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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
容器の内部における前記容器の一部に接触するように設けられ、ノズルを有するマイク
ロ波プラズマ生成装置を用いてマイクロ波プラズマを生成して窒素化合物を製造する窒素
化合物の製造方法であって、
前記ノズルから窒素系ガスを含む原料ガスを基材の表面に流量を制御して吹き出しなが
ら、前記原料ガスにマイクロ波を印加することにより、前記原料ガスから生成される窒素
系活性種を含むプラズマを前記基材の表面に向かって照射する工程において、圧力を前記
プラズマにおけるイオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より高く設定する
ことを特徴とする窒素化合物の製造方法。
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【請求項２】
前記マイクロ波プラズマ生成装置が、マイクロ波伝送線路を有し、
前記マイクロ波伝送線路が、マイクロストリップ線路又はストリップ線路であることを
特徴とする請求項１に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項３】
前記ノズルをライン状に配置することにより、前記プラズマを前記基材に向かってライ
ン状に照射して、前記基材表面に窒素化合物をライン状に形成することを特徴とする請求
項１又は２に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項４】
前記ノズルから前記原料ガスを吹き出す際に、吹き出し角度を前記基材に垂直な面に対
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してプラス及びマイナス４５度の角度の範囲内で吹き出すことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項５】
前記工程が行われる圧力を１ｋＰａ以上に設定することを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか１項に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項６】
前記マイクロ波の投入エネルギーが５００ワット以下であることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項７】
前記ノズルを２個以上重ねて並べて、各ノズルから窒素系ガスを含む原料ガスを前記基
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材の表面に流量を制御して吹き出しながら、前記原料ガスにマイクロ波を印加することに
より、前記原料ガスから窒素系活性種を含むプラズマを生成して、前記プラズマを前記基
材の表面に向かって照射する工程を含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項
に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項８】
前記基材がＴｉであり、前記窒素化合物がＴｉＮであることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか１項に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項９】
Ｇａ、Ｉｎ、あるいはＡｌを有機金属蒸気として輸送し、前記原料ガスから生成される
窒素系活性種を含むプラズマと、気相あるいは基板上で反応させることにより、ＧａＮ、
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ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、あるいはＡｌＮ、及びこれらの混合組成のいずれかからなる窒素化
合物の薄膜結晶を、７００℃以下の低温にて前記基材上にエピタキシャル成長させること
を特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項１０】
窒素系活性種計測部及び制御部を設け、窒素系活性種の量の計測に基づき制御すること
を特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の窒素化合物の製造方法。
【請求項１１】
マイクロ波プラズマを生成して窒素化合物を製造する装置であって、
容器と、前記容器の内部における前記容器の一部に接触するように設けられ、ノズルを
有するマイクロ波プラズマ生成装置と、窒素系活性種計測部と、制御部とを備え、
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前記制御部は、前記ノズルから窒素系ガスを含む原料ガスを基材の表面に流量を制御し
て吹き出しながら、前記原料ガスにマイクロ波を印加することにより、前記原料ガスから
生成される窒素系活性種を含むプラズマを前記基材の表面に向かって照射する工程におい
て、容器内の圧力が、前記プラズマにおけるイオンの平均自由行程がデバイ長より小さく
なる圧力より高くなるように、前記窒素系活性種の量の計測に基づき制御することを特徴
とする製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、マイクロ波プラズマ源を用いた窒素化合物の製造方法及び製造装置に関する
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。
【背景技術】
【０００２】
従来、窒素化合物の薄膜を製造する方法には、基材表面を窒化処理する方法や、窒素化
合物を薄膜製造技術により基材表面に形成する方法等が知られている。
【０００３】
窒化処理法は、表面改質処理法の一つであり、鉄鋼やチタンなどの表面を窒化する表面
改質法として広く利用されている。窒化表面処理した製品は、スピンドルやギア等の工作
機械部品や、タービンや燃料噴射ノズル等の内燃機関部品、パワーショベル等の減速機ギ
アや、航空機や自動車部品などに使用されている。また、近年、医療用部品への窒化処理
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等、様々な分野での開発がなされている。窒化処理法は、高硬度化、耐食性付与、耐摩耗
性付与などの表面機能を付与する場合において、高密度窒素系活性種供給法として利用可
能である。
【０００４】
窒化処理法は、その高密度窒素系活性種供給法の技術を、Ｍｅｔａｌ
Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｖａｐｏｒ

