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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加熱試料が熱処理される熱処理室と、
  前記熱処理室内に配置された平板状の第一の電極と、
  前記第一の電極と対向し前記被加熱試料を載置するとともに前記熱処理室内に配置され
た平板状の第二の電極と、
  前記第一の電極と前記第二の電極の間にプラズマを生成するための高周波電力を第一の
給電線を介して前記第一の電極に供給する高周波電源と、
  前記第一の電極と前記第二の電極からの放射熱を抑制し前記第一の電極と前記第二の電
極を覆うように配置された断熱材とを備え、
  前記第二の電極は、第二の給電線を介して接地され、
  前記第一の電極の基材と前記第二の電極の基材は、それぞれ、グラファイトであり、
  前記第一の給電線と前記第二の給電線は、それぞれ、グラファイトからなり、
  前記第一の電極は、前記第二の電極と対向する面の反対側に第一の材料がコーティング
され、
  前記第二の電極は、前記第一の電極と対向する面の反対側に第二の材料がコーティング
され、
  前記第一の材料および前記第二の材料は、ＴａＣ、ＷＣ、ＭｏＣ、Ｔａ、ＭｏまたはＷ
であることを特徴とする熱処理装置。
【請求項２】
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　被加熱試料が熱処理される熱処理室と、
  前記熱処理室内に配置された平板状の第一の電極と、
  前記第一の電極と対向し前記被加熱試料を載置するとともに前記熱処理室内に配置され
た平板状の第二の電極と、
  前記第一の電極と前記第二の電極の間にプラズマを生成するための高周波電力を第一の
給電線を介して前記第一の電極に供給する高周波電源と、
  前記第一の電極と前記第二の電極からの放射熱を抑制し前記第一の電極と前記第二の電
極を覆うように配置された断熱材とを備え、
  前記第二の電極は、第二の給電線を介して接地され、
  前記第一の電極の基材と前記第二の電極の基材は、それぞれ、グラファイトであり、
  前記第一の給電線と前記第二の給電線は、それぞれ、グラファイトからなり、
  前記第一の電極は、前記第二の電極と対向する面の反対側に第一の平板が配置され、
  前記第二の電極は、前記第一の電極と対向する面の反対側に第二の平板が配置され、
  前記第一の平板および前記第二の平板は、ＴａＣ、ＷＣ、ＭｏＣ、Ｔａ、ＭｏまたはＷ
であることを特徴とする熱処理装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の熱処理装置において、
  前記第一の給電線の一部と前記第二の給電線の一部は、前記熱処理室内に配置されてい
ることを特徴とする熱処理装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の熱処理装置において、
  測定された被加熱試料の温度に基づいて前記測定された被加熱試料の温度が所望の温度
となるように前記高周波電源を制御する制御部をさらに備えることを特徴とする熱処理装
置。
【請求項５】
　請求項１または請求項２に記載の熱処理装置において、
  プラズマを生成するための圧力が大気圧付近の場合、前記第一の電極と前記第二の電極
の間の距離をプラズマが生成可能である距離以下とすることを特徴とする熱処理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスを製造する半導体製造装置に関するものであり、半導体基板
の導電性制御を目的に行われる不純物ドーピング後の活性化アニールや欠陥修復アニール
および表面の酸化等を行う熱処理技術に関する。特に炭化シリコンを基板に用いる半導体
等１２００℃以上の超高温を必要とする熱処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パワー半導体デバイスの基板材料としてＳｉＣ等（他にＧａＮ等あるが以後Ｓｉ
Ｃとする）の広バンドギャップを有する新材料の導入が期待されている。ＳｉＣは従来材
料であるＳｉに対してバンドギャップが大きいことで、インバーター等を構成するスイッ
チングデバイスやショットキーバリアダイオードに用いた場合耐電圧性の向上やそれに伴
うリーク電流の低減から消電力化が可能となる。
【０００３】
　ＳｉＣを基板に用いて各種パワーデバイスを製造する工程は、基板のサイズ等をのぞけ
ば、大まかにはＳｉを基板に用いる場合と同様である。しかし、唯一大きく異なる工程と
して熱処理工程が上げられる。熱処理工程とは、基板の導電性制御を目的に行われる不純
物のイオン打ち込み後の活性化アニールがその代表である。Ｓｉデバイスの場合、活性化
アニールは８００～１２００℃の温度で行われる。しかしＳｉＣの場合には、その材料特
性から１２００～１８００℃の温度が必要となる。
【０００４】
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　アニール装置として、例えば特許文献１に記されている抵抗加熱炉が知られている。ま
た、抵抗加熱炉方式以外には、例えば特許文献２に記されている誘導加熱方式のアニール
装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－３２７７４号公報
【特許文献２】特開２０１０－３４４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されている抵抗加熱炉で１２００℃以上の加熱を行う場合、以下に示
す課題が顕著となる。
【０００７】
　第１点目は、熱効率である。炉体からの放熱は輻射が支配的となり温度の四乗に比例し
て輻射量が増大するため、加熱領域が大きいと加熱に要するエネルギー効率が極端に低下
する。抵抗加熱炉の場合、ヒーターからの汚染を回避するため通常２重管構造が用いられ
、加熱領域が大きくなる。また２重管により熱源（ヒーター）から被加熱試料が遠ざかる
ためヒーター部は被加熱試料の温度以上の高温にする必要があり、これもまた効率を大き
く低下させる要因となる。
【０００８】
　第２点目は、炉材の消耗である。炉材料として、１８００℃に対応できる材料は限られ
ており、高融点で高純度な材料が必要となる。ＳｉＣ用に活用できる炉材はグラファイト
かまたはＳｉＣそのものとなる。一般にはＳｉＣ焼結体またはグラファイト基材に化学的
気相成長法によりＳｉＣを表面にコーティングした材料が用いられる。これらは通常高価
であり、炉体が大きい場合、交換に相当な費用が必要となる。高温であればあるほど炉体
の寿命も短くなるので通常のＳｉプロセスに比べ交換費用が高くなる。
【０００９】
　第３点目は、被加熱試料の蒸発に伴う表面荒れの発生である。１８００℃程度の加熱で
は、被加熱試料であるＳｉＣの表面からＳｉが選択的に蒸発し表面荒れを生じたり、ドー
