
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれに独立した少なくとも二種以上の異種金属からなる各ターゲットをスパッタリ
ングして、基板上へ、複合金属ないし複合金属の不完全反応物からなる超薄膜を形成する
工程と、プラズマを形成し、該プラズマ中から選択的に得た電気的に中性な反応性ガスの
活性種を、前記形成された超薄膜に照射し、上記超薄膜と反応性ガスの活性種とを反応さ
せて複合金属の化合物に変換する工程と、これら超薄膜を形成する工程と複合金属の化合
物に変換する工程を順次繰返し、所望の膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成し

ことを特徴とする複合金属化合物の薄膜形成方法
。
【請求項２】
　前記電気的に中性な反応性ガスの活性種は、ラジカル（遊離基：一個以上の不対電子を
有する原子または分子、あるいは励起状態にある原子あるいは分子）であることを特徴と
する請求項１記載の複合金属化合物の薄膜形成方法。
【請求項３】
　

【請求項４】
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、前
記複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の化合物が本来有する光学的な
屈折率の範囲内で、任意の屈折率を得る

前記化合物薄膜は、５５０ｎｍの波長において、屈折率１．４６３から２．００までの
ときに、減衰係数が５×１０－ ４ より小さいことを特徴とする請求項１記載の複合金属化
合物の薄膜形成方法。



　

【請求項５】
　動作ガスを導入し、それぞれに独立した少なくとも二種以上の異種金属からなる各ター
ゲットをスパッタリングして、基板上に、金属ないし金属の不完全反応物からなる超薄膜
を形成する工程を行う成膜プロセス室と、プラズマを発生させるプラズマ発生手段と、該
プラズマ発生手段と前記超薄膜を金属化合物に変換させる反応プロセス室との間に配設さ
れたマルチ・アパーチャ・グリッド或いはマルチ・スリット・グリッドと、前記成膜プロ
セス室で形成された超薄膜に、前記グリッドを通過して選択的に導入された反応性ガスの
活性種を照射し、前記超薄膜と反応性ガスの活性種とを反応せしめ金属化合物に変換する
工程を行う反応プロセス室と、該反応プロセス室と前記成膜プロセス室とを遮蔽板によっ
て空間的、圧力的に分離する分離手段と、を備え、前記分離手段により前記成膜プロセス
室の動作ガスに前記反応性ガスが混合されることを防止して、安定なスパッタリング成膜
プロセスと反応プロセスを逐次的に繰返し、所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形
成し

ことを特徴とする複合金属化合物の薄膜
形成装置。
【請求項６】
　前記反応プロセス室で用いられる反応性ガスの活性種は、電気的に中性なラジカル（遊
離基：一個以上の不対電子を有する原子または分子、あるいは励起状態にある原子あるい
は分子）であることを特徴とする請求項５記載の複合金属化合物の薄膜形成装置。
【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　前記マルチ・アパーチャ・グリッドは、金属あるいは絶縁物に約Φ０．１～３ｍｍの穴
が多数明けてあり、冷却がなされていることを特徴とする請求項５記載の複合金属化合物
の薄膜形成装置。
【請求項１０】
　 マルチ・スリット・グリッドは、金属あるいは絶縁物に幅０．１～１ｍｍのスリッ
トが多数明けてあり、冷却がなされていることを特徴とする請求項５記載の複合金属化合
物の薄膜形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、複合金属の化合物薄膜形成方法及びその薄膜形成装置に係り、特にスパッタ
リングで基板に安定しかつ高速で金属化合物薄膜を形成する複合金属の化合物薄膜形成方
法及びそれに使用される複合金属化合物の薄膜形成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、光学薄膜を利用する様々な製品群において、既存の蒸着材料を使用するだけ
では、その製品群の要求する性能を十分満足することは非常に困難であった。つまりある
製品群に対して要求された光学分光特性を設計するために、自然界の中の限られた物質で
光学薄膜を設計するのが非常に難しいという問題があった。
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前記化合物薄膜は、５５０ｎｍの波長において、屈折率２．００から２．１８２までの
ときに、減衰係数が１×１０－ ３ より小さいことを特徴とする請求項１記載の複合金属化
合物の薄膜形成方法。

、前記複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の化合物が本来有する
光学的な屈折率の範囲内で、任意の屈折率を得る

前記化合物薄膜は、５５０ｎｍの波長において、屈折率１．４６３から２．００までの
ときに、減衰係数が５×１０－ ４ より小さいことを特徴とする請求項５記載の複合金属化
合物の薄膜形成装置。

前記化合物薄膜は、５５０ｎｍの波長において、屈折率２．００から２．１８２までの
ときに、減衰係数が１×１０－ ３ より小さいことを特徴とする請求項５記載の複合金属化
合物の薄膜形成装置。

前記



【０００３】
　例えば、ワイドバンド反射防止膜を構成するためには、自然界の中にほとんど存在しな
い中間屈折率（１．４６～２．２０の間）を有する材料が必要である。
【０００４】
　つまり、ガラスを例にすると、ガラスの反射率を可視光領域全般で低い反射率にするた
めには、一般的に、１．４６～２．２０の範囲の中間屈折率と称される屈折率を有する蒸
着材料が必要とされる。この中間屈折率を有する材料は種類が限られており、また任意に
屈折率を選択することはできないという問題がある。そのため代替技術として、上記中間
屈折率を得るために、以下の技術が知られている。
【０００５】
　すなわち、（１）低屈折材料｛例えばＳｉＯ２ （屈折率：１．４６）｝と高屈折材料｛
例えばＴｉＯ２ （屈折率２．３５）｝を、それぞれ別の蒸発源から同時に蒸発させ、その
混合比によって中間屈折率（１．４６～２．４０）を得る技術、（２）低屈折材料と高屈
折材料を混合し１つの蒸発源から同時に蒸発させ、その混合比によって中間屈折率を得る
技術、（３）低屈折材料と高屈折材料の組み合わせにより等価的に中間屈折率を得る等価
膜技術、（４）スパッタリングにおいて複合ターゲット材料を用いる技術、等である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし上記の各技術を実現するには、次で述べるような不都合がある。すなわち、前記
した低屈折材料｛例えばＳｉＯ２ （屈折率：１．４６）｝と高屈折材料｛例えばＴｉＯ２

