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第 1 章 序論 

1.1 薄膜および薄膜形成法 

薄膜は、バルクである基板に様々なコーティングを施して、機能を加え高付

加価値にする手段として用いられている。言いかえれば、基材の持っている本

来の性質を生かしながら、その表面の保護や新しい性質を付加することと言う

こともできる。基板には、半導体として用いられているＳｉ基板、電子材料と

してのセラミック基板、ドリルなどのハードコーティングに使われる鉄系材料、

また車や建築用の窓に使われる硝子、最近急速に用途が広がっているディスプ

レー用プラスチック基板などあらゆるものに使われ始めている。 

そこで利用される機能も様々である。図１は、基材の種類とこれに加えられる

機能、そこに使われる用途を硝子を中心にその例を示したものである。用途に

対応するために薄膜形成法も多くの種類がある。表１は、薄膜用途に対応した

薄膜形成法を示している。このように多くの薄膜形成法があるのは、多くの用

途に対して最適に選択をしなければならないからであり、その選択によりコス

ト、性能が大きく左右される。表２は、薄膜形成法を分類したものである。薄

膜形成法には、多くの種類があるが、大きく分けて、気相からの薄膜堆積を利

用するドライプロセスと液相からの堆積を利用するウエットプロセスがある。 

ウエットプロセスは、真空を利用しないので、その分初期投資が比較的尐なく

て済み導入し易いというメリットがあるが、膜の質としては、高機能膜をつく

るのは難しい。一方、ドライプロセスは、真空を使うかあるいはプラズマを使

うことが多く、その分装置に費用がかかるが、高機能膜を作るのに適している。

真空を使うことにより、 

①原子サイズの膜の堆積、膜厚、膜質制御が可能 

②高純度の膜の形成が可能 

③熱力学的に非平衡なエネルギーが与えられることによる新規な膜の形成が可

能 

④プラズマ形成に有利なため、低温で高機能な膜の形成ができる 

等が考えられる。 

ドライプロセスはさらに物理的方法と化学的方法に分けられ、物理的方法の中



に、蒸着法とスパッタリングがあり、薄膜材料を粒状、板状などの固体で供給

し真空中にて、蒸発、あるいはスパッタリングにて基板表面に吸着、あるいは

運動エネルギーによる衝突などにより薄膜が形 

【基材】        【機能】      【商品】     

ガラス        光的     ミラー、レンズ、眼鏡 

                 スリガラス 

プラスチック     熱的     防曇、防氷ガラス、OSR 

                 LowE ガラス 

セラミック      電気的    透明導電ガラス 

 

金属         電磁的   電磁シールドガラス      

 

複合材料       磁気的    ハードディスク 

                 光磁気ディスク 

           機械的   化学強化ガラス 

             

           意匠的   熱線反射ガラス 

                 装飾ガラス 

 

 

図１   表面処理の機能 (ガラスの例) 
 

 

 



 

 

 

 

 

表1　表面処理製品とその成膜法の例

分野 商品 成膜法

熱線反射ガラス スパッタ、スプレー
LowE スパッタ、スプレー

建築用 電磁シールド 蒸着
ミラー 湿式めっき、スパッタ
帯電防止 スパッタ、スプレー

伝熱ガラス（新幹線、航空機） スプレー、スパッタ
自動車用熱線反射ガラス/ スパッタ

自動車、 防眩ミラー スパッタ、蒸着
車両用 HUD スクリーン印刷

防曇デフォッガー スクリーン印刷、湿式めっき
太陽電池付きガラス スパッタ、ｐ－CVD
シェードガラス フレキソ印刷

透明導電膜（ITO、AZO） スパッタ、蒸着
アルカリバリアコート スパッタ、CVD、ディッピング
TFT-LCD スパッタ、ｐ－CVD
磁気ディスク スパッタ、湿式めっき

電子部品 フォトマスクブランクス スパッタ
帯電防止 蒸着、スピンコート
人工衛星カバーガラス 蒸着
バーコード用ウインドウガラス スパッタ
光学膜（AR、ダイクロ膜など） スパッタ、蒸着

その他 レキサン耐候性コート フローコート
眼鏡レンズ フロー、蒸着、スパッタ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



         表２  薄膜作成方法 

 

           ゾルゲル法             電気めっき法 

液相成長法      メッキ法              無電解めっき法  

（ウエットプロセス）                   スピンコート法 

           塗布法               スプレー法 

                             ディッピング法 

           印刷法               スクリーン印刷法 

                             インクジェット印刷法 

                              

                             抵抗加熱法 

                             電子ビーム蒸着法  

                     蒸着法     イオンアシスト蒸着法 

                             イオンプレーティング法 

                             レーザアブレーション法 

                             アーク蒸着法 

           物理的方法             分子線成長法 

                                       （PVD）              直流マグネトロン 

                                                         高周波マグネトロン 

    パルスマグネトロン 

  スパッタリング AC マグネトロン 

  気相成長法 法 対向ターゲット 

  （ドライプロセス） アンバランス型 

  ロータリー型 

  イオンビームスパッタ 

  熱化学気相成長法 

       化学的方法  プラズマ化学気相成長法 

    （CVD） 有機金属化学気相成長法 

                             光化学気相成長法  

  

 

成される。化学的方法とは、薄膜材料をガスで供給し化学反応を膜の形成に利

用しているので、必ずしも真空を必要とはしていない。 

建築用、自動車用窓などガラス基板への機能膜、近年急激にニーズが高まっ

てきたＯＬＥＤ、ＬＣＤなどのディスプレー製品に使われるガラスあるいはプ



ラスチック基板への機能膜は、高機能化とコストダウンが要求され大面積基板

と低温形成が重要な生産要素となってきた。このニーズに対応するには、プラ

ズマを用いた薄膜形成により、低温で高機能膜を作る技術が求められ、同時に

大面積基板へ応用する必要が出てくる。 

プラズマを用いたドライプロセスのなかで、大面積基板に対応可能な方法とし

てイオンプレーティングとマグネトロンスパッタリングがあり、工業的な生産

にも幅広く使われている。いずれも真空を用いた薄膜形成法であり基板と成膜

ソースとの間にプラズマソースが入ってくる。 

 

 

1.2 イオンプレーティング法による薄膜作製とその 

  応用  

イオンプレーティング法は、真空蒸着をベースにした方法であり、真空容器

（チャンバー）内に設置した基板に対して、真空内で加熱された蒸着材料が基

板に吸着されて薄膜が形成される。蒸着材料への加熱手段としては、電子ビー

ム、抵抗加熱、誘導加熱など各種の手段があり、現在では電子ビーム加熱が主

として使われている。これは、抵抗加熱などでは、蒸発量を制御できず膜厚の

制御が難しいこと、セラミック材や高融点金属などを加熱するのは困難である

こと、また蒸着物の加熱の際に必要になる容器（ボート、あるいはコイル）の

成分が蒸着物と固溶して不純物になったりすることを避けるためである。真空

蒸着のみでは、蒸発した粒子の持つエネルギーが約０．１eV 程度と非常に小さ

いため、低温成膜では、密着性がよく、緻密な膜をつくることが難しい。また、

化学反応を起こすには、その活性化エネルギーが必要なため、化合物などの高

機能膜を形成するのも困難である。そこで基板温度を高くすることなく、緻密

で、密着性の良い、高機能な化合物膜を得るには、蒸着粒子にエネルギーを与

え、活性を高める必要がある。そのために、さまざまな方法で、蒸着粒子をイ

オン化しさらに加速して、エネルギーを付加する方法が考えられ、これがイオ

ンプレーティング法である。図２にイオンプレーティング法の種類を示す１）。 



図2 イオンプレーティングの種類１）

 

 



 

 

次に各方法について、特徴を解説する。 

(a) ＤＣ法とも呼ばれる方法の改良型である。 

基板に負の電圧を掛け、イオンボンバードしながら蒸着粒子を付着させる。 

蒸着源上に W フィラメントなどで作った熱陰極を設けて加熱し、熱電子を

蒸着粒子にぶつけて、イオン化を促進させる。 

(b)高周波励起法  

 高周波コイルに電界印加し、プラズマを発生させて、イオン化する方法であ

る。低いガス圧でも放電維持ができる。気体分子のイオン化率はあまり高くな

い。 

(c)ＨＣＤ法 

ホローカソードイオンプレーティング法は、蒸発源として使う高電流、低電

圧の電子銃が、蒸発源とイオン化源の両方を兼ねるため、イオン化率が非常

に高く、成膜速度速い。 

(d)クラスターイオンビーム法 

 小さい穴のあいたるつぼの中で蒸着材料を蒸発し、小さい穴から吹きださ 

せ、１００～１０００個程度のゆるく結合した原子集団からなるクラスターを

作る。その中の原子または分子の一部を熱電子によりイオン化させ、基板に印

加した負電位により、クラスターを加速する。 

(e)活性化反応蒸着法 

 リング状のプローブ電極が設置され、正の電圧を印加して放電を起こし、蒸

発粒子をイオン化する。 

(f)マルチアーク方式 

 蒸着物質であるターゲットを陰極としてアーク放電を起こし、アーク電流に

よりプラズマ状態をつくり、蒸発粒子をイオン化する。アーク放電のために、

局所的に大きな電流がながれプラズマ密度が高くなる。イオン化率が高く、ま

た成膜速度も大きい。ただし、ドロップレットと呼ばれる溶融粒子が基板表面

に付く欠点がある。 

(g)イオンビームアシスト蒸着 

 イオン銃を用いて、基板に堆積しつつある蒸着粒子にガスイオンを照射しな

がら蒸着を行う。イオン銃を使っているために、低圧下で利用でき、制御性が

良いが、イオンを照射する方式のため、照射サイズが限定される。また基板が

絶縁体の場合には帯電し、イオンを反射するようになり、帯電防止のために、

別途電子ビームを同時に照射する必要がある。 

このように、イオンプレーティング法には、蒸着粒子をイオン化させエネルギ



ーを与える方法として各種あるが、それぞれ特徴があり、利点、欠点がある。 

プラズマ密度が高く、高い反応性を期待できる方法としては、ＨＣＤ法とアー

クプラズマ法が適していると考えられるが、アークプラズマの場合には、あま

りにも局部的に大電流が流れて、粒子の塊であるドロップレットが生じるため

に、膜質の制御性が悪く、機能膜を作製するには、不向きである。また、ＨＣ

Ｄ法、アークプラズマ法を除くと、イオン化の程度が尐なく、さらに粒子を加

速するための負電圧を印加することが必要になり、大面積基板への均一性に関

しては、難しいと考えられる。 

これらの観点から、窓ガラス、あるいはディスプレー用大型ガラス基板、プラ

スチックフィルム基板に適用できる、大面積、低温基板温度、高速成膜、高機

能化合物膜などの成膜条件を考えた場合に、ＨＣＤ法が最も適している手段の

一つであると考えられる。 

ＩＴＯ膜を中心とした透明導電膜は、これらの用途として、重要な膜であり、

その比抵抗を下げる為には、低温で反応性の高いプロセスが必要となる。 

反応性ガスを導入し、ガス原子を薄膜成分の一部として利用する反応性イオン

プレーティングでは、蒸着粒子、ガスの反応性を上げるためにプラズマ密度を

上げ、イオンやラジカルの生成を促すことが重要となる。たとえばＨＣＤ法で

は、以下のような、イオン化率の試算がある２）。 

ＴｉＣ成膜において、バイアスに流れる電子電流を Ip、イオン化率ηとすると

反応性ガスＣＨ４、キャリアガスＡｒとして、図３のようになる。電流が増加す

るにつれ、イオン化率は上昇し、また反応性ガスが増加するにつれ、イオン化

率は下がる。１５０A においては、イオン化率は、１０％から１８％の範囲に

なる。 

ＨＣＤ法は、プラズマ密度が高く高機能膜ができる方法といえるが、基板サイ

ズを大きくした量産タイプでの報告は尐なく、特にプラズマガンが多数並んだ

場合の基礎的なデータはあまり見られないのが現状である。HCD 法の中にも、

尐しずつ特徴が異なるいくつかの方法がある。 

 

 

 

 

 



図3 イオン化率シミュレーション２）

 

 

1.3 マグネトロンスパッタリング法による薄膜作製 

  とその応用 

現在最も一般的に、量産装置として利用されているスパッタリング方式が、

マグネトロンスパッタリングである。マグネトロンスパッタリング法は、最も

単純な構成である２極スパッタリング法を改良し、ターゲットの裏側にマグネ

トロンを配置し、ターゲット表面に平行な漏洩磁界を発生させ、電子をターゲ

ット近傍に閉じ込めることにより、プラズマ密度を上げ、放電電圧、放電圧力

を下げ、成膜速度を大きくした方法である。 

 

 