Ｏｒｇａｎｉｃ

Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（以下、ＭＯＣＶＤという。）

等の基材表面での材料生成に適用することができる。
【０００５】
半導体技術分野において、ＧａＮ系化合物半導体を材料とする青・緑色発光ダイオード
（ＬＥＤ）は、白熱電球や蛍光灯などの既存の照明デバイスに取って代わる省エネルギー
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・長寿命の照明・表示用光源として普及しつつある。ＬＥＤ照明では、青色ＬＥＤで黄色
蛍光体を励起する白色光合成方式が主流である。その場合のＬＥＤ単体の発光効率の理論
限界は２７０ｌｍ／Ｗ程度である。更に発光エネルギー効率を向上するためには（理論効
率＞４００ｌｍ／Ｗ）、多色ＬＥＤを同時に発光させる蛍光体フリー白色ＬＥＤを開発す
る必要がある。課題は、Ｉｎ組成が３０％程度のＩｎＧａＮを発光材料として使用する緑
色ＬＥＤの外部量子効率の向上である。現在、緑色ＬＥＤの発光効率は、高性能な製品で
も約２０％と青色や赤色ＬＥＤの発光効率に比べて、半分以下である。その理由は、その
構成元素であるＩｎの蒸気圧が高く６００℃程度の低温成長が望ましい一方、窒素（Ｎ）
は、８００℃以上望ましくは１０００℃以上でアンモニアを高温分解して活性状態の窒素
を供給する必要があるため、最適な結晶成長条件が得られにくい。そのため、８００℃以
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下で窒素系活性種を高密度で供給可能な手法が求められている。
【０００６】
窒化法として、例えば、ガス窒化炉にアンモニアガスのみを実質的に供給し、アンモニ
アガスとアンモニア分解ガス中で部材表面に窒化層を形成させる技術が知られている（特
許文献１参照）。
【０００７】
また、金属部材の表面に金属窒化物の化合物層を効率的に形成するとともに、化合物層
と窒素原子の拡散層との相乗効果により硬度を高めることができる、グロー放電によるイ
オン窒化方法が知られている（特許文献２参照）。特許文献２では、金属部材を−７００
Ｖ、０.９５Ａ（６６５Ｗ）でイオン窒化動作ガスとして水素２ｓｌｍ、アンモニア０.５
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ｓｌｍを用いて、雰囲気圧１Ｔｏｒｒで１時間イオン窒化処理を行っている。その際、金
属部材の温度を３００−６５０℃の温度に保持し、金属部材の表面に０.００１−２ｍＡ
／ｃｍ＾２の電流密度のグロー放電を用い、ＮＨラジカルと窒素ラジカルの発光強度比が
０.２−０.１となるプラズマ状態でイオン窒化を行っている。
【０００８】
大気圧プラズマによるチタン合金の窒化薄膜合成技術は、従来の窒化法と比較してより
簡便な窒化処理方法として知られている（非特許文献１参照）。大気圧プラズマを用いる
ことにより、処理装置の簡易化、高密度ラジカル生成、金属表面粗化の抑制が可能である
。非特許文献１では、高周波電源（５ｋＶ、１.２Ａ、２１ｋＨｚ）で実効電力４キロワ
ット、動作ガスとして窒素９９％、水素ガス１％を用いている。
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【０００９】
最近、低圧から中間圧および高圧において、プラズマを安定に生成・維持できるマイク
ロ波プラズマ処理装置が開発されている（非特許文献２、特許文献３参照）。通常、プラ
ズマＣＶＤ処理用等のプラズマの特性は、プラズマを生成する圧力に強く依存するため、
プラズマを圧力に対して次の三つの種類に分けられる。（１）低圧プラズマ：圧力領域０
.０１Ｔｏｒｒ〜１.０Ｔｏｒｒ、（２）中間圧プラズマ：圧力領域１.０Ｔｏｒｒ〜１０
０Ｔｏｒｒ、（３）高圧プラズマ：圧力領域１００Ｔｏｒｒ〜７６０Ｔｏｒｒ（大気圧）
。なお、以下、圧力はＰａの単位で示す（１Ｔｏｒｒ＝１３３Ｐａ）。
【００１０】
本発明者らは、導波管の代わりにマイクロストリップ線路をマイクロ波伝送線路として
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用いたマイクロ波プラズマ処理装置を既に提案した（非特許文献２、特許文献３参照）。
該装置は、従来の導波管を用いたマイクロ波プラズマ処理装置より、単純な構造、安価な
製作、低電力運転等のメリットを有し、これからの様々な産業的応用が期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１３−２４９５２４号公報
【特許文献２】特開平０８−０３５０５３号公報
【特許文献３】国際公開第２０１５／０３０１９１号
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【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】吉光祐樹他、「大気圧プラズマを用いたチタン合金Ｔｉ−６Ａｌ−４Ｖ
の窒化薄膜合成」、電気学会プラズマ研究会

