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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部より低圧な雰囲気に維持可能なチャンバと、
前記チャンバ内で基材を保持する保持部と、
前記保持部で保持された基材に周面が対向するように設けられた回転可能な回転陰極で
あって、表面のターゲット材料をスパッタリングするための電力が供給される筒状の回転
陰極と、
前記回転陰極の表面に金属材料を供給可能な材料供給手段と、
前記保持部が設けられた成膜室と前記材料供給手段が設けられた材料供給室との間のガ
スの移動を規制するとともに、前記回転陰極が回転可能な隙間を有して該回転陰極が配置
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される開口部が形成されたガス遮蔽部材と、
前記成膜室に接続され、スパッタリングされた前記ターゲット材料と反応して化合物を
形成する反応性ガスを供給する反応性ガス供給路と、を備え、
前記材料供給手段は、スパッタリングされた前記回転陰極の表面に前記ターゲット材料
と同種の前記金属材料を新たに供給する、
ことを特徴とするスパッタリング装置。
【請求項２】
前記回転陰極は、スパッタリングを実質的に行う際に印加される電圧が負であるパルス
状の電力が供給されることを特徴とする請求項１に記載のスパッタリング装置。
【請求項３】
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前記材料供給手段は、スパッタリング陰極を有することを特徴とする請求項１または２
に記載のスパッタリング装置。
【請求項４】
前記スパッタリング陰極は、異なる種類のターゲット材料が配置可能な複数の陰極を有
することを特徴とする請求項３に記載のスパッタリング装置。
【請求項５】
前記スパッタリング陰極は、その周面が前記回転陰極と対向しながら回転する円筒形状
であることを特徴とする請求項３または４に記載のスパッタリング装置。
【請求項６】
前記スパッタリング陰極は、ターゲット材料が設けられる面と反対側にマグネットが設

10

けられていることを特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載のスパッタリング装置。
【請求項７】
前記スパッタリング陰極は、スパッタリングを実質的に行う際に印加される電圧が負で
あるパルス状の電力が供給されることを特徴とする請求項３乃至６のいずれかに記載のス
パッタリング装置。
【請求項８】
前記回転陰極に印加される電力の位相と、前記スパッタリング陰極に印加される電力の
位相とが異なることを特徴とする請求項７に記載のスパッタリング装置。
【請求項９】
前記材料供給室は、不活性ガス、または、不活性ガスと還元性ガスとの混合ガスが供給
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される不活性ガス供給路が設けられていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに
記載のスパッタリング装置。
【請求項１０】
前記ガス遮蔽部材は、前記回転陰極と対向する前記開口部の側面に、チャンバ内のガス
を外部に排気する排気部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに
記載のスパッタリング装置。
【請求項１１】
前記反応性ガス供給路は、酸素、窒素、フッ素、エチレン、アセチレン、ベンゼン、４
ふっ化炭素、４ふっ化エチレンおよびメタンの少なくとも一つを含む反応性ガス供給源と
接続されることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載のスパッタリング装置。
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【請求項１２】
前記反応性ガスのイオン化またはラジカル化を促進する促進手段を更に備えることを特
徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載のスパッタリング装置。
【請求項１３】
前記回転陰極は、その内周側にマグネットが設けられていることを特徴とする請求項１
乃至１２のいずれかに記載のスパッタリング装置。
【請求項１４】
前記材料供給手段は、薄膜材料を蒸発させるための蒸着源を有することを特徴とする請
求項１に記載のスパッタリング装置。
【請求項１５】
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前記材料供給手段は、気相成長により前記回転陰極の表面に薄膜材料として成膜される
、金属フッ化物、金属塩化物、金属水素化物および有機金属化合物の少なくとも一つを含
む原料が供給される原料供給路を有することを特徴とする請求項１に記載のスパッタリン
グ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、スパッタリング装置に関し、特に回転陰極を有するスパッタリング装置に関
する。
【背景技術】
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【０００２】
スパッタリング装置は、真空中においてターゲット材料を高いエネルギーを持つ粒子に
より気相中に蒸発させ、これを基材あるいは基板上に堆積する薄膜形成装置である。また
スパッタリング装置の一種に、磁場によりプラズマを閉じこめることでスパッタリングの
効率を上げることが可能なマグネトロンスパッタリング装置が知られている。このような
マグネトロンスパッタリング装置においてターゲットが固定されている場合、ターゲット
の消耗が一様でないため、いわゆるレーストラックが生じる。このようなレーストラック
を解消するスパッタリング装置として、シリンダ状の陰極の表面にターゲットを担持し軸
方向を回転中心としたマグネトロンスパッタリング装置が知られている（特許文献１乃至
５参照）。