この方式には、電源を変えたり３）、カソード形状を変えたり４）することによ

り、いくつかの方式がある。表３、図４は、各種マグネトロンの特徴をまとめ

たものである。最も一般的なマグネトロンスパッタリング方式は、プレーナー

型と呼ばれる平板型のカソードを用い、ターゲット裏面のマグネトロンの配置

は、ターゲット表面に平行磁界を作ってそこに電子を閉じ込めターゲットのエ

ッチング速度を増加させるために、ＳＮＳ、またはＮＳＮと交互に配置される。

その場合に、エッチングされる磁極間のターゲット部（エロージョン部）とエ

ッチングされない部（非エロージョン部）が生じるために、ターゲットの減り

方が一様ではなく、一般的には、ターゲットの利用率が２０～３０％に下がっ

てしまう。 

(a)~(d)は、電源にいろいろな手段を用いることにより、放電の仕方、エネルギー

の投入方法を変えた方式、(e)は、カソード配置を変え、カソードが向かい合っ

ている方式、(f)は、磁場強度、バランスを変えた方式、(g)は、カソード形状を

円筒型にした方式である。以下概説する。 

 

(a)直流（ＤＣ）スパッタリング 

直流の電源で放電しスパッタする方式であり、ターゲットが金属、または導電

性のある材料に限られる。 

(b) 高周波（ＲＦ）スパッタリング 

高周波電源を用いて、スパッタする。周波数は通常１３．５６ＭＨｚを使うが、

プラズマ密度を上げ、スパッタ粒子のエネルギーを下げたい場合に、周波数を

さらに大きくすることも可能である。電源はＤＣに比べて高価である。ターゲ

ットには、絶縁体も使えるため、ターゲットの材料は、自由に選べる。ＤＣ放

電に比べ、ターゲット表面での加速電圧が小さく、スパッタ速度は遅い。 

(c) パルススパッタリング 

５０～３００ＫＨｚ程度のパルス電源を用いてスパッタする。反応性ガスを導

入して、反応性スパッタリングを行う時に、非エロージョン部に堆積した絶縁

物には、Ａｒプラス電荷が帯電する。この電荷とカソードの負電荷によりアー

キングが生じるのを防止するために、開発された方法である。負電荷と正電荷

あるいは負電荷の中にＯＦＦ時間を置き、帯電した正電荷を中和する。また、

パルスのカソードとして働く時間とＯＦＦ時間の比（デューティー比）を変え

て膜の構造制御にも使うことが出来る。このＯＦＦ時間分は、成膜速度が下が

る。 

 



表３　マグネトロンスパッタリング方式

　　　　手段 　　　　方式 特徴
カソードは一般的なプレーナー型であり、最も標準的な

a 直流 構造を持つカソード。
ターゲットの表面に、平行磁場を作り、そこにプラズマが生じ
ターゲット粒子のスパッタが集中して起こる。

　電源 b　RF 投入する電力の波形あるいは周波数を変えることにより、基板とカソードの間の
プラズマの密度や温度を変え、膜の構造、膜質の制御に
利用している。

c パルス

２台のカソードを並べて、デュアル型で用いる。
d　AC（交流） プラズマ密度が高く、また非エロージョンの帯電防止に効果的である。

反応性スパッタで多く用いられる。
カソードが対向配置している。高エネルギー粒子の膜への照射

カソード配置 e　対向ターゲット、 が減尐し、ダメージレス型として利用される。スパッタ粒子も尐なくなり
　　V型カソード 成膜速度は低い。V型は、成膜速度を改善したタイプ。

カソード内の磁場分布を、ターゲット表面から基板方向に大きくをターゲット表面から基板方向に大きく
磁場強度、バランス磁場強度 f　アンバランス型 したタイプ。基板へのプラズマ照射が起こり、膜質改善に利用
バランス している。

カソードの形状を円筒型にし、エロージョンを広げた構造。
カソード形状 g　ロータリー（円筒型） 非エロージョン部が減り、帯電が起こりにくいため、アーキング対策

には有利。ターゲット利用率が向上するが、ターゲットコスト
が課題。

 



図４ マグネトロンスパッタリング方式（図解）

(a,b,c)

(f)

(g)

(d)

(e)

a,b,c バランス型
d デュアル
e 対向型
f    アンバランス型
g    回転カソード

 

 

 

 

 



 (d)交流（ＡＣ）スパッタリング 

パルスの代わりにサイン波を使い、２台のカソードに交互に正負の電荷を印加

する方法。 

常に２台のカソードのうち１台がカソードとして他方がアノードとして常に入

れ替わるので、反応性スパッタにおいて非エロージョン部上の絶縁物の帯電が

起こらず、アーキングが発生しにくい。また、アノード上への絶縁物堆積によ

るアノード消失という問題がなくなる。パルスのように、ＯＦＦ時間を調整す

る（デューティー比を変える）ことは、出来ない。２台使うので、倍のスペー

スが必要になる。 

(e)対向ターゲット方式（Ｖ型カソード） 

カソードが向かい合って配置され、そこで放電されてスパッタされた粒子がカ

ソードと直交した位置にある基板に堆積されるスパッタ方式である。有機物膜

あるいはプラスチックフィルム基板など熱、高速イオンなどによってダメージ

を受ける場合に、有効と考えられる。磁場配置は、カソードの一方がＮ極、他

方がＳ極という構成であり、カソードでのエロージョンが比較的均一であるた

め、ターゲット利用率は高く６０－７０％程度になる。ホローカソード型のた

めに内部でのプラズマ密度は高いが、基板が直交しているために、高速粒子が

出てこないのと同様に、スパッタ粒子も尐なく、成膜速度は遅い。 

(f)アンバランス型方式 

マグネトロンの磁場強度を通常のバランス型では、Ｓ極、Ｎ極の強さを均等に

して、ターゲット表面での平行磁場を作り、プラズマ強度を上げてターゲット

のエッチングを行う。アンバランス型では、Ｎ－Ｓ極間の磁場強度を不均衡に

して、プラズマを基板側にも広がるようにしたスパッタ方式である。従来のフ

ェライトなどの弱い磁石に比べて、Ｎｄ-Ｆｅ-Ｂなどの強い磁石が開発され、小

さなスペースで強い磁場が作れることから、この方式が可能となった。基板に

到達するイオン、エネルギー共に増加するため、膜の構造制御に使われる。多

磁極にして、ターゲットのエロージョンを均一化し利用率の向上も可能となる。 

(g)ロータリー（円筒型）方式 

ターゲットは平板型のものが一般的である。円筒型のターゲットにして、利用

率の向上を図ったカソード。円筒型にした場合には、固定した磁石の周囲にタ

ーゲットを回転させて利用率が８０～９０％程度になり、非エロージョン部を

ほぼ無くしたターゲットになるので、アーキングの発生を抑えることができ反

応性スパッタに有利となる。デュアルとして２台で使うことが多い。また、冷

却水は、円筒内部に入れ、マグネットを含めて、ターゲットを直接冷却してい

るので、冷却効率が良く大きな電力密度を投入できる。ターゲットが特殊な形

状をしているために、ターゲット製作コストが高くなり利用できるのは製作コ



ストの安い材料に限られる。 

スパッタリング法は、イオンプレーティング法に比べて、ターゲットの大型

化が容易でスケールアップするのには、適している。ただし、酸化物や窒化物

などの化合物膜での成膜速度が遅く、これを早くすることが、量産プロセスに

は、大きな課題となっていた。 

ＳｉＯ２膜は、光学膜、バリア膜などとして、大変汎用性のある重要な膜である。

特に光学膜としては、低屈折率膜として、不可欠となる。ロータリーカソード

の利用は、非エロージョン部が小さく、酸化物膜でのアーキングを減尐させ、

高速化出来る可能性が高い方法と言える。建築用、自動車用の窓、あるいは薄

型ディスプレーの光学膜、保護膜、バリア膜などとしての用途が大きく伸びて

きており、最適プロセスの開発がすすめば、さらにその用途が拡大するものと

考えられる。 

一方、スパッタに必要な電力として、各種電源の開発、適用が行われてきた

が、基板の大面積化に対するニーズから、大型化した場合にも容易に利用でき、

大電力電源が安価に提供できる方式として、ＤＣ、パルス電源が量産装置とし

て主流となってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 本研究の目的および構成 

イオンプレーティング法、マグネトロンスパッタリング法は、ＰＶＤ法の成

膜プロセスでは、最も中心的な方法であり、さまざまな用途に対応して、新し

い方法が取り入れられ発展してきた。特に、スマートフォンに代表されるディ

スプレーを中心とした機能膜製品では、軽く、薄く、割れない、リサイクル容

易な材料への変化が顕著である。それは、従来一般的に使われてきた、ガラス

基板から、プラスチック基板へ基板材料が変化していることである。基板材料

が、プラスチック化された場合には、真空を用いた成膜プロセスでの必要条件

が変わり、低温での成膜が必要になる。すなわち真空成膜としての必要な条件

として 

①低温での成膜 

②高速成膜 

③ダメージレス 

④大面積化 というパラメーターを満たすことが要求される。 

また、ディスプレーを中心とした高機能膜には光学膜、透明導電膜の２種類の

機能膜を積層することによって商品を構成していることが多い。すなわち光学

膜としてはＳｉＯ2 膜、透明導電膜としてのＩＴＯ膜は、非常に重要で、代替材

料の探索が活発に行われている。現在、それに取って替わる有効な新材料が見

つかっていない。今後は、用途に適した新材料が用途ごとに、出てくるであろ

うと考えられるが、ＳｉＯ２膜、ＩＴＯ膜の重要性は変わらない。したがって、

この２種類の膜のフレキシブル基板への最適成膜法は重要な課題となっている。 

温度が上げられない場合での、熱に変わる新しいエネルギー源としてプラズマ

を利用した新しいプロセスが求められている。新しいプロセスでは、小さな実

験機に基づくデータはあるが、それを工業的に量産する場合のスケールアップ

に対してそのままでは、適用できないのが現状である。特に、イオンプレーテ

ィング法では、大面積へのスケールアップに対する基礎データがあまり見当た

らない。それは、イオンプレーティング法が、基本的には、大面積基板に不利

であることが理由である。そのために、どこまでスケールアップできるか、そ

の可能性を検討する。また、基本的にはスケールアップが容易であるスパッタ

リングの場合には、成膜速度が遅いという課題がある。マグネトロンスパッタ

リングに対しては、化合物膜に対する成膜速度を向上する新しいプロセスが求

められている。 

本論文は、応用製品として重要なディスプレーのフレキシブル化すなわち基

板のプラスチック化に対応して、透明導電膜としてのＩＴＯ膜、光学膜として

のＳｉＯ２膜、について最適成膜方式を検討することが目的である。そのために、



ＰＶＤ法の中で中心的な手法となっている２つの方法について、ＩＴＯ膜に関

しては、イオンプレーティング法を用いて、大面積化に対する技術の開発、 

ＳｉＯ２膜に関しては、マグネトロンスパッタリング法を用いて高速成膜に対す

る新プロセスの探索を目的とした。薄膜を用いた製品の機能向上とコストダウ

ンの為には、各材料に対応した最適なプロセスの選択とさらにそのプロセスに

対応した成膜条件の最適化が不可欠である。 

本論文は、以下の各章から構成されている。 

 

第１章 序論 

本章では、研究の背景、本研究の目的について述べる。 

プラズマを用いた低温成膜でのイオンプレーティング法、マグネトロンスパッ

タリング法全般について技術的特徴についてまとめる。つぎに、各プロセスで

の課題と研究開発テーマについて述べる。 

 

第２章 高密度プラズマガンを用いた低抵抗ＩＴＯ膜の大面積基板への高速成

膜 

イオンプレーティング法のなかでプラズマ密度が高く、成膜速度が高い高密

度プラズマガン（ＨＤＰ法）を用いたＩＴＯ膜の大面積基板への成膜特性につ

いて、およびプロセス開発について検討結果を述べる。 

 

第３章 高速反応性スパッタ用新規回転カソード開発 

回転カソードを用いた新たな高速スパッタリング法の検討結果を述べる。 

反応性スパッタリングを用いて化合物膜を作製する場合、ターゲット表面の非

エロージョン部に堆積する絶縁物への帯電を除去することが重要である。除去

する方法として、ターゲットへのプリスパッタをスパッタ中も同時に行うとい

う新しいプロセスを考案し、その結果を示す。 

 

第４章 総括 

イオンプレーティング法、マグネトロンスパッタリング法を用いて得られた

化合物膜作製に関する一連の研究で得られた結果を総括する。 
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第２章 高密度プラズマガンを用いた低比抵抗 ITO

膜の大面積基板への高速成膜 

 