ピングした不純物が抜けたりし、必要なデバイス特性が得られなくなる。この高温に伴う
被加熱試料の表面荒れ等に対して従来では、被加熱試料の表面にあらかじめカーボン膜を
成膜し加熱中の保護膜とする方法が用いられている。しかし、この従来方法では熱処理の
為に別工程でカーボン膜の成膜およびその除去が必要となり工程数が増えコストが増加す
る。
【００１０】
　一方、特許文献２に記されている誘導加熱方式は、被加熱対象または被加熱対象を設置
する設置手段に高周波による誘導電流を流し加熱する方式であり、先の抵抗加熱炉方式に
比べ熱効率が高くなる。但し、誘導加熱の場合、被加熱対象の電気抵抗率が低いと加熱に
必要な誘導電流が多く必要となり、加熱系全体で見た場合の熱効率（誘導コイル等での熱
損失が大きくなる）の絶対値はかならずしも高いわけではなく、熱効率の課題がある。
【００１１】
　また被加熱試料または被加熱対象を設置する設置手段に流れる誘導電流により加熱均一
性が決まり、デバイス製造に用いるような平面円盤では加熱均一性が十分得られない場合
がある。加熱均一性が悪いと急加熱の際、被加熱試料を熱応力により破損する恐れがある
。そのため温度上昇の速度を応力の発生しない程度に下げる必要性からスループットの低
下要因となる。さらに前記抵抗炉加熱方式と同様に、超高温時のＳｉＣ表面からのＳｉ蒸
発を防止するキャップ膜の生成／除去工程が別途必要となる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明では、被加熱試料を平行平板電極内に配置し、そのギャップ間を大気圧近辺の希
ガス（Ｈｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅ等）を主原料としたガスで満たし、該平行平板電極間に高
周波電圧を印加することで、大気圧のグロー放電を生成し、該グロー放電によるギャップ
間のガス加熱により被加熱試料の熱処理を行う。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、１２００℃以上の超高温を必要とする半導体デバイス製造における熱処理装
置を提供する。特に、発明が解決しようとする課題で述べた従来技術の課題である加熱効
率の向上や加熱処理時間の短縮によるスループットの向上や炉材の消耗等運用にかかるコ
スト低減や超高温に伴う被加熱試料の表面荒れ抑制を可能とする装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例１における基本構成図である。
【図２】実施例１における動作説明図である。
【図３】本発明の実施例２における基本構成図である。
【図４】本発明の実施例２における基本構成図である。
【図５】本発明の実施例２における基本構成図である。
【図６】本発明の実施例３における基本構成図である。
【図７】本発明の実施例４における基本構成図である。
【図８】本発明の実施例４における放電形成部の詳細図であり、（a）は熱処理時の放電
形成部の状態、（ｂ）は被加熱試料上下機構を示す。
【図９】本発明の実施例４における放電形成部の詳細図であり、特に被加熱試料搬送時の
放電形成部の状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１５】
　本発明における基本構成を図１に示す。まず図１の構成を説明する。被加熱試料１は、
上部電極２と下部電極３で構成される平行平板電極内に設置される。本実施例では、被加
熱試料１として４インチ（φ１００ｍｍ）の単結晶炭化シリコン（以下ＳｉＣ）を用いた
。上部電極２および下部電極３の直径は１２０ｍｍ、厚みは５ｍｍとした。上部電極２と
下部電極３は、グラファイト基材の表面に炭化シリコンを化学的気相成長法により堆積し
たものを用いた。被加熱試料１は、下部電極３上に載置され、上部電極２との間隔（ギャ
ップ）は０．８ｍｍとした。なお、被加熱試料１は０．５ｍｍ～０．８ｍｍ程度の厚さを
備え、図示しないが被加熱試料１を載置する下部電極３にはこの被加熱試料を載せるため
の窪みが設けられている。
【００１６】
　上部電極２には、給電線４を介して高周波電源５からの高周波電力が供給される。本実
施例では、高周波電源５の周波数として１３．５６ＭＨｚを用いた。下部電極３は給電線
１７を介してアースに接続されている。高周波電源５と上部電極２間にはマッチング回路
６（なお、図のＭ．ＢはMatching Boxの略である。）が配置されており、高周波電源５か
らの高周波電力を効率良く上部電極２と下部電極３間に形成されるプラズマに供給する構
造となっている。上部電極２と下部電極３は、気体で隔絶した空隙層７を介して、遮蔽材
としてのグラファイト壁８および断熱材９で囲われた構造となっている。本実施例では、
断熱材９には酸化アルミを主原料とするセラミックファイバーにて形成された断熱材（熱
伝導率０．３Ｗ／ｍＫ）を用いた。断熱材９は装置の熱効率の観点から熱伝導率が０．５
Ｗ／ｍＫ以下であることが望ましい。熱伝導率を低くすることにより放熱を抑制すること
ができるからである。上部電極２と下部電極３の対向するそれぞれの円周角部１０はテー
パーあるいはラウンド状に加工されている。これは、電極角部での電界集中によるプラズ
マ局在を抑制するためである。
【００１７】
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　上部電極２とその上部に位置するグラファイト壁８および断熱材９には、開口部１１、
１２が形成されている。これらは放射温度計１３により被加熱試料１の温度を観測するた
めに設けられている。放射温度計１３にて検出された被加熱試料１の温度を参照し、制御
部１４にて高周波電源５の出力を制御し、被加熱試料の温度制御を行う機構を備えている
。プラズマ形成の原料ガスはガス導入部１５から導入され、上部電極２と下部電極３間お
よび空隙層７が該ガス導入部１５から導入された原料ガスで満たされる。また該原料ガス
はガス排出部１６から排出される。なお、制御部１４は、ガス種及びガス流量を制御する
こともできる。
【００１８】
　次に図１に示す実施例１の基本構成における加熱原理について説明する。まずガス導入
部から原料ガスとしてＡｒを導入する。導入ガスの圧力は大気圧で、流量は１０～１００
００ｓｃｃｍの範囲で導入可能な構造とした。次に高周波電源５より高周波電力を上部電
極２に供給することで、上部電極２と下部電極３上に載置された被加熱試料１間にＡｒの
大気圧プラズマを生成する。本実施例では、上部電極２に供給する高周波電力を８００Ｗ
とした。高周波のエネルギーはプラズマ内の電子に吸収され、さらにその電子の衝突によ
り原料ガスの原子あるは分子が加熱される。大気圧プラズマは、電子と気体原子および分
子との衝突頻度が高いため、電子の温度と原子および分子の温度はほぼ等しい熱平衡状態
となり、原料ガスの温度を容易に１０００～２６００℃に加熱することができる。この加
熱された高温ガスの接触、および輻射により被加熱試料１が加熱される。被加熱試料１の