10

【０００３】
また、スパッタリング装置を用いて金属酸化物あるいは金属窒化物などの金属化合物薄
膜を形成する場合、ターゲット材料として成膜したい金属化合物と同じ材料を用いるとき
と、ターゲット材料として成膜したい金属化合物の主成分である金属を用いるときがある
。ターゲット材料として金属が用いられる場合、その金属をスパッタした後に、酸素ある
いは窒素などの反応性ガスと反応させて金属化合物の薄膜が形成される。
【０００４】
しかしながら、前述のスパッタリング装置において、金属化合物をターゲット材料とす
る場合、ターゲット材料からの金属原子のスパッタリング率が金属材料をターゲット材料
とする場合と比較して著しく低下する。そのため、工業的に十分に高い薄膜堆積速度が得
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られないという問題があった。また、ターゲット材料の金属化合物が導電性を持たない場
合、スパッタリング装置の電源として高周波電源を用いる必要がある。そのため、特に大
型のカソードを用いる場合、安定した放電が得られない、他の機器に高周波漏れによる影
響を与える、などの問題があった。
【０００５】
一方、金属材料からなるターゲットを用いて、導入された酸素あるいは窒素などの反応
性ガスと反応させて化合物薄膜を形成する場合、反応性ガスの圧力（分圧）を基材（基板
）上での化合物薄膜の形成が可能なまでに高くする必要がある。しかしながら、このよう
な条件においては、当然ターゲットの表面においても化合物層が形成され、金属化合物か
らなるターゲットを用いる場合と同様に、スパッタリング率の著しい低下が起こり、高い
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薄膜堆積速度が得られなかった。
【０００６】
また、このようにターゲット表面に化合物が形成された場合、ターゲット表面の特に導
電性がない部分に電荷が蓄積し、これが何らかの原因により瞬時に放出され、異常放電、
いわゆるアーキング（マイクロアーキング）を引き起こし、形成された薄膜に異物形成を
誘発していた。
【特許文献１】特開平６−１５８３１２号公報
【特許文献２】米国特許第４４１７９６８号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第０１１９６３１号明細書
【特許文献４】国際公開第９１／０７５１９号パンフレット
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【特許文献５】国際公開第９１／０７５２１号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上述のように、金属ターゲットを用いたときに発生するスパッタリング率の低下、ひい
ては薄膜堆積速度の低下は、特に酸素ガスを反応性ガスとする場合に顕著であり、モード
転移として知られている。モード転移を引き起こすターゲット表面における化合物層の形
成にはある程度の時間が必要であり、これはスパッタリング時の放電電力や、スパッタリ
ング装置の排気ポンプの大きさ、換言すれば反応性ガスに対する排気速度等により影響さ
れることが知られている。
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【０００８】
本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、化合物薄膜の生産性
を向上するスパッタリング装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するために、本発明のある態様のスパッタリング装置は、外部より低圧
な雰囲気に維持可能なチャンバと、チャンバ内で基材を保持する保持部と、保持部で保持
された基材に周面が対向するように設けられた回転可能な回転陰極であって、表面のター
ゲット材料をスパッタリングするための電力が供給される筒状の回転陰極と、回転陰極の
表面に金属材料を供給可能な材料供給手段と、保持部が設けられた成膜室と材料供給手段
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が設けられた材料供給室との間のガスの移動を規制するとともに、回転陰極が回転可能な
隙間を有して該回転陰極が配置される開口部が形成されたガス遮蔽部材と、成膜室に接続
され、スパッタリングされたターゲット材料と反応して化合物を形成する反応性ガスを供
給する反応性ガス供給路と、を備える。材料供給手段は、スパッタリングされた回転陰極
の表面にターゲット材料と同種の金属材料を新たに供給する。
【００１０】
回転陰極の表面にあるターゲットのうち成膜室でスパッタリングされた部分は成膜室内
において反応性ガスに曝される。スパッタリングされたターゲット表面で反応性ガスが反
応して化合物が生成するためにはある程度の反応性ガスに曝される時間が必要である。し
かしながら、この態様によると、ターゲットのうちスパッタリングされた部分は回転陰極
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の回転により材料供給室側に移動する。成膜室と材料供給室との間に設けられたガス遮蔽
部材は、成膜室に供給された反応性ガスが材料供給室へ移動することを規制するため、ス
パッタリングされたターゲットの部分が材料供給室で反応性ガスに曝されることが抑制さ
れる。加えて、材料供給室において、ターゲットのスパッタリングされた部分を含めター
ゲットの表面に新たに金属材料を供給することで化合物がターゲットの表面に形成される
ことが抑制される。ここで、金属材料とは、金属あるいは酸素や窒素等とわずかに化合し
た金属ということができる。
【００１１】
回転陰極は、スパッタリングを実質的に行う際に印加される電圧が負であるパルス状の
電力が供給されてもよい。これにより、ターゲット表面に電荷が蓄積することを緩和し、
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異常放電を抑制することができる。
【００１２】
材料供給手段は、スパッタリング陰極を有してもよい。これにより、回転陰極上に比較
的密着性の高い膜を高速に成膜することができる。
【００１３】
スパッタリング陰極は、異なる種類のターゲット材料が配置可能な複数の陰極を有して
もよい。これにより、回転陰極上に合金のターゲット材料を成膜することができる。また
、スパッタリング陰極の各陰極のターゲット材料に対するスパッタリングの条件をそれぞ
れ制御することで、回転陰極上の合金ターゲットの成分比を任意に変化させることも可能
となる。その結果、成膜室で基材上に成膜される化合物に含まれる複数の成分の組成比を