2.1 緒言 

ITO 膜は、透明導電膜の中で、最も重要な薄膜材料であり、ディスプレーの

電極材料やタッチパネルとして広く使われており、液晶テレビ、携帯電話、各

種ナビゲーターやゲーム機など不可欠な材料となっている。また、透明導電膜

としては、電熱ガラスとして航空機、新幹線、自動車などの風防ガラス、建築

用、自動車用の窓ガラスとしてソーラーコントロールガラスや電磁遮蔽ガラス

などがある。 

これらの製品に対しては、大面積に均一で低コストであることが必要である

が、また最近では、プラスチック基板への成膜が増え、耐熱温度の点からも低

温での成膜が要求されている。いわゆる基板のフレキシブル化のニーズが大き

くなってきた。プラスチック基板に対しては、その耐熱温度が限られ、材料に

合わせた低温での成膜が必須となる。また、ガラス基板の場合でも、ガラス基

板の厚さが薄くなり、その歪が問題となるために、低温化のニーズが増してい

る。 

従来、低比抵抗、高透過率である高品質の ITO を成膜する場合に、300℃程度の

加熱をガラス基板に行うことで、結晶性の良い 10
-4
Ωcm 台の低比抵抗の膜を作

製していた。しかし、高温に加熱すると、結晶粒の成長が起き、ガラスのハン

ドリングが難しく、また加熱後の真空中での冷却に大きな時間が取られ生産性

が良くない。また、プラスチック基板には、成膜できない。低温での成膜では

高品質の膜を作製するために、熱以外の活性化エネルギーが必要となり、プラ

ズマソースによる、活性化が行われている。同時に、成膜速度の高い成膜法に

よるコストダウンが求められている。 

高密度プラズマガン（HDP ガン）を用いたイオンプレーティングは、従来の

高電圧、小電流の放電に対して、低電圧、大電流のアーク放電型のプラズマガ

ンであり、大きなプラズマ密度で、蒸着膜の活性化ができ、またハ―ス上の蒸

着原料に対して高密度のプラズマにより、大きな蒸着速度が取れるガンである。

シート化磁石によりシート状のプラズマを形成し、スリット型ではできないプ

ラズマ密度を保持して放電ができ、他のイオンプレーティング法に比べて大面

積基板に有効であると考えられる。 



本章では、反応性ガスとして O2 を導入し、HDP ガンを利用した反応性イオンプ

レーティングにより ITO 膜を作製し、成膜速度、光学特性、内部応力、膜厚均

一性、結晶構造などの膜特性を検討した。また、最大 5 台のプラズマガンを並

行に配列し、膜の均一性、再現性を検討し、量産プロセスとしての大面積基板

への可能性を検証した。HDP プラズマガンを用いた、このような大面積化の検

討は、今まで報告されたことがない。 

 

2.2 実験装置 

2.2.1 HDP ガン 

図 2.1 に、プラズマガンを組み込んだ装置の原理図１）、図 2.2 に実験装置、図

2.3２）に Ta-LaB6 複合陰極をそれぞれ示す。 

イオンプレーティングのプラズマ源を作る放電陰極としては、①構造が簡単、

②放電の開始が容易、③大電流が取れる、④使用後空気にさらしてもよい、⑤

寿命が長い、⑥イオンの逆流衝突に強いことなどが好都合である 1)。図 2.3 の複

合陰極を使い、図 2.1 に示した圧力勾配型の装置を使った。圧力勾配は、陰極と

成膜を行う陽極との間に中間電極を入れ、陰極には、100 Pa 程度の放電ガスを

導入し、容易に大電流を出せるようにし、陽極領域には、膜質を良くするため

に 3×10
-1

 Pa 程度の高真空にする。これにより、陽極領域からのイオンの逆流を

防ぎ、陰極の消耗を防ぐことが出来るのが特長である。特に成膜チャンバーに

は反応性の O2 ガスを導入するために、直接放電型では、酸素により陰極が消耗、

务化しやすいため、この方式のメリットが大きいと言える。 

放電電圧は、陰極と第一中間電極で約 40V、第一中間電極と第二中間電極間

で、約 35V、第二中間電極と円筒陽極の間で約 15V であり、全放電電圧は約 90V

となる。放電電流は 300A 程度まで安定に上昇可能である。 

このプラズマガンの放電の特色は陰極にあり、図 2.3 において説明する 2)。 

陰極から Ar を放電ガスとして流し、陰極領域に 100 Pa 程度の圧力、陽極ではチ

ャンバーの排気系により 10
-1 

Pa 程度に保つ。陰極ー陽極間に 600V 程度の直流

電圧を掛けて Ta パイプの先端にグロー放電（1A 程度）を放電する。この初期

放電によって Ta パイプの先端が Ar ガスの電離による逆流イオンの衝突によっ

て加熱され、熱電子を放出するようになり、放電電圧が次第に低下し、放電電

流が増大する。Ta パイプの先端が 2000℃以上に加熱されると、放電電圧 70V 前

後、放電電流 30A 以上も容易になる。この状態で暫くして、Ta パイプの放射熱

で周辺の LaB6 円板が 1700℃程度に加熱されると、LaB6 円板から大電流の熱電



子放出が始まり、放電の主陰極が LaB6 に移り変わっていく。このとき Ta パイ

プの温度は低下し、熱的消耗が回避されるようになる。初期スパッタリング加

熱 

 

図2.1 HDP装置の原理図１）

１ ガス導入口
２ 陰極
３ 空芯コイル１
４ 空芯コイル２
５ 放電電源
６ チャンバー
７ ハ―ス
８ ハ―ス下磁石
９ ポンプ
１０ 反応ガス導入口
１１ イオン集積電源
１２ 基板
１３ 放電プラズマ流
１４ 収束用補助空芯

コイル



図2.2 実験装置
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図2.3 HDP装置の陰極構造１）

 

 

 

 

 

 

 

に強い Ta パイプ、最終の熱電子放射温度に強い LaB6 を組み合わせ、外部加熱

ヒーターなしの、簡単で効率的な複合陰極にしたことがメリットになっている。

LaB6 は、仕事関数が低く、熱電子放出が容易であり、走査型電子顕微鏡のフィ

ールドエミッションタイプにも電子源として使われており、汎用性の高い材料

である。 

 

 

 



2.2.2 放電特性 

HDP ガンを用いた基礎特性を測定した。最終的には、1.8 m 幅の基板に均一

に膜を付ける必要があり、2 ガンを使って 100 cm 幅に成膜することにより、そ

の基本特性を検討した（図 2.2）。放電ガス流量は、Ar:50,O250 sccm であり、以

後、特に明示しない場合には、実験条件となっている。図 2.4 は、放電電流依存

性を示している。基板位置は、ガンの反対側からみて、すなわちロードロック

側から見て、左側からの距離を示している。放電電流を 100A から 250A まで変

化した時の膜厚分布、比抵抗分布を示している。100A から 150A に上げると、

急激に膜厚が増加し、その後 250A までは緩やかに増加する。比抵抗値は、100A

から 200A まで低下が急激に起きる。すなわち、100A から 150A までの間は、多

くは電流増加が加熱に使われ、150A から 200A にかけては、多くはプラズマの

生成に使われているように考えられる。200A では、比抵抗分布が大幅に改善し、

この電流値での放電が、比抵抗分布に重要であると言える。膜厚に関しては、

ガンの反対側からみて、左側に最大のピークがあり、右側になるにつれ、減尐

している。これは、プラズマのねじれによるものであり、この補正のシミュレ

ーション結果については、後述する。 

図 2.5 は、Ar ガス量依存性である。Ar ガスが 60cc から減尐するに従い成膜速

度は比例的に増加する。これは、Ar ガス量を減らすことで、イオン化が進みプ

ラズマ密度が増し、ITO 材料への電子加熱効果が上昇したと考えられる。30cc

では、膜厚分布は、それまでより、センター拠りに大きく山形の分布となった。

同様に、比抵抗は、Ar ガスが減尐するにつれ下がり、30cc で最低値を示す。 

図 2.6 は、HDP ガンとチャンバーの間におかれた空芯コイルの電流値変化に

よる膜厚分布、比抵抗変化である。空芯コイルは、収束コイルと呼び、この電

流を調整して、ハ―ス軸とプラズマガン軸の交点が一致するようにすることで、

放電プラズマ流はハ―スの真上で 90 度曲がり、ハ―スに集中する。90 度曲げる

ことにより、ハ―スへの放電電力の集中だけでなく、プラズマ空間への放電電

力を投入することが出来る。10A では、膜厚分布が悪く、15A では比抵抗が悪

くなっているため、20A にすることで最適値を得ることができた。ここでも、

ガンの反対側からみて、左側に膜厚のピークがある。プラズマのねじれによる

と考えられる。 

 

 

 



図2.4  放電電流依存性
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図2.5 放電ガス量依存性
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図2.6 収束コイル依存性
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2.2.3 膜厚測定法の比較 

大面積基板への成膜では、膜厚分布測定が欠かせないがその測定には、大き

な時間がかかる。通常商品名タリステップなどの段差計と呼ぶ触針式の方法が

多く用いられているが、生産ラインでは、エリプソメーターによる測定をして

品質管理の自動化に利用される。ここでは、同じサンプルを、2 つの方法で測定

した値を比較することで膜厚分布の測定方法を検討した。エリプソメーター側

の入力値は ITO 膜の測定値として屈折率 1.95 を入れると、触針式に比べて 1.3

倍の膜厚に測定され、しかもばらつきが触針式(約 10%)よりも大きく約 30%であ

った。屈折率に換算して合わせると 1.3 倍した 2.54 になってしまうため、この 



 

 

数値は使えず、結果として、触針式の精度が良いことが分かった。また、エ

リプソメーターでは、300nm 以下の小さな膜厚の場合には、測定が困難であっ

た。図 2.7 は、エリプソメータでの測定値を 1.3 倍に補正した値と、触針式を比

較した図である。膜厚補正をしても、ピーク値と分布の形が異なっている。正

確な膜厚値が必要な場合には、触針式が適していることが分かった。

図2.7   光学式と触針式の膜厚測定法の比較
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2.3 膜特性（内部応力） 

2.3.1 膜厚及び SnO2量と内部応力 

内部応力は、50μm 厚のマイクロシートガラスに成膜し、そのたわみ具合によ

って大きさを測る、片持ち梁法によって行った 3)。 

図 2.8 は、内部応力の SnO2 量と膜厚の関係を示したものである。SnO2 量は、

ペレットとして６種用意した。6 種類の SnO2 量に対して、膜厚の増加と共に、

内部応力は増加した。膜厚が 0.5～0.7μm にかけて、内部応力は、飽和する傾向

を持っていた。また、図 2.9 は、同じ膜厚の SnO2 量について比較するために、

SnO2 量を横軸に取って表した図である。同じ膜厚に対して SnO2量が多くなるほ

ど、明らかに内部応力は小さくなる傾向を示した。内部応力は、すべて圧縮応

力であった。我々の以前の検討結果から 4)、絶縁性のガラス基板に対しては、電

気的にフローティング電位になっており、このフローティング電位は、約 20－

30eV であった。この電位差によって、イオンは、加速され基板に対して衝突す

る。プラズマ密度が大きい空間における、この低エネルギーであるが大量のイ

オン衝撃によって、緻密で優先方位を持った結晶が形成されることが推定され

る。 

図 2.10 は、膜厚と結晶性の関係を示す XRD パターンである。薄い膜厚から、

徐々に厚くなるに従い、非晶質から結晶化し、結晶性が向上して行くのが分か

る。これは、図 2.11 の断面 SEM 像からも観察される。これは、我々の以前の結

果から 5)、ガラス基板に成膜した ITO 膜は、基板が蒸着源からの輻射熱によっ

て加熱され、結晶化温度に達したことによる結晶成長であると考えられている。

膜厚の増加が結晶成長に強く影響していることから、結晶化の過程と内部応力

に相関があると考え、SnO2 量の変化と結晶性を XRD パターンから検討した。図

2.12 は、SnO2 量を変えた時の結晶性の変化を示している。SnO2 量が多い場合に

は、結晶化が始まった状態にあり、SnO2 量が尐ない場合には、結晶化が進んで

いた。図 2.9 と比較すると、SnO2 量が多い場合には、内部応力は小さいが、SnO2

量が尐ない場合には、内部応力が大きく増加していた。この現象は、膜厚の増

加によって非晶質の膜から結晶化する過程と比較すると、結晶化が進むことに

よって、内部応力が増加する過程と類似した傾向を持っていることが分かった。

これは、結晶化の過程が、内部応力の増加に起因しているのではないかと言う

ことを示唆している。結晶化の過程が、膜厚の増加と並行して生じており、膜

厚増加の過程では、基板温度の上昇を伴っている。さらにイオン衝撃により、

歪の増加も生じていると考えられる。基板温度上昇に関しては、バイメタル効



果により、基板とＩＴＯ膜との線膨張率の差による熱応力が考えられ、温度上

昇と共に、内部応力は増加する。膜厚の増加は、膜厚方向に同質であればその

全応力は増加する。また、イオンによる衝撃も内部応力の増加を生じる。一方、

温度上昇により結晶性の向上があれば、その分内部応力は、減尐する。すなわ

ち、膜厚の増加する成膜過程では、内部応力の増加する要因と緩和する要因を

合計して、主要な要因を見つけることが重要になる。さらに検証を加えるため

に、0.7μm の膜厚の ITO 膜の予備加熱温度を変化させて、XRD パターンを測定 
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図2.8 膜厚と内部応力の関係
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図2.9   SnO2量と内部応力の関係
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図2.10   膜厚に対するＸＲＤパターン図
(基板無加熱, SnO2 量: 7.5wt%)
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図2.11   予備基板加熱温度125  Cの断面ＳＥＭ像
(SnO2 量: 7.5wt%、膜厚0.7μm)
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した（図 2.13）。加熱温度を上昇させることにより、非晶質の膜が結晶化してい

く過程が、図 2.12 の SnO2 量を変えた時の結晶性の変化と優先方位が類似してい

る。また、以前の我々の結果から、SnO2 量の増加は、結晶化温度を上昇させる

という結果と一致している 6）。図 2.8 から、内部応力は、膜厚 0.5μm～0.7μm に

かけて飽和していくのが分かる。膜質が膜厚方向に対して同質ならば、膜厚と

ともに内部応力は単調に増加するはずである。図 2.10 と比べるとおよそ結晶化

が完了する状態であることが推測される。これは、膜質の変化が、内部応力に

影響を与えていることを示していると考えられる。重里らは、スパッタ膜、EB

膜、ITO 粉末を比較することで、結晶化の優先成長方位を検討し、結晶化が進む

場合に、その格子歪が大きく影響していることを見出した 7)。格子歪が尐ない方

に、優先成長している。同様に考えると、非晶質膜からの結晶化が完了したこ



とで、歪が吸収され、内部応力が飽和したのではないかと推測される。 

 

 

図2.12 ＳｎＯ２量依存性のＸＲＤパターン

2θ(deg.)