（屈折率２．３５）｝を、それぞれ別の蒸発源から同時に蒸発させ、その混合比によって
中間屈折率（１．４６～２．４０）を得る技術では、２つの蒸発源の成膜速度を同時に制
御し、安定的に成膜することが困難であり、再現性を良くして任意の屈折率を得ることが
困難という不都合がある。
【０００７】
　また、低屈折材料と高屈折材料を混合し１つの蒸発源から同時に蒸発させ、その混合比
によって中間屈折率を得る技術においては、一般的に低屈折材料と高屈折材料の融点・蒸
気圧の違いにより長い間蒸発させると屈折率が変化してしまい所望の屈折率を安定して得
ることが困難という不都合がある。
【０００８】
　さらに、低屈折材料と高屈折材料の組み合わせによる等価膜により中間屈折率を得る技
術は、屈折率によりごく薄い層が必要となり、膜厚制御が困難であり、その上、制御が複
雑になるという不都合がある。
【０００９】
　以上のように、従来技術では、高く且つ安定性のある蒸着レート、広い屈折率変化範囲
、簡単な制御システムを同時に満足することができないという不都合があった。
【００１０】
　本発明は、上記従来技術の不都合を解決するためになされたもので、本発明の目的は、
光学薄膜を形成するとき、屈折率を任意に制御可能で超薄膜に対して酸化・窒化・弗化等
の反応を行いながら成膜することが可能であり、光学特性や力学特性等が安定した金属化
合物薄膜を、基板温度を高くすることなく、かつ高速に形成することのできる複合金属の
化合物薄膜形成方法及びその装置の提供にある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、広い屈折率変化範囲を簡単な制御システムで得ることが可能な複
合金属の化合物薄膜形成方法及びその装置の提供にある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記課題は特許請求の範囲に記載された技術的手段において解決される。なお、本明細
書において、「超薄膜」とは、超薄膜が複数回堆積されて最終的な薄膜となることから、
この最終的な薄膜との混同を防止するために用いた用語であり、最終的な薄膜よりも十分
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に薄いという意味である。また「活性種」とはラジカル、励起状態のラジカル、原子、分
子などをいい、「ラジカル」とは、遊離基（ｒａｔｉｃａｌ）であり、一個以上の不対電
子を有する原子又は分子であり、「励起状態（ｅｘｃｉｔｅ　ｓｔａｔｅ）」とは、エネ
ルギーの最も低い安定な基底状態に対して、それよりもエネルギーの高い状態をいうもの
である。
【００１３】
　上記課題は、請求項１の発明である複合金属化合物の薄膜形成方法によれば、それぞれ
に独立した少なくとも二種以上の異種金属からなる各ターゲットをスパッタリングして、
基板上へ、複合金属ないし複合金属の不完全反応物からなる超薄膜を形成する工程と、プ
ラズマを形成し、該プラズマ中から選択的に得た電気的に中性な反応性ガスの活性種を、
前記形成された超薄膜に照射し、上記超薄膜と反応性ガスの活性種とを反応させて複合金
属の化合物に変換する工程と、これら超薄膜を形成する工程と複合金属の化合物に変換す
る工程を順次繰返し、所望の膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成し

こと、によって解決される。
【００１４】
　また上記課題は、請求項５の発明である複合金属化合物の薄膜形成装置によれば、動作
ガスを導入し、それぞれに独立した少なくとも二種以上の異種金属からなる各ターゲット
をスパッタリングして、基板上に、金属ないし金属の不完全反応物からなる超薄膜を形成
する工程を行う成膜プロセス室と、プラズマを発生させるプラズマ発生手段と、該プラズ
マ発生手段と前記超薄膜を金属化合物に変換させる反応プロセス室との間に配設されたマ
ルチ・アパーチャ・グリッド或いはマルチ・スリット・グリッドと、前記成膜プロセス室
で形成された超薄膜に、前記グリッドを通過して選択的に導入された反応性ガスの活性種
を照射し、前記超薄膜と反応性ガスの活性種とを反応せしめ金属化合物に変換する工程を
行う反応プロセス室と、該反応プロセス室と前記成膜プロセス室とを遮蔽板によって空間
的、圧力的に分離する分離手段と、を備え、前記分離手段により前記成膜プロセス室の動
作ガスに前記反応性ガスが混合されることを防止して、安定なスパッタリング成膜プロセ
スと反応プロセスを逐次的に繰返し、所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成し

こと、によって解決される。

　前記した各発明の構成において、前記電気的に中性な反応性ガスの活性種は、ラジカル
（遊離基：一個以上の不対電子を有する原子または分子、あるいは励起状態にある原子あ
るいは分子）であることが好ましい

　また同様に、前記各発明の構成において、

ように構成すると好適である。

　前記したマルチ・アパーチャ・グリッドは、金属あるいは絶縁物に約Φ０．１～３ｍｍ
の穴が多数明けて構成し、さらに冷却がなされていると好適である。

　前記したマルチ・スリット・グリッドは、金属あるいは絶縁物に幅０．１～１ｍｍのス
リットが多数明けて構成し、さらに冷却がなされていると好適である。

【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
　本形態の複合金属化合物の薄膜形成方法は、化合物薄膜を基板上に形成するときに、先
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、前記複合金属
の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の化合物が本来有する光学的な屈折率の範
囲内で、任意の屈折率を得る