ＰＳＴ−１４−０５７（２０１４）１−４

．
【非特許文献２】Ｊａｅｈｏ

Ｋｉｍ

ｅｔ．ａｌ、Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．

５４、０１ＡＡ０２（２０１５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
従来、窒素化合物の製造方法や基材の窒化処理方法において、次のような問題があった
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。
特許文献１のような技術では、ガスを加熱して窒化を行うため、消費ガス量が多く、約
７.５ｍ3以上が必要となる。また、例えば、基板直径３０ｍｍに対して、幅７６０ｍｍ×
長さ１２００ｍｍ×高さ８００ｍｍの大型な容器も必要となる。
特許文献２のようなグロー放電を用いた窒化法では、真空下でプラズマ処理を行う必要
があり、被窒化物の大型化に伴う装置の大型化と高コスト化が問題となる。空間でプラズ
マを生成するため、消費電力が多くなり効率が悪いという問題がある。また、被窒化物を
電極として利用しているため、アーク点（スポット上の放電痕）の形成や、細い穴を有し
ている場合にホローカソード放電への移行といった点が問題となる。
非特許文献１の技術は、基板の照射中心温度が約９７０℃、φ４の範囲のみ窒化が可能
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であり、窒化面積が非常に小さいという問題がある。また、円筒構造でありφ４のオリフ
ィスからプラズマを照射しているため、部分的な窒化となるので、大面積化が困難である
。また、大きな電力を必要とするという問題もある。
【００１４】
従来、基材へのイオン衝撃を減らすために、基材をプラズマ領域から遠く離れたところ
に置いて処理を行う通常のリモートタイプのプラズマ処理方法がある。しかし、通常のリ
モートタイプ法では、窒素化合物の合成速度が遅く、長時間が必要であるという問題があ
った。
【００１５】
窒素化合物の製造方法において、マイクロ波プラズマを使用することの提案は特許文献
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３で示された。特許文献３のプラズマ処理装置は、低電力で安定した窒素プラズマを発生
することができた。窒素プラズマは、銅等の金属表面の窒化処理や窒化物半導体の製作等
のプラズマ窒化処理への応用が期待されるものである。しかしながら、発明者らが、窒素
化合物について研究開発する過程で次のような問題が生じた。従来の特許文献３の装置で
は、ヒーターを用いた基材の加熱をする窒素化合物の製造においては、輻射熱が強く、該
熱からプラズマ源を保護することが難しいという問題であった。
【００１６】
また、緑色ＬＥＤにおいては、Ｉｎの組成割合を３０％程度添加したＩｎＧａＮを結晶
成長させる必要がある。しかし、Ｉｎの再蒸発や組成分離（セグリゲーション）を防止し
、結晶品質を向上するためには、６００以上７００℃以下の成長温度が望ましい。一方、
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アンモニアを分解するするためには、高温（約８００℃）が必要であり、アンモニアを分
解しつつ両者を最適に制御する手法が見出されていない状況にある。
【００１７】
本発明は、これらの問題を解決しようとするものであり、窒素系ガス（窒素ガスやアン
モニアガス等）をプラズマ状態とし、高密度の窒素系活性種(以下「窒素系ラジカル」と
もいう。)を基材に照射する、窒素化合物を製造する方法及び装置を提供することを目的
とする。また、従来より低温で形成可能な窒素化合物の製造方法及び製造装置を提供する
ことを目的とする。また、より高圧プロセスで消費電力の少ない、窒素化合物の製造方法
及び製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１８】
本発明は、前記目的を達成するために、以下の特徴を有する。
【００１９】
本発明の方法は、マイクロ波プラズマを生成して窒素化合物を製造する窒素化合物の製
造方法であって、ノズルから窒素系ガスを含む原料ガスを基材の表面に流量を制御して吹
き出しながら、前記原料ガスにマイクロ波を印加することにより、前記原料ガスから生成
される窒素系活性種を含むプラズマを前記基材の表面に向かって照射する工程において、
圧力を前記プラズマにおけるイオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より高
く設定することを特徴とする。
本発明の方法において、前記マイクロ波を印加するために、マイクロ波伝送線路として
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マイクロストリップ線路又はストリップ線路を用いることが望ましい。
本発明の方法において、前記ノズルをライン状に配置することにより、前記プラズマを
前記基材に向かってライン状に照射して、前記基材表面に窒素化合物をライン状に形成す
ることができる。
本発明の方法において、前記ノズルから前記原料ガスを吹き出す際に、吹き出し角度を
前記基材に垂直な面に対してプラス及びマイナス４５度の角度の範囲内で吹き出すように
してもよい。
本発明の方法において、前記工程が行われる圧力を１ｋＰａ以上に設定することが好ま
しい。
本発明の方法は、前記マイクロ波の投入エネルギーが５００ワット以下である。
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本発明の方法は、前記ノズルを２個以上重ねて並べて、各ノズルから窒素系ガスを含む
原料ガスを前記基材の表面に流量を制御して吹き出しながら、前記原料ガスにマイクロ波
を印加することにより、前記原料ガスから窒素系活性種を含むプラズマを生成して、前記
プラズマを前記基材の表面に向かって照射する工程を含むことを特徴とする。
本発明の方法は、例えば、前記基材がＴｉであり、前記窒素化合物がＴｉＮである。
本発明の方法は、例えば、Ｇａ、Ｉｎ、あるいはＡｌを有機金属蒸気として輸送し、前
記原料ガスから生成される窒素系活性種を含むプラズマと、気相あるいは基板上で反応さ
せることにより、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、あるいはＡｌＮ、及びこれらの混合組成
のいずれかからなる窒素化合物の薄膜結晶を、７００℃以下の低温にて前記基材上にエピ
タキシャル成長させる。
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本発明の方法は、窒素系活性種計測部及び制御部を設け、窒素系活性種の量の計測に基
づき制御することを特徴とする。
本発明の装置は、マイクロ波プラズマを生成して窒素化合物を製造する装置であって、
容器と、容器内に設けられ、ノズルを有するマイクロ波プラズマ生成装置と、窒素系活性
種計測部と、制御部とを備え、前記制御部は、前記ノズルから窒素系ガスを含む原料ガス
を基材の表面に流量を制御して吹き出しながら、前記原料ガスにマイクロ波を印加するこ
とにより、前記原料ガスから生成される窒素系活性種を含むプラズマを前記基材の表面に
向かって照射する工程において、容器内の圧力が、前記プラズマにおけるイオンの平均自
由行程がデバイ長より小さくなる圧力より高くなるように、前記窒素系活性種の量の計測
に基づき制御することを特徴とする。
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【発明の効果】
【００２０】
本発明の方法は、窒化プラズマ生成のために、マイクロ波はノズルの例えば先端近傍に
強電界を印加し、窒素系ガス（窒素ガスやアンモニアガス等）をプラズマ状態とし、高密
度の窒素系活性種を基材に照射するリモートタイプの手法である。窒素系ガスに、水素、
ヘリウム、アルゴン等のガスを混合して流しても良い。リモートタイプの手法であるため
、被窒化物に直接に電圧を印加する必要はなく、アーキングなどによるスポット状の放電
痕の発生は根本的に解決可能である。また、本発明では、窒化装置や窒素化合物の製造装
置の小型化や軽量化が可能である。また、本発明では、マイクロ波の投入エネルギーが５
００ワット以下、さらに２００ワット以下でも、可能であることから、従来技術に比べて
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大幅な消費電力の低減ができる。また、本発明の方法によれば、窒化処理や窒素化合物の
製造を基材温度８００℃以下の温度で実施することが可能である。
本発明の方法の、基材を窒化処理することにより生成された窒化膜は、硬度特性等の優
れた特性を示した。
従来製作が困難であった窒素化合物膜の製造であっても、本発明の窒素系活性種の高密
度供給法により窒素系活性種を供給すれば、ＭＯＣＶＤ等による結晶成長法において、８
００℃未満、より好ましくは６００以上７００℃以下という低温の成長温度で膜形成を実
現することができる。
本発明の方法では、ライン状に高密度の窒素系活性種を基材に供給することが可能とな
り、プラズマ源を複数並列に配置だけで、大面積化に対応をすることが可能となる。また