 

 

 

上述したように内部応力は、基板と薄膜の熱膨張率の差によるバイメタル効

果と内部欠陥に基づく応力に分けられる。膜形成過程での全応力は、バイメタ

ル効果による内部応力に加えて、内部応力が膜厚 0.5μm～0.7μm で飽和している

ことを考えると、内部欠陥に基づく内部応力は、結晶構造の変化による歪が支

配的であり、結晶化による歪の緩和過程よりも大きいと考えられる。結晶化が

完了するにつれて、歪の緩和が優先的になり飽和してくると考えられる。 

 



図2.13  基板加熱依存性のＸＲＤパターン

2θ(deg.)

 

 

従来 ITO 膜は、透過率向上と比抵抗の低減の為に、300℃以上の高い基板温度

で成膜し、結晶化することにより達成してきた。この場合の内部応力の変化は、

その結晶粒のサイズの増加により、内部応力を緩和する機構で、説明されてき

た 8）。今後 ITO 膜が、薄いガラス基板、あるいはプラスチック基板上に、低温

（150℃程度以下）での成膜が行われると、非晶質膜での内部応力の機構を考え

る必要が出てくる。ITO 膜の内部応力を低下させるためには、結晶化をさせない

で、非晶質膜にしておくことが有利であることが分かった。 

今後の ITO 膜の用途で期待されるフレキシブル基板に対して、内部応力を抑

制することは、基板のカール、たわみや密着性にもかかわり、実用化の点から

大変重要な課題である。 

 

 

 



2.3.2 第 3 元素の添加と内部応力 

SnO2 量が 20%、30%になることで、内部応力が大きく低減することから、他

の第 3 元素の導入による、内部応力を低減する可能性を検討した。第 3 元素の

添加による ITO の比抵抗を下げる探索はいくつか行われているが 9)、11)、表 2.1

は、各種酸化物を添加することによる内部応力、比抵抗を測定したものである。

目的は、内部応力を下げて、比抵抗は現状維持あるいは、むしろ比抵抗を下げ

られる添加物を探すことであり、同時にコスト的には、In より安くなければい

けない。結果は、Sn 添加に近い他元素の導入を考えると、価数が+3 よりも大き

い陽イオンを生成し、イオン半径が Sn
4+に近い元素と考えられる WO3では、第

３成分の添加が無い場合の内部応力-1.26GPa、比抵抗 4×10
-4Ωcm と比べて、1%

の添加で内部応力は 40%低減し、比抵抗は約 2 倍、5%の添加にて内部応力は 1/5 

 

　　　　　　第３成分添加材 　　　内部応力 　　　比抵抗

　　　材料       wt%          -GPa x10-4Ω cm
　　　　　　　　　　　無 1.26 4

SiO2 5 1.65 4.8

15 0.36 5.9

Al2O3 15 1.85 4.6

B2O3 0.5 0.28 5.3

1 0.45 4
5 0.23 32

MgF2 0.5 0.38 6.5

1 0.26 7.5
5 0.04 23.5

MoO3 0.5 0.51 7

1 0.51 7.5

WO3 1 0.76 7

5 0.25 48

CeO2 5 1.51 5.5

SiO 2 0.52 8
TiO 2 0.70 5.5

MgB2 1 0.15 12

膜厚0.６６μ m
基板温度　１００℃

基準組成ＳｎＯ２４ｗｔ％

表2.1  第３成分添加による内部応力、比抵抗変化



に下がったが、比抵抗は、12 倍に上昇した。 

価数が+3 よりも大きい陽イオンで電子の供給が出来、イオン半径が Sn
4+に近

いとして選ばれた、Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、W、Ge の単結晶 In2O3 へのドーピン

グ効果が報告されているが 9)、それによると Ti、Nb、Ta、W、Ge では、キャリ

アを増加させる効果はほとんどなく、Zr、Hf で 1×10
20

cm
-3 を超えるキャリア密

度が得られるが、Sn を超えるキャリア密度は得られていない 10)。また、陰イオ

ンであるフッ素の添加に関しても F－イオンの半径は O2
－イオンの半径に近く、

内部応力低減と同時に比抵抗の低減も目指したが、内部応力は、0.5%の添加に

て 1/3 になるが、比抵抗は 2 倍に、5%の添加で 1/30 程度になるが比抵抗は 5 倍

以上になってしまう。これに関しても、報告がされているが 11)、In2O3 のキャリ

ア密度は増加するが、ITO を超えるものではない 10)。 

したがって、陰イオンの添加による電子の供給は難しい。さらに、遷移金属

元素である Mo、半金属の Si などでも同様な結果となった。B の 1%の添加では、

内部応力は 1/3 程度になり、比抵抗も添加しない場合と近いが、吸収膜となって

しまった。RF スパッタリングによる、ITO 薄膜での第 3 元素の報告もあるが、

Hf と Te でキャリア密度のわずかの増加があるが、移動度の低下により比抵抗の

低下にはなっていない 12)。 

第 3 元素の添加で、内部応力を下げ、比抵抗を維持する、あるいは向上する

第 3 元素を見出すには至らなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 膜特性（結晶性とヘイズ） 

ITO 膜は、透明で導電性があることでディスプレーや太陽電池、電磁シールド

ガラスなどに重要な膜材料であるが、用途、基板材料によっては、基板加熱温

度が 200℃以下に制限される場合が出てくる。低温でのアモルファス ITO の成膜

後の再結晶温度は、150℃程度のために、100～150℃程度の低温で成膜を行った

場合に、成膜開始初期には非晶質膜ができ、その後プラズマにより加熱されて

成膜中に結晶化が生じるような現象が起きる。このために特徴的な微細構造が

生じることが考えられる。HDP での成膜にて基板温度が低い場合に、大きなヘ

イズが生じた。ヘイズとは、可視光における光の散乱により曇りが生じる現象

を表し、基板あるいは膜表面の凹凸によって生じる。ヘイズが生じるとその分

光の透過率が低下し、低下した透過率分がヘイズ率となる。ヘイズ、結晶性、

比抵抗は、それぞれ密接な関係を持っていると考えられる。ヘイズの発生原因

を解析し、ヘイズをパラメーターとして、結晶性、比抵抗などの最適化をはか

ることができれば、低温基板での ITO 膜の構造制御をおこなうことができ、膜

特性を向上させることができると考えられる。 

 

2.4.1 ヘイズ発生原因の解析 

図 2.14 は、基板温度 100℃で成膜した試料を繰り返しエッチングした場合のＸ

線回折パターンである。10 秒から 20 秒へエッチングを進めることで、アモルフ

ァス部が減尐し結晶部が残っている。すなわち２層が混在しており、結晶部の

エッチング速度が遅いことが分かる。図 2.15 は、ヘイズ率の異なる各試料のＸ

線パターンである。ヘイズの低い膜は完全にアモルファスか結晶化している場

合で、ヘイズが高い膜は、アモルファスと結晶が混在していることが分かる。

図 2.16 は、STM 像である。アモルファス膜、結晶化膜ともにヘイズが低い膜は、

表面の凹凸が小さく、ヘイズが高い膜は凹凸が大きいことが分かる。



図2.14  ステップエッチング膜のＸＲＤパターン

2θ(deg.)



図2.15 ヘイズ率の異なる膜のＸＲＤパターン

2θ(deg.)



図2.16  ヘイズ率の異なる膜のSTM像及び
STMプロファイル

Haze:0.8% Haze:9.2% Haze:0.5%

この凹凸のサイズはちょうど可視光の波長と同じであり、ヘイズはこの凹凸に

より散乱され、可視光透過率を低下させたものと考えられる。したがってヘイ

ズをなくすには、基板加熱温度の増加が考えられる。図 2.13 は、基板温度とヘ

イズの関係である。180℃の基板温度にてほぼ結晶化しており、ヘイズは小さく

なった。これは SEM 像をみても関連づけられる。図 2.17~2.20 は、基板温度に

対する SEM 像である。基板温度に対応して、室温では、アモルファスで表面の

凹凸も尐ない。125℃では、表面凹凸が顕著となり、150℃で減尐し、180℃では、

表面凹凸が尐なくなり、断面は柱状晶を示している。ヘイズの発生は、非晶質

相の密度より結晶相の密度が高いために結晶化の過程において、その容積の違

いから収縮が起こりくぼみが出来たと考えられる。そのくぼみが表面に生じて、

光の散乱を生じ、ヘイズとなっている 4)5)。また、結晶化が進行することでヘイ

ズが再度減尐するのは、温度の上昇により結晶粒界などの格子欠陥の減尐によ

り成長方位が揃ってくること、及び基板がフローティングのためにプラズマよ

りも電位が低くその分約 10～20V に相当するイオンの衝撃を常時受けており、



平滑化してくるものと思われる。 

表面０度 表面６０度 破断面

図2.17      無加熱基板（ヘイズ無）ＳＥＭ像
(SnO27.5wt%)



表面０度 表面６０度 破断面

図2.18   基板温度１２５℃（ヘイズ大）ＳＥＭ像
(SnO27.5wt%)



表面０度 表面６０度 破断面

図2.19   基板温度１５０℃（ヘイズ小）ＳＥＭ像
(SnO27.5wt%)



表面０度 表面６０度 破断面

図2.20   基板温度１８０℃（ヘイズ無）ＳＥＭ像
(SnO27.5wt%)

 

 

2.4.2 ヘイズと SnO2量 

SnO2 濃度の違いによるヘイズの形成について検討した。非晶質あるいは 結晶

相という単一相では、ヘイズは発生しない。ヘイズは成膜過程において、非晶

質が結晶化することが必要である。ITO 膜の結晶化については、SnO2 の添加量

が増加すると、結晶化の温度も上昇していることが分かっている 6)。図 2.21 は、

SnO2 量を変化させた場合の基板加熱温度によるヘイズ、比抵抗の関係を示す。

SnO2 量が尐ない膜では、ITO 膜は低い予備基板加熱温度で結晶化が進行してい

ると考えられる。SnO2量が無い場合には、すでに結晶化が進んでおりヘイズは、

ほとんど生じない（図 2.21a）。SnO2 量 4wt%の膜では、予備基板加熱なしで結晶

化が始まり、加熱温度上昇とともに、ヘイズが増加し、予備加熱 100℃では、完

全に結晶化が完了したために、ヘイズが減尐している(図 2.21b)。SnO2(7.5%、15%)



量については、ITO 膜の結晶化温度が上昇し、ヘイズは、基板温度 125℃におい

て最大となる（図 2.21c,d）。これは、SnO2 量の増加により結晶化温度が高くな

ったために、膜厚と共に非晶質膜の容積が大きくなり、結晶化した場合には、

結晶化した非晶質膜の容積の減尐する割合が大きく、ヘイズ値が増加したと考

えられる。また、SnO2 量 7.5wt%において、ITO 膜の結晶化は、図から基板温度

100℃以下で始まり、ヘイズ値が 150℃で減尐していることから、この温度で完

了していると考えられる。 

図 2.12 は、SnO2 量を変化させたときの、XRD パターンを取ったものである。

図 2.21 のヘイズ値の変化に対し、その結晶性の確認を行った。SnO2 量が 4wt%

以下の低い場合に、結晶化が進んでいることが分かる。SnO2 量が 7.5wt%、15wt%

の場合には、非晶質相と結晶相の混在した状態が確認出来た。これらのことか

ら、SnO2 量が 4wt%、基板温度 100℃以上で成膜すれば、ヘイズが発生せず、比

抵抗の低い膜が成膜できることが分かった。 

 