温度は、ガス温度の７０％以上の温度からガス温度とほぼ等しい温度の状態に加熱するこ
とができる。被加熱試料１と対向する上部電極２表面も同様に加熱され、被加熱試料とほ
ぼ同等な温度となる。１０００℃以上の固体では、輻射によりその熱エネルギーが放出さ
れる割合が高くなる（温度の四乗に比例して輻射量が増加）。よって、上部電極２からの
輻射も被加熱試料の加熱に寄与する。以上の原理により本実施例１では被加熱試料１をＳ
ｉＣの活性化に必要な１２００℃以上に加熱できる。
【００１９】
　図１の装置では、被加熱試料１、上部電極２および下部電極３がほぼ同温度となる。通
常これら高温部からは輻射等により熱エネルギーが放出され加熱に必要な高周波電力が多
くなり、効率が低下するため高温部を断熱する必要がある。本実施例では、断熱構造とし
て、まず高温部である上部電極２および下部電極３（被加熱試料１を含む）を、空隙層７
で覆う構造とした。これにより、高温部からの熱伝導による放熱を抑制することができる
。さらに上部電極２および下部電極を断熱材９で覆う構造とした。断熱材９は高温部から
の熱伝導による放熱を抑制することができる。断熱材９は例えば酸化アルミナを主原料と
するセラミックファイバーで形成されている。さらに空隙層７と断熱材９との間の断熱材
９の表面をグラファイト壁８で覆う構造とした。グラファイト壁８は高温部からの輻射に
よる放熱を抑制する遮蔽材としての役割と汚染源に対する緩衝層としての役割を有する。
セラミックファイバーが高温部に対する汚染源となり得るためである。また、断熱材９は
、通常１７００℃以上の高温で長期間使用すると変質が生じたり、また被加熱試料１への
汚染源となる可能性がある。そこで本実施例１では、まず空間で形成された空隙層７を設
けることで、上部電極２および下部電極３（被加熱試料１を含む）が１８００℃の状態で
もグラファイト壁８および断熱材９のグラファイト壁８に接する部分の温度が１５００℃
以下となるような構造にしている。
【００２０】
　本実施例１では、前記した方法により被加熱試料１を２０００℃程度まで加熱すること
が可能である。２０００℃を超える加熱を行うと上部電極２または被加熱試料１からの熱
電子放出が増大し、安定したグロー放電を維持しにくくなりアーク放電へと移行しやすく
なる。アーク放電では、数千度の超高温ガス状態が得られるが、通常エネルギーが局在化
しグロー放電状態のような平面的な広がりをもってかつ安定にプラズマを維持することが
困難となる。よって本発明では、大面積を均一かつ高精度に温度制御ができるグロー放電
領域を用いる。すなわち、制御部は、被加熱試料の温度がＳｉＣのアニールに必要な１２
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００℃以上２０００℃以下となるよう、高周波電力の出力を制御する。
【００２１】
　均一なプラズマとそれに伴う輻射を熱源として被加熱試料１の加熱を行うことで活性化
の均一性を高めることができると同時に、熱応力による被加熱試料１の損傷も抑制できる
ので昇温速度の高速化等が可能となり、処理速度の向上が可能となる。また加熱終了後の
冷却では、高周波電力の供給停止後に原料ガスの流量を増加し、流すことでガス冷却する
ことが可能である。加熱中は、なるべくガス流量を低流量に抑制し、熱の放出を抑制する
が、冷却では逆に大流量（本実施例１の場合最大１０リットル毎分）を流すことで急速な
冷却が可能となる。以上の加熱機構から、従来技術である抵抗加熱炉に比べ極端に小さい
加熱領域に抑制することが可能となり、加熱に必要なエネルギーの低減や温度制御の応答
性を高めることが可能となる。また通常被加熱試料１にはプラズマから加速されたイオン
が入射し、被加熱試料１表面にダメージを生成する場合があるが、大気圧付近の高圧力で
のプラズマ中では、頻繁にイオンとガス原子・分子との衝突が生じるためプラズマ－被加
熱試料間電圧でのイオンの加速エネルギーは該衝突粒子に分配され被加熱試料１に入射す
る際にはほぼ熱エネルギー程度（０．２～０．５ｅＶ）になる。よって、本実施例１にお
ける被加熱試料１表面に生じるにイオン衝撃に伴うダメージはきわめて少ない。
【００２２】
　以下、本発明の効果を纏める。本技術では、狭ギャップ間で生成する大気圧グロー放電
によるガス加熱を熱源として被加熱試料を加熱する。本原理に伴い従来技術に無い以下に
示す４つの効果が得られる。
【００２３】
　第一点目は熱効率である。ギャップ間のガスは熱容量が極めて少なく、また被加熱試料
とほぼ同温度の対向電極に近接するため、加熱容量および輻射に伴う加熱損失が極めて少
ない体系にて被加熱試料を加熱できるため高エネルギー効率が実現できる。
【００２４】
　第二点目は加熱応答性と均一性である。加熱部の熱容量が極めて小さいため急速な昇温
および降温が可能となる。またグロー放電によるガス加熱を熱源に用いるため、グロー放
電の広がりにより平面的に均一な加熱が可能となる。温度均一性が高いことで熱処理に伴
う被加熱試料面内でのデバイス特性バラツキを抑制できると同時に、急激な昇温等を行っ
た際に被加熱試料面内の温度差に伴う熱応力による損傷も抑制できる。
【００２５】
　第三点目は、加熱処理に伴う消耗部品の低減である。本技術では被加熱試料に接触する
ガスを直接加熱するため、高温化する領域は被加熱試料の極めて近傍に配置される部材に
限定され、かつその温度も被加熱試料と同等かそれ以下である。よって、部材の寿命が長
く、部品劣化に伴う交換の領域も少ない。
【００２６】
　第四点目は被加熱試料の表面荒れ抑制である。本技術では、大気圧グロー放電によるプ
ラズマを被加熱試料に曝すことで加熱を行う。加熱の段階では希ガスプラズマを用いるが
昇温過程または降温過程で希ガスに反応性ガスを添加することで保護膜の形成および除去
が加熱工程の中で一貫して可能となる。これにより熱処理装置とは別装置で行う保護膜の
形成および除去工程が不要とり製造コストの低減が可能となる。
【００２７】
　次に、ＳｉＣ基板への不純物打ち込み後の活性化熱処理工程を例に図１の基本構成にお
ける動作を説明する。活性化熱処理工程およびその過程における被加熱試料１の温度推移
を図２に模式的に示す。図の上段はガス導入部１５から導入されるガス流量と時間の関係
であり、１８はＡｒガス流量の模式的変化、１９はメタンガス流量の模式的変化、２０は
酸素ガス流量の模式的変化を示す。中段は制御部１４により制御される高周波電源５の高
周波電力と時間の関係を示し、２１は高周波電力の模式的変化を示す。下段は放熱温度計
１３により得られる被加熱試料の温度と時間の関係を示し、２２は被加熱試料温度の模式
的変化を示している。また、２３は炭素保護膜形成工程、２４は加熱工程、２５は冷却お
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よび炭素保護膜除去工程である。
【００２８】
　まず被加熱試料を下部電極３上に載置する。次に原料ガスとしてメタン（他にエチレン