20

、基材を前後左右又は回転等により適宜移動させることが容易にでき、これにより、基材
表面の窒化一様性が可能となる。
ＭＯＣＶＤ結晶成長において一般的な１０ｋＰａ程度での圧力において、本発明のプラ
ズマ源は安定なプラズマ源である。本発明では、この安定なプラズマ源を用いて、アンモ
ニアを分解し、キャリアガスとともに窒素系活性種を基板近傍まで輸送するとともに、Ｉ
ｎ、ＧａなどＩＩＩ族元素を、ＴＥＩｎ（トリエチルインジウム）やＴＭＧａ（トリメチ
ルガリウム）などの有機金属として供給することにより、低温で、緑色ＬＥＤ等に必要な
窒化ＩｎＧａＮ等を低温で成長することができる。
【図面の簡単な説明】
30

【００２１】
【図１】本発明の実施の形態で用いるマイクロ波プラズマ窒化装置の模式図。
【図２】プラズマと基材表面との間における無衝突シースと衝突シースを示す模式図で、
（ａ）は無衝突シースにおけるプラズマから基板表面へのイオン衝撃の様子、（ｂ）は衝
突シースにおけるプラズマから基板表面へのイオン衝撃の様子、をそれぞれ模式的に示す
図であり、（ｃ）は、本発明の実施の形態における方法を模式的に示す図。
【図３】本発明の実施の形態の、ノズルと基材との間に生成した高密度窒素系活性種の発
光を説明する図。
【図４】本発明の実施の形態の、窒化処理前のチタン基材表面（ａ）と窒化処理後のチタ
ン基材表面（ｂ）の写真を示す図。
【図５】本発明の実施の形態の、窒化処理前後のチタン基材表面のラマン分光スペクトル

40

を示す図。
【図６】本発明の実施の形態の、窒化処理前後のチタン基材表面のＸ−Ｒａｙ

ｄｉｆｆ

ｒａｃｔｉｏｎ（ＸＲＤ）解析を示す図。
【図７】本発明の実施の形態の、基材に対してノズルを傾けた処理法の模式図。
【図８】本発明の実施の形態の、多ノズル方式の大面積窒化処理法、または窒素化合物膜
の成膜方法を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の実施形態について以下説明する。
【００２３】
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本発明は、窒化プラズマ生成のために、マイクロ波によりノズル先端近傍に強電界を印
加し、窒素系ガス（窒素ガスやアンモニアガス等）をプラズマ状態とし、高密度の窒素系
活性種を基材に照射するリモートタイプの手法である。
【００２４】
図１は本発明の実施の形態のマイクロ波プラズマ窒化方法のために使用する装置の一例
の模式図である。図１のマイクロ波プラズマ窒化装置は、容器（１０）と、容器（１０）
内に設けられたマイクロ波プラズマ生成装置とで構成される。マイクロ波プラズマ生成装
置は、内部にガス流路と裏面に導体面を設けた誘電体基板（４）、誘電体基板（４）の表
面に設けられたマイクロストリップ線路（３）、誘電体基板（４）の一方の端の端面に設
けたノズル（７）、マイクロ波プラズマ生成装置にマイクロ波を供給するためのマイクロ
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波導入用フランジ（１１）と同軸ケーブル（２）、及びマイクロ波プラズマ生成装置にガ
スを供給するためのガス導入用フランジ（１２）とガス導入管（９）、とから構成されて
いる。前記マイクロ波導入用フランジ（１１）及び前記ガス導入用フランジ（１２）は、
容器（１０）に取り付けられている。
ノズル（７）は、原料ガスとともにマイクロ波の印加により生成されたプラズマが幅広
に一様に吹き出るように、例えば、スリット形状を有している。容器（１０）の内部に、
基材（５）をマイクロ波プラズマ装置のノズル（７）の真下に、ノズルの幅が基材の長手
方向と一致するように設置し、プラズマＣＶＤ処理を行った。ノズル（７）と基材（５）
との距離が所定の距離になるように調整して使用する。容器（１０）は、排気管（８）を
備える。図１の（１）の領域は、ノズル（７）と基材（５）との間の空間であり、詳しく
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後述する高密度窒素系活性種領域（１）である。ノズル（７）と基材（５）との間の空間
である高密度窒素系活性種領域（１）における窒素系活性種に関する情報を取得するため
に、容器（１０）に当該領域を計測するための活性種計測部が取り付けられていてもよい
。
【００２５】
マイクロ波プラズマ窒化装置の容器内圧力が増加することによって、窒素原子、ＮＨ分
子などの窒素系活性種の平均自由行程が短くなり、ノズル直下の基材付近において窒素系
活性種が増加するため、ノズル直下の窒化の均一性が向上する。このとき、マイクロ波電
力の増加、及び処理時間を伸ばすことのいずれか一方又は両方により、ノズル直下に加え
て、より広い範囲において、均一なリモートプラズマによる窒化を行うことが可能となる

30

。
しかし、従来のリモートプラズマ法では、窒素化合物の合成速度が遅く、長時間が必要
であるという問題があった。
【００２６】
本発明では、容器内の圧力を、イオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなるように
圧力を十分高く設定する。一般的に、プラズマとそれを囲む壁との間に形成するシースの
長さはデバイ長程度である。
これにより、プラズマと基材との間に、衝突状態のシースを形成することができ、プラ
ズマからのイオンは、シース内で他の粒子とぶつかり合い、その運動エネルギーを失う。
その結果、基材表面において、イオンを減らし、ノズルからのガスの流れと共に、高密度

40

の窒素系活性種が基材表面に供給される。
そこで、本発明で用いるプラズマ窒化処理及びプラズマＣＶＤによる窒素化合物製造の
圧力条件としては、プラズマにおけるイオンの平均自由行程（λM）がデバイ長（λDe）
より小さくなる圧力より高い圧力であることが好ましい。具体的には、プラズマＣＶＤ処
理の圧力条件としては、１ｋＰａ以上が望ましい。
【００２７】
従来知られている、プラズマにおけるイオンの平均自由行程（λM）について説明する
。
イオンの平均自由行程とは、他の粒子との衝突から次の衝突までの間にイオンが進む距
離の平均である。すなわち、イオンが衝突せずに進む平均距離である。平均自由行程（λ
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M）は下記の式（１）と式（２）、および式（３）から求められる。