2.4.3 ヘイズと膜厚 

図 2.22 は、基板温度を 125℃にして、ヘイズが発生しやすい条件の中で、膜

厚の依存性を調べたものである。0.6μm の膜厚から急激にヘイズが大きくなって

いる。成膜過程で、丁度 0.6μm 程度になるところで、基板温度も上昇し、再結

晶温度に達し、結晶の成長が生じ、そこで結晶層とアモルファスとの界面が生

成され、結晶層が成長するにつれ、ヘイズを大きくさせていると考えられる。

また、再結晶化を生ずるための最低膜厚が存在することが予想される。すでに

説明した図 2.10 からも分かるように、膜厚からは、0.12μm では非晶質、0.6μm

で非晶質から結晶化が始まる様子が観察され、図 2.22 でのヘイズ値と結晶性の

挙動を裏付けている。 

図 2.11 は、ヘイズの発生している 0.7μm 厚での断面を見た SEM 像である。

非晶質層の上に結晶化した層がはっきり見える。基板温度が 125℃の場合に、成

膜過程で温度が結晶化温度に達し、そこから結晶層が成長している。図から結

晶化は、膜表面から生じ、それが徐々に基板側に成長していることが分かる。

プラズマ中における電子加熱により温度上昇が起き、表面側からの結晶化が生

じていると考えられる。 

図 2.23 は、ヘイズの発生が大きい基板温度 125℃、SnO2 量 7.5%でのハース下磁

石強度とヘイズの関係を示す。磁界強度が 0 の場合には、膜厚が大きく成膜速

度が速い。同時に、ヘイズは低いが、透過率も低く、これはハース上へプラズ



マが集中して加熱し成膜速度は高いが、プラズマの空間への拡散が小さく膜の

(a) (b)

(c) (d)

図2.21   ヘイズ、比抵抗の予備基板加熱温度依存性
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図2.22   ヘイズの膜厚依存性
(予備基板加熱温度125℃, SnO2 量: 7.5wt%)
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図2.23   ハ―ス上原料表面の磁界強度

磁界強度(gauss)

 

 

活性化が十分に行われないためと考えられる。磁束密度が 6 ガウスの時に、ヘ

イズは最大となり、成膜速度は低くなり最小になる。透過率は、ヘイズ分だけ

低下している。これは、6 ガウスでは、空間にプラズマが拡散し、成膜速度が落

ち、プラズマによる活性化が進んでいるためと考えられる。このときの膜厚は

0.7μm であり、0.6μm を超えているために、ヘイズの発生が容易になっている。

前後の磁界強度に比べて、比抵抗も極大値となり、ヘイズが大きいことから、

電子の界面散乱が生じていると考えられる。ここでは、ハ―ス下磁石の位置を

変えることにより、プラズマの空間分布が変わり、結晶性、成膜速度等を調整

する手段として利用できることを示している。 

加熱した膜の表面モルフォロジー、ヘイズは、結晶成長過程を強く反映する

ので、酸化物薄膜における活性化プロセスと結晶成長面との相互作用を研究す

るうえでも、興味深い研究テーマである。 



2.5 膜特性（比抵抗） 

図 2.24 は、比抵抗の膜厚依存性を示す。SnO2 量が 4wt%のところで、最低値

を示し、7.5wt%、10wt%では、ほぼ同じ、15%では高い値を示した。膜厚に対し

ては、膜厚の増加とともに、低くなり飽和傾向を示している。 

SnO2 量 4wt%の ITO 膜は、比抵抗が最も低く、図 2.25 は、比抵抗、キャリア

密度、ホール移動度について示したものである。予備基板加熱温度が上昇する

に伴い、ITO 膜の比抵抗は急激に低下している。基板温度を変えても、移動度は

大きく変化していない。比抵抗が下がった主な理由は、キャリアの増加である。

ここでは、SnO2 量が一定であるから、キャリアの増加は、酸素空孔の増加によ

ると考えられる。表 2.2 は、酸素量を変えた時の比抵抗、キャリア、ホール移動

度を表す。酸素量を変えると、キャリアの変化が大きく、支配的であると考え

られる。したがって O2 量の最適化をすることが、低抵抗化に重要なことが分か

る。 

2.4 節 にて、非晶質から結晶化する構造変化にヘイズが影響を受けることを

示した。ヘイズが増加しその後減尐するヘイズ値の変化から、非晶質から結晶

相に変わったと推定出来る。すなわち基板温度が上昇して結晶化しても、移動

度はあまり変化していない。移動度が減尐する機構は、ITO 膜の場合に、以下の

４種の電子散乱機構が考えられている 13)。すなわち、(1)イオン化不純物散乱、

(2)不純物散乱、(3)結晶粒界散乱、(4)格子散乱である。この中で、(4)の格子散乱

は、低い基板温度では、主要な散乱機構とはならない。また、本実験結果から、

ヘイズ値の観測によって、非晶質から結晶化の過程を通っても移動度に大きな

変化が無いために、結晶粒界散乱もやはり主要な散乱機構ではないと考えられ

る。表 2.3 は、膜厚を変化させたときの表面抵抗、比抵抗、キャリア密度、ホー

ル移動度を示している。キャリア密度は、膜厚の増加とともに、単純に増加し

ている。この結果からは、膜厚の増加による比抵抗の低下は、基板加熱による

効果と同様なメカニズムであることが推定される。スパッタ膜においても、膜

厚増加とともに、キャリアが増加する 9)。ここでは、キャリアの増加の理由は、

結晶性が向上することにより、キャリアの格子欠陥へのトラップが減尐したこ

とが寄与していると考えられる。 

 



図2.24  比抵抗の膜厚依存性
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図2.25   比抵抗、ホール移動度、キャリア密度の予備基板加熱
温度依存性 (O2 ガス量: 70 sccm , SnO2 量: 4.0wt%)  
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Table 1 

Properties of ITO films deposited at different O2 gas flow rates. 

 

O2gas 

flow rate 

(sccm)  

Thickness 

 

(μm) 

Resistivity 

 

(×10
-4
Ωcm) 

Carrier 

concentration 

(×10
20

cm
-3

) 

Hall 

mobility 

(cm
2
V

-1
s

-1
) 

Prefered 

orientation 

 

Visible 

transmission 

(%) 

60 

50 

40 

30 

1.12 

0.955 

1.06 

1.01 

6.4 

6.1 

3.7 

2.8 

2.9 

2.0 

5.5 

5.1 

34 

51 

30 

44 

(111) 

(111) 

(111) 

(111) 

76.2 

79.1 

77.2 

76.1 

below 10 Absorbing film 

 

Preheating of the substrate : 70℃ 

 

表2.2   O2ガス量を変えた場合のＩＴＯ膜特性



Table 2 

Properties of ITO films with different thicknesses. 

 

Thickness 

 

(μm) 

Sheet 

resistance 

(Ω/□) 

Resistivity 

 

(×10
-4
Ωcm) 

Carrier 

concentration 

(×10
20

cm
-3

) 

Hall 

mobility 

(cm
2
V

-1
s

-1
) 

Visible 

transmission 

(%) 

0.12 

0.64 

0.95 

2.15 

61 

7.8 

4.4 

1.7 

7.4 

5.0 

4.2 

3.6 

2.2 

2.4 

4.1 

7.4 

38 

53 

36 

23 

82.0 

79.1 

75.2 

61.2 

Without preheating a substrate 

Oxygen flow rate of 40 sccm 

SnO2 content : 7.5wt% 

表2.3   膜厚を変えた場合のＩＴＯ膜特性

 

 

2.6 特性（結晶性と膜厚）  

図 2.10 は、膜厚の増加とともに、優先成長が(111)から(100)に変わっているこ

とをしめしている。重里らは、スパッタ膜と EB 膜、ITO パウダーの優先方位を

比較した 7)。400 / 222 のピーク比の値は、スパッタ膜、蒸着膜、ITO 粉末を比較

して、それぞれ 11.6、0.14、0.37 であった。ASTM 値と比べた格子定数の増加は、

膜中の歪であると考えられる。スパッタ膜の値は、222 と 400 に対してそれぞれ

0.99%、0.74%であった。この歪の違いが、<100>が<111>に比べて優先的に成長

していることに貢献していると考えられる。すなわち、結晶成長は、歪を駆動

力として、内部応力を低減する方向に成長すると考えられる。膜厚が増加する

場合にも、内部応力を低下するのと同様なメカニズムが働くと考えられる。 

 



2.7 3 次元磁場解析 

HDP 蒸着方式の特徴は、アーク放電による大電流密度を利用して蒸着室に密

度の高いプラズマを作り出し、ガスおよび蒸着材料の活性化を高めて成膜でき

ることである。一般的に蒸着方式は、原料が点ソースになっているとみなされ

るために、大面積基板に対しては、不利であると言われている。そのため、こ

の HDP 蒸着では、図 2.26 に示すように、HDP ガンからでた電子ビームをチャ

ンバー直前に設置した永久磁石のＮ極同士を対向させて円筒型から厚さ約

10mm のシート状にすることによって、原料の有効利用、膜の均一性を図ってい

る。この形状から、この電子ビームをシートプラズマと呼んでいる。ところが、

電流値を増やしていくと、このシートプラズマがねじれて行くという現象があ

る。このねじれの原因は、図 2.27 に示すようにプラズマ中を流れる電流が自ら

の周囲に磁場を発生させる為と考えられる。電子電流による磁場は、プラズマ

を回転する方向に働き、電流を大きくすると、ねじれも大きくなる。 

図 2.28 は、汎用プログラム MAGICAL－3D を用いて、電流が流れていない状

態での外部磁場のみの磁束密度を計算し、その結果をシート化磁石の断面側か

ら見た図である。図 2.29 は、250A 流した場合の、磁力線分布の計算結果であり

電流を流さない場合と比べて、約 30 度傾いている。原料ハ―ス上への加熱領域

におけるねじれの矯正を行う方法として、シート化磁石を用いる方法と、電流

を誘導するハ―ス下磁石を用いる方法が考えられる。ハ―ス下磁石を回転させ

る方法では、ハ―スのごく近傍でしかねじれを矯正する方向に働く外部磁場が

できないことが分かった。原料を補給する回数を減らす生産工程では、原料の

厚さを大きく取ることを考えると、この方法は使えないことになる。次にシー

ト化磁石を外周方向に回転させた場合に、図 2.30 に示すように、およそ 20 度回

転させると、ねじれと逆方向に 30 度傾くことが分かった。 

電流を 250A 流した場合の、計算結果を図 2.31 に示す。かなり改善されてい

ることが分かる。計算結果を元に、実際のビーム形状を測定する実験として、

ハース上にモリブデン製の板を置き、モリブデンの溶け具合からシートの形状

を検討した結果、シート化磁石を回転することにより、ねじれを矯正すること

ができ、磁場解析はねじれの矯正に有効であることが分かった。 

 

 



図2.26 HDPガンを用いた蒸着装置の概念図



図2.27   シートプラズマのねじれの概念図



図2.28   コイルと永久磁石の外部磁場の
磁力線分布（電流：０Ａ）
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図2.29   電流を２５０Ａ流した場合の
磁力線分布

磁力線

シート化磁石は
並行

30度のねじれ



図2.30   シート化磁石を２０度回転させた
場合の磁力線分布(電流：０Ａ）

磁力線分布
反対方向に
30度のねじれ

シート化磁石を
20度傾ける



図2.31   シート化磁石を２０度回転させた
場合の磁力線分布（電流２５０Ａ）

磁力線分布

ねじれが矯
正されてきた
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2.8 大面積基板（2.0m×3.0m）への膜形成 

ECW（エレクトロクロミックウインドウ）や、電磁遮蔽ガラス、あるいはデ

ィスプレー用などの大面積基板の用途に対しては、HDP ガンを複数台並列に並

べてインラインタイプとし大面積での膜厚均一性、再現性、高速成膜などの量

産プロセスとしての性能が必要となる。 

 

2.8.1 量産プロセスの開発 

図 2.32 は、HDP 装置の量産装置の断面図である。基板は幅 2m あるので、両

端に置いたスキー状の台にのせて搬送する。ガンは各 50cm づつ離れて配置し、

5 台並べた。ハ―スは中の ITO 原料ペレットが均一に掘れて行くように、前後に

遥動するようになっている。原料交換時には、原料側のみリーク出来るように

ゲートバルブにて、原料部分を隔離出来る構造になっている。ハース下磁石、

天井上磁石等により内部のプラズマ状態を最適化させるために強度、位置を調

整可能になっている。図 2.33 に、HDP ガンが 5 台並んだ状態、原料充填したチ

ャンバー部、原料の ITO ペレットを載せた状態を示す。ペレット粒状とペレッ

ト状のものを検討したが、再現性の点でペレット状 5cm×5cm×1cm になった。 

 