等炭素を含むガスでも良い）をＡｒで希釈して導入する。具体的なガス導入量はＡｒ１０
００ｓｃｃｍ、メタン５０ｓｃｃｍとした。原料ガス導入後に高周波電源５より１３．５
６ＭＨｚの高周波電圧を上部電極２に印加することでプラズマを形成する。この段階での
投入高周波電力は３００Ｗとした。このプラズマ形成により、プラズマ内で解離した炭素
原子が被加熱試料１表面に堆積し、高温時の基板蒸発抑止用保護膜（炭化系皮膜）を形成
する。なお、保護膜の炭化含有分子ガスの添加は、熱処理温度への上昇途中であってもよ
い。
【００２９】
　次にガスを純粋なＡｒに切り替え流量も２０ｓｃｃｍ程度に下げ被加熱試料１周辺のガ
スがほぼ純粋なＡｒに置換された段階で高周波電力を８００Ｗまで増加する。高周波電力
の増加により被加熱試料１の温度が上昇するが、この温度を放射温度計１３でモニタし、
所望の温度（本実施例１の場合は１８００℃）に制御する。所望の温度にて必要な加熱時
間（本実施例では１分）が経過したら高周波電力を３００Ｗ程度に低減する。この段階で
被加熱試料１の温度は急激に低下を始める。また、Ａｒガスを２０ｓｃｃｍ程度から１０
００ｓｃｃｍに引き上げる。放射温度計１３により被加熱試料１の温度が６００℃程度以
下になった段階で、原料ガスのＡｒ（１０００ｓｃｃｍ）に酸素を１００ｓｃｃｍ程度添
加する。この酸素添加によりプラズマで酸素ラジカルが生成され被加熱試料１の表面およ
び上部、下部電極上に形成された炭素保護膜を除去する。本実施例１では、高温状態で酸
素を供給すると上部および下部電極や被加熱試料１の酸化を生じ劣化させる可能性がある
ので、被加熱試料１の温度が６００℃程度まで低下するのをまって酸素を添加した。酸素
添加により、炭素保護膜が除去された段階で酸素添加および高周波電力を遮断し、さらに
Ａｒ流量を５０００ｓｃｃｍ程度まで増加させ被加熱試料１の冷却を行う。被加熱試料１
の温度が２００℃程度以下になったら被加熱試料１を取り出す。以上の工程により一連の
加熱処理が終了する。
【００３０】
　図２の例では、Ａｒガスの流量を増大することで冷却効率を高めているが、冷却時にＡ
ｒから熱伝導率の高いＨｅガスに切り替えることでより早く冷却することも可能である。
本実施例１での工程で示したようにプラズマを用いているので、被加熱試料１の蒸発に伴
う劣化防止として炭素保護膜の形成および除去が熱処理工程と同時に可能となる。従来装
置では、この保護膜形成および除去に別な装置が必要であり、本発明により大幅な製造コ
ストの低減が可能となる。また高速に被加熱試料１の温度を制御することができるため、
超高温状態での放置時間を活性化に必要な最低限の時間に短縮することが可能となる。こ
れも被加工試料１の蒸発に伴う劣化抑制や、省エネルギー特性に寄与する。
【００３１】
　実施例１では、放電の生成に１３．５６ＭＨｚを用いたがこれは工業周波数であるため
に低コストで入手でき、かつ電磁波漏洩基準も低いので装置構成が簡略化できるためであ
る。しかし、原理的には他の周波数でも同様な原理で加熱できることは言うまでもない。
特に、１ＭＨｚ以上１００ＭＨｚ未満の周波数が本発明に於いては好適である。１ＭＨｚ
より低い周波数になると加熱に必要な電力を供給する際の高周波電圧が高くなり、異常放
電（不安定な放電や上部電極と下部電極間以外での放電）を生じ、安定な動作が難しくな
るためふさわしくない。また１００ＭＨｚを超える周波数は、上部電極２と下部電極３の
ギャップ間のインピーダンスが低く、プラズマ生成に必要な電圧が得にくくなりため好適
でない。
【００３２】
　実施例１ではプラズマ生成の圧力として大気圧（１気圧）を用いたが、０．１気圧以上
１０気圧以下の範囲でも同様な効果がある。０．１気圧以下では、プラズマ中の電子とガ
ス原子・分子とのの衝突頻度が低下し、非平衡状態となることからガス温度が上がりにく
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くなる。またプラズマ中イオンとガス原子・分子との衝突も減少するため、比較的高いエ
ネルギー（１０ｅＶ以上）のイオンが被加熱試料１表面に入射するようになり、ダメージ
を発生の懸念が生じる。一方１０気圧以上では、耐圧構造を強化する必要性から装置の大
型化を招くと同時に、放電もアーク放電に遷移しやすくなるため好適でない。
【００３３】
　実施例１では、上部電極２と下部電極３上に載置される被加熱試料１間の間隔を０．８
ｍｍとしたが、０．１ｍｍ以上２．０ｍｍ以内でも同様な効果がある。０．１ｍｍより狭
い間隔では、上部電極２と被加熱試料１間のインピーダンスが低くなり放電に必要な高周
波電圧が得にくくなると同時に、上部電極２と被加熱試料１間の平面方向での間隔差を抑
制する必要が生じ、電極構造が複雑化するため好適でない。一方２ｍｍ以上の間隔では、
パッシェンの法則から大気圧付近では放電開始電圧高くなり、プラズマ生成が困難となる
ため好適でない。
【００３４】
　実施例１では、上部電極２および下部電極３の材料をグラファイト基材にＳｉＣ膜を形
成したものを用いたが、例えばグラファイト単体、ＳｉＣ焼結体あるいは単結晶ＳｉＣ単
体を用いても同様な効果があることは言うまでも無い。また、実施例１では原料ガスの主
ガスＡｒを用いたが、他の希ガス（Ｈｅ、Ｋｒ、Ｘｅ）でも同様な効果があることは言う
までも無い。
【実施例２】
【００３５】
　図３、図４、図５に本発明の実施例２を示す。実施例２は、図１の実施例１を基本構成
とし、複数毎の被処理試料１を一度に処理することで単位時間あたりの処理枚数（スルー
プット）を向上させる場合の構成を示す。まず図３に示す装置構成は、上部電極２と下部
電極３を被加熱試料１の直径に対して２倍以上大きい径で形成し、複数枚の被加工試料１
を下部電極３上に載置し同時に処理することでスループットを向上させる構成である。複
数枚の内いづれか１枚の温度を放射温度計１３でモニタし、制御部１４は高周波電源５の
出力を制御することで被加熱試料１の温度を制御する。
【００３６】
　図３の構成では、複数枚の被加熱試料１を１台の高周波電源５の出力で大口径なプラズ
マを形成し制御するため、個々の被加熱試料１の温度を補償することができない。図４は
この問題に対応し、個々の被加熱試料１の温度制御を精密に行う場合の実施形態である。
図４では、被加熱試料１毎に高周波電源５および放射温度計１３を配置し、各放射温度計
１３の計測値に基づき個々の高周波電源５の出力を制御部１４で制御する構成となってい
る。これにより、同時処理を行っても個々の処理条件を独立に制御することで被加工試料
毎の処理バラツキを抑制することができる。
【００３７】
　図５は図４の改良型の装置構成を示す。図４の構成では、個々の出力は少ないが高周波
電源５およびマッチング回路６を処理枚数分装備する必要があり装置コストの増加を招く
。そこで図５では、高周波電源５およびマッチング回路は１組のみとし、単一の高周波電