【００２８】
【数１】

【００２９】
ここで、ｎは粒子の密度（ｍ‑3）、σは衝突断面積（ｍ2）である。

10

衝突断面積は、
σ＝πＤ2

（２）

である。ここで、Ｄは粒子の直径である。
また、下記の気体の状態方程式は
Ｐ＝ｎＫＴ

（３）

である。Ｐは圧力（Ｔｏｒｒ）、ｋはボルツマン定数（１.３８１×１０‑23Ｊ／Ｋ）、Ｔ
は温度（Ｋ）である。
式（１）に式（２）と式（３）を適用すると、粒子の平均自由行程は次のようになる。
【００３０】
【数２】

20

【００３１】
式（４）から、イオンの平均自由行程は圧力に反比例関係であることがわかる。圧力が
高くなるとイオンの平均自由行程が小さくなる。
【００３２】
一方、デバイ長（λDe）は次の式から求められる。

30

【００３３】
【数３】

【００３４】
ここで、ε0は自由空間中誘電率、Ｔeは電子温度（ｅＶ）、ｎeは電子密度（ｍ‑3）、
ｅは電子の電荷である。従って、デバイ長は電子密度と電子温度により決まる。
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【００３５】
本発明の窒素化合物の製造方法では、製造時の圧力条件を、イオンの平均自由行程がデ
バイ長より小さくなる圧力より高い圧力に設定するとともに、窒素系ガスを含む原料ガス
をノズルからプラズマ領域を通って基材表面に吹き出すことにより、ガスの流れが基材表
面に直接当たるようにすることが望ましい。
以下、図面を用いて、詳しく説明する。
【００３６】
図２（ａ）と（ｂ）に、それぞれ無衝突シースと衝突シースにおけるプラズマから基材
表面へのイオン衝突の様子を模式的に示す。また、図２（ｃ）に、本発明の方法において
基材表面に当たるガス流れの効果を模式的に示す。図中、プラズマ領域を斜線で示す。図
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中模式的にプラズマ状態を電子（三角）、イオン（丸）、窒素系活性種（七角形など）で
示す。図中矢印は粒子の移動を示す。
まず、無衝突シースと衝突シースにおける基材表面へのイオン衝突について下記に簡単
に説明する。
（１）無衝突シースにおける基材へのイオン衝突（図２（ａ）参照）
通常の低圧プラズマでは、プラズマと基材表面との間に無衝突シースを形成する。プラ
ズマで生成したイオンは、プラズマからシースの方に入ると、シース電位より基材表面に
向かって加速する。低圧の場合は、空間に粒子が少ないので、加速したイオンは高いエネ
ルギーを持ったまま基材表面に衝突する。そのため、低圧プラズマを用いたＣＶＤ処理で
は、基材表面へのイオン衝突が生じる。

