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(57)【要約】
【課題】生産性の低下を抑えつつ組成の異なる合金薄膜
を形成可能なスパッタリング装置を提供する。
【解決手段】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
で基材１４を保持する保持部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１８と、回転陰極１８の表面に金属材料を供給可能
な複数の補助陰極３２０，３３０と、を備える。複数の
補助陰極３２０，３３０は、互いに異なる金属材料を回
転陰極１８の表面に供給する。
【選択図】図１
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【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薄膜材料を供給可能な複数の材料供給手段と、を備え、
前記複数の材料供給手段は、互いに異なる薄膜材料を前記回転陰極の表面に供給する、
ことを特徴とするスパッタリング装置。
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【請求項２】
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に記載の
スパッタリング装置。
【請求項３】
前記保持部が設けられた成膜室と前記複数の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
が配置される開口部が形成されたガス遮蔽部材を更に備え、
前記複数の材料供給手段は、薄膜材料を蒸発させるための蒸着源をそれぞれ有すること
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４】

20

前記材料供給室は、蒸着が可能な真空度に該材料供給室を保つための真空ポンプと接続
されるポンプ接続口が設けられてい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】
前記保持部が設けられた成膜室と前記複数の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
が配置される開口部が形成されたガス遮蔽部材を更に備え、
前記複数の材料供給手段は、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
される原料が供給される原料供給路をそれぞれ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。
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【請求項６】
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、
前記保持部と前記回転陰極との間の空間に供給する反応性ガス供給路を更に備えることを
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。
【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）。
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【０００３】
このようなスパッタリング装置を用いて２種以上の金属元素を含む薄膜を基材上に形成
する場合、ターゲットとして合金あるいは金属の混合物（混合焼結体）を用いるか、複数
の陰極を並べてそれぞれに異なる種類の金属ターゲットを設置することが考えられる。
【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
【特許文献５】国際公開第９１／０７５２１号パンフレット
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、ターゲットとして合金あるいは金属の混合物を用いる場合、組成がター
ゲットの組成で固定されてしまい、任意の組成比に制御できない。例えば、薄膜の深さ方
向に組成比を連続的に変化させるということはできない。また、ターゲットを交換するこ
となく異なる組成を持つ薄膜を形成することもできない。
【０００５】
また、異なる種類の金属あるいは金属化合物ターゲット等が設置された複数の陰極を用
いてそれぞれからスパッタリングされる金属の割合を制御することにより薄膜の組成を制
御する場合、薄膜面内で組成の均一性を得ることが困難である。
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【０００６】
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、生産性の低下を抑え
つつ組成の異なるあるいは多成分からなる薄膜を形成可能な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】
【０００７】
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
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表面に薄膜材料を供給可能な複数の材料供給手段と、を備える。複数の材料供給手段は、
互いに異なる薄膜材料を回転陰極の表面に供給する。
【０００８】
この態様によると、複数の材料供給手段により互いに異なる薄膜材料を回転陰極の表面
に供給できるため、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、
材料供給手段の回転陰極に対する薄膜材料の供給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材料供給手段の薄膜材料を
交換せずに変化させることができる。ここで、薄膜材料とは、薄膜として形成されうる材
料を含み、例えば、純金属、合金、金属酸化物、金属窒化物、半導体材料（シリコン、ゲ
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ルマニウム、化合物半導体）、炭素系材料、有機高分子材料（ポリイミド、ポリアミド、
ポリテトラフルオロエチレン）等が例示される。
【０００９】
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
的密着性の高い合金膜を高速に成膜することができる。
【００１０】
保持部が設けられた成膜室と複数の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、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を更に備えてもよい。複数の材料供給手段は、薄膜材料
を蒸発させるための蒸着源をそれぞれ有してもよい。これにより、蒸着源が設けられてい
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る材料供給室を蒸着が可能な真空度に保つのが容易となる。
【００１１】
材料供給室は、蒸着が可能な真空度に該材料供給室を保つための真空ポンプと接続され
るポンプ接続口が設けられていてもよい。これにより、材料供給室側を選択的に蒸着が可
能な真空度に保持することが可能となる。
【００１２】
保持部が設けられた成膜室と複数の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、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を更に備えてもよい。複数の材料供給手段は、気相成長
により回転陰極の表面に薄膜材料として成膜される原料が供給される原料供給路をそれぞ
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れ有してもよい。これにより、原料供給路が設けられている材料供給室から気相成長の際
の原料となる気体が成膜室へ流出することが抑制される。
【００１３】
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、保持
部と回転陰極との間の空間に供給する反応性ガス供給路を更に備えてもよい。これにより
、成膜室において、回転陰極上に形成された合金薄膜と供給された反応性ガスとの反応に
より、異なる２種以上の成分を含む化合物を形成することが可能となる。
【００１４】
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。
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【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、生産性の低下を抑えつつ組成の異なるあるいは多成分からなる薄膜を
形成可能なスパッタリング装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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。
【００１７】