源５からの出力を電力分配器２６（なお、図のＰ．ＤはPower Deviderの略である。）に
て分割し、その個々の電力分配量および高周波電源５の出力を個々の放射温度計１３の計
測値を参照して制御する。図５の構成により、単一の高周波電源５にて複数枚の被加熱試
料１の温度を個々に制御することが可能となる。
【実施例３】
【００３８】
　図６に本発明の実施例３を示す。図６は図１および図３の実施例における温度分布の改
善を目的とした改良を施した場合の実施例である。図１および図２の場合、上部電極２お
よび下部電極３の熱の一部は給電線４、１７を伝導し放熱してしまう。もちろんその割合
を少なくするため、給電線４、１７は必要最低限の断面積で形成するが、高周波電力を通
過させるにはある程度の円周（高周波は表面を伝達するため、断面積より円周長さが重要
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となる）が必要であり、給電線４、１７からの放熱を完全に抑制することはできない。図
１および図３に示す構成のように給電線４、１７がそれぞれの電極に一箇所しかない場合
、その周辺の温度が低下し温度不均一の要因となる。そこで図６では、給電線４、１７を
それぞれの電極に複数本配置し、給電線を介する放熱に伴う温度不均一を改善した。図６
の構成において、給電線をＮ本にした場合、個々の給電線の円周長さ（直径に比例）は単
一の給電線を配置する場合に比べ１／Ｎとするこができる。高周波電流は表皮効果により
給電線の表面のみを流れるため、高周波電力の通過能力は１／Ｎの直径の給電線をＮ本配
置することで単一の給電線と同等となる。一方、給電線からの放熱は給電線の断面積に比
例する。よって図６の構成では、直径１／Ｎの給電線Ｎ本から放熱する熱量は単一の給電
線に比べ１／Ｎ（給電線１本当りの断面積は（１／Ｎ）２に比例し、通過熱量に比例する
トータルの断面積はそのＮ倍となるため）となり、放熱量の絶対量も抑制することが可能
となる。
【実施例４】
【００３９】
　本発明に係る第４の実施例について図７～図９を用いて説明する。なお、実施例１～３
のいずれかに記載され、本実施例に未記載の事項は特段の事情が無い限り本実施例にも適
用することができる。
【００４０】
　まず、本実施例における基本構成について図７を用いて説明する。被加熱試料１は、上
部電極２と下部電極３で構成される平行平板電極内に設置される。本実施例では、被加熱
試料１として４インチ（φ１００ｍｍ）の単結晶炭化シリコン（以下ＳｉＣ）を用いた。
上部電極２および下部電極３の直径は１２０ｍｍ、厚みは５ｍｍとした。上部電極２と下
部電極３は、グラファイト基材の表面に炭化シリコンを化学的気相成長法により堆積した
ものを用いた。被加熱試料１は、下部電極３上に載置され、上部電極２とのギャップ１０
４は０．８ｍｍとした。なお、被加熱試料１は０．５ｍｍ～０．８ｍｍ程度の厚さを備え
、被加熱試料１を載置する下部電極３にはこの被加熱試料１を載せるための窪みが設けら
れている。また上部電極２と下部電極３の対向するそれぞれの円周角部はテーパーあるい
はラウンド状に加工されている。これは、電極角部での電界集中によるプラズマ局在を抑
制するためである。
【００４１】
　上部電極２には、給電線４を介して高周波電源５からの高周波電力が供給される。本実
施例では、高周波電源５の周波数として１３．５６ＭＨｚを用いた。下部電極３は給電線
１７を介してアースに接続されている。給電線４、１７も上部電極２および下部電極３の
構成材料であるグラファイトで形成されている。高周波電源５と上部電極２間にはマッチ
ング回路６（なお、図中のＭ．ＢはMatching Boxの略である。）が配置されており、高周
波電源５からの高周波電力を効率良く上部電極２と下部電極３間に形成されるプラズマに
供給する構造となっている。
【００４２】
　上部電極２と下部電極３が配置される容器１０９内には第一のガス導入手段１１０によ
りガスを０．１気圧から１０気圧の範囲で導入できる構造となっている。ガスは、給電線
４内のガス通路１１１を経て、平行平板電極間のギャップ１０４内に導入される。導入す
るガスの圧力は圧力検出手段１１２によりモニタされる。また容器１０９は排気口１６お
よび圧力調整バルブ１１４に接続される真空ポンプによりガス排気可能となっている。上
部電極２および下部電極３の非プラズマ接触側には高融点かつ低輻射率の板材またはコー
ティング１１５が配置される。平行平板電極周辺には、グラファイトまたはＳｉＣ材料で
構成されるシールド１１６を配置し、さらに該シールド１１６にはヒーター１１７を配置
した。
【００４３】
　容器１０９には冷却手段１１８が設置されている。被加熱試料１の温度は、放射温度計
１３により計測される。本実施例では、上部電極２および下部電極３の非プラズマ接触側
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に施す高融点かつ低輻射率の板材またはコーティング１１５に、グラファイト基材にＴａ
Ｃ（炭化タンタル）をコーティングした板材を用いた。なお、符号１４は制御部、符号１
２０は下部電極の上下機構、符号１２１は電力導入端子、符号１２２は被加熱試料上下機
構、符号１２３は上下機構１２０の駆動電源および制御機構、符号１２４は圧力調整バル
ブの駆動電源および制御機構、符号１２５はヒーターの電源および制御機構、符号１２７
は第二のガス導入手段、符号２１９は被加熱試料の搬送口である。同一符号は同一構成要
素を示す。制御部１４は温度計測手段により計測された温度を参照し、高周波電源の出力
を制御することで被加熱試料の熱処理温度の制御を行う。また、上述したガス導入手段や
試料の上下機構等々を制御する。
【００４４】
　次に図７に示した熱処理装置の基本動作例を説明する。まず容器１０９内のガスを排気
口１６より排気し、高真空状態とする。その際、シールド１１６に施したヒーター１１７
により電極周辺部を予め加熱（本実施例ではシールド１１６の温度を４００℃とした）し
、吸着ガス等を排出する。
【００４５】
　十分排気した段階で、排気口１６を閉め、第一のガス導入手段１１０よりガスを導入し
、容器１０９内を０．６気圧程度する。本実施例では、導入ガスにＨｅを用いた。Ｈｅガ
スを導入することによりそのガス熱伝導にてシールド１１６の加熱が上部電極２、下部電
極３および高融点かつ低輻射率の板材またはコーティング１１５に伝わり、これらが予め
加熱される。その際、再度吸着ガスが発生するため、十分奪気を行った段階で、容器１０
９に充填したＨｅガスを排気口１６より排気する。
【００４６】
　ガス排気後、再度第一のガス導入手段１１０よりＨｅを導入し、熱処理に必要な圧力（
０．１～１０気圧で、本実施例では０．６気圧とした）に設定し、排気口１６を閉じる。
ヒーター１１７による事前の加熱で、上部電極２および下部電極３の温度が安定した段階
で、搬送口２１９から被加熱試料１を搬送し、下部電極３上に配置する。被加熱試料１の
下部電極３上への配置の詳細は図８および図９にて別途説明する。