40

スパッタリング陰極のターゲット材料を交換せずに変化させることができる。
【００１４】
スパッタリング陰極は、その周面が回転陰極と対向しながら回転する円筒形状であって
もよい。これにより、ターゲット材料が効率よく利用される共にターゲットの長寿命化が
図られる。
【００１５】
スパッタリング陰極は、ターゲット材料が設けられる面と反対側にマグネットが設けら
れていてもよい。これにより、高周波でも使用できるとともに、プラズマが回転陰極付近
で発生しないように制御することが可能となる。その結果、回転陰極上のターゲットにダ
メージを与えずに、金属材料を供給することができる。
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【００１６】
スパッタリング陰極は、スパッタリングを実質的に行う際に印加される電圧が負である
パルス状の電力が供給されてもよい。これにより、ターゲット表面に電荷が蓄積すること
を緩和し、異常放電を抑制することができる。
【００１７】
回転陰極に印加される電力の位相と、スパッタリング陰極に印加される電力の位相とが
異なってもよい。これにより、スパッタリング陰極から回転陰極に向かってスパッタされ
たターゲット材料が逆スパッタされることが抑制され、スパッタリング効率が向上する。
【００１８】
材料供給室は、不活性ガス、または、不活性ガスと還元性ガスとの混合ガスが供給され
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る不活性ガス供給路が設けられていてもよい。これにより、仮に反応性ガスがわずかに材
料供給室に漏出しても、材料供給室側に露出しているターゲットが反応性ガスと反応する
ことが抑制される。特に反応性ガスが酸素の場合、還元性ガスにより還元することで材料
供給室における反応性ガスの分圧を下げることができる。ここで、還元性ガスとしては、
水素、アセチレン、メタン等が例示される。
【００１９】
ガス遮蔽部材は、回転陰極と対向する開口部の側面に、チャンバ内のガスを外部に排気
する排気部が設けられていてもよい。これにより、成膜室の反応性ガスがガス遮蔽部材の
開口部の隙間から材料供給室へ向かってわずかに漏れるのを防止することができる。
【００２０】
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反応性ガス供給路は、酸素、窒素、フッ素、エチレン、アセチレン、ベンゼン、４ふっ
化炭素、４ふっ化エチレンおよびメタンの少なくとも一つを含む反応性ガス供給源と接続
されてもよい。
【００２１】
反応性ガスのイオン化またはラジカル化を促進する促進手段を更に備えてもよい。これ
により、化合物形成のために必要な反応性ガスの導入量を抑えることができ、より少ない
反応性ガス流量で、基材上に堆積される薄膜を量論比に近い十分に酸化や窒化等がなされ
た化合物とすることができる。それとともに、ターゲット材料となる回転陰極上の金属等
の表面での化合物形成を抑制することが可能となる。
【００２２】
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回転陰極は、その内周側にマグネットが設けられていてもよい。これにより、高周波で
も使用できるとともに、プラズマが回転陰極付近で発生しないように制御することが可能
となる。その結果、保持部における基材上の化合物膜にダメージを与えずに、スパッタリ
ングが可能となる。
【００２３】
材料供給手段は、薄膜材料を蒸発させるための蒸着源を有してもよい。また、材料供給
手段は、気相成長により前記回転陰極の表面に薄膜材料として成膜される、金属フッ化物
、金属塩化物、金属水素化物および有機金属化合物の少なくとも一つを含む原料が供給さ
れる原料供給路を有してもよい。
【００２４】
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なお、上述した各要素を適宜組み合わせたものも、本件特許出願によって特許による保
護を求める発明の範囲に含まれうる。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によれば、化合物薄膜の生産性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を適宜省
略する。
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【００２７】
（第１の実施の形態）
図１は、第１の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
本実施の形態に係るスパッタリング装置１０は、外部より低圧な雰囲気に維持可能なチャ
ンバ１２と、チャンバ１２内でガラス基板やシリコンウェーハなどの基材１４を保持する
とともに陽極を兼ねる保持部１６と、保持部１６で保持された基材１４に周面が対向する
ように設けられた回転可能な回転陰極１８と、回転陰極１８の表面に金属等の薄膜材料を
供給可能な金属材料供給手段としての補助陰極２０と、保持部１６が設けられた成膜室２
２と補助陰極２０が設けられた金属材料供給室２４との間のガスの移動を規制するととも
に、回転陰極１８が回転可能な隙間２６を有して回転陰極が配置される方形の開口部２８
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が形成されたガス遮蔽部材３０と、成膜室２２に接続され、スパッタリングされたターゲ
ット材料と反応して金属化合物を形成する反応性ガスを供給する反応性ガス供給路３２と
、を備える。反応性ガス供給路３２は、酸素、窒素、フッ素、エチレン、アセチレン、ベ
ンゼン、４ふっ化炭素、４ふっ化エチレンおよびメタンの少なくとも一つを含む反応性ガ
ス供給源（不図示）と接続されている。
【００２８】
回転陰極１８は、表面のターゲット材料をスパッタリングするための電力が供給される
円筒形状のスリーブ３４と、スリーブ３４を回転駆動する不図示の駆動部と、スリーブ３
４の内周側に設けられ磁場を発生する磁石３６と、を有している。このような磁石３６に
よりプラズマが生じる領域を規制することで、プラズマがターゲット付近に封じ込められ
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、スパッタ速度の向上が図られる。また、高周波でも使用できるとともに、プラズマが基
材付近で発生しないように制御することが可能となり、保持部１６における基材１４上の
金属化合物膜にダメージを与えずに、スパッタリングが可能となる。
【００２９】
なお、スリーブ３４の表面に予めターゲット材料が形成された回転陰極１８を用いても
よいが、アルミニウムやＳＵＳからなるスリーブ３４の露出した面に補助陰極２０により
ターゲット材料を形成して回転陰極１８として用いてもよい。ターゲット材料としては、
チタン、インジウム、スズ、亜鉛、セリウム、ビスマス、ジルコニウム、ニオブ、タンタ
ル等の高屈折率材料の成分となりうるものが例示される。また、必要に応じてシリコンな
どをターゲット材料として用いてもよい。反応性ガスとしては、例えば、酸化物の膜を形
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成する場合は酸素、窒化物の膜を形成する場合には窒素、というように適宜選択すればよ
い。以下では、ターゲット材料がチタン、反応性ガスが酸素、得られる化合物薄膜が酸化
チタンの場合について説明する。
【００３０】
回転陰極１８の表面にあるターゲット３８のうち成膜室２２でスパッタリングされた部
分は成膜室２２内において酸素ガスに曝される。そのため、チタンからなるターゲットが
酸化されるとスパッタリングによる成膜速度が極端に低下することになる。しかしながら
、スパッタリングされたチタンのターゲット３８の表面で酸素が反応して酸化チタンが生
成するためにはある程度酸素ガスに曝される時間が必要である。換言すれば、この時間を
短くすることでチタンのターゲット３８が酸化されることを抑制できる。
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【００３１】
そこで、本実施の形態に係るスパッタリング装置１０は、ターゲット３８のうちスパッ
タリングされた部分は回転陰極１８の回転により金属材料供給室２４側に移動する。成膜
室２２と金属材料供給室２４との間に設けられたガス遮蔽部材３０は、成膜室２２に供給