2.8.2 放電ガン数と膜の均一性 

放電がンを 5 台並列に並べることで、各ガンの放電により、成膜した膜の重

なりが均一になるように試みた。50cm 離したのは、各ガンに利用する収束コイ

ルの磁場の影響がお互いに及ぼさない距離と言うことで、決めた。表 2.4、図 2.34

に、3 ガンの場合の成膜条件と結果を示す。チャンバー壁側の影響を受けない条

件で成膜を行うために、NO.2、NO.3、NO.4 のガン 3 台を利用した結果である。

各 1 台を放電した膜厚分布、3 台同時に放電した値、放電ガス圧力を半分にした

場合、各 1 台の膜厚分布を合計した膜厚分布を示す。各 1 台のみを放電した場

合、膜の分布の最大値はそれぞれのガンの真上とはならず、尐し左側にシフト

する。これは、前節で説明したように磁力線分布のねじれによるものと考えら

れる。3 台同時に放電した場合に、各 1 台の放電時の膜厚を機械的に数値として

合計した値よりも、膜厚の均一性が悪くなり、合計膜厚が減尐することが分か

った。これは、放電時の各ガンによる磁場の相互干渉による影響と考えられる。

また、圧力を半分にすることで、均一性の向上が見られた。これは、圧力の減

尐により、蒸着粒子の拡散が起こり易くなったと考えられる。 



図 2.35 は、3 ガン同時放電して成膜した場合の幅方向での結晶性を示したも

のである。f の位置は、50nm 程度しか膜が付いておらず、アモルファスである

が、他の部分では、すべて(111)面に優先配向した結晶性の良い膜になっている。

したがって、構造の均一性は良いことが分かった。 

図 2.36~38 は 5 ガンを同時に放電した場合の再現性実験である。それぞれ、

比抵抗、膜厚、透過率再現性を示している。共通して言えることは、ガンの真

上については、膜厚が低く、比抵抗が低く、透過率が高いと言うことである。

すなわちガンの真上はプラズマ密度が高く、プラズマによる蒸着粒の活性化が

進み、比抵抗が低く、透過率の高い膜が形成される。ガン間の膜はその逆とな

り、このプロセスにおける均一化の要点は、膜厚均一性とプラズマ密度の均一

性の両立をどうするかと言うことになる。また、３ガンの膜厚分布との比較か

らは、壁面に近い NO.1,NO5 ガンは、壁面よりもセンターに近い膜厚の増加とな

っている。これは、チャンバー壁面はアノード側になっており、プラズマ密度

が低く、蒸着物の活性化は尐ないと考えられる。これらのガンは、尐し内側に

シフトした、ガン間に膜厚の増加、透過率の上昇、比抵抗の低下という性能面

で寄与が大きいと考えられる。再現性に関しては、１回目のデータが不安定な

動きをしている。放電安定性を満たすには、ペレットの状態、真空チャンバー

の O2 分圧、水分圧、ガンの放電安定性（LaB6、Ta チューブ）の問題などが考え

られ、これらのすべての条件をどの範囲に抑えることが出来るか、あるいは実

験的なデータの集積により最も重要なパラメーターを探索し、機械的あるいは

数字的に調整できる方法が見つかるかが、大きなポイントと考えられる。 

 

 



図2.32 HDP装置の量産機断面図



図2.33  HDP装置の放電（上） HDP量産機５ガン並列（下）
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３ガン膜厚分布条件

放電ガンNO ガス導入量（sｃｃm） チャンバー圧力（Pa)

① 2 ガン側；Ar ３５ｘ５台 ８ｘ１０－２

② 3 チャンバー側；Ar；２０ｘ５

③ 4 O2；７０ｘ５　、

④ ２＋３＋４ 　

⑤ ２＋３＋４ ガン側；Ar ３５ｘ３；O2；９０ｘ３ ４ｘ１０－２

⑥ ２＋３＋４ ①＋②＋③の計算膜厚合計

表2.4   単独の場合と３ガンを用いた場合の放電条件



図2.34 単独の場合と３ガンを用いた場合の膜厚分布の比較
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図2.35 ３ガンでの基板幅方向ＸＲＤパターン

a
b

c
d

e
f

aからｆまで基板の幅方向での結晶性測定
a:左端から15cmの位置、30cm幅にサンプリ
ング、f: 165cmの位置
成膜条件④

2θ(deg.)

Intensity

(a.u.)

基板の位置



図2.36 ５ガンを用いた場合の比抵抗分布再現性
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図2.37  ５ガンを用いた場合の膜厚分布再現性
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図2.38   ５ガンをもちいた場合の透過率分布再現性
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2.8.3 2.0m×3.0m 基板への膜形成 

量産機での膜形成には、以下のパラメーターの最適化を行い、５ガンを用い

てインラインでの成膜を行った。インラインでの成膜は、幅 2m のガラス基板を

長さ方向に移動させて、成膜するという方法になる。したがって、2m 幅のガラ

ス基板の両端 10cm は、基板保持のために、切り落とすことになり結果として

1.8m の有効基板幅となる。パラメーターとしては、 

・マスク形状 

・天井上磁石、ハ―ス下磁石の位置、高さ（強度） 

・収束電流 

・各ガンでの放電ガス量（Ar 量）、 

・ガンの放電電流（パワー） 

・O2 分圧、水分圧 

このようなパラメーターを最適化し、膜厚、膜質（特に比抵抗と透過率）を均

一にする必要がある。特に膜厚が 1μm 近くになるために、成膜の時間安定性が

重要となる。時間安定性のモニターとしては、放電電圧が最も重要なファクタ

ーとなった４）。放電電圧が変わると成膜速度が変わり、放電電圧が高くなると、

成膜速度が上がるが、プラズマ密度がそれに対応して増えないと、比抵抗が上

がり、透過率が下がる。放電電圧を一定に保持することが安定に成膜するのに

最も重要なファクターであり、丁度スパッタプロセスでの電力一定モードに相

当する。 

また、電流値を上げると、すなわちパワー（電力）も上がり、その場合には、

成膜速度も上がるが、プラズマ密度も上昇し、比較的比抵抗、透過率の変動は

尐ない。これらの意味することは、成膜速度（ITO 原料の加熱）とプラズマ密度

を独立して制御できないことが、このプロセスでの膜質制御にとっては、大き

なネックとなっている。単一のガンならば、比較的容易であるが、5 ガンの場合

には、この放電電圧を 5 台とも常に等しくする必要がある。 

図 2.39 は、2.0m×3.0m ガラス基板への成膜を行い,その中の 1.8m×3.0m 有効幅

の結果を示しており、マスクを利用した場合の、表面抵抗である。マスクは、

インラインの蒸着チャンバーの出口側に水平で、ガラス基板の下 10cm に置いた。

3 次元で表してあるが、ガンの位置に対応して波状の不均一性を示す。インライ

ン方向への移動成膜のために、移動方向には横幅の方向より均一性が良い。お

よそ表面抵抗として 1.5Ω/□～2.5Ω/□を達成した。膜の性能は、比抵抗で表した

が、ここでは、成膜された場合の、基板上での性能が、必要となるために、表



面抵抗を示す。図 2.40 は、さらに細かく色分けした 2 次元での表面抵抗分布を

示す。図 2. 41 は、透過率を示す。透過率は、約 77%で、膜厚約１μｍであり、

この厚さの為に、透過率曲線には、干渉によるリップルが生じている。近赤外

での高い反射率は、膜の高い導電性を示している。ヘイズ値は 1.0%以下であっ

た。図 2.42 は、再現性を示しており、1 バッチから 16 バッチまでの膜厚再現性

を取ったものである。このバッチ数では、良好な再現性を示している。平均成

膜速度は、同じ位置での１６バッチ行った成膜速度を指す。およそ膜厚分布と

しては±10%を維持している。イオンプレーティング方式としては、おそらくこ

の 1.8m 幅を考えた場合に、この膜厚分布、及び上述した比抵抗分布が限界であ

ろうと考えられる。膜厚分布は、5cm 角に切り出した幅方向の基板を、触針型

の膜厚計により測定し、同様に比抵抗は、４探針型の測定機にて測定した。 

長期に亘る再現性と安定性を確保するためには、ガンの耐久性も重要である

が、プロセス的にはマスク板のクリーニングがある。マスク板に ITO 膜が付着

し、また O2 プラズマ中に晒されて、絶縁化するとそこに電荷が帯電する。電子

の逃げる場所が変わり、空間のプラズマ密度分布が変わってしまうことが考え

られる。長時間の成膜での再現性及び安定性を考えると、チャンバー壁面への



図2.39   1.8×3.0mガラス有効幅での表面抵抗分布 その１
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図2.40   1.8×3.0mガラス有効幅での表面抵抗分布 その２
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図2.41   1.8×3.0m ガラス有効幅での分光特性
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図2.42 1.8×3.0mガラス有効幅での膜厚再現性
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ITO 付着、マスク板への付着これらによるプラズマ密度分布の経時変化等が

影響する。すなわち再現性、安定性を確保するためには、 

∙ ガンの耐久性の向上によるガン間での成膜速度の変化を防ぐ 

∙ マスク及びチャンバー内壁の汚れを防ぎプラズマ密度分布の変化を減らす 

∙ ITO の性能に直接影響する水分圧を一定にする 

これらの対策が重要である。 

 



2.8.4 プロセスの改善 

このプロセスの中で最も重要なコンポーネントはプラズマガンであり、その

耐久性向上は、焦眉の課題である。ドライプロセスの量産化、大面積化を考え

るときに、その長時間での安定性は必須である。ここで使用した HDP ガンは、

その大電流によるプラズマ密度の大きさが特徴であるが、それゆえにその安定

性には、いくつかの課題がある。大電流を流すために、プラズマの発生部の材

質、冷却方法など構造上の改良が必要となる。 

大きく改造した主な点は以下の通り 

・水冷ジャケットの材質改善：ガラス⇒ステンレス⇒銅 金属製にして破損し

ない構造にし、さらに熱伝導性を上げ、冷却性能を向上した（図 2.43）。 

・冷却用マニホールドのワンタッチ着脱：ITO 原料の交換時にチャンバー内の水

分圧変化をさせない。交換時間の短縮 

・LaB6 の分割：電子放出の仕事関数が小さく、電子流を作るのに適しているが、

脆いため壊れる。最初から小さくおよそ６等分に分割して、壊れにくくする。 

・Ta チューブの材質改善：大電流の為溶けてくるので、消耗品として耐熱性の

ある材質へ交換。導電性 BN、C 製等の検討を行った。コストに難あり。 

・組み立て工程の改善：部品点数が多く組み立てに時間を要したため、ユニッ

ト化を行い、組み立てを容易にし、誰でも行えるようにした（図 2.44,45）。 

また、以下の点での改良が今後の課題となる。 

・ガンの個体差：メンテナンスを行って交換したガンの性能に違いが生ずる。

均一性の確保をどうするか。 

・ITO 材料の利用率が低い。材料形状、補給方法を含めて改善の余地がある。 

・ガラス基板の支持方式が両端のエッジ部のみの為、ガラスがたわむ。破損の

危険があり、さらに使用できるガラス厚が 6mm 以上に制限された。支持部分

（エッジ部）の両端１０cm が無駄になり歩留まりが低下する。 

・蒸着方式に起因するが、成膜過程にて、プロセス中で加熱されてしまう。プ

ラスチック基板には、成膜時間によるが利用が難しい。 

・蒸着方式の為にデポアップのみとなる。膜構成上２層となったので、スパッ

タ方式での膜との組み合わせが必要であり、基板の反転が必要となった。 



図2.43 ガンを銅製水冷管に改造
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図2.44   ガン部の組み立て工程 その１

１

２

３

４

５

６

合フランジユニット

絶縁用マセライトとＯリング

Ｇ２と補助コイル

マセライトとＯリング

補助コイルとＧ１

マセライトとＯリング



図2.45 ガン部の組み立て その２

７

８

９

１０

水冷管

カソードユニット

ガン部完成

マセライト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 まとめ 

・O2 ガス流量、ハ―ス下磁場、ガン部構造の改造により、成膜速度 0.5μm/min. 