【００４７】
　下部電極３上に被加熱試料１を配置後、下部電極３位置を上下機構１２０により所定位
置（本実施例では、ギャップ１０４を０．８ｍｍとした）に配置する。所定位置に下部電
極３を配置後、高周波電源５からの高周波電力をマッチング回路６および電力導入端子１
２１を介して上部電極２に供給し、ギャップ１０４内にプラズマを生成することで被加熱
試料１の加熱を行う。
【００４８】
　高周波電力のエネルギーはプラズマ内の電子に吸収され、さらにその電子の衝突により
原料ガスの原子あるは分子が加熱される。大気圧近辺でのプラズマでは、電子と気体原子
および分子との衝突頻度が高いため、電子の温度と原子および分子の温度はほぼ等しい熱
平衡状態となり、原料ガスの温度を容易に１２００～２０００℃程度に加熱することがで
きる。この加熱された高温ガスの接触、および輻射により被加熱試料１が加熱される。被
加熱試料１の温度は、ガス温度の７０％以上の温度からガス温度とほぼ等しい温度の状態
に加熱することができる。被加熱試料１と対向する上部電極２表面も同様に加熱され、被
加熱試料とほぼ同等な温度となる。
【００４９】
　この加熱の際、第一のガス導入手段１１０から少量のＨｅガスを供給し、さらに圧力調
製バルブ１１４により容器１０９の圧力を一定に保つよう制御する。加熱処理の際に導入
するＨｅガス量は本実施例では１００ｓｃｃｍ程度とした。これは加熱処理中のギャップ
１０４内のガス純度を保つためであり、加熱中も十分ガス純度が保たれている場合はその
ガス流量を減らすことも可能である。もちろんガス純度に問題ない場合、Ｈｅガス導入を
行わなくても良い。加熱中に流すガス流量が多いほどガスによる熱損失が多くなるので、
必要最小限なガス流量とすることが望ましい。
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【００５０】
　加熱中の被加熱試料１の温度は放射温度計１３により計測され、所定の温度になるよう
連動して高周波電源５の出力が制御されるため、高精度な被加熱試料１の温度制御が可能
となる。本実施例では、投入する高周波電力を最大１０ｋＷとした。上部電極２および下
部電極３は被加熱試料１とほぼ等温度に加熱される。
【００５１】
　上部電極２および下部電極３（被加熱試料１を含む）の温度を高率良く上昇させるには
、給電線４、１７からの伝熱、Ｈｅガス雰囲気を介する伝熱および高温域からの輻射（赤
外光から可視光域）の抑制が必要となる。特に１２００℃以上の超高温状態では、輻射に
よる放熱が非常に大きく、輻射損失の低減が加熱高率の向上に必須となる（輻射損失は絶
対温度の四乗に比例して輻射量が増加）。輻射損失抑制のため本実施例では、高融点かつ
低輻射率の板材またはコーティング１１５を上部電極２および下部電極３に配置した。高
融点かつ低輻射率の材料にはＴａＣを用いた。ＴａＣは輻射率０．０５－０．１程度であ
り、輻射に伴う赤外線を９０％程度の反射率（１２００～１８００℃）で反射する。よっ
て、これにより上部電極２および下部電極３からの輻射損失が抑制され被加熱試料１を高
い熱効率で１２００～２０００℃程度の超高温にすることができる。
【００５２】
　ＴａＣは直接プラズマに接しない形で配置されており、ＴａまたはＴａＣに含まれる不
純物が被加熱試料１の熱処理中に混入しないようになっている。またＴａＣで構成される
高融点かつ低輻射率の板材またはコーティング１１５の熱容量は極めて小さいことから、
加熱部の熱容量増加を最小限にとどめられる。これにより高融点かつ低輻射率の板材また
はコーティング１１５を配置することによる昇温／降温速度の低下もほとんどない。グロ
ー放電域のプラズマとすることで、上部電極２と下部電極３間に均一に広がったプラズマ
を形成でき、この平面的なプラズマを熱源として被加熱試料１を加熱することで平面的な
被加熱試料１を均一に加熱することが可能となる。
【００５３】
　また平面的に均一に加熱できることから急速に温度を上昇させても、被加熱試料１内で
の温度不均一に伴う破損等を生じるリスクが低い。以上から高速な温度上昇および下温が
可能となり、一連の加熱処理に必要な時間を短縮できる。この効果により加熱処理のスル
ープット向上や、被加熱試料１の必要以上な高温雰囲気での滞在を抑制でき、高温に伴う
ＳｉＣ表面荒れ等を低減できる。
【００５４】
　上記加熱が終了したら、一定期間の冷却時間を置き、ある程度被加熱試料１の温度が低
下した段階で、搬送口２１９から被加熱試料１を排出し、次の被加熱試料を搬送して下部
電極３上に配置する。この一連の操作を繰り返し、処理を行う。被加熱試料１を入れ替え
る際、搬送口２１９に接続される被加熱試料退避位置のガス雰囲気を容器１０９内と同程
度に保つことで、被加工試料入れ替えに伴う容器１０９内のＨｅ入れ替えを行う必要がな
く、使用ガス量の削減が可能となる。もちろん有る程度処理を繰り返すことで容器１０９
内のＨｅ純度が低下することもあるので、その際は定期的に入れ替えを実施する。
【００５５】
　放電ガスにＨｅを用いる場合Ｈｅは比較的高価なガスであるため、その使用量を極力削
減することでランニングコストの抑制につながる。これは加熱処理中に導入するＨｅガス
量にも言えることであり、処理中のガス純度を保つのに必要最小限な流量とすることでガ
ス使用量の削減が可能となる。特に図７の実施例に示すようにギャップ１０４内に直接ガ
スを導入することで、プラズマ生成や加熱処理に直接影響するギャップ内のガス純度を必
要最小限なガス導入量で実施することができる。また被加熱試料１の冷却時間をこのＨｅ
導入により短縮することも可能である。つまり、加熱処理終了後（放電終了後）Ｈｅガス
流量を増加させることで、そのガス冷却効果により冷却時間を短縮できる。
【００５６】
　図７に示した熱処理装置を用いてイオン打ち込みを行なったＳｉＣ基板を１５００℃で
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１分間の熱処理を行なったところ、良好な導電特性を得ることができた。なお、昇温・降
温を短時間で行なうことができたため、表面に保護膜を形成しない場合にもＳｉＣ基板表
面には面荒れは認められなかった。
【００５７】
　上記図７に示した熱処理装置の基本動作では、ギャップ１０４を０．８ｍｍとしたが０
．１ｍｍから２ｍｍの範囲でも同様な効果がある。０．１ｍｍより狭いギャップの場合も
放電は可能であるが、上部電極２と下部電極３間の並行を維持するのに高精度な機能が必
要となり、また電極表面の変質（荒れ等）がプラズマに影響するようになり好ましくない
。一方ギャップ１０４が２ｍｍを超える場合は、プラズマの着火性低下やギャップ間から
の輻射損失増大が問題となり好ましくない。
【００５８】
　上記図７に示した熱処理装置の基本動作では、プラズマ形成の圧力を０．６気圧とした
が、０．１気圧から１０気圧の範囲でも同様の動作が可能である。０．１気圧より低い圧