10

（２）衝突シースにおける基材へのイオン衝突（図２（ｂ）参照）
通常、中間圧以上の高い圧力（厳密には、イオンの平均自由行程がデバイ長より小さく
なる圧力より高い圧力）のプラズマでは、衝突シースを形成する。プラズマで生成したイ
オンは、プラズマからシースの方に入ると、シース電位より基材表面に向かって加速され
る。ところが、高い圧力では、シース内における中性粒子などの密度が高いため、加速中
のイオンはそれらの粒子と衝突を繰り返して起こす。イオンは加速しにくくなり、基材表
面に達するイオンの運動エネルギーは低い。そのため、中間圧以上のプラズマを用いたＣ
ＶＤ処理では、基材表面へのイオン衝突は劇的に減る。
この衝突シースと無衝突シースについては、既に知られている。
【００３７】
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図２（ｃ）に示した、本発明の方法における基材表面に当たるガス流れの効果を簡単に
説明する。
本発明の窒素化合物の作製方法では、図２（ｃ）に示すように、原料ガスを前記基材の
表面に吹き出すことで、原料ガスの流れがプラズマ領域を通って強制的に送り出され、基
板表面に直接当たるようにする。これにより、放電により生成される活性種は、この原料
ガスの流れと共に基材表面に輸送される。さらに、基材表面に当たるガスは基材表面を沿
って流れるので、基材表面に輸送された活性種はガスの流れと共に基材表面を沿ってさら
に輸送され、その結果、基板表面に活性種が強制拡散される。
プラズマＣＶＤ処理中の基材表面に当たるガスの流速は、供給するガスの流量や、容器
内の圧力や、ノズルから基材表面までの距離や、ノズルの断面積などを変えることにより
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制御することが可能である。
また、本発明の方法に適する窒素化合物の製造装置として、図１に示すように活性種計
測部を設けることで、図２（ｃ）の領域における窒素系活性種を計測することが可能であ
る。例えば、窒素系活性種の発光を分光計測をし、その量を定性的ないしは定量的に評価
する。更に、その窒素系活性種の量に基準値を設け、その基準値の値よりも小ないしは大
に制御することで、より目的のプロセスに適した窒素系活性種の量を基材表面に提供する
ことが可能となる。
【００３８】
原料ガスは、窒素系ガスを含むガスを用いる。
また、プラズマの生成する条件に応じて、不活性ガス（アルゴン、ヘリウム等）を混合
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して用いる。不活性ガスを混合することにより、高い圧力においてもプラズマを安定に維
持することができる。
また、プラズマＣＶＤを行う条件に応じて、水素ガスを適量に混合して用いることがあ
る。
【００３９】
ガスは、容器内に設けられているノズルを通って基材表面に吹き出す。ノズルは、基材
表面の上部に設け、原料ガスの流れが基材表面に直接当たるようにする。上記ノズルの内
部及び／又はノズルの端又は周辺にマイクロ波を印加し、プラズマを生成する。
本発明では、基材をプラズマ生成領域から離れたところに置いても、ノズルから吹き出
て基材表面に当たる原料ガスの流れを適当な強さにすることにより、窒素化合物の作製に
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必要な活性種を基材表面に十分に供給することができる。これにより、プラズマ生成領域
から離れたところにおいても、欠陥が少ない窒素化合物を高速で成膜することができる。
また、原料ガスの流速と基材表面に当たるガスの流れの向きを適切にすることにより、
成膜の一様性を向上することができる。
【００４０】
本発明の窒化処理方法は、後述するＴｉＮの例の他に、ステンレス等の基材でも実施で
きる。
【００４１】
また、窒化処理法における高密度窒素系活性種供給法の技術を、ＭＯＣＶＤ等の基材表
面での窒素化合物膜の生成に適用することができる。本発明の窒素化合物の製造方法は、
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ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、あるいはＡｌＮ、及びその混合組成のいずれかからなる窒
素化合物の薄膜の製造に特に有用である。即ち、Ｇａ、Ｉｎ、あるいはＡｌを有機金属蒸
気として輸送し、前記原料ガスから生成される窒素系活性種を多く含むプラズマと、気相
あるいは基板上で反応させることにより、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、あるいはＡｌＮ
、及びその混合組成のいずれかからなる窒素化合物の薄膜を、７００℃以下の低温にて前
記基材上にエピタキシャル成長させることができる。
【００４２】
本発明のマイクロ波プラズマ窒化方法及び該方法で使用する装置について、以下に具体
的に説明する。
【００４３】
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ノズルの形状は、矩形、円形、または矩形と円形の中間の形でも良いし、様々な形状に
することができる。細長いスリット形状が望ましい。
高い圧力におけるマイクロ波プラズマ装置では、ノズルの断面面積が大きいと、マイク
ロ波電界とプラズマとのエネルギー結合が強くなり、プラズマが高温になる。高い圧力に
おいても、安定した低温プラズマを得るためには、マイクロプラズマの生成が望ましい。
マイクロプラズマとは、放電ギャップの距離が１ｍｍ以下である空間で生成するプラズマ
をいう。
本発明では、マイクロ波を用いてマイクロプラズマを生成するために、マイクロ波の伝
播方向に対して垂直な面にノズルを設けて、マイクロ波の電界がかかる方向（ベクトル方
向）のノズルの開口を１ｍｍ以下にすることが好ましい。
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したがって、本発明では、マイクロ波を用いてマイクロプラズマを安定に生成させると
共に、かつ大面積プロセス領域を実現するため、ノズルの形状として１ｍｍ以下の隙間を
持つ、細長いスリット形状が望ましい。
【００４４】
プラズマを生成するマイクロ波としては、９００ＭＨｚから５ＧＨｚまでの間の周波数
を持つ電源が包含される。マイクロ波の波形は連続波でも良いし、パルスでも良い。
【００４５】
本発明では、マイクロ波をノズルに印加するためのマイクロ波の伝送線路として、マイ
クロストリップ線路、または、ストリップ線路を用いる。マイクロ波の伝送線路として、
マイクロストリップ線路、または、ストリップ線路を用いることにより、ノズルのところ
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に局所的にマイクロ波の電界を集中させることが可能となり、高い圧力においても低温の
プラズマを生成することができる。
また、板状の誘電体基板に、マイクロストリップ線路又はストリップ線路と、ノズルと
を設けるので、これらを複数にアレイすることができる。これにより、プラズマＣＶＤ処
理面積を大規模化することができる。
ここで、マイクロストリップ線路とは、裏面に導体面を形成した誘電体基板の表面に導
体線路を形成した構造を持ち、電磁波を伝搬する伝送線路の一種である。ストリップ線路
とは、誘電体の表面と裏面に導体箔を形成し、誘電体の内部に導体線路を形成した構造を
持ち、電磁波を伝搬する伝送線路の一種である。
【００４６】
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本発明では、マイクロ波の伝送線路として、通常の導波管を用いることもできる。導波
管を用いる場合は、構造上、プラズマＣＶＤ処理領域がスポットとなり、狭い領域にスポ
ット状にプラズマＣＶＤ処理を行うことが可能であるが、プラズマＣＶＤ処理面積の大規
模化が難しく、工業用量産技術としては限界がある。
例として、矩形導波管を用いた吹き出し形のマイクロ波プラズマ生成することができる
。導波管を垂直に貫通する石英等のガス管を設け、ガス管内またはノズルに、マイクロ波
の電界を集中させることにより、プラズマを生成する。使えるノズルの直径は、導波管に
おけるマイクロ波の波長により決まり、２.４５ＧＨｚを用いる場合は１０ｍｍ以下であ
る。それ以上の直径では、プラズマ生成が難しくなる。また、この例では、構造上、ノズ
ルをアレイ化して設けることが困難であるため、プラズマ窒化処理面積を大規模化するこ

10

とが難しい。
【００４７】
本実施の形態では、前述の輻射熱からプラズマ源を保護するために、プラズマ源の過熱
や熱損傷を防止する手段を講じている。例えば、冷却手法として、ヒーターからの輻射熱
によって得られたプラズマ源の熱を、容器を通して容器の外部へ逃がす構造をとるとよい
。具体的には、プラズマ源を容器の一部に接触させる。プラズマ源は、より具体的には、
誘電体基板、マイクロストリップ線路、ノズル等を含むマイクロ波プラズマ生成装置であ
る。
【００４８】
本発明の実施の形態は、その基材温度、ガス流量、処理時間などは特に限定されないが
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、低温（基材温度８００℃以下）で窒化処理や窒素化合物の製造が可能である。また、本
発明の実施の形態は、雰囲気圧力１ｋＰａ以上に設定する工程である。また、本発明の実
施の形態では、例えば、窒素系ガスの流量が１−５Ｌ／ｍｉｎであり、基材へのプラズマ
照射が２時間以下とすることができる。
【００４９】
本発明の実施の形態では、基材を、連続的又は逐次的に、前後に移動させながら、もし
くは回転移動をさせながら、高密度の窒素系活性種を照射処理することにより、窒化層の
大面積及び連続的作製をすることができる。
【００５０】
（実施の形態１）
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本実施の形態においては、チタン金属を基材とし、吹き出し形のプラズマを生成するこ
とができるマイクロ波プラズマ生成装置を、容器内に設置して、１ｋＰａ以上の圧力にお
いて基材表面の窒化を行った。以下に本実施の形態で用いた窒化方法の詳細を述べる。
【００５１】
本実施の形態では、図１に示した装置を用いる。金属製の容器（１０）内にマイクロ波
プラズマ生成装置を配置する。ノズル（７）は、誘電体基板（４）の一方の端の端面に設
けた線状の矩形ノズルである。ノズル（７）は、原料ガスとともにマイクロ波の印加によ
り生成されたプラズマが幅広に一様に吹き出るように、スリット形状を有している。
【００５２】
本実施の形態では、前述の輻射熱からプラズマ源を保護する方法を採用している。本実