された酸素ガスが金属材料供給室２４へ移動することを規制する。そのため、スパッタリ
ングされたターゲット３８の部分３８ａを回転により金属材料供給室２４側へ移動させる
ことで、ターゲット３８の部分３８ａが金属材料供給室２４で酸素ガスに曝されることが
抑制される。加えて、金属材料供給室２４において、ターゲット３８のスパッタリングさ
れた部分３８ａを含めターゲット３８の表面に新たに金属材料であるチタンを供給するこ
とで酸化チタンがターゲット３８の表面に形成されることが抑制される。ガス遮蔽部材３
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０の材質は、ステンレス、銅、あるいはアルミニウム合金が好ましく、必要に応じて水冷
を行ってもよい。なお、成膜室２２の圧力より金属材料供給室２４の圧力をわずかに高く
することで成膜室２２から反応性ガスが金属材料供給室２４へ流れることが抑制される。
【００３２】
回転陰極１８は、スパッタリングを実質的に行う際に印加される電圧が負であるパルス
状の電力が供給されている。これにより、ターゲット３８の表面に電荷が蓄積することが
緩和され、異常放電が抑制される。なお、回転陰極に電力を供給する電源は、直流方式で
も交流方式でもよい。
【００３３】
補助陰極２０は、スパッタリングされた回転陰極１８の表面にターゲット材料と同種の
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金属材料を新たに供給する。具体的には、補助陰極２０は、ターゲット４０が載置されス
パッタリング陰極として機能する導電性の筐体４２と、筐体４２の内部に設けられ磁界を
発生する磁石４４と、を有する。これにより、回転陰極１８上に比較的密着性の高い膜を
高速に成膜することができる。なお、補助陰極２０は、図１に示すような固定のスパッタ
リング陰極の代わりに、その周面が回転陰極１８と対向しながら回転する円筒形状の回転
陰極であってもよい。これにより、ターゲット材料が効率よく利用される共にターゲット
の長寿命化が図られる。
【００３４】
補助陰極２０は、ターゲット４０が設けられる面と反対側に磁石４４が設けられている
ため、高周波でも使用できるとともに、プラズマが回転陰極１８付近で発生しないように
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制御することが可能となる。その結果、回転陰極１８上のターゲット３８にダメージを与
えずに、金属材料を供給することができる。
【００３５】
補助陰極２０は、スパッタリングを実質的に行う際に印加される電圧が負であるパルス
状の電力が供給されている。これにより、ターゲット４０の表面に電荷が蓄積することが
緩和され、異常放電が抑制される。
【００３６】
なお、回転陰極１８に印加される電力の位相と、補助陰極２０に印加される電力の位相
とが異なるように不図示の電源から電力を供給してもよい。これにより、補助陰極２０か
ら回転陰極１８に向かってスパッタされたターゲット材料が逆スパッタされることが抑制
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され、スパッタリング効率が向上する。
【００３７】
詳述すると、金属材料供給源としてスパッタリング陰極を用いる場合、補助陰極２０か
ら回転陰極１８に供給された金属が金属材料供給室２４側においてスパッタリングされる
ということが起こりうる。回転陰極１８上の放電は、磁石３６の前面となる基材１４に面
した成膜室２２側において発生するが、同時に金属材料供給室２４側の面においても放電
が発生するためである。回転陰極１８の金属材料供給室２４側では磁気回路を形成する磁
石が設けられておらず放電は低密度であり、この放電によるスパッタリングは通常は無視
されうる。しかしながら、これが無視できない場合、補助陰極２０に電力を供給する期間
においては、回転陰極１８側には電力を供給しないという方法により、金属材料供給室２
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４における放電の抑制が可能である。
【００３８】
また、補助陰極２０から回転陰極１８へのスパッタリングは、回転陰極１８上のターゲ
ット３８の厚み等に応じて連続的にあるいは断続的に行われるようにすればよい。そのた
め、スパッタリング装置１０は、回転陰極１８上のターゲット３８の厚みを測定する測定
装置を備えてもよい。
【００３９】
金属材料供給室２４には、アルゴンなどの不活性ガス、または、不活性ガスと水素ガス
との混合ガスが供給される不活性ガス供給路４６が設けられている。これにより、仮に反
応性ガスである酸素ガスがわずかに金属材料供給室２４に漏出しても、金属材料供給室２
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４側に露出しているターゲット３８が酸素ガスと反応することが抑制される。特に反応性
ガスが酸素の場合、水素により還元することで金属材料供給室２４における酸素ガスの分
圧を下げることができる。
【００４０】
本実施の形態に係るガス遮蔽部材３０は、回転陰極１８と対向する開口部２８の側面に
、チャンバ１２内のガスを外部に排気する排気部４８が設けられている。これにより、成
膜室２２の反応性ガスがガス遮蔽部材３０の開口部２８の隙間２６から金属材料供給室２
４へ向かってわずかに漏れるのを防止することができる。具体的には、図１に示すように
、排気部４８は、二重になったガス遮蔽部材３０の中間室４７に流れ込んだガスを外部に
排気する。中間室４７の圧力は成膜室２２あるいは金属材料供給室２４よりも低く保たれ
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ている。これにより、成膜室２２に導入された反応性ガスが金属材料供給室２４に流入す
ることが抑制される。
【００４１】
なお、成膜室２２および金属材料供給室２４には、内部に導入された不活性ガスや反応
性ガスを外部に排出する排出口５０，５２が設けられている。排出口５０，５２にはそれ
ぞれ別個の真空排気装置が接続されている。これにより、成膜室２２と金属材料供給室２
４との圧力をそれぞれ制御することが可能となり、例えば、金属材料供給室２４の圧力を
成膜室２２より僅かに高くすることで成膜室２２内の反応性ガスが金属材料供給室２４に
流入することが抑制される。
【００４２】
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上述のようにスパッタリング装置１０は、ターゲット３８の表面における化合物薄膜の
形成を抑制するために、ターゲット３８の表面に常に金属を供給することを可能とすべく
、回転陰極１８に加えて金属材料供給源として補助陰極２０を備えている。また、ガス遮
蔽部材３０により、金属材料供給室２４の放電空間における反応性ガス分圧をほとんどゼ
ロとすることが可能となり、金属材料供給源から回転陰極１８への金属の供給が可能とな
る。そして、回転陰極１８を常にあるいは間欠的に回転することにより、回転陰極１８の
ターゲット３８上に常に金属薄膜が形成されるため、ターゲット３８上での化合物薄膜の
形成による化合物薄膜堆積速度の低下およびアーキング等の異常放電によるスパッタリン
グ過程の不安定化が抑制される。
【００４３】
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また、補助陰極２０から供給された金属は、成膜室２２において反応性ガスに曝され、
その表面においては化合物が形成される。しかし、前述のように化合物の形成には数秒程
度を有し、また、その時間は排出口５０に接続される真空ポンプの排気速度が大きくなる
とともに長くなる。
【００４４】
したがって、放電電力、反応性ガス分圧および排気速度を適正に設定することで回転陰
極１８上での化合物形成の抑制することが可能となり、これによる化合物薄膜の堆積速度
（成膜速度）の低下を抑えることができる。成膜室２２における反応性ガスの分圧を低く
した場合、十分な反応が基板上で起こらず、堆積された薄膜が所望の比率以下の組成比を
持つことが起こりうる。
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【００４５】
なお、反応性ガスの活性を増すために反応性ガス供給路３２に、反応性ガスのイオン化