力で動作させる場合、上部電極２および下部電極３からのガス雰囲気の伝熱による熱損失
を低減でき、また温度上昇にともなうグロー放電からアーク放電への遷移も抑制する効果
がある。但し、０．１気圧より低い圧力では、プラズマ中のイオンが被加熱試料１に比較
的高いエネルギーで入射するようになり、ダメージを発生させる場合があるので望ましく
ない。一般的に結晶面にダメージを与える運動エネルギーは１０エレクトロンボルト以上
であり、この値を超えるイオンの加速が生じるとダメージを与える。よって被加熱試料１
に入射するイオンのエネルギーを１０エレクトロンボルト以下とする必要がある。
【００５９】
　プラズマ中のイオンは被加熱試料１表面に形成されるイオンシース内での電圧で加速さ
れ入射する。イオンシース内の電圧はプラズマバルク中のイオンと電子のエネルギー差で
生じる。よってイオン、電子、中性粒子が熱平衡状態である大気圧では、イオンシースの
電圧発生が少なくまたイオンシース内での中性原子との衝突が１００～１０００回程度生
じるためイオン入射に伴う被加熱試料１の表面ダメージの発生はほとんど生じない。
【００６０】
　しかし、減圧していくとイオンと電子の運動エネルギーに差が生じイオンシースにイオ
ンを加速する電圧が発生する。例えば数十～１００Ｖ程度の電位差がイオンシースに発生
した場合を想定する。イオンシースの厚さは通常数十μｍから数百μｍである。一方、Ｈ
ｅイオンの平均自由工程は、例えば１８００℃の０．１気圧以下のＨｅ雰囲気では２０μ
ｍ以下である。よってイオンシース内での衝突回数が１～１０回程度しかなく電位差に近
い値までイオンが加速される割合が大きくなり、前記した１０エレクトロンボルトを超え
るエネルギーを有するイオンが入射する可能性が高まる。
【００６１】
　上記図７に示した熱処理装置の基本動作では、プラズマ生成の原料ガスにＨｅを用いた
が他にＡｒ、Ｘｅ、Ｋｒ等の希ガスを用いても同様の効果があることは言うまでもない。
前記動作説明で用いたＨｅは大気圧近辺でのプラズマ着火性や安定性に優れるが、ガスの
熱伝導率が高くガス雰囲気を介した伝熱による熱損失が比較的多い。一方Ａｒ等質量の大
きいガスは熱伝導率が低いため、熱効率の観点では有利である。また該希ガスに炭化水素
系のガスを添加し、プラズマを生成することとで被加熱試料１表面に加熱に伴う表面荒れ
を防止する炭素保護膜を形成することが加熱の前段階で可能となる。また同様に加熱後（
被加熱試料１の温度がある程度低下した段階）に酸素ガスを添加してプラズマを生成する
ことで、該炭素系皮膜を除去することも可能である。被加熱試料の熱処理を実施する前ま
たは温度上昇途中に、プラズマ中に炭素含有分子ガスを添加し、被加熱試料の表面に炭素
系皮膜による保護膜を形成する制御や熱処理を実施した後に、プラズマ中に酸素を添加し
、前記保護膜を除去する制御は、制御部１４により行う。
【００６２】
　本実施例では、上部電極２および下部電極３の非プラズマ接触側に施す高融点かつ低輻
射率の板材またはコーティング１１５に、グラファイト基材にＴａＣ（炭化タンタル）を
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コーティングした板材を用いたが、他にＷＣ（炭化タングステン）、ＭｏＣ（炭化モリブ
デン）、Ｔａ（タンタル）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｗ（タングステン）を用いても同様な
効果がある。
【００６３】
　上記図７に示した熱処理装置の基本動作では、原料ガスの導入を上部電極２と下部電極
３間に行う第一のガス導入手段１１０のみを用いる場合について記したが、第一のガス導
入手段とは別に第ニのガス導入手段１２７を設けて、上部電極２と下部電極３間以外から
ガスを導入することも可能である。特に第ニのガス導入手段１２７は、容器１０９内を真
空排気後にガス充填する場合等比較的大流量でガスを導入する場合に用いる。熱処理中や
熱処理後の冷却機関等比較的微量なガスを有効に被加熱試料１に供給する場合には、第一
のガス導入手段１１０を用い、容器１０９の大気開放時や先に記した排気後のガス充填時
に第ニのガス導入手段１２７を用いる。
【００６４】
　上記実施例では、上部電極２および下部電極３をＣＶＤ法による炭化シリコンをコーテ
ィングしたグラファイトを用いたが、他にグラファイト単体、グラファイトに熱分解炭素
をコーティングした部材、グラファイト表面をガラス化処理した部材、およびＳｉＣ（焼
結体、多結晶、単結晶）を用いても同様な効果がある。上部電極２および下部電極３の基
材となるグラファイトやその表面に施すコーティングは被加熱試料１への汚染防止の観点
から高純度なものが望ましいのは言うまでもない。
【００６５】
　また上記実施例では、高融点かつ低輻射率の板材またはコーティング１１５にＴａＣを
用いたが同様に他の高融点（使用温度に耐える融点）かつ低輻射率な材料で同様な効果が
ある。例えばＴａ（タンタル）単体、Ｍｏ（モリブデン）、Ｗ（タングステン）またはＷ
Ｃ（炭化タングステン）等でも同様な効果がある。また超高温時には給電線４、１７から
も被加熱試料１への汚染が影響する場合もある。よって本実施例では給電線４、１７も上
部電極２および下部電極３と同様なグラファイトを用いた。また上部電極２および下部電
極３の熱は給電線４、１７を伝熱し損失となる。よって給電線４、１７からの伝熱を必要
最小限にとどめる必要がある。よって、グラファイトで形成される給電線４、１７の断面
積はなるべく小さく、長さを長くする必要がある。しかし、給電線４、１７の断面積を極
端に小さくし、長さも長くしすぎると給電線４、１７での高周波電力損失が大きくなり、
被加熱試料１の加熱効率の低下を招く。本実施例では、以上の観点からグラファイトで形
成される給電線４、１７の断面積を１２ｍｍ２、長さを４０ｍｍとした。同様な効果は断
面積５ｍｍ２～３０ｍｍ２、長さ３０ｍｍ～１００ｍｍの範囲で得られる。
【００６６】
　本実施例では前述したように加熱効率を決定する上部電極２および下部電極３からの放
熱は、（１）輻射、（２）ガス雰囲気の伝熱、（３）給電線４、１７からの伝熱が主であ
る。１２００℃以上の場合、この中で主なのが前述した（１）輻射で、その抑制に上部電
極２および下部電極３の非プラズマ接触側に配置した高融点かつ低輻射率の板材またはコ
ーティング１１５用いた。また給電線４、１７からの放熱は前述した給電線の断面積およ
び長さを最適化し最小限に抑制した。
【００６７】
　残る（２）ガス雰囲気の伝熱に関しては、ガスの伝熱距離（高温部である上部電極２お
よび下部電極３と低温部であるシールド１１６または容器１０９壁までの距離）により抑
制した。大気圧付近のＨｅ雰囲気では比較的ガスの伝熱による放熱が高くなる（Ｈｅの熱
伝導率が高いため）。よって本実施例では、上部電極２および下部電極３からシールド１
１６または容器１０９壁までの距離をそれぞれ３０ｍｍ以上確保する構造とした。距離が
長い方が放熱抑制には有利であるが、加熱領域に対する容器１０９の大きさが大きくなり