40

施の形態では、冷却手法として、図１に示すように、プラズマ源を容器の一部に接触させ
ることにより、ヒーターからの輻射熱によって得られたプラズマ源の熱を、容器を通して
容器の外部へ逃がすことで、プラズマ源の過熱及び熱損傷を防止している。
【００５３】
（実施例１）
本実施の形態の一実施例として、スリット形状を有し、断面のサイズが幅５０ｍｍ×隙
間０.５ｍｍのノズルを用いて実施した。容器（１０）の内部に、厚さ１ｍｍで大きさが
２５ｍｍ×２５ｍｍのチタン基材（５）をマイクロ波プラズマ生成装置のノズル（７）の
真下に、ノズルの幅が基材の長手方向と一致するように設置し、プラズマＣＶＤ処理を行
った。処理手順は以下の通りである。
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容器（１０）内に設けられた基材台（６）にチタン基材（５）を設置した。ノズル（７
）とチタン基材（５）との距離が３ｍｍになるように基材台（６）の高さを調整した。次
に、排気管（８）を通して容器（１０）の排気を行った。
次に、容器（１０）内に、ガス導入用フランジ（１２）、ガス導入管（９）、誘電体基
板（４）内のガス流路（表示せず）、及びノズル（７）を通して、窒素ガスを２Ｌ／ｍｉ
ｎで導入した。容器（１０）内の圧力を、排気管（８）に接続した圧力調整バルブを用い
て２.６６ｋＰａに保持した。
次に、マイクロ波導入用フランジ（１１）と同軸ケーブル（２）から、マイクロ波（パ
ワー６０Ｗ）を導入した。マイクロ波は、マイクロストリップ線路（３）が設けられてい
る誘電体基板（４）内を伝搬し、誘電体基板（４）の端部のノズル（７）の内部及び／又
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はノズル（７）の端に印加されて、プラズマを生成した。
原料ガス（窒素ガス）を基にプラズマが生成され、原料ガスの流れと共に、チタン基材
（５）に向かって高密度窒素系活性種が拡散した。この拡散した領域が、ノズル（７）と
チタン基材（５）との間の空間に位置する、図１に示している高密度窒素系活性種領域（
１）である。処理時間を１時間、基材を設置している基材台温度を８００℃とした。
ノズルのスリット方向においては、プラズマ生成領域はほぼ５０ｍｍであった。また、
ノズル（７）から吹き出た発光部は基材表面まで到達している。
図３に、本実施例１の条件でプラズマ生成した際の写真を示す。図中、基材台に配置さ
れた基材と、プラズマ源のノズルとの間の空間に、発光が見られる。分光計測結果から、
窒素原子と窒素系活性種が生成されていることが確認された。このことから、高密度窒素
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系活性種領域（１）の生成を確認することができた。
【００５４】
よって、ガス圧を中間圧力以上（１ｋＰａ以上）で、基材に直接に電圧を印加する必要
もなく、かつ、マイクロ波の投入エネルギーが５００ワット以下（本実施例ではさらに少
ない６０ワット以下で実現）で、一様な高密度窒素系活性種領域をプラズマ源から基材表
面まで生成し、該生成された窒素系活性種を基材に照射する本発明の方法により、短時間
のプラズマ処理で均一な窒素化合物の生成が確認できた。
【００５５】
（実施例２）
本実施の形態の一実施例として、実施例１と同様の装置により、チタン基材の窒化処理
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を実施した。
図４に、窒化処理を行う前（ａ）と後（ｂ）のチタン表面の写真を示す。窒化処理後は
、金色となり均一に処理されていることがわかる。ここで、黄金色となるのは、窒化がな
されていることを意味する。本実施例の生成条件は、マイクロ波パワー１００ワット、ガ
ス圧力２.６６ｋＰａ、窒素ガス流量１Ｌ／ｍｉｎ、処理時間を１時間、基材を設置して
いる基材台温度を８００℃、ノズル（７）とチタン基材（５）との距離が３ｍｍである。
図５に、顕微ラマン分光装置（ＲＥＮＩＳＨＡＷ）を用いて計測された、本実施例で得
られた窒化層のラマン分光スペクトルの測定結果を示す。図中、（１）はプラズマ窒化処
理後、（２）はプラズマ窒化処理前を示す。図から、２００ｃｍ‑1、３３０ｃｍ‑1、５５
０ｃｍ‑1にＴｉＮの代表的なピークが確認される。
図６に、本実施例で得られた窒化層のＸ−Ｒａｙ
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ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ

（ＸＲＤ

）の測定結果を示す。測定結果から、ＴｉＮのピークが確認された。
【００５６】
（実施例３）
本実施の形態の一実施例として、実施例１と同様の装置により、チタン基材の窒化処理
を実施した。本実施例では、２.６６ｋＰａ、６０ワットで、窒化処理を行った。窒化処
理後のチタン表面の硬度を、ｎａｎｏ
ＩＯＮＩＸ