またはラジカル化を促進する促進手段を設けてもよい。これにより、化合物形成のために
必要な反応性ガスの導入量を抑えることができ、より少ない反応性ガス流量で、基材上に
堆積される薄膜を量論比に近い十分に酸化や窒化等がなされた化合物とすることができる
。それとともに、ターゲット材料となる回転陰極上の金属表面での化合物形成を抑制する
ことが可能となる。例えば、補助放電が可能なように電圧印加手段を反応性ガス供給路３
２の途中や出口近傍に設けてもよい。上述のように本実施の形態に係るスパッタリング装
置１０により、金属化合物薄膜の高速かつ安定な形成が達成される。
【００４６】
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（酸化チタンの成膜方法）
次に、スパッタリング装置１０を用いた酸化チタンの薄膜を基材上に形成する方法につ
いて詳述する。はじめに、金属材料供給室２４に設けられた補助陰極２０にチタンのター
ゲット４０を設置する。不活性ガスであるアルゴンガスに還元性ガスである水素ガスを５
ｍｏｌ％混合した混合ガスを、不活性ガス供給路４６より金属材料供給室２４へ導入する
。その際の混合ガスの圧力は０．５Ｐａとする。基材１４としてガラス板を基板搬送機構
（不図示）に設置された保持部１６としての基板ホルダに設置する。
【００４７】
一方、アルゴンガスと酸素ガスの混合ガスを、反応性ガス供給路３２より回転陰極１８
が設けられている成膜室２２へ導入する。その際の混合ガスの圧力を０．４Ｐａとし、ア
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ルゴンガスと酸素ガスの比率は１対１とする。回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転さ
せるとともに補助陰極２０に直流電力を供給し、金属のスパッタリングを起こす。
【００４８】
次に、回転陰極１８に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、放電を起こす。放電が安
定になった後において、基板搬送機構によりガラスが回転陰極１８の前面を通過すること
により、薄膜が形成される。ガラスの搬送速度を６０ｍｍ／ｍｉｎとした時に９５ｎｍの
膜厚の酸化チタン薄膜を堆積することができた。また、その屈折率は波長が６３３ｎｍの
光に対して２．４６であった。このように、本実施の形態に係るスパッタリング装置１０
を用いることにより、従来では高速な成膜が困難な酸化チタン薄膜を、高速に成膜するこ
とが可能となる。
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【００４９】
（酸化シリコン）
次に、スパッタリング装置１０を用いた酸化シリコンの薄膜を基材上に形成する方法に
ついて詳述する。はじめに、金属材料供給室２４に設けられた補助陰極２０に金属供給源
としてホウ素を添加したシリコンターゲットを設置する。不活性ガスであるアルゴンガス
に還元性ガスである水素ガスを５ｍｏｌ％混合した混合ガスを不活性ガス供給路４６より
金属材料供給室２４に導入する。その際の混合ガスの圧力は０．５Ｐａとする。基材１４
としてガラス板を基板搬送機構（不図示）に設置された保持部１６としての基板ホルダに
設置する。
【００５０】
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一方、アルゴンガスと酸素ガスの混合ガスを、反応性ガス供給路３２より回転陰極１８
が設けられている成膜室２２へ導入する。その際の混合ガスの圧力を０．４Ｐａとし、ア
ルゴンガスと酸素ガスの比率は１対１とする。回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転さ
せるとともに補助陰極２０に直流電力を供給し、金属のスパッタリングを起こす。
【００５１】
次に、回転陰極１８に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、放電を起こす。放電が安
定になった後において、基板搬送機構によりガラスが回転陰極１８の前面を通過すること
により、薄膜が形成される。ガラスの搬送速度を６０ｍｍ／ｍｉｎとした時に７２ｎｍの
膜厚の酸化シリコン薄膜を堆積することができた。また、その屈折率は波長が６３３ｎｍ
の光に対して１．４３であった。このように、本実施の形態に係るスパッタリング装置１
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０を用いることにより、酸化シリコン薄膜を、高速に成膜することが可能となる。
【００５２】
（第２の実施の形態）
図２は、第２の実施の形態に係るスパッタリング装置１１０の全体構成の概略断面図で
ある。本実施の形態に係るスパッタリング装置１１０は、金属材料供給源として蒸着源を
用いた点が第１の実施の形態と異なる大きな点である。以下では、第１の実施の形態と異
なる点について詳述し、同じ点については同じ符号を付し適宜説明を省略する。
【００５３】
本実施の形態に係るスパッタリング装置１１０は、金属材料供給室２４に設けられた金
属材料供給源としての蒸着源１２０と、成膜室２２と蒸着源１２０が設けられた金属材料
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供給室２４との間のガスの移動を規制するとともに、回転陰極１８が回転可能な隙間２６
を有して回転陰極１８が配置される方形の開口部２８が形成されたガス遮蔽部材１３０と
、を備える。また、金属材料供給室２４は、金属材料が蒸着を起こすために十分低い圧力
である１０−３Ｐａ程度の雰囲気に保つため、排出口５２を介して真空ポンプに接続され
ている。
【００５４】
蒸着源１２０は、容器１２２に蒸発させるチタンなどの金属材料１２４を載せたもので
あり、抵抗加熱、電子ビーム、高周波誘導、レーザーなどの方法で加熱される。加熱され
た金属材料１２４は、気化もしくは昇華し回転陰極１８の表面に蒸着される。蒸着源１２
０から回転陰極１８への蒸着は、回転陰極１８上のターゲット３８の厚み等に応じて連続
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的にあるいは断続的に行われるようにすればよい。また、スリーブ３４の表面に予めター
ゲット材料が形成された回転陰極１８を用いてもよいが、アルミニウムやＳＵＳからなる
スリーブ３４の露出した面に蒸着源１２０によりターゲット材料を形成して回転陰極１８
として用いてもよい。
【００５５】
上述のように、本実施の形態に係るスパッタリング装置１１０は、ターゲット３８のう
ちスパッタリングされた部分３８ａは回転陰極１８の回転により金属材料供給室２４側に
移動する。成膜室２２と金属材料供給室２４との間に設けられたガス遮蔽部材１３０は、
成膜室２２に供給された酸素ガスが金属材料供給室２４へ移動することを規制する。その
ため、スパッタリングされたターゲット３８の部分３８ａが金属材料供給室２４で酸素ガ
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スに曝されることが抑制される。加えて、金属材料供給室２４において、ターゲット３８
のスパッタリングされた部分３８ａを含めターゲット３８の表面に新たに金属材料である
チタンを供給することで酸化チタンがターゲット３８の表面に形成されることが抑制され
る。
【００５６】
次に、スパッタリング装置１１０を用いた酸化チタンの薄膜を基材上に形成する方法に
ついて詳述する。はじめに、金属材料供給室２４に設けられた蒸着源１２０の容器１２２
にチタンを充填する。その際、金属材料供給室２４は、圧力が１０−２Ｐａ以下の雰囲気
になるように保つ。また、基材１４としてガラス板を基板搬送機構（不図示）に設置され
た保持部１６としての基板ホルダに設置する。
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【００５７】
一方、アルゴンガスと酸素ガスの混合ガスを、反応性ガス供給路３２より回転陰極１８
が設けられている成膜室２２へ導入する。その際の混合ガスの圧力を０．４Ｐａとし、ア
ルゴンガスと酸素ガスの比率は１対１とする。回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転さ
せるとともに蒸着源１２０を加熱し、金属材料１２４としてのチタンを蒸発させる。この