(300A)４）,比抵抗 1.7×10
-4
Ωcm（無加熱）、表面抵抗 1.7Ω/□（2.15μm 無加熱）

を達成した。 

・無加熱にて成膜すると約 0.6μm までは、非晶質、～1μm は、非晶質と結晶相

の混在、１μm 以上で結晶相になった。 

・非晶質から結晶相への成長時にヘイズが発生し、基板温度 125℃にて最大のヘ

イズ値を持つ 

・ヘイズの発生原因は、結晶時における結晶相の容積収縮によって生じた膜表

面の凹凸による光の散乱であることが分かった。 

・SnO2 4wt%時に、基板温度 100℃においてヘイズのない最小の比抵抗値を持つ

ITO 膜が成膜出来た。 

・内部応力は、膜厚増加と共に、増加し 0.5～0.7μm 程度からは飽和する傾向を

持っていた。SnO2 量が変化しても同様な傾向を持っていた。 

・SnO2 量の増加と共に内部応力は減尐し、どの膜厚でも同様な傾向を持ってい

た。 

・内部応力は、圧縮応力であった。 

・内部応力は、非晶質から結晶化する過程と密接に関わり、結晶化と共に飽和

している。結晶化における結晶粒界の増加による歪に主因があると考えられ

る。 

・低温基板において、内部応力を低く保つには、結晶化をさせないで、非晶質

のままにしておくことで達成できることが分かった。 

・高密度プラズマガン 5 台を並列に並べて、ガラス基板 2.0m×3.0m のうち有効

幅として 1.8×3.0m 基板の ITO 膜作製に成功した。 

・高密度プラズマガンは、実験装置の放電部分をガラス管から銅製の冷却ジャ

ケットに変更する改造を行った。 

・放電電流が増加するほど、透過率、比抵抗、成膜速度が上昇し、300A まで達

成できた。 

・この蒸着方式で大面積成膜を行う時の、最も困難なパラメーターは、放電電

流と放電電圧を独立に制御出来ないことである。すなわち膜質、膜厚を一定

に保つためには、成膜速度とプラズマ密度が一定に維持されねばならないが、

長時間の成膜に対してその調整が難しいことが分かった。 
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第３章 高速反応性スパッタ用新規回転カソード 

開発     

 

3.1 緒言 

現在、大面積の光学薄膜の用途が増大している。主な用途としては、フラッ

トパネルディスプレイなどに代表されるディスプレー部品やソーラーコントロ

ールガラスなどの省エネ用の建築用ガラスなど多岐にわたっている。これらの

用途には、安定で、再現性の良い、高速の成膜が要求される。 

光学膜は、高屈折率の材料と低屈折率の材料からなっており、特に低屈折率材

料であるＳｉＯ２膜は、代替材料がなく、絶縁物であるためにＲＦスパッタ法で

成膜することが多い。大面積の場合には、膜厚均一性の必要性から、Ｓｉター

ゲットを用いた反応性ＤＣスパッタリングで行っている。この場合に、成膜中

に異常放電を生じることが、大きな問題になっているため、さまざまなカソー

ドの開発、電源からのアプローチなどが行われてきた。 

異常放電の発生原因としては、ターゲット表面における非エロージョン部への

ＳｉＯ２の堆積によるといわれている。エロージョン部と言うのは、マグネトロ

ンにおいてプラズマが最も高くなる部分がスパッタされエッチングされる部分

であり、非エロージョン部は、スパッタされないで残されたターゲット部分で

あり、ここに反応生成物が堆積する。 

ロータリーカソードは、成膜中に異常放電の発生原因である絶縁物の堆積を

抑制するために、回転してクリーニングを行う方法であり、常にターゲット表

面全体がクリーニングされるので、平面型カソードに比べてアーキングの減尐

に対して効果的である１）、２）。このロータリーカソードは、アーキング低減のた

めのクリーニング効果だけでなく、エロージョンが広がるために、ターゲット

の使用効率が上がるというメリットがあるために、広く産業界で使われだして

いる３）。本研究では、さらにクリーニングを十分に行うために、成膜側の反対側

にプリスパッタゾーンを新たに配置し、異常放電の抑制を図った新規のカソー

ドを検討した。そのために必要な、２つの領域を同時に放電可能な、放電特性、

カソード構造を検討したので報告する。 

具体的には、ＳｉＯ２膜のＤＣ反応性スパッタリングを新規ロータリーカソード

で行った。この新規ロータリーカソード法は、成膜と同時にプリスパッタを行

い異常放電の発生原因である非エロージョンへの絶縁物の堆積を除去するとい

う方法である。これにより、異常放電を減尐させ、供給電力を上げることがで



き、成膜速度を上昇させることが可能となった。 

この成膜プロセスは、ロータリーカソードの上下に２つのプラズマ領域を持た

せた新規の構造であるため、この２つのプラズマを同時に放電させることが重

要になる。放電開始電圧、放電電圧を同時に２つの領域で放電ガス圧力を変え

ることで、一致させることができた。また、この構造を提案した。これにより、

アーキングを減尐させ、ＳｉＯ２膜の成膜速度が、２４０nm/min.を達成し、従

来方法の２．５倍となった。 

 

3.2 アーキングの発生原因 

ＤＣ反応性スパッタリングを行った場合のアーキング発生原因については、

スパッタを継続する際に発生するターゲット上に堆積した反応性スパッタで生

成する絶縁物に帯電するプラスイオンの放電が原因と言われている４）。 

図 3.1 は、ＤＣマグネトロンスパッタを行った場合のアーキングの発生を模式的

に示した図である。（１）は、カソードの断面を示し、（２）は、アーキング発

生場所を示している。反応性スパッタを行う時には、放電ガスとしてＡｒガス、

反応性ガスとして酸化物の場合には、Ｏ２ガスを導入する。Ｓｉターゲットに対

して、数百ボルトの負電荷がかかり、スパッタを開始すると、電子の衝突によ

り、Ａｒのプラスイオンが発生しカソードに引っ張られて衝突する。Ｓｉ粒子

がスパッタされるが、プラズマ中でＡｒイオン、電子と衝突しイオン化された

り、中性のままで基板あるいはチャンバー壁、そしてターゲット上にも堆積す

る。堆積されたＳｉ粒子はＯ２の衝突により、酸化物になり絶縁膜となる。ター

ゲットは常時スパッタが起こるエロージョン部とスパッタが起こらず膜が堆積

してしまう非エロージョン部とから成っている。マグネトロンの上にあって常

時スパッタされるエロージョン部では、再スパッタが起こりＳｉＯ2 の堆積はな

い。ところがこの放電が起こらずにスパッタがされていない非エロージョン部

にＳｉＯ2 が堆積する。この堆積したＳｉＯ２膜にＡｒイオンが衝突し、プラス

電荷を残す。これが帯電現象である。（２）に示したように、およそ４つのパタ

ーンに分けられる。(a)は、堆積したＳｉＯ2膜が薄い場合に帯電した電荷とター

ゲット間で絶縁破壊が起こることを示す。例えば、ＳｉＯ２が１００nm でカソ

ードの負電圧が５００Ｖの場合では、５×１０７Ｖ/cm の電界がかかり、常温で

のＳｉＯ２，ＳｉＯなどの耐電圧はそれぞれ７×１０６Ｖ/cm、１０６Ｖ/cm のた

めに、絶縁破壊により直接放電してしまうことがある５）。（b）は、帯電部からタ

ーゲットのエロージョン部への放電、（c）は、アノード上に堆積したＳｉＯ2 上

の電荷とターゲット上への放電、（ d）は、同様にアノードとターゲッ
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トの側面との放電である。（d）は、Ａｌターゲットの場合に、Ａｒ放電でも起

きやすい。それはこの部分の排気のコンダクタンスが悪く、ガスが溜まりやす

いので、放電し易くなる為である。アーキングの機構は、材料によっては、ま

だ他にもありうるが、帯電したプラス電荷が主因と考えられる。アーキングが

生じると、電力が上げられなくて成膜速度が大きく出来ないだけでなく、以下

のような問題がある。 

①Ｓｉターゲットなどのように、脆いターゲットの場合にはクラックが生じて



割れたり、欠けたりする。 

②ドロップレットのような塊になってスパッタ粒子が飛ぶので、ピンホールの

欠陥が出来やすい 

③マイクロアークのように細かいアーキングの場合には、パーティクルが発生

し、粉状の浮遊物になり、やはり膜上に欠陥が生じる。 

④アーキングが生じた時には、瞬間的にグロー放電からアーク放電に移行して、

大きな電流が流れるために、スパッタが均一にされずに、基板上の膜厚が不均

一になる。 

 

 

3.3 回転カソードの構造 

図 3.2 にロータリーカソードの外観を示す。円筒型のターゲットがあり、その

内側にインナーチューブというバッキングプレートがありその中を冷却水が流

れ、さらにその中にマグネトロンが固定して保持されている。両端をエンドブ

ロックで支えている。エンドブロックから、電圧、電流、冷却水のシール、回

転等を行う構造になっている。ロータリーカソードは、回転しながら放電を行

いスパッタするために、ターゲット表面の全面にわたってエロージョンが生じ、

非エロージョン部は、エンドブロックに近い両端の一部のみとなる。そのため

に、非エロージョン部を無くすため、マスクを使ってそこに膜が付着しないよ

うにするのも、その方法の一つである。 

一般的に使われている平面型のカソードの場合には、マグネトロンが固定さ

れているために、非エロージョン部がカソードの中心部に残り、そこからアー

キングの発生がしやすくなる。 

そこで平面型の場合にはマグネトロンを大気側から遥動することも行われるが、

装置が大掛かりとなる弱点がある。 

一般的に、平面型のカソードと回転カソードには、以下のような違いがある。 

回転カソードは、平面型に比べて、 

・エロージョン率を 90%程度に上げられることから、平面型の 20~35%と比べる

と利用率は大きくなり、その分非エロージョンが小さいために、アーキングの

発生確率を小さくできる。ターゲット交換頻度が減り、この分のコストダウン

になる。 

・円筒中に冷却水が満たされており、冷却効果が高く、電力投入に有利である。 

・ターゲット形状が、円筒型になり、製作費が高くなる。利用できる膜材料が

制限される。 

・円筒中で磁場を傾けることが容易なので、２台用いてプラズマをカソード近



くに閉じ込めて、ダメージレスの成膜を可能に出来る。 

ロータリーカソードの特徴を利用することにより、非エロージョン部を無くす

方法として、図 3.3 に示す新規のロータリーカソードを考案した。この図は、横

断面図であるが、成膜するためのマグネトロン以外にプリスパッタするマグネ

図3.2 ロータリーカソード外観
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図3.3 新規ロータリーカソード横断面図
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トロンを導入し、同時に放電させ、プリスパッタをしながら成膜するという方

法である。 

そのためには、いくつかの条件がある。 

①プリスパッタゾーンを成膜ゾーンより大きくして成膜ゾーンを全面エロージ

ョンにする。 

②スパッタゾーンとプリスパッタゾーンを同時に放電出来るようにする。 

③成膜ゾーンのＯ２ガスがプリスパッタゾーンに混入しないようにする 

これらの条件が達成された場合には、通常のスパッタプロセスでのターゲット

のクリーニングとして行うプリスパッタ時間を掛ける必要がなく、本来のスパ

ッタのみ継続して行えるために、生産効率の向上にも大きく寄与出来ると考え

られる。 



3.4 実験方法 

実験は、2 つの段階を経て行った。はじめに、従来の回転カソードを用いて、

プリスパッタゾーンに関わる放電特性、反応性スパッタゾーンに関わる放電特

性を調べた。その基礎特性をもとに、新規の回転カソードを考案し、実験装置

とした。 

まず、従来の回転カソードを用いて、放電特性を測定した。新規のカソードに

おけるプリスパッタゾーンおよび成膜ゾーンでの放電電圧を等しくさせるため

には、各放電時のインピーダンス（プラズマ放電での抵抗成分）を等しくする

必要がある。各放電のインピーダンスを測定するために、スパッタ電流一定モ

ードでの実験を行った。電流一定のために、放電のインピーダンスは、それぞ

れ電圧値によって評価できるので、スパッタ電圧を電源から読み取った。また

放電開始電圧は、オシロスコープ（Sony Tektronix 社製）から測定した。  

図 3.4 は、実験に用いた新規の回転カソードである。従来の回転カソードと比べ

て、円筒の真ん中から上下のゾーンに真空チャンバーを分け、上部にはスパッ

タガス（Ａｒなど）を導入しプリスパッタゾーンとし、下部にはＡｒにＯ２を加

えて反応性スパッタのデポジッションゾーンとした。ガスの導入口は、ガスセ

パレーションをするための仕切りブロックを中心として、上部、中心部および

下部に設けてある。 

仕切りブロックは、ターゲットの円周方向に対して長くとり、ガスセパレーシ

ョン機能を高めた。仕切りブロックとターゲットとの間のＧａｐは、０－１０

mm で可変できる構造とした。アーキングの発生原因である絶縁物は、エロージ

ョン領域と非エロージョン領域の境界に最も堆積することから、その境界を中

心としてプリスパッタする必要がある。そのためにエロージョンを形成する磁

石を、プリスパッタゾーンの磁石の方が成膜ゾーンの磁石より長くなっている。 

Ｓｉターゲット表面が常にクリーニングされるためには、出来るだけ成膜中に

ターゲット表面をプリスパッタゾーンにさらす必要がある。それには回転速度

が高いことが望ましい。 

実験装置では、毎分５０回転とした。 

回転カソードのターゲットは、ＳｉにＡｌを３ｗｔ％（比抵抗１Ω㎝）を溶射

で作製したものを使用した。スパッタリングチャンバーは、拡散ポンプにより

２．０×10
-3

Pa 以下にし、基板は２ｍｍ厚のソーダライムガラスを用いた。 

ＤＣ電源（アドバンスエネルギー社 ＭＤＸ）を使用した。アーキングは、使

用する電流値の倍の電流が瞬間的に流れた点でカウントした。ＳｉＯ２膜厚は、

段差計（Rank Taylor Hobuson ltd.）により測定した。基板は、カソードの下に固

定して成膜した。基板とカソードの距離は、１０ｃｍとした。 



図3.4  新規カソードの実験装置構成
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ＳｉＯ２膜の屈折率は、基板にＳｉを用いて ellipsometry（Gaertner Scientific Co.） 