、
前記複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の化合物が本来有する光学的
な屈折率の範囲内で、任意の屈折率を得る
【００１５】

。
【００１６】

前記化合物薄膜は、５５０ｎｍの波長におい
て、屈折率１．４６３から２．００までのときに、減衰係数が５×１０－ ４ より小さいよ
うに構成すると好適である。
　また、前記化合物薄膜は、５５０ｎｍの波長において、屈折率２．００から２．１８２
までのときに、減衰係数が１×１０－ ３ より小さい
【００１７】

【００１８】

【００１９】



ず、それぞれに独立した少なくとも二種以上の異種金属からなる各ターゲット２９，４９
をスパッタリングして、基板上へ、複合金属ないし複合金属の不完全反応物からなる超薄
膜を形成する。本例では２つの金属（ＳｉとＴａ）を用いて、別個のターゲット２９，４
９としている。

　次に、上記のようにスパッタリングして基板上に形成された超薄膜に電気的に中性な反
応性ガスの活性種、例えば酸素ガスの活性種を照射し、超薄膜（本例ではＳｉ＋Ｔａ）と
反応性ガスの活性種（酸素）とを反応させて複合金属の化合物（ＳｉＯ２ とＴａ２ Ｏ５ ）
に変換する。そして、上記超薄膜の形成と、この超薄膜を複合金属の化合物に変換するこ
とを順次繰返し、基板上に所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を形成するものである。

　上記のように活性種を用いるのは、複合金属あるいは複合金属の不完全化合物から複合
金属の化合物を得る反応性の成膜工程において、イオン、電子等の荷電粒子よりも、活性
種たとえばラジカル、励起種等の化学的に活性であり、かつ電気的に中性な粒子が、化学
反応において、決定的に重要であるためである。

　活性種の発生源としては、高密度のプラズマを高周波電源６９に接続された外部あるい
は内部コイルを具えた誘導結合型、あるいは容量結合型プラズマ源、あるいはヘリコン波
プラズマ源を用いることにより発生させる。この時高密度プラズマを得るために、プラズ
マ発生部に２０～３００ガウスの磁場を形成する。

　このとき、各ターゲット２９，４９の電位（通常負電位）をそれぞれ１～２００ｋＨｚ
の間隔で、＋５０～＋２００Ｖの範囲で正電位に反転させ、前記各ターゲット２９，４９
の表面部分、特に非エロージョン部分に形成された化合物に蓄積するプラスに帯電した電
荷をプラズマ中の電子で中和する。これにより、ターゲット２９，４９の表面にある負電
位にプラスに帯電している状態を、一時的に正電位にすることで中和させて、ターゲット
２９，４９の電位を正常に保つことが可能となる。

　また、Ｔａｘ Ｓｉｙ Ｏｚ 膜の屈折率、収吸、不均質性の光学特性と電力の関係について
は、図４乃至図６で示されるような関係が明らかである。なお、図において、光学定数の
計算は、単局膜の分光特性のデーターによって計算したものである。そして、図４で示す
ように、両ガイドに印加する電力比例によってＴａｘ Ｓｉｙ Ｏｚ 膜の屈折率が変化する。

　この図から、ＳｉカソードとＴａカソードの印加電力比例の上昇に伴い、屈折率が減少
することが判明する。蒸着のレートは４０ｎｍ／ｍｉｎで固定されたため、屈折率と印加
電力比例の関係が成立する。この結果から５５０ｎｍ波長上の最小及び最大屈折率は１．
４６３と２．１８２である。印加電力の比例を増加すると膜の５５０ｎｍ波長上の屈折率
は１．４６３から２．１８２に変化できる。この屈折率は２．１８２から１．４６３にも
変化可能である。

　このようにして、所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成するが、スパッタリン
グのときに、例えばマグネトロン・スパッタリングで２個の金属をそれぞれスパッタリン
グする場合、マグネトロン・スパッタリング・ターゲットの電力制御を適切に制御するこ
とにより、各金属の化合物の本来持つ屈折率｛例えばＳｉの場合、ＳｉＯ２ （屈折率：１
．４６）、Ｔａの場合、Ｔａ２ Ｏ５ （屈折率：２．２５）｝の範囲内（１．４６～２．２
５）で任意の屈折率を得ることができる。

　これを図３に基づいて説明する。図３は基板上に複合金属の化合物の薄膜を形成すると
きの説明図である。成膜のプロセスは、基板を第１の金属ターゲットの位置におく。そし
て第１の金属ターゲットで、非常に薄い金属膜（超薄膜）を形成する。次に、基板を第２

10

20

30

40

50

(5) JP 3735461 B2 2006.1.18

【００２０】

【００２１】

【００２２】

【００２３】

【００２４】

【００２５】

【００２６】

【００２７】



の金属ターゲットの位置におく。この位置で第２の金属ターゲットにより薄い膜（超薄膜
）が形成される。このとき図３で示すように、第１の金属と第２の金属は基板上に均質に
成膜される。つまり基板上に、複合金属ないし複合金属の不完全反応物からなる超薄膜を
形成する。

　そして基板上に形成された超薄膜は、最後に、電気的に中性な反応性ガスの活性種を照
射し、上記超薄膜と反応性ガスの活性種とを反応させて複合金属の化合物に変換する。具
体的にはラジカル源のところで酸化される。上記のような、超薄膜を形成する工程と複合
金属の化合物に変換する工程を順次繰返し、所望の膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に
形成する。なお本実施の形態では、超薄膜を形成する工程と複合金属の化合物に変換する
工程を順次繰返し、所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成すればよく、基板を搬
送してもよいし、基板を固定してもよい。