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（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複数の補助陰極３２０，３３０と、を備える。チャ
ンバ１２には、アルゴンなどの不活性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。
【００１８】
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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
、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。
【００１９】
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３２０，３
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３０により合金の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、チタニウム、アルミニウム、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。以下では、２種類のターゲット材料がチタニウ
ムとアルミニウム、得られる薄膜がチタニウムとアルミニウムの組成傾斜合金の場合につ
いて説明する。
【００２０】
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
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も交流方式でもよい。
【００２１】
補助陰極３２０，３３０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
料と同種の合金材料を新たに供給する、あるいは、ターゲット材料と同種であるが組成比
を変えた合金材料を新たに供給することができる。具体的には、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
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ターゲット３３２の材料は異なっている。
【００２２】
これにより、回転陰極１８上に比較的密着性の高い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。
【００２３】
これにより、回転陰極１８上に比較的密着性の高い合金膜を高速に成膜することができ
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る。なお、補助陰極３２０，３３０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とともにターゲットの長寿命化
が図られる。
【００２４】
補助陰極３２０，３３０は、ターゲット３２２，３３２が設けられる面と反対側に磁石
３２６，３３６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。
【００２５】
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補助陰極３２０，３３０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３２２，３３２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。
【００２６】
なお、回転陰極１８に印加される電力の位相と、補助陰極３２０，３３０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３２０，３３０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され、スパッタリング効率が向上する。
【００２７】
また、補助陰極３２０，３３０から回転陰極１８へのスパッタリングは、回転陰極１８
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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。なお、チャンバ１２は、内部に導入された不活性ガスを
外部に排出する排出口５０が設けられている。
【００２８】
上述のようにスパッタリング装置１０は、複数の金属材料供給手段としての補助陰極３
２０，３３０により互いに異なる金属材料を回転陰極１８の表面に供給できるため、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３２０，３
３０の回転陰極１８に対する金属材料の供給条件をそれぞれ制御することで、回転陰極１
８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、基材上
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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３２２，３３２を交換せずに変化させることができる。
【００２９】
（スパッタリングによる組成傾斜合金の成膜方法）
次に、スパッタリング装置１０を用いたチタニウムとアルミニウムの組成傾斜合金の薄
膜を基材上に形成する方法について詳述する。はじめに、チャンバ１２内の補助陰極３２
０にチタニウムのターゲット３２２を、補助陰極３３０にアルミニウムのターゲット３３
２をそれぞれ設置する。放電ガスとしてアルゴンガスを、不活性ガス供給路４６よりチャ
ンバ１２内へ導入する。その際のアルゴンガスの圧力は０．４Ｐａとする。基材１４とし
てガラス板を基板搬送機構（不図示）に設けられた保持部１６としての基板ホルダに設置
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する。
【００３０】
回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転させるとともに補助陰極３２０に直流電力を供
給し、金属のスパッタリングを起こす。これにより、回転陰極１８上にチタニウムが堆積
される。数分経過後、回転陰極１８に直流電力を供給し、基材１４上にチタニウムを堆積
する。
【００３１】
次に、回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転させるとともに補助陰極３３０に直流電
力供給し、金属のスパッタリングを起こす。これにより、回転陰極１８上にアルミニウム
が堆積される。その後、回転陰極１８に直流電力を供給し、基材１４上にアルミニウムを
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堆積する。このようにして、チタニウム−アルミニウム合金が基材１４上に堆積される。
なお、アルミニウムのターゲット３３２を備える補助陰極３３０への供給電力を徐々に大
きくすることで、基材１４上においてチタニウムに対するアルミニウムの組成比が徐々に
変化する組成傾斜が実現される。
【００３２】
組成は、チタニウムのターゲット３２２、アルミニウムのターゲット３３２への供給電
力の比率により制御されるが、より正確な制御を行うために、水晶振動子式膜厚計やプラ
ズマ発光モニタを用いてもよい。
【００３３】
（第２の実施の形態）
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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、ガス遮蔽部材３０により成膜室
２２と金属材料供給室２４とが隔てられている点が第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じ符
号を付し適宜説明を省略する。
【００３４】
本実施の形態に係るスパッタリング装置１１０は、保持部１６が設けられた成膜室２２
と補助陰極３２０，３３０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が形成されたガス遮蔽部材３０と、成膜室２２に接続され、アルゴンなどの不活
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性ガスを供給する不活性ガス供給路１３２と、チャンバ１２内部に導入された不活性ガス
を外部に排出する排出口５０，５２と、を備える。このような構成によっても第１の実施
の形態と同様の作用効果が得られる。また、ガス遮蔽部材３０により、補助陰極３２０，
３３０においてスパッタリングされたターゲット３２２，３３２の材料が直接基材１４側
に到達することが防止される。
【００３５】
（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１１０は、金属材料供給源として複数の蒸
着源を用いた点が上述の各実施の形態と異なる大きな点である。以下では、上述の各実施
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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