際、蒸発速度は水晶振動式モニタを用いて所定の値に保たれるように制御される。
【００５８】
次に、回転陰極１８に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、放電を起こす。放電が安
定になった後において、基板搬送機構によりガラスが回転陰極１８の前面を通過すること
により、薄膜が形成される。ガラスの搬送速度を６０ｍｍ／ｍｉｎとした時に９５ｎｍの
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膜厚の酸化チタン薄膜を堆積することができた。また、その屈折率は波長が６３３ｎｍの
光に対して２．３７であった。このように、本実施の形態に係るスパッタリング装置１１
０を用いることにより、従来では高速な成膜が困難な酸化チタン薄膜を、高速に成膜する
ことが可能となる。
【００５９】
（第３の実施の形態）
図３は、第３の実施の形態に係るスパッタリング装置２１０の全体構成の概略断面図で
ある。本実施の形態に係るスパッタリング装置２１０は、金属材料供給源として金属材料
をガス状態で供給する原料供給路が設けられている点が第１の実施の形態と異なる大きな
点である。以下では、第１の実施の形態と異なる点について詳述し、同じ点については同
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じ符号を付し適宜説明を省略する。
【００６０】
本実施の形態に係るスパッタリング装置２１０は、金属材料供給室２４に設けられた金
属材料供給源としての原料供給路２２０と、原料供給路２２０から供給された原料ガスを
加熱するヒーター２２２と、原料供給路２２０が設けられた金属材料供給室２４と成膜室
２２との間のガスの移動を規制するとともに、回転陰極１８が回転可能な隙間２６を有し
て回転陰極１８が配置される方形の開口部２８が形成されたガス遮蔽部材１３０と、を備
える。
【００６１】
原料供給路２２０は、原料ガスが回転陰極１８に向かうようにノズルが配置されている
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。原料ガスとしては、金属弗化物、金属塩化物、金属水素化物、有機金属化合物等が用い
られる。具体的には塩化チタンが例示される。原料供給路２２０から供給された液体また
は気体の原料は、ヒーター２２２により加熱され、回転陰極１８の表面における化学反応
によって還元、分解され、回転陰極１８上に金属として堆積する。原料供給路２２０から
回転陰極１８への原料の供給は、回転陰極１８上のターゲット３８の厚み等に応じて連続
的にあるいは断続的に行われるようにすればよい。また、スリーブ３４の表面に予めター
ゲット材料が形成された回転陰極１８を用いてもよいが、アルミニウムやＳＵＳからなる
スリーブ３４の露出した面に原料供給路２２０から供給される原料によりターゲット材料
を形成して回転陰極１８として用いてもよい。
【００６２】
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上述のように、本実施の形態に係るスパッタリング装置２１０において、ターゲット３
８のうちスパッタリングされた部分３８ａは回転陰極１８の回転により金属材料供給室２
４側に移動する。成膜室２２と金属材料供給室２４との間に設けられたガス遮蔽部材１３
０は、成膜室２２に供給された酸素ガスが金属材料供給室２４へ移動することを規制する
。そのため、スパッタリングされたターゲット３８の部分３８ａが金属材料供給室２４で
酸素ガスに曝されることが抑制される。加えて、金属材料供給室２４において、ターゲッ
ト３８のスパッタリングされた部分３８ａを含めターゲット３８の表面に新たに金属材料
であるチタンを供給することで酸化チタンがターゲット３８の表面に形成されることが抑
制される。また、本実施の形態に係るスパッタリング装置２１０は、原料供給路２２０に
より外部から連続的な原料の供給が可能なため、ガス遮蔽部材１３０により隔てられてい
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る成膜室２２で基材１４を交換するだけで複数の基材に対する連続的な成膜が行える。
【００６３】
次に、スパッタリング装置２１０を用いた酸化チタンの薄膜を基材上に形成する方法に
ついて詳述する。はじめに、原料供給路２２０からアルゴンガスをキャリアとして塩化チ
タンが金属材料供給室２４に導入される。また、基材１４としてガラス板を基板搬送機構
（不図示）に設置された保持部１６としての基板ホルダに設置する。
【００６４】
一方、アルゴンガスと酸素ガスの混合ガスを、反応性ガス供給路３２より回転陰極１８
が設けられている成膜室２２へ導入する。その際の混合ガスの圧力を０．４Ｐａとし、ア
ルゴンガスと酸素ガスの比率は１対１とする。回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転さ
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せるとともにヒーター２２２により回転陰極１８の表面を４００℃に加熱する。これによ
り、回転陰極１８の表面に金属のチタンが堆積する。
【００６５】
次に、回転陰極１８に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、放電を起こす。放電が安
定になった後において、基板搬送機構によりガラスが回転陰極１８の前面を通過すること
により、薄膜が形成される。ガラスの搬送速度を６０ｍｍ／ｍｉｎとした時に９５ｎｍの
膜厚の酸化チタン薄膜を堆積することができた。また、その屈折率は波長が６３３ｎｍの
光に対して２．３５であった。このように、本実施の形態に係るスパッタリング装置１１
０を用いることにより、従来では高速な成膜が困難な酸化チタン薄膜を、高速にかつ金属
材料供給手段を交換することなく、成膜することが可能となる。
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【００６６】
（第４の実施の形態）
図４は、第４の実施の形態に係るスパッタリング装置３１０の全体構成の概略断面図で
ある。本実施の形態に係るスパッタリング装置３１０は、複数の金属材料供給源を備えて
いる点が第１の実施の形態と異なる大きな点である。以下では、第１の実施の形態と異な
る点について詳述し、同じ点については同じ符号を付し適宜説明を省略する。
【００６７】
本実施の形態に係るスパッタリング装置３１０は、基材１４を保持するとともに陽極を
兼ねる保持部１６と、回転陰極１８と、回転陰極１８の表面に金属材料を供給可能な金属
材料供給手段としての複数の補助陰極３２０，３３０と、成膜室２２と金属材料供給室２
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４との間のガスの移動を規制するとともに、回転陰極１８が回転可能な隙間２６を有して
回転陰極が配置される方形の開口部２８が形成されたガス遮蔽部材１３０と、反応性ガス
供給路３２と、を備える。
【００６８】
補助陰極３２０は、ターゲット３２２が載置されスパッタリング陰極として機能する導
電性の筐体３２４と、筐体３２４の内部に設けられ磁界を発生する磁石３２６と、を有す
る。また、補助陰極３３０は、ターゲット３３２が載置されスパッタリング陰極として機
能する導電性の筐体３３４と、筐体３３４の内部に設けられ磁界を発生する磁石３３６と
、を有する。ここで、補助陰極３２０に配置されているターゲット３２２の材料と補助陰
極３３０に配置されているターゲット３３２の材料は異なっている。
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【００６９】
これにより、回転陰極１８上に合金のターゲット材料を成膜することができる。また、
補助陰極３２０，３３０のターゲット材料に対するスパッタリングの条件をそれぞれ制御
することで、回転陰極１８上の合金ターゲットの成分比を任意に変化させることも可能と
なる。その結果、成膜室２２で基材１４上に成膜される金属化合物に含まれる複数の金属
成分の組成比を補助陰極３２０，３３０のターゲット材料を交換せずに変化させることが
できる。
【００７０】
また、スパッタリング装置３１０において、ガス遮蔽部材１３０は、回転陰極１８の回
転軸Ｘより上方に配置されている。これにより、２つの補助陰極３２０，３３０を回転陰