（実施の形態２）
　本形態の複合金属化合物の薄膜形成装置Ｓは、真空槽１１と、成膜プロセス室２０，４
０と、反応プロセス室６０と、分離手段（遮蔽板３１，５１，７５）と、を特徴的要件と
している。つまり、成膜プロセス室２０，４０では、動作ガス（例えばアルゴンガス）を
導入し、それぞれに独立した少なくとも二種以上の異種金属（例えば二種であればＳｉと
Ｔａ）からなる各ターゲット２９，４９をスパッタリングして、基板上に、金属ないし金
属の不完全反応物からなる超薄膜を形成する工程を行う。

　また反応プロセス室６０では、成膜プロセス室２０，４０で形成された超薄膜（Ｓｉと
Ｔａ）に電気的に中性な反応性ガスの活性種（例えば酸素の活性種）を照射し、前記超薄
膜と反応性ガスの活性種とを反応せしめ金属化合物（例えばＳｉＯ２ とＴａ２ Ｏ５ ）に変
換する工程を行う。そして分離手段では、反応プロセス室６０と成膜プロセス室２０，４
０とを、それぞれ遮蔽板３１，５１，７５によって空間的、圧力的に分離するものである
。

　分離手段としての遮蔽板３１，５１，７５により、真空槽１１内の反応プロセス室６０
と各成膜プロセス室２０，４０は、真空雰囲気の中で、別個の空間を形成する。つまり、
真空槽１１内は完全に分離されていないものの、ほぼ独立状態となり、独立して制御可能
な反応プロセス室６０と、成膜プロセス室２０，４０を形成する。したがって、これらの
反応プロセス室６０と各成膜プロセス室２０，４０は、互いに影響を極力抑えた状態とな
り、各室に最適な条件設定が可能となる。

　このように、分離手段により前記成膜プロセス室２０，４０の動作ガス（例えばアルゴ
ンガス）に前記反応性ガス（酸素の活性種）が混合されることを防止して、安定な成膜プ
ロセスと反応プロセスを逐次的に繰返し、所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成
することが可能となる。

　本実施の形態においても、前記実施の形態と同様に、反応プロセス室６０で用いられる
反応性ガスの活性種は、電気的に中性なラジカル（遊離基：一個以上の不対電子を有する
原子または分子、あるいは励起状態にある原子あるいは分子）である。そして、この場合
も薄膜形成装置としては、マグネトロンスパッタリング装置を用いることが可能である。

　活性種は、高周波コイル６５を巻回した石英管からなる高周波放電室６３と、マッチン
グボックス６７を介して高周波コイル６５に印加される高周波電源６９と、高周波放電室
６３に、ガスボンベ７３からマスフローを介して反応性ガスを導入させる反応ガス供給手
段（本例では７１，７３）と、高周波放電室６３内に２０～３００ガウス（Ｇａｕｓｓ）
の磁場を形成するために配置される外部コイル８０或いは内部コイル８１と、高周波放電
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室６３と反応プロセス室６０の間に配設されたマルチ・アパーチャ・グリッド或いはマル
チ・スリット・グリッド等のグリッド６２により、生成する。

　そして、グリッド６２として、マルチ・アパーチャ・グリッドの場合は、金属あるいは
絶縁物に約Φ０．１～３ｍｍの穴が多数明けてあり、冷却がなされている。またマルチ・
スリット・グリッドの場合は、金属あるいは絶縁物に幅０．１～１ｍｍのスリットが多数
明けてあり、冷却がなされている。

　つまり、マルチ・アパーチャ・グリッド或いはマルチ・スリット・グリッドには、望ま
しくは水冷等による冷却措置が施されている。この冷却措置は公知の技術を使用すること
が可能である。これらのグリッドはプラズマ中のイオンと電子を、グリッドの表面で電荷
交換して、電荷を持たない電気的に中性な反応性に富む活性種のみを反応プロセス室６０
に導くものである。

　なお各ターゲット２９，４９の電位（通常負電位）をそれぞれ１～２００ｋＨｚの間隔
で、＋５０～＋２００Ｖの範囲で正電位に反転させ、前記各ターゲット２９，４９の表面
部分、特に非エロージョン部分に形成された化合物に蓄積するプラスに帯電した電荷をプ
ラズマ中の電子で中和する構成は、前記実施の形態と同様である。

（実施の形態３）
　本形態の複合金属化合物の薄膜形成方法は、前記した実施の形態１と同様に、所望の膜
厚の複合金属の化合物薄膜を基板に形成し、前記複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞ
れの金属の単独の化合物が本来有する光学的な屈折率の範囲内で、任意の屈折率を得るこ
と、により構成したものである。

　つまり、本実施の形態は、「複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の
化合物が本来有する光学的な屈折率の範囲内で、任意の屈折率を得る」点が、特徴である
。

　そして、前記実施の形態で図３を参照して説明したように、例えば第１の金属としての
Ｓｉと、第２の金属としてのＴａと、をスパッタリングして、さらに上記のような成膜プ
ロセスを繰り返して、複合酸化膜を形成する。

　そして第１の金属ターゲット２９と第２の金属ターゲット４９に印加する電力の大きさ
によって異なった屈折率の膜を形成することが可能となる。つまり、例えば第１の金属と
してＳｉを、第２の金属としてＴａを用いた場合、それぞれに印 する電力にしたがって
、図４で示すような屈折率となる。このため、両ターゲット２９，４９を印加する電力を
、所定の規則で連続的に変化させることにより、傾斜屈折率膜を形成することが可能とな
る。