好ましくない。３０ｍｍ以上の距離を確保することで、容器１０９の大きさを抑制しつつ
ガス雰囲気の伝熱による放熱を抑制できる。もちろん熱伝導率の低いＡｒ等を用いたり、
減圧（０．０１気圧以上）することでさらにガス雰囲気の伝熱を抑制することが可能とな
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ることは言うまでもない。
【００６８】
　本実施例では、放電の生成に１３．５６ＭＨｚを用いたがこれは工業周波数であるため
に低コストで電源が入手でき、かつ電磁波漏洩基準も低いので装置コストが低減できるた
めである。しかし、原理的には他の周波数でも同様な原理で加熱できることは言うまでも
ない。特に、１ＭＨｚ以上１００ＭＨｚ未満の周波数が本実施例に於いては好適である。
１ＭＨｚより低い周波数になると加熱に必要な電力を供給する際の高周波電圧が高くなり
、異常放電（不安定な放電や上部電極と下部電極間以外での放電）を生じ、安定な動作が
難しくなるためふさわしくない。また１００ＭＨｚを超える周波数は、上部電極２と下部
電極３のギャップ１０４間のインピーダンスが低く、プラズマ生成に必要な電圧が得にく
くなるため好適でない。
【００６９】
　図８および図９に本実施例に係る熱処理装置の加熱領域（被加熱試料１、上部電極２、
下部電極３、高融点かつ低輻射率の板材またはコーティング１１５、シールド１１６、ヒ
ーター１１７）の詳細図を示す。図８（ａ）は加熱または加熱後の冷却中の状態を示し、
図９は被加熱試料１の搬送時の状態を示す。なお、図８（ｂ）は被加熱試料上下機構１２
２の平面図である。下部電極３上に載置される被加工試料１を搬出する場合、まず図８（
ａ）に示す処理状態から下部電極３を上下機構１２０にて下げ図９の状態とする。下部電
極３位置を下げることで被加熱試料上下機構１２２が被加熱試料１と下部電極３に隙間を
形成する。この隙間に搬送アームを挿入し、その後被加熱試料上下機構１２２を下げるこ
とで被加熱試料１は搬送アームに引き渡され、搬出することが可能となる。
【００７０】
　被加熱試料１を下部電極３に搭載する際はその逆の工程をたどる。すなわち、下部電極
上下機構１２０および被加熱試料上下機構１２２とも下げた状態で被加熱試料１を搭載し
た搬送アームを下部電極３上に挿入する。その後、被加熱試料上下機構１２２位置を上方
に上げ、被加熱試料１を搬送アームから受け取る。さらに下部電極の上下機構１２０を上
方へ上げ、下部電極３を加熱処理位置に上げることで被加熱試料１を下部電極３上に配置
することができる。被加熱試料上下機構１２２も比較的高温にさらされることから高温に
耐え汚染も出ない材料で構成することが望ましい。本実施例では、被加熱試料上下機構１
２２を焼結体のＳｉＣ（炭化シリコン）で形成した。
【００７１】
　本実施例では、下部電極３上に１枚の被加熱試料１を配置する場合について記したが、
上部電極２および下部電極３を大型し、複数枚の被加熱試料１を下部電極３上に配置し同
時に処理することも可能である。また、上部電極と下部電極とを複数組備えることにより
、複数枚の被加熱試料を同時に処理することもできる。
【００７２】
　以下、実施例に示した本発明の効果を纏める。本技術では、狭ギャップ間で生成する大
気圧グロー放電によるガス加熱を熱源として被加熱試料１を加熱する。本原理に伴い従来
技術に無い以下に示す４つの効果が得られる。
【００７３】
　第一点目は熱効率である。ギャップ間のガスは熱容量が極めて少なく、また被加熱試料
１を含む上部電極２および下部電極３の周囲を覆って断熱材を配置する、又は上部電極２
および下部電極３のそれぞれの非プラズマ接触面に高融点かつ低輻射率の板材またはコー
ティング１１５配置することにより輻射に伴う加熱損失が極めて少ない体系にて被加熱試
料１を加熱できる。
【００７４】
　第二点目は加熱応答性と均一性である。加熱部の熱容量が極めて小さいため急速な昇温
および降温が可能となる。またグロー放電によるガス加熱を熱源に用いるため、グロー放
電の広がりにより平面的に均一な加熱が可能となる。温度均一性が高いことで熱処理に伴
う被加熱試料１面内でのデバイス特性バラツキを抑制できると同時に、急激な昇温等を行
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【００７５】
　第三点目は、加熱処理に伴う消耗部品の低減である。本技術では被加熱試料１に接触す
るガスを直接加熱するため、高温化する領域は被加熱試料１の極めて近傍に配置される部
材に限定され、かつその温度も被加熱試料１と同等かそれ以下である。よって、部材の寿
命が長く、部品劣化に伴う交換の領域も少ない。
【００７６】
　第四点目は被加熱試料１の表面荒れ抑制である。本技術では、先に記し効果により昇温
／降温時間が短くできることから被加熱試料１を高温環境下に曝す時間が必要最低限に短
縮され表面荒れを抑制できる。また本技術では、大気圧グロー放電によるプラズマを被加
熱試料に曝すことで加熱を行う。加熱の段階では希ガスプラズマを用いるが昇温過程また
は降温過程で希ガスに反応性ガスを添加することで保護膜の形成および除去が加熱工程の
中で一貫して可能となる。これにより熱処理装置とは別装置で行う保護膜の形成および除
去工程が不要とり製造コストの低減が可能となる。
【００７７】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることも可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００７８】
１…被加熱試料、２…上部電極、３…下部電極、４…給電線、５…高周波電源、６…マッ
チング回路、７…空隙層、８…グラファイト壁、９…断熱材、１０…上部電極２と下部電
極３の対向するそれぞれの円周角部、１１…開口部、１２…開口部、１３…放射温度計、
１４…制御部、１５…ガス導入部、１６…ガス排出部、１７…アースへの給電線、１８…
Ａｒガス流量の模式的変化、１９…メタンガス流量の模式的変化、２０…酸素ガス流量の
模式的変化、２１…高周波電力の模式的変化、２２…被加熱試料温度の模式的変化、２３
…炭素保護膜形成工程、２４…加熱工程、２５…冷却および炭素保護膜除去工程、２６…
電力分配器、１０４…ギャップ、１０９…容器、１１０…第一のガス導入手段、１１１…
ガス通路、１１２…圧力検出手段、１１４…圧力調整バルブ、１１５…高融点かつ低輻射
率の板材またはコーティング、１１６…シールド、１１７…ヒーター、１１８…冷却手段
、１２０…上下機構、１２１…電力導入端子、１２２…被加熱試料上下機構、１２３…上
下機構１２０の駆動電源および制御機構、１２４…圧力調整バルブの駆動電源および制御
機構、１２５…ヒーターの電源および制御機構、１２７…第ニのガス導入手段、２１９…
搬送口。
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