30

極１８の側方に配置することが可能となる。その結果、金属材料供給室２４の高さを抑え
ることが可能となり、チャンバ１２を含む装置全体を小型化することができる。
【００７１】
（第５の実施の形態）
図５は、第５の実施の形態に係るスパッタリング装置４１０の全体構成の概略断面図で
ある。本実施の形態に係るスパッタリング装置４１０は、第１の実施の形態に係るスパッ
タリング装置１１０の主要部を複数並べ、各装置の間で基板を移動可能に構成した点であ
る。以下では、第１の実施の形態と異なる点について詳述し、同じ点については同じ符号
を付し適宜説明を省略する。
【００７２】
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スパッタリング装置４１０は、回転陰極４１２，４１４と補助陰極４１６，４１８を備
える。回転陰極および補助陰極の機能は上述の実施の形態と同様である。本実施の形態で
は、回転陰極と補助陰極を２対用いて、酸化チタン／酸化シリコン光学多層薄膜を形成す
る方法について説明する。
【００７３】
金属材料供給室４２０に設置された２つの補助陰極のうち、一方の補助陰極４１６にチ
タンのターゲット４２２を設置する。他方の補助陰極４１８にはホウ素を添加したシリコ
ンのターゲット４２４を設置する。金属材料供給室４２０に不活性ガスであるアルゴンガ
スに還元性ガスである水素ガスを５ｍｏｌ％混合した混合ガスを導入し、その圧力を０．
５Ｐａとする。基材１４としてガラス板を基板搬送機構（不図示）に設置された基板ホル
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ダに設置する。なお、基板搬送機構は、図の左右方向に基材１４を移動可能な構成である
。
【００７４】
一方、アルゴンガスと酸素ガスの混合ガスを、反応性ガス供給路（不図示）より回転陰
極４１２，４１４が設けられている成膜室４２６へ導入する。回転陰極４１２，４１４の
前面の薄膜堆積室にアルゴンガスと酸素ガスの混合ガスを導入し、その圧力を０．４Ｐａ
とし、アルゴンガスと酸素ガスの比率は１対１とする。回転陰極４１２を３〜３０ｒｐｍ
に回転させるとともに補助陰極４１６に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、チタン金
属のスパッタリングを起こし、回転陰極４１２の表面にチタン金属を堆積する。
【００７５】
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次に、回転陰極４１２に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、放電を起こす。放電が
安定になった後において、基板搬送機構によりガラスが回転陰極４１２の前面を通過する
ことにより、薄膜が形成される。ガラスの搬送速度を所定の速度として、設計された膜厚
の酸化チタン薄膜を形成する。酸化チタン薄膜の形成が終了した後、補助陰極４１６およ
び回転陰極４１２に印加していたパルス直流電力を停止し、放電を停止する。
【００７６】
次いで、ホウ素を添加したシリコンのターゲット４２４が載置された補助陰極４１８に
５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、シリコン金属のスパッタリングを起こし、回転陰
極４１４の表面にシリコン金属を堆積する。
【００７７】
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次に、回転陰極４１４に５０ｋＨｚのパルス直流電力を供給し、放電を起こす。放電が
安定になった後において、基板搬送機構によりガラスが回転陰極４１４の前面を通過する
ことにより、薄膜が形成される。ガラスの搬送速度を所定の速度として、設計された膜厚
の酸化シリコン薄膜を形成する。酸化シリコン薄膜の形成が終了した後、補助陰極４１８
および回転陰極４１４に印加していたパルス直流電力を停止し、放電を停止する。
【００７８】
以上の操作を所定回繰り返し実施し、それぞれの金属酸化物の所定の膜厚を有する多層
構造薄膜を形成する。なお、いずれかの金属酸化物層の膜厚が設計された膜厚（光学膜厚
）と異なる場合には、再度の薄膜形成を行うか、あるいは上層となる金属酸化物層の膜厚
を調整することにより多層薄膜の光学物性を調整する。光学膜厚の測定は、チャンバ内に
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設置された光学モニタを用いて行う。
【００７９】
図６は、第５の実施の形態に係るスパッタリング装置で作成した多層光学膜の特性を示
す図である。図では、酸化チタン（ＴｉＯ２）および酸化シリコン（ＳｉＯ２）を積層し
た光学多層膜を有する透明体の、紫外および赤外光に対する透過率を示した。本実施の形
態の透明体においては，薄膜の層数は８層である。この透明体は、８０％以上の可視光透
過率を有し、かつ赤外域におけるエネルギー透過率は５０％以下であった。なお、層数を
増やすことにより、より高い可視高透過率およびより低い紫外および赤外光透過率を有す
る透明体の作成が可能である。例えば、屈折率が２．３５以上である高屈折率薄膜および
屈折率が１．４〜１．６５である低屈折率薄膜を少なくとも３層以上組み合わせた多層薄
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膜を備え、可視光領域における平均透過率が概ね８０％以上であり、波長が３３０ｎｍか
ら４００ｎｍの紫外域の透過率が５０％以下であり、波長が８００ｎｍから１１００ｎｍ
の赤外域における透過率が３０％以下である透明体を製造することができる。なお多層光
学膜の多層膜としては、上述のＳｉＯ２やＴｉＯ２以外にもＴａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５が適
宜採用されうる。
【００８０】
（第６の実施の形態）
図７は、第６の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
ここでは、特に各室のガスの供給・排気構成と基板搬送機構について説明し、第１の実施
の形態に係るスパッタリング装置１０と同様の構成については同じ符号を付し適宜説明を
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省略する。
【００８１】
本実施の形態に係るチャンバ５１２は、不図示のロードロック室に通じる成膜室５２２
の側面に、成膜室５２２とロードロック室との遮断を行うゲートバルブ５１３が設けられ
ている。そして、複数のローラからなる基板搬送機構５１６により基板５１４が成膜室５
２２へまたは成膜室５２２から搬送される。基板５１４と回転陰極１８との間の領域には
、反応性ガス供給路３２よりアルゴンガスをキャリアとして酸素ガスが供給される。また
、成膜室５２２の下面には、成膜室５２２に導入された反応性ガスを外部に排気するため
の排気ポンプとつながる排出口５０が設けられている。一方、金属材料供給室５２４には
、不活性ガス供給路４６よりアルゴンガスと水素ガスとの混合ガスが導入される。また、
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金属材料供給室５２４には、導入された混合ガスを外部へ排気するための排気ポンプとつ
ながる排出口５２が設けられている。このようなスパッタリング装置５１０によっても、
第１の実施の形態と同様の作用効果が得られる。
【００８２】
以上、本発明を上述の実施の形態や各実施例を参照して説明したが、本発明は上述の実
施の形態や各実施例に限定されるものではなく、実施の形態や各実施例の構成を適宜組み
合わせたものや置換したものについても本発明に含まれるものである。また、当業者の知
識に基づいて実施の形態や各実施の形態における組合せや工程の順番を適宜組み替えるこ
とや各種の設計変更等の変形を実施の形態に対して加えることも可能であり、そのような
変形が加えられた実施の形態や各実施例も本発明の範囲に含まれうる。
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【００８３】
例えば、本発明を透明導電膜であるＩＴＯの成膜に適用した場合について説明する。金
属ターゲットを用いた反応性スパッタリングは、反応性プロセスにおいてターゲット表面
の不安定性を引き起こすために工業的に用いられることが困難であり、酸化物ターゲット
を用いたスパッタリング法により工業的な生産がなされていた。この方法においてはＩＴ
Ｏターゲットの焼結・成形等に多大なコストを要しているのが現状である。これに対して
、上述の実施の形態に係るスパッタリング装置を用いることで、回転陰極上において酸化
されていない金属層をスパッタリングするための反応性スパッタリングにおける不安定さ
が抑制され、Ｉｎ−Ｓｎ合金ターゲットを用いたＩＴＯ薄膜の形成が可能となる。すなわ
ち、反応性スパッタリングにおける不安定さを抑制可能な上述の実施の形態において、焼