。
【００３６】
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複数の蒸着源１２０，１２６と、成膜室２２と蒸着源１２０，１２
６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１
８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３０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。ガス遮蔽部材３０が設けられていることにより、蒸着源１
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２０，１２６が設けられている金属材料供給室２４を蒸着が可能な真空度に保つのが容易
となる。
【００３７】
蒸着源１２０は、容器１２２に蒸発させるチタニウムなどの金属材料１２４を載せたも
のであり、蒸着源１２６は、容器１２８に蒸発させるアルミニウムなどの金属材料１３４
を載せたものであり、それぞれ抵抗加熱、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１２４，１３４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１２０，１２６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
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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１２０，１
２６により合金の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。このよう
な構成によっても上述の各実施の形態と同様の作用効果が得られる。
【００３８】
（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、金属材料供給源として金属材料
をガス状態で供給する複数の原料供給路が設けられている点が上述の各実施の形態と異な
る大きな点である。以下では、上述の各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。
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【００３９】
本実施の形態に係るスパッタリング装置３１０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複数の原料供給路２２０，２２１と、原料供給路２２０，２２１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２２０，２２１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３０と、を備える。
【００４０】
原料供給路２２０，２２１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。原料ガスとしては、炭化水素、金属ふっ化物、金属塩化物、金属水素化物、有
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機金属化合物等が用いられる。具体的には塩化チタニウムや６フッ化モリブデンが例示さ
れる。原料供給路２２０，２２１から供給された液体または気体の原料は、ヒーター２２
２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２２０，２２１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１
８として用いてもよい。
【００４１】
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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３１０は、原料供給路２２０，
２２１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３０により隔てら
れている成膜室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。また、原料供給路２２０，２２１が設けられている金属材料供給室２４から気相成長
の際の原料となる気体が成膜室２２へ流出することが抑制される。
【００４２】
（ＣＶＤによる組成傾斜合金の成膜方法）
次に、スパッタリング装置３１０を用いたチタニウムとモリブデンの組成傾斜合金の薄
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ニウムが金属材料供給室２４に導入される。一方、原料供
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給路２２１から６フッ化モリブデンが気体の状態で金属材料供給室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）に設けられた保持部１６としての
基板ホルダに設置する。
【００４３】
一方、アルゴンガスを、不活性ガス供給路１３２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とする。次に、長さ５００ｍ
ｍの回転陰極１８を３〜３０ｒｐｍにて回転させるとともに、赤外線のヒーター２２２に
より回転陰極１８の表面を塩化チタニウムが十分に分解される３５０℃程度に加熱する。
これにより、回転陰極１８の表面に金属のチタニウムが堆積する。
【００４４】
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次に、回転陰極１８に約３ｋＷの直流電力を供給し、基材１４側の磁気回路を含む領域
に放電を起こし、基材１４上にチタニウムを堆積する。基材１４側の層をチタニウム層と
し、チタニウムに対するモリブデンの混合比を積層方向に徐々に増加させていくためには
、成膜初期には原料供給路２２０から塩化チタニウムのみを供給し、その後徐々に原料供
給路２２１から供給される６フッ化モリブデンの供給量を増やしていくとよい。これによ
り、チタニウムとモリブデンの組成傾斜合金の薄膜を基材上に形成することが可能となる
。
【００４５】
組成は、原料供給路２２０，２２１から供給される塩化チタニウムと６フッ化モリブデ
ンの流量の比率を制御することで変化させることができるが、より正確な制御を行うため
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に、プラズマ発光モニタを用いてもよい。
【００４６】
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。
【００４７】
例えば、上述の各スパッタリング装置において、スパッタリングされたターゲット材料
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と反応して金属化合物を形成する反応性ガスを、保持部と回転陰極との間の空間に供給す
る反応性ガス供給路を更に備えてもよい。これにより、成膜室において、回転陰極上に形
成された合金薄膜と供給された反応性ガスとの反応により、異なる２種以上の金属成分を
含む金属化合物を形成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【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。
【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。
10

【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。
【符号の説明】
【００４９】
１０
８

スパッタリング装置、

回転陰極、

２２

部、

３０

４６

不活性ガス供給路、

２０

蒸着源、

器、

１３２

、

ガス遮蔽部材、

【図１】

３４

容器、

３３４

筐体、

筐体、

１６

２６

１１０

保持部、

隙間、

磁石、

金属材料、

３８

１

２８

開口

ターゲット、

スパッタリング装置、

１２６

蒸着源、

１

１２８

容

１３４

金属材料、

２１０

スパッタリング装置

２２２

ヒーター、

３２０

補助陰極、

３２６

３３６

基材、

３６

排出口、

１２４

原料供給路、

３２４

１４

金属材料供給室、

スリーブ、

不活性ガス供給路、

２２０，２２１

チャンバ、

２４

５０，５２

１２２

ターゲット、
ゲット、

１２

成膜室、

磁石、

３３０

磁石。

【図２】

補助陰極、

３２２

３３２

ター
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【図３】

【図４】
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