実施例で説明した電極１２と同じで
ある。三層の電極アレイ３３～３５のそれぞれにおいて、電極３２Ａ～３２Ｃは垂直な同
一平面内に含まれかつ等間隔になるように配置されている。さらに三層の電極アレイ３３
～３５は、それぞれが作る平面が平行になるように配置されている。電極アレイ３３～３
５の各々の両側には矩形基板３１が、各電極アレイが作る平面に対してその成膜面が平行
になるように配置されている。矩形基板３１はガラス基板である。さらに第５図に示され
るように、成膜チャンバ１１内において、最外側の矩形基板の外側にはヒータ３６が配置
されている。ヒータ３６は、矩形基板３１を所定温度に保持する。成膜チャンバ１１はア
ースされている。
【００５２】
　上記において、電極アレイ３３～３５における電極３２Ａ～３２Ｃの各々には、単一の
高周波電源から接続部１５を経由して高周波が供給される。各電極に供給される高周波の
周波数は、上記実施例で説明した通り、電極の周囲に生成されるプラズマパラメータを考
慮して決定される。電極アレイ３３～３５の電極３２Ａ～３２Ｃの各々には、前述のごと
く、制御された定在波が生じる。電極アレイ３３～３５の電極３２Ａ～３２Ｃの各々の両
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側には、成膜チャンバ１１内が所要の真空状態に保持され、材料ガス等が導入されるとい
う条件の下で、均一なプラズマが生成される。６枚の矩形基板３１の各成膜面には、高周
波（例えばＲＦ）を利用するプラズマＣＶＤの作用に基づいて成膜が行われる。また本実
施例の構成では、電極が誘導結合型であるので、矩形基板３１をアース電位に保持するた
めの裏板が不要となる。このことは第３図で示した構成の実施例の場合も同様である。第
４図と第５図では基板３１のみが示されているが、実際には基板３１は支持フレームで保
持されている。支持フレームはサッシ（窓枠）状の形態を有している。
【００５３】
　第６図に、２枚の基板３１をセットで支持するサッシ状の支持フレーム３７を示す。支
持フレーム３７の下部には基板搬送機構３８を設け、案内軌道上を移動させるように構成
されている。基板３１は、第５図または第６図において紙面に垂直な方向に搬送される。
【００５４】
　Ｕ字型電極では電力供給端部とアース端部が同一面内に位置する形状を有し、複数のＵ
字型電極を並べる場合にも同一平面内に配置することができるので、第５図に示されるご
とく所定間隔をあけた層構造を利用することにより、多領域成膜装置を容易に実現するこ
とができる。このように多領域の成膜を可能することによって、多数枚の基板を同時に成
膜することができ、成膜のスループットを向上することができる。さらに層構造を利用す
れば、成膜チャンバの表面積に対する矩形基板の成膜面の表面積の比が大きくなるので、
熱の逃げを抑制でき、消費電力を抑制することができる。
【００５５】
　さらに上記実施例によれば、また成膜対象である基板の裏板を省略できるので、従来で
は必要とされた、裏板の昇温に費やされる電力のコスト、裏板の冷却に要する冷却水のコ
スト、裏板の取扱いに要するランニングコスト、搬送機構への負荷による装置コストなど
を、低減することができる。また裏板が設けられた従来の場合には、裏板・基板間の密着
度合いの不均一や再現性に起因して膜厚の不均一や膜特性の不良という問題があったが、
これらを解消できる。
【００５６】
　第７図に本発明の他の実施例を示す。この実施例では、キャリア搬送式のプラズマＣＶ
Ｄ装置に対して本発明に係るＵ字型電極を設けた構造を示している。Ｕ字型電極に関する
構造は、ほぼ第５図に示した構造と同じである。従って第７図において、第５図で示した
要素と実質的に同一の要素には同一の符号を示している。この実施例では、成膜チャンバ
１１の下部に、キャリア式の基板支持機構４１を備えた基板搬送機構４２を設けている。
そのため、前述の三層の層構造を有した電極アレイ３３～３５は、成膜チャンバ１１の上
壁に取り付けられ、成膜チャンバ１１内で垂直に垂れ下がるように配置されている。その
他の構造は第５図で説明した構造と同じである。基板支持機構４１によって支持された複
数の基板３１は、例えば、成膜が終了した後に、基板搬送機構４２によって第７図中にお
いて紙面に垂直な方向に搬送される。
【００５７】
　この実施例においても、多成膜領域によって多数枚の基板を同時に成膜することができ
、さらに成膜対象である基板に裏板を設ける必要がなく、上記実施例で説明された前述の
各効果が発揮される。
【００５８】
　前述の各実施例において、電極の折曲げ部と端部に、誘電体（絶縁体）で形成されたカ
バーを設けて、各部分を被覆することもできる。このカバーは電極からの電磁界を遮断す
る電磁遮蔽部として機能する。このカバーは、電極におけるインピーダンスを調整するた
めの要素としての機能を持たせることもできる。上記のカバーとしては例えば同軸ケーブ
ル構造である
【００５９】
　前述の各実施 では、Ｕ字型電極において、電極の全長が励振波長（λ）の１倍になる
ように定められたが、同様な作用および効果は、一般的に、折返したＵ字型形状またはこ
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れに類似する形状を有する電極であって、電極の全長を、供給される高周波の励振波長の
半分の自然数倍にし、かつ、この場合において、電極の一端部から高周波を給電しかつ他
端部をアースし、電極に立つ定在波の節が電極の折返し点に一致させ、かつ直線部に腹を
形成することによって、生じさせることができる。
【００６０】
　以上において図を参照して本発明の実施例を説明したが、本発明は上記の実施例に限定
されるものではない。本発明の技術思想を逸脱しない範囲で任意の実施例に適用すること
ができるのは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上のように、本発明に係る内部電極式のプラズマ処理装置およびプラズマ処理方法は
、大面積基板の成膜に適し、例えば大型基板にアモルファスシリコン薄膜を堆積させて太
陽電池等を作るのに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明に係るプラズマ処理装置の基本の実施例の内部構造を示した電極の正面図
である。
【図２】基本実施例の内部側面図である。
【図３】本発明の他の実施例の内部構造を示した電極の正面図である。
【図４】本発明の他の実施例の内部構造を示した電極の正面図である。
【図５】上記他の実施例の内部側面図である。
【図６】基板を搬送する機構の一例を示す図である。
【図７】本発明の他の実施例の内部構造を示す側面図である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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