　なお、この実施の形態においても、前記で説明したように、前記電気的に中性な反応性
ガスの活性種は、ラジカル（遊離基：一個以上の不対電子を有する原子または分子、ある
いは励起状態にある原子あるいは分子）である。また前記スパッタリングはマグネトロン
スパッタリングとすることができる。さらに通常負電位である各ターゲット２９，４９の
負電位をそれぞれ１～２００ｋＨｚの間隔で、＋５０～＋２００Ｖの範囲で正電位に反転
させ、前記各ターゲット２９，４９の表面部分、特に非エロージョン部分に形成された化
合物に蓄積するプラスに帯電した電荷をプラズマ中の電子で中和する構成は、前記実施の
形態と同様である。

（実施の形態４）
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　本形態の複合金属化合物の薄膜形成装置では、前記実施の形態２に付加して、成膜プロ
セス室２０，４０に対応したスパッタリング薄膜を形成する薄膜形成部及び前記反応プロ
セス室６０に対応したラジカル源による反応性ガスのラジカル曝露部との間に、基板を順
次繰返して搬送する搬送手段、を、備え、基板に所望膜厚の複合金属の化合物薄膜を形成
し、複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の化合物が本来有する光学的
な屈折率の範囲内で、任意の屈折率を得る構成としたものである。

　本実施の形態では、基板は電気的に絶縁された基板ホルダ１３で保持されて、基板上で
の異常放電を防止するように構成されている。
　また反応プロセス室６０で用いられる反応性ガスの活性種は、電気的に中性なラジカル
（遊離基：一個以上の不対電子を有する原子または分子、あるいは励起状態にある原子あ
るいは分子）である点、成膜装置がマグネトロンスパッタリング装置とする点、各ターゲ
ット２９，４９の負電位をそれぞれ１～２００ｋＨｚの間隔で、＋５０～＋２００Ｖの範
囲で正電位に反転させ、前記各ターゲット２９，４９の表面部分、特に非エロージョン部
分に形成された化合物に蓄積するプラスに帯電した電荷をプラズマ中の電子で中和する点
、等については、前述した実施の形態と同様である。また、活性種の発生、グリッド、遮
蔽手段等についても、前記した実施の形態と同様である。

（実施の形態５）
　本形態は前記した実施の形態１と同様に、所望の膜厚の複合金属の化合物薄膜を基板に
形成し、前記複合金属の化合物薄膜を構成するそれぞれの金属の単独の化合物が本来有す
る光学的な屈折率の範囲内で、薄膜の厚み方向に連続的に屈折率を変化させることにより
、任意の光学特性を得るように構成したものである。

　ここでは、中間屈折率を包む３層反射防止膜と傾斜屈折率膜を包む２層反射防止膜を設
計し、作製することを例にする。例えば膜構成を、（１）基板／Ｍ（λ／４）／２Ｈ（λ
／２）／Ｌ（λ／４）／Ａｉｒと、（２）基板／Ｇ／Ｌ（λ／４）／Ａｉｒ（Ｇは傾斜膜
である）とする。

　この場合、中間屈折率層Ｍの屈折率はｎｍ ＝ｎｌ √ｎｓ が決められており、式の中に，
ｎｍ は中間屈折率層の屈折率、ｎｌ は低屈折率層の屈折率，ｎｓ は基板の屈折率である。
２層の反射防止膜の設計はｗコートいわゆる基板／２Ｈ（λ／２）／Ｌ（λ／４）／Ａｉ
ｒ，とよばれる伝統の２層反射防止設計から作製しており、それらの計算と測定した分光
曲線は、図７に示されており、図７から明らかなように、計算値と測定値とよく一致して
いる。２層反射防止膜の場合に、伝統のｗコートの高屈折率層は傾斜屈折率層に変わるに
よって、反射防止の範囲を広げることが可能となる。以上のように、薄膜の厚み方向に連
続的に屈折率を変化させることにより、任意の光学特性を得ることが可能となる。

　上記各実施の形態においては、２個のスパッタで金属を二種類用いた例を示しているが
、スパッタを３個以上用いることも可能である。これは遮蔽手段により、それぞれの成膜
プロセス室と反応プロセス室が仕切られており、それぞれが独自に制御可能であることか
らも、当然のことである。

　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する部材、配置等
は本発明を限定するものでなく、本発明の趣旨の範囲内で種々改変することができるもの
である。

［実施例］
　図１および図２は、本発明の薄膜形成方法および装置について示す説明図であり、図１
が上面図（わかりやすいように一部断面としてある）、図２が図１の線Ａ－Ｂ－Ｃに沿っ
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た側面図である。

　本例の薄膜形成装置Ｓは、真空槽１１と、成膜プロセス室２０，４０と、反応プロセス
室６０と、遮蔽手段（本例では遮蔽板）と、搬送手段（本例では基板ホルダ１３とその駆
動手段）と、活性種の発生手段と、を主要構成要素としている。

　本例の真空槽１１は、密閉された中空容器から構成されており、その形状は問わない。
また真空槽１１の中央には、搬送手段として、概略円筒状の基板ホルダ１３が所定速度で
回動可能に配設されている。そして真空槽１１内で、基板ホルダ１３の外周囲には、成膜
プロセス室２０，４０と反応プロセス室６０が配設されている。

　成膜プロセス室２０，４０は、それぞれが独立に遮蔽板３１，５１により囲まれており
、少なくとも２個のスパッタリングを備えて構成されている。

　本例の成膜プロセス室２０，４０は、２つ形成されており、上記基板ホルダ１３を挟ん
で対向した位置に配設されている。この成膜プロセス室２０，４０は遮蔽手段（分離手段
）により所定範囲で遮蔽されている。遮蔽手段としては遮蔽板３１，５１により、それぞ
れ囲繞されている。