30

結・成形コストが低減された安価なＩｎ−Ｓｎ合金ターゲットを補助陰極として用いるこ
とで、コストを抑えたＩＴＯ薄膜の形成が可能となる。ひいては、ＩＴＯ薄膜を使用する
様々な部品や製品におけるコストの低減にも大きく貢献する。
【００８４】
また、本発明を太陽電池の製造に適用した場合について説明する。従来、無定形あるい
は多結晶太陽電池は、ＣＶＤ法により形成されていた。これは、スパッタリング法におい
てターゲットとするシリコンターゲット材料の供給が困難であり、かつスパッタリング中
におけるターゲット表面からの微細なシリコン粒の飛散が避けられないためであった。こ
れに対して上述の実施の形態に係るスパッタリング装置を用いることで、回転陰極上に形
成されるシリコン層は薄層であるため、その表面からの応力によるシリコン微細粒の飛散
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が抑制される。したがって、シリコン層のスパッタリング法による形成が可能となり、ま
た、低温における高密度・高特性の薄膜の形成が可能であるというスパッタリング法の特
長を同時に生かすことが可能となる。このように本実施の形態に係るスパッタリング装置
によると、スパッタリング法によるシリコン薄膜形成の欠点であったターゲットを初めか
ら用意する必要はなく、スパッタリング法の特長を生かした高品質なシリコン薄膜の形成
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】第１の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
【図２】第２の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
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【図３】第３の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
【図４】第４の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
【図５】第５の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
【図６】第５の実施の形態に係るスパッタリング装置で作成した多層光学膜の特性を示す
図である。
【図７】第６の実施の形態に係るスパッタリング装置の全体構成の概略断面図である。
【符号の説明】
【００８６】
１０
８

スパッタリング装置、

回転陰極、

隙間、

２８

リーブ、
６

２０

３０

磁石、

蔽部材、

１２０

４８

スパッタリング装置、
３２６

３３６

磁石、

１６，４１８
４２６

【図１】

容器、

４１０

補助陰極、

３２０

３３０

３２

４４
１１０

金属材料、

原料供給路、
３２２

３３２

スパッタリング装置、
４２０

筐体、

排出口、

補助陰極、

補助陰極、

保持部、

金属材料供給室、

３４

ス
４

スパッタリ

２２２

ガス遮

ヒーター、

ターゲット、

３２４

３３４

４１２，４１４

筐体

回転陰極、

４２２，４２４
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磁石、

１３０

ターゲット、

１

２６

反応性ガス供給路、

１２４

２２０

１６

金属材料供給室、

４２

５０，５２

１２２

筐体、

基材、

２４

ターゲット、

排気部、

３１０
、

成膜室、

スパッタリング装置、
磁石、

１４

ガス遮蔽部材、

蒸着源、

２１０

２２

３８，４０

不活性ガス供給路、

ング装置、

チャンバ、

補助陰極、

開口部、

３６

１２

４

ターゲット、
20

成膜室。

【図２】
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