ｉｎｄｅｎｔａｔｉｏｎ

ｔｅｓｔｅｒ

（Ｅｌ

ＥＮＴ１１００ａ(装置名)を用いてナノインデンテーション法により硬さ計

測した結果、１６ＧＰａのマルテン硬度であり、従来の窒化方法と同程度の硬度であった
。従って、従来技術より１０分の１以下の大幅な低消費電力での同等の硬度を示す窒化処

50

(13)

JP 6590420 B2 2019.10.16

理方法を提供することができた。
【００５７】
（実施の形態２）
本実施の形態では、ノズルの角度以外は実施の形態１と同様の装置で、チタン基材の窒
化処理を実施した。本実施例では、ノズルの角度を基材に対して斜めに射出する。
図７に、本実施例の窒化方法の模式図を示す。図では、基材の法線に対して４５度傾斜
したノズルを配置して、ノズルから、４５度の入射角度で基材に対して窒素系活性種を照
射する場合である。ノズルを傾斜させることにより、生成された窒素系活性種の照射領域
を変化させること、またＧａ、Ｉｎ、あるいはＡｌを有機金属の蒸気ガス流による窒素系
活性種の拡散抑制の点で効果がある。なお傾斜角度は±４５度の範囲が好ましい。
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【００５８】
（実施の形態３）
本実施の形態は、大面積処理に対応可能な窒素化合物の製造方法である。図８に、多ノ
ズル方式の大面積用の装置を示す。実施の形態１と同様の装置のノズルを多数ライン状に
並べて配置する。図８に示すように、マイクロストリップ線路とガス流路とをアレイ状に
し、長さ２００ｍｍのスロット形状のノズルにプラズマが生成するプラズマ源（１０６）
を複数設けることにより、プラズマ処理面積を大面積にしている。複数のプラズマ源は、
金属製の大面積用容器の上部面に並列設置されている。基材（５５）は、大面積用容器（
１０４）内の前後移動ないしは回転が可能な基材を設置するための温度調節が可能な基材
台（５４）上に設置される。容器は、排気部（５３）を備える。図の上段に、プラズマ源
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（１０６）の１個の構造を示す。ガス１（５１）及びマイクロ波（５０）をプラズマ源上
部に供給する。プラズマ源を容器の一部に接触させることにより、ヒーターからの輻射熱
によって得られたプラズマ源の熱を、容器を通して容器の外部へ逃がすことで、プラズマ
源の過熱及び熱損傷を防止している。
それぞれのプラズマ源に、原料ガス（ガス１（５１））として窒素系ガスをガス導入部
から供給する。ガス２（５２）（ＴＥＩｎやＴＭＧａなどの有機金属ガス）を必要に応じ
容器の他の位置から供給する。大面積用容器（１０４）内の圧力は、圧力調整バルブを制
御し、１ｋＰａ以上に保持する。それぞれのプラズマ源にマイクロ波パワーを印加し、ノ
ズルから射出される窒素系活性種領域（１０５）により処理を行う。
【００５９】
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ＭＯＣＶＤ結晶成長において一般的な１０ｋＰａ程度のガス圧力領域にてＩｎＧａＮの
結晶成長を行うためには、当該ガス圧力領域において窒素系活性種を結晶成長部に供給す
る必要がある。図８に示した装置により、ＭＯＣＶＤによる基材上へのエピタキシャル結
晶成長を実施できる。本実施の形態では、図８に示したガス１（５１）を供給するととも
に、ガス２（５２）を供給し、ガス１（５１）から生成される窒素系活性種と、ガス２（
５２）を、化学反応させて、基材（５５）上に気相成長させる。例えば、気圧１０ｋＰａ
程度で安定なプラズマ源を用い、アンモニア（ガス１（５１））を供給して分解し、キャ
リアガス（ガス１（５１））とともに窒素系活性種を基板近傍まで輸送するとともに、Ｉ
ｎ、ＧａなどＩＩＩ族元素を、ＴＥＩｎ（トリエチルインジウム）やＴＭＧａ（トリメチ
ルガリウム）などの有機金属（ガス２（５２））として供給することにより、低温で、緑
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色ＬＥＤ等に必要な窒化ＩｎＧａＮを低温で成長させる。本発明のＭＯＣＶＤによれば、
長時間安定性、耐温度、活性種生成特性に優れ、更に面一様性にすぐれた窒素系プラズマ
の発生により、低温で成膜できる。
【００６０】
（実施の形態４）
本実施の形態は、図１に示すように、活性種計測部（１３）を設ける場合に関する装置
及び方法に関する。前記活性種計測部を設けることで、図２（ｃ）の領域における窒素系
活性種の量を計測することを可能とさせ、更にその窒素系活性種の量に基準値を設け、そ
の基準値の値よりも小ないしは大に制御することで、より目的のプロセスに適した窒素系
活性種の量を基材表面に提供することが可能となる。
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【００６１】
上記実施の形態等で示した例は、発明を理解しやすくするために記載したものであり、
この形態に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
本発明は、鉄鋼やチタンなどの表面を窒化することによる表面改質法として利用可能で
ある。例えば、スピンドルやギア等の工作機械部品や、タービンや燃料噴射ノズル等の内
燃機関部品、パワーショベル等の減速機ギアや、航空機や自動車部品、医療用部品への窒
化処理等、様々な分野への応用が可能である。また、ＭＯＣＶＤなどの高密度窒素系活性
種供給法としても産業上有用である。
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【符号の説明】
【００６３】
１、１０５

窒素系活性種領域

２

マイクロ波伝送用同軸ケーブル

３

マイクロストリップ線路

４

誘電体基板

５、５５

基材

６、５４

基材台

７

ノズル

８

排気管

９

ガス導入管

１０

容器

１１

マイクロ波導入用フランジ

１２

ガス導入用フランジ

１３

活性種計測部

５０

マイクロ波

５１

ガス１

５２

ガス２

５３

排気部

１０４

大面積用容器

１０６

プラズマ源
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