　上記分離手段としての遮蔽板３１，５１により、真空槽１１内の後述する反応プロセス
室６０と各成膜プロセス室２０，４０は、真空雰囲気の中で、別個の空間を形成する。つ
まり、真空槽１１内は完全に分離されていないものの、ほぼ独立状態となり、独立して制
御可能な反応プロセス室６０と、成膜プロセス室２０，４０を形成している。

　したがって、これらの反応プロセス室６０と各成膜プロセス室２０，４０は、互いに影
響を極力抑えた状態となり、各室２０，４０，６０に最適な条件設定が可能となる。なお
各成膜プロセス室２０，４０の圧力は、反応プロセス室６０の圧力より高く設定すると好
適である。

　このようにすることによって、反応プロセス室６０内の反応性ガス（例えば酸素ガス）
が成膜プロセス室２０，４０へ流入するのを抑えることが可能となり、ターゲット２９，
４９の表面で金属化合物が形成されることによる異常放電を防止することができる。例え
ば、各成膜プロセス室２０，４０の圧力（真空度）は、０．８～１０×１０－ ３ Ｔｏｒｒ
が好適であり、後述する反応プロセス室６０の圧力（真空度）は０．５～８×１０－ ３ Ｔ
ｏｒｒが好適であり、これらの条件の中で、各成膜プロセス室２０，４０の圧力＞反応プ
ロセス室６０の圧力という条件とするものである。

　また成膜プロセス室２０，４０はそれぞれスパッタリング電極２１，４１が設けられて
おり、このスパッタリング電極２１，４１の前面がそれぞれスパッタリング薄膜形成部を
構成している。

　そして、成膜プロセス室２０，４０には、スパッタリング・ガス・ボンベ２７，４７か
らそれぞれマスフロー２５，４５を経て、アルゴンなどのスパッタリング用ガスが導入さ
れてスパッタリング雰囲気が調節され、スパッタリング電源２３，４３により電力を印加
することによりスパッタリングされる。本例ではターゲット２９として、低屈折率材料を
用いており、その例としてＳｉが挙げられる。またターゲット４９として、高屈折率材料
を用いており、その例として、Ｔｉ，Ｚｒ，Ｔａ，Ｎｂ等が挙げられる。

　本例の反応プロセス室６０は、反応性ガスの活性種を発生させるラジカル源と、グリッ
６２を備えている。ラジカル源は、本例では活性種発生装置６１であり、グリッ ６２
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としては、マルチ・アパーチャ・グリッド、或いはマルチ・スリット・グリッドが使用さ
れる。

　本例のラジカル源としては、ラジカル発生室（活性種発生装置６１）の外部又は内部に
電極を設けた誘導結合型、容量結合型、誘導結合・容量結合混在型等を用いることができ
る。

　本例の活性種発生装置６１は、石英管からなるＲＦ（高周波）放電室６３にＲＦ（高周
波）コイル６５が巻回されて形成され、マッチングボックス６７を介して高周波電源６９
から電力（１００ＫＨｚ～４０ＭＨｚの高周波電力）がＲＦコイル６５に投入される。こ
のとき、マスフロー７１を介して反応ガスボンベ７３から酸素などの反応性ガスが導入さ
れ、反応性ガスのプラズマが形成される。反応性ガスとしては、酸素、オゾン等の酸化性
ガス、窒素等の窒化性ガス、メタン等の炭化性ガス、ＣＦ４等のフッ化性ガスなどが挙げ
られる。

　この時、高密度のプラズマを得るために外部コイル８０あるいは内部コイル８１により
２０～３００Ｇａｕｓｓの磁場を石英管内に作る。そして真空槽１１との接合部に多数の
小径の穴を具えるマルチ・アパーチャ・グリッド或いはマルチ・スリット・グリッドを設
置し活性種のみを反応プロセス室６０に照射できるようにする。

　上記マルチ・アパーチャ・グリッドの場合には、金属あるいは絶縁物に約Φ０．１～３
ｍｍの穴が多数明けてあり、冷却がなされている。またマルチ・スリット・グリッドの場
合には、金属あるいは絶縁物に幅０．１～１ｍｍのスリットが多数明けてあり、冷却がな
されている。

　上記グリッド６２により、反応ガス中の活性種であるラジカル、励起状態のラジカル、
原子、分子などを選択的に反応プロセス室６０へ導入できると共に、荷電粒子である電子
、イオンは、上記各グリッド６２を通過させず、反応プロセス室６０へ進入しないように
している。これにより、反応プロセス室６０では、金属の超薄膜は、上述のような荷電粒
子に曝されることがなく、電気的に中性な反応性ガスの活性種のみに曝され、反応し、基
板上のＳｉ＋Ｔａ等の金属から複合化合物（ＳｉＯ２ とＴａ２ Ｏ５ ）に変換される。

　本例の搬送手段は、成膜プロセス室２０，４０に対応したスパッタリング薄膜を形成す
る薄膜形成部と、反応プロセス室６０に対応したラジカル源による反応性ガスのラジカル
曝露部との間に、基板（図示せず）を順次繰返して搬送するものである。

　本例の搬送手段を具体的に説明すると、図１及び図２で示すように、真空槽１１の中央
に概略円筒状の基板ホルダ１３が所定速度で回動可能に配設されるものである。つまり基
板ホルダ１３は、不図示の軸受部により軸支されて、真空槽１１内で回動可能に保持され
ている。軸支部は真空槽１１に形成してもよいが、真空槽１１の外部に形成してもよい。
そして基板ホルダ１３には、回転駆動装置１７（モータ）の出力軸と連結されており、こ
の出力軸の回転により回動する。

　この回転駆動装置１７は、その回転速度を制御できるように構成されている。そして、
この基板ホルダ１３に基板（図示せず）を搭載して、基板ホルダ１３を回転することによ
り、成膜プロセス室２０，４０に対応したスパッタリング薄膜を形成する薄膜形成部と、
反応プロセス室６０に対応したラジカル源による反応性ガスのラジカル曝露部との間に、
基板を順次繰返して搬送するものである。

（具体例）
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　スパッタリング条件および反応ガスの活性種の発生条件を挙げれば以下の通りである。
（１）スパッタリング条件（Ｓｉ）
　　　投入電力：０～２．８ｋＷ
　　　基板温度：室温
　　　Ａｒ　導入量：３００ｓｃｃｍ
　　　基板ホルダ回転数：１００ｒｐｍ
　　　超薄膜の厚さ：２～６オングストローム
（２）スパッタリング条件（Ｔａ）
　　　投入電力：０～１．５ｋＷ
　　　基板温度：室温
　　　Ａｒ導入量：２００ｓｃｃｍ
　　　基板ホルダ回転数：１００ｒｐｍ
　　　超薄膜の厚さ：１～４オングストローム
（３）反応ガスのラジカル条件（Ｏ２ ）
　　　投入電力：２．０ｋＷ
　　　Ｏ２ 導入量：６０ｓｃｃｍ

　以下、上記スパッタリング条件および反応ガスの活性種の発生条件に基づいて、ＳｉＯ

２ とＴａ２ Ｏ５ の複合金属の化合物薄膜を形成する場合を例に挙げて本発明をさらに詳細
に説明する。

　ターゲット２９としてシリコン（Ｓｉ）を固定し、スパッタリング・ガス・ボンベ２７
からアルゴンガスを導入し、スパッタリング電源２３から電力を投入し、Ｓｉをスパッタ
リングさせる。同時にターゲット４９としてタンタル（Ｔａ）を固定し、スパッタリング
・ガス・ボンベ４７からアルゴンガスを導入し、スパッタリング電源４３から電力を投入
し、Ｔａをスパッタリングさせる。

　この時、要求する屈折率は図３の２個のマグネトロン・スパッタリング・ターゲットに
供給する電力比によって決められる。一方、反応ガスボンベ１３から酸素ガスを導入し、
活性種発生装置６１を駆動することにより、酸素ガスの活性種（酸素原子）を発生させる
。

　基板を搭載した基板ホルダ１３を回転駆動装置１７（モータ）により回転すると、成膜
プロセス室２０，４０においてスパッタリング電極２１の前面（スパッタリング薄膜形成
部）で基板上にＳｉ超薄膜が形成される。次の成膜プロセス室２０，４０において、スパ
ッタリング電極４１の前面（スパッタリング薄膜形成部）で基板上にＴａ超薄膜が形成さ
れる。この複合金極の超薄膜は反応プロセス室６０の前面（ラジカル曝露部）で酸素ガス
の活性種により酸化されてＳｉＯ２ とＴａ２ Ｏ５ の複合金属の化合物薄膜に変換される。

　このように、基板を搭載した基板ホルダ１３を回転させ、Ｓｉ＋Ｔａ超薄膜と、ＳｉＯ

２ ＋Ｔａ２ Ｏ５ の変換を繰り返すことにより、所望膜厚のＳｉＯ２ ＋Ｔａ２ Ｏ５ 薄膜を形
成できる。

　また、スパッタリング電極２１，４１の前面は、遮蔽板３１，５１で囲われ、一方、反
応プロセス室６０の前面は遮蔽板７５で囲われており、この囲いの中でスパッタリング・
ガスが２７，４７から、あるいは反応性ガスが反応ガスボンベ７３から導入され、真空ポ
ンプ１５により排気系に導かれる。よって、スパッタリング・ガスが遮蔽板７５内に進入

、反応性ガスが遮蔽板３１，５１内に進入することがない。

　また、マグネトロン・スパッタリングによる放電と、反応性ガスの活性種発生の放電と
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は個別に制御でき互いに影響を与えることがないので、安定して放電することができ、不
慮の事故を招くことがなく信頼性が高い。さらに、活性種発生装置６１では、プラズマに
基板が曝露されないので、荷電粒子によるさまざまなダメージをなくすることができる。
また上記例の場合には基板の温度は１００℃以下に制御することができ、上記に起因する
温度上昇の問題も解決できる。このように基板温度を１００℃以下とすることで、基板と
してプラスチックを用いて、スパッタリングをするときに、ガラス転移点を越えることが
なく行うことが可能となる。このためプラスチックの変形等の心配がなくなる。

　以上の状態を図４乃至図７に基づいて説明する。例えば、Ｔａｘ Ｓｉｙ Ｏｚ 膜の屈折率
、減衰係数、不均質性の光学特性と電力の関係については、図４乃至図６で示される。な
お光学定数の計算は単局膜の分光特性のデーターによって計算したものである。両ガイド
に印加する電力比例によってＴａｘ Ｓｉｙ Ｏｚ 膜の屈折率が変化するが、これを図４に示
す。この図から、ＳｉカソードとＴａカソードの印加電力比例の上昇に伴い、屈折率が減
少することが判明する。

　蒸着のレートは４０ｎｍ／ｍｉｎで固定されたため、屈折率と印加電力比例の関係が成
立する。この結果から５５０ｎｍ波長上の最小及び最大屈折率は１．４６３と２．１８２
である。印加電力の比例を増加すると膜の５５０ｎｍ波長上の屈折率は１．４６３から２
．１８２に変化できる。この屈折率は２．１８２から１．４６３にも変化可能である。

　図５は減衰係数と屈折率と関係を示すグラフ図で、図６は複数の薄膜層の均一性と屈折
率との関係を示すグラフ図である。図５で示すように、屈折率１．４６３から２．００ま
で ５５０ｎｍ 膜の減衰係数は５×１０－ ４ より小さい。屈折率２．０
０から２．１８２ 膜の減衰係数は１×１０－ ３ より小さい。図６では、非常に小さい不
均質性を示している。屈折率２．００以下の膜は負の不均質である。膜の屈折率は２．０
０より高い場合に、正の不均質である。

　以上の結果から、中間屈折率を包む３層反射防止膜と傾斜屈折率膜を包む２層反射防止
膜を設計し、作製することが可能である。作製した膜構成は、（１）基板／Ｍ（λ／４）
／２Ｈ（λ／２）／Ｌ（λ／４）／Ａｉｒと、（２）基板／Ｇ／Ｌ（λ／４）／Ａｉｒ（
Ｇは傾斜膜である）である。

　中間屈折率層Ｍの屈折率はｎｍ ＝ｎｌ √ｎｓ が決められており、式の中に，ｎｍ は中間
屈折率層の屈折率、ｎｌ は低屈折率層の屈折率，ｎｓ は基板の屈折率である。２層の反射
防止膜の設計はｗコートいわゆる基板／２Ｈ（λ／２）／Ｌ（λ／４）／Ａｉｒ，とよば
れる一般的な２層反射防止設計から作製した。それらの計算と測定した分光曲線を図７に
示した。図７から明らかなように、計算値と測定値とよく一致している。２層反射防止膜
の場合に、一般的なｗコートの高屈折率層は傾斜屈折率層にすることによって、反射防止
の範囲を広げることが可能となった。

【発明の効果】
　本発明によれば、光学薄膜を形成するとき、複数のスパッタする金属の各単独金属固有
の屈折率の範囲内で、屈折率を任意に制御可能となり、超薄膜に対して酸化・窒化・弗化
等の反応を行いながら成膜することが可能であり、光学特性や力学特性等が安定した金属
化合物薄膜を、基板温度を高くすることなく、かつ高速に形成することができる。また広
い屈折率変化範囲を簡単な制御システムで得ることが可能である。

　また、本発明の複合金属化合物の薄膜形成方法では、超薄膜と反応性ガスの活性種とを
反応させて複合金属の化合物に変換する工程では、プラズマを形成し、該プラズマ中から
選択的に得た電気的に中性な反応性ガスの活性種を、前記形成された超薄膜に照射して、
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荷電粒子である電子、イオンは、反応プロセス室へ進入させないようにしている。これに
より、反応プロセス室では、金属の超薄膜は、荷電粒子に曝されることがなく、電気的に
中性な反応性ガスの活性種に曝され、反応し、基板上のＳｉ＋Ｔａ等の金属から複合化合
物（ＳｉＯ２ とＴａ２ Ｏ５ ）に変換されることとなり、光学特性や力学特性等が安定した
金属化合物薄膜を、基板温度を高くすることなく、かつ高速に形成することができる。

　さらに、本発明の複合金属化合物の薄膜形成装置では、プラズマを発生させるプラズマ
発生手段と、該プラズマ発生手段と前記超薄膜を金属化合物に変換させる反応プロセス室
との間に配設されたマルチ・アパーチャ・グリッド或いはマルチ・スリット・グリッドと
、前記成膜プロセス室で形成された超薄膜に、前記グリッドを通過して選択的に導入され
た反応性ガスの活性種を照射し、前記超薄膜と反応性ガスの活性種とを反応せしめ金属化
合物に変換する工程を行う反応プロセス室を備えており、荷電粒子である電子、イオンが
各グリッドを通過しないようにし、反応プロセス室へ進入しないようにしている。これに
より、反応プロセス室では、金属の超薄膜は、荷電粒子に曝されることがなく、電気的に
中性な反応性ガスの活性種に曝され、反応し、基板上のＳｉ＋Ｔａ等の金属から複合化合
物（ＳｉＯ２ とＴａ２ Ｏ５ ）に変換されることとなり、光学特性や力学特性等が安定した
金属化合物薄膜を、基板温度を高くすることなく、かつ高速に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　薄膜形成装置の説明図である。
【図２】　図１の線Ａ－Ｂ－Ｃに沿った側面図である。
【図３】　基板上に複合金属の化合物の薄膜を形成するときの説明図である。
【図４】　電力比と屈折率とを示すグラフ図である。
【図５】　減衰係数と屈折率と関係を示すグラフ図である。
【図６】　複数の薄膜層の均一性と屈折率との関係を示すグラフ図である。
【図７】　反射率と波長との計算値と実験値との比較を示すグラフ図である。
【符号の説明】
　１１　真空槽
　１３　基板ホルダ
　２０，４０　成膜プロセス室
　２１，４１　スパッタリング電極
　２３，４３　スパッタリング電源
　２５，４５　マスフロー
　２７，４７　スパッタリング・ガス・ボンベ
　２９，４９　ターゲット
　３１，５１　遮蔽板
　６０　反応プロセス室
　６１　ラジカル源（ラジカル発生室、活性種発生装置）
　６２　グリッ （マルチ・アパーチャ・グリッド、マルチ・スリット・グリッド）
　６３　高周波放電室
　６５　高周波コイル
　６７　マッチングボックス
　６９　高周波電源
　７１　マスフロー
　７３　反応ガスボンベ
　８０　外部コイル
　８１　内部コイル
　Ｓ　薄膜形成装置
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(14) JP 3735461 B2 2006.1.18



【 図 ７ 】

(15) JP 3735461 B2 2006.1.18



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０９－２６３９３７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－２２３４５８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－１４８６４４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１５０３４８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２５６３２７（ＪＰ，Ａ）
              特公平０７－０１５７３１（ＪＰ，Ｂ２）
              特開昭６１－２２２５３４（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－２２７０８９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１７２９８３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              C23C 14/34

(16) JP 3735461 B2 2006.1.18


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