の６３３nm 波長で測定した。 

 

 

 



3.5 結果 

3.5.1 アーキングに及ぼすプリスパッタ効果 

プリスパッタ時間が、ＳｉＯ２成膜時のアーキングに及ぼす効果について実験

した。ターゲットの表面状態が各プリスパッタ終了時において同一になってい

る必要があるが、表面状態を測定することが困難なため、プリスパッタ時間を

長い条件から短い条件に順次変化させて測定した。 

図 3.5 は、成膜前のプリスパッタ時間によりアーキング発生までの時間の関係を

示している。プリスパッタ時間が約１０分以上で、アーキング発生までの時間

が急激に伸びている。１０－２０分では、アーキング発生までの時間がほぼ一

定になっている。すなわち、１０－２０分では、プリスパッタ後の成膜前のタ

ーゲットの表面状態が一定であることを示している。つまり、この時のＳｉＯ２

の成膜速度（５．５nm/sec）により、２５０秒でアーキングが発生しているので、

５．５×(nm/sec)×２５０=１３７５nm のＳｉＯ２膜が基板に成膜されたという

ことになる。ターゲット上に堆積したＳｉＯ2 は、スパッタ中に再スパッタも行

われているので、この基板に成膜された量よりも多い量が堆積されたと考えら

れる。このターゲット上に堆積したＳｉＯ２がアーキングの原因になっているこ

とになる。 

そのため、この成膜速度で１３７５nm のＳｉＯ２を成膜した後は、１０分以上

のプリスパッタが必要ということになる。これらの実験結果からプリスパッタ

を行うことで、アーキングを抑制できることができることを示しており、プリ

スパッタを成膜と同時に行うことで、アーキングを抑制できることが確認でき

た。 

3.5.2 放電開始電圧特性 

アーキングを抑制するために、成膜と同時にプリスパッタをおこなうには、

２つのゾーンを同時に放電させることが必要である。同時に放電するためには、

放電開始電圧と放電維持電圧が等しくなければいけない。その方法には、放電

ガスの種類と放電ガス圧を変える手段が考えられる。 

図 3.6 は、スパッタ放電開始電圧と放電電圧をＯ２流量比に対して示している。

■が放電開始電圧である。第一電離電圧はＯ２のほうが低いので、Ｏ２流量比２

０％以上では、ほとんどＯ２により、放電開始が行われていると思われる。Ｏ２

流量比２０％以下では、その分圧により放電開始電圧が決定される。この図か

ら放電ガス圧力が同じ場合に、Ａｒ１００％のプリスパッタ放電開始電圧とＯ２

の入った反応性ガスの放電開始電圧を等しくすることは難しい。 



スパッタ電圧に関しては、Ｏ２流量が約２０％程度まではスパッタ電圧が変わら

ないが、この領域をメタルモードと呼び吸収膜になる。その後Ｏ２流量２０％を

図3.5 プリスパッタ時間とアーキング発生時間の関係
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図3.6  Ｏ２流量比に対する放電電圧の関係
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超えると徐々に電圧が上がりその後急激に下がる。放電電圧が上昇するのは、

ターゲット表面が酸化され、抵抗値が上がり、その分緩やかに電圧値が上がる

が、極大値を取った後、遷移領域が終了していくにつれ、スパッタ率が大きく

なり、２次電子放出係数が増加し、急激に電圧が下がる。この変化する領域を

遷移モードと呼び次の酸化物モードへ変化していく過渡期の部分を指す。遷移

モードでは、Ｏ２流量を増加させると途中までわずかに吸収膜となりさらに増加

させると透明膜となる。Ｏ２流量５０％を超えるとスパッタ電圧が低くなり放電

電圧は安定する。この安定した電圧を酸化物モードと呼び、透明なＳｉＯ2 膜が

成膜される。このスパッタ電圧についても、Ａｒ１００％のプリスパッタ電圧

とＯ２が導入されたスパッタ電圧を同じ放電ガス圧力で一致させるのは難しい。



図3.7 Ｏ２流量比を変えた場合の放電ガス圧力
に対する放電開始電圧の関係
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図3.8   各種希ガスの放電ガス圧力に対する
放電開始電圧の関係
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図 3.7 は、各Ｏ２流量比における放電ガス圧力と放電開始電圧の関係を示す。ど

のＯ２流量比においても、ガス圧の増加に伴い、放電開始電圧は低下している。 

各Ｏ２流量比における放電開始電圧の差は、おおむね２００Ｖ程度である。すな

わち、プリスパッタゾーンのＡｒガス１００％の時の圧力を、０．５Ｐａとし

た場合、Ｏ２ガス量２５％の反応性ガスを含む成膜ゾーンのガス圧を０．３５ 

Ｐａとすればほぼ同じになる。このことから、両方のゾーンの放電開始電圧は、

プリスパッタゾーンを高くして、両ゾーンでの有効な圧力差を与えてやれば、

放電開始電圧を等しくできることが分かる。 

図 3.8 は、プリスパッタゾーンのガス種をＡｒ以外の希ガスに変えた場合を示し

ている。Ｈｅ、Ｎｅは高い放電開始電圧を持ち、利用できない。Ｋｒ、Ｘｅは、

Ａｒとほぼ同等の特性を示していることから、Ａｒの代替としては使えないこ

とが分かる。以上の結果から、ガス圧力差を両ゾーンに加えて放電することが、

有効であることが分かった。 



3.5.3 放電電圧特性 

図 3.9 は、Ｏ２流量比を変えた場合の、放電ガス圧に対するスパッタ電圧の関

係を示している。Ａｒガスが多く膜が吸収膜になるメタルモードから、遷移領

域の部分では、徐々に電圧が上昇しその後急激に電圧が下がる。したがって、

成膜ゾーンの電圧をプリスパッタゾーンと合わせるには、電圧が徐々に下がっ

ている遷移領域のガス混合比の範囲にする必要がある。例えば、Ｏ２が２５％の

場合には、０．２Ｐａから０．５Ｐａの間である。そしてプリスパッタゾーン

へのＯ２ガスの侵入を防ぐには、プリスパッタゾーンの圧力を成膜ゾーンの圧力

より高くしなければならない。放電ガス圧０．８Ｐａ～０．２Ｐａの間では、

遷移領域は、Ｏ２流量比の増加に伴いガス圧の低いほうに移行するが、各Ｏ２流

量共に、遷移領域の初期にはスパッタ電圧はわずかな変化である。この遷移領

域が始まった後、急激に減尐する前までの間は、スパッタ電圧の変化は尐ない

ので、圧力差を付けることで、同一電位を見いだせる。すなわち、たとえばプ

リスパッタゾーンのＡｒを０．５Ｐａにした場合に、Ｏ２流量２５％では、ガス

圧力を０．４Ｐａに下げてやることで、調整可能であることが分かる。 

図 3.10 は、希ガスに関して、放電ガス圧力とスパッタ電圧の関係を示している。

ガス圧力０．１～１Ｐａの範囲において、ガス圧力に対してスパッタ電圧はほ

とんど変わらず、希ガスのガス圧力依存性は小さいことが分かった。希ガスの

Ｋｒの放電電圧は、Ａｒより大きく、プリスパッタゾーンのガス種を変えて、

成膜ゾーンの放電電圧と同じにするのは難しい、またＮｅ，Ｈｅは小さくＯ２に

近づくが、これらの希ガスは放電開始電圧が高く、難しいということが分かっ

た。 

 

 

 

 

 



図3.9 Ｏ２流量比を変えた場合の放電ガス圧
に対するスパッタ電圧の関係
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図3.10  各種希ガスの放電ガス圧に対するスパッタ電圧
の関係

Pressure (Pa)

Kr

Ar

N2

Ne

He

O2

0.1 0.2 0.5 1.0

S
p
u
tt

er
in

g
 v

o
lt

ag
e 

(V
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.4  新規回転カソード構造の最適化 

新規回転カソードを有効に利用するには、プリスパッタゾーンのガス圧力が

成膜ゾーンの圧力より高いことが不可欠である。 

新規回転カソードの構造を最適化するために、図 3.4 においてＡｒガスの導入量、

導入場所、仕切りブロックとターゲットとのＧａＰ間隔を変えて検討した。図

3.11 は、Ａｒの導入位置を、プリスパッタゾーンまたは仕切りブロックの中心

（separate zone）、ＧａＰを２ｍｍ、５ｍｍにした場合の４つの例を示す。   Ａ

ｒの導入位置はプリスパッタゾーンから行い、ＧaＰは２ｍｍの場合が、最も上

下のゾーンで圧力勾配をつけることができることがわかる。プリスパッタゾー

ンからＡｒガス１００ｓｃｃｍを導入し、Ｇａｐ２ｍｍの条件で、プリスパッ

タゾーン０．８Ｐａ，成膜ゾーン０．１Ｐａであった。図 3.12 にＡｒガスの導

入位置とＧａｐ間隔を示す。 

3.5.5 成膜速度 

図 3.13 は、プリスパッタゾーンからＡｒを１００ｓｃｃｍ導入し、成膜ゾー

ンからＯ２を徐々に増加させた場合の成膜速度と屈折率を示している。Ｏ２流量

が２０ｓｃｃｍまでは、吸収膜であり、さらに増加させると透明膜となり屈折

率１．５を示す。Ｏ２ガス２０ｓｃｃｍ以上では、急激に成膜速度が上昇しＯ２

流量３５ｓｃｃｍでは、約４．０nm/sec（２４０nm/min）になる。この成膜速

度の上昇は、成膜ゾーンにＯ２ガスが増加することにより、このゾーンの放電イ

ンピーダンスが下がり、定電流放電のためにプリスパッタゾーンへ流れる電流

より、成膜ゾーンに流れる電流が増加したことによると考えられる。この現象

は、電流一定モードで単一カソードの上下で放電した場合の、この回転カソー

ドの特徴になっている。図 3.14 は、Ｏ２流量が３５ｓｃｃｍまでは、アーキング

が抑制されており、それ以上で急激に上昇している。これは、成膜ゾーンへの

電流上昇で成膜速度が上昇するにつれ、プリスパッタゾーンへの電流が減尐し、

堆積物のクリーニングが間に合わなくなったことによると考えられる。 

これらの放電電圧について考察する。スパッタ電圧は、希ガスの種類によって

固有の値を持ち、圧力が変化しても変わらない（図 3.10）。圧力が上昇するとガ

ス分子が増加し、分子間の衝突が増え、スパッタが起きる程度の加速されたイ

オンの数は減る。そのために、プラズマを形成している電子数には、大きく変

化しないことが考えられる。 

各種の希ガスのスパッタ電圧は、希ガスの質量にほぼ比例して大きくなってい

る。これは質量が大きくなると加速するためのエネルギーが大きくなるためと、 

考えられる。 
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図3.11  デポゾーンとプレスパッタゾーンの圧力に対する
ガス導入口およびシールギャップ間隔依存性



図3.12  新規カソードの実験装置構成
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図3.13 Ｏ２ガス流量に対する成膜速度と屈折率の関係
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図3.14 Ｏ２ガス流量に対するアーキング回数の関係

Ar flow rate : 100sccm

Current :  5A

Rotation speed : 50rpm
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質量の小さい原子の放電開始電圧は、増加する。（図 3.8）質量の小さい原子の

イオン化ポテンシャルが高いからである。 

また、圧力の増加は、すなわちガス分子の増加であり、放電開始電圧は下がる。

それは、チャンバー内に存在する電子の衝突確率は増加するからである。この

放電開始電圧は、１Ｐａにおいて下降傾向にあり Paschen’s law によると、まだ

ボトムの電圧に達していないことになる。さらに圧力を上昇すると、スパッタ

放電開始電圧は下がり、スパッタし易くなるが放電開始電圧のみが下がっても

スパッタ電圧が下がらなければ、低い電圧での同時放電は難しいことが分かっ

た。 

反応性スパッタに関しては、スパッタ電圧は、ターゲット表面に積層した

ＳｉＯ２膜の面積に対するターゲット面積の比によって変化する。６），７）このス

パッタ電圧の変化は、ＳｉとＳｉＯ２のスパッタリング率の違いから生じる。こ

れが遷移モードであり大きな電圧変化を生じる。 



反応性スパッタにおいて、放電開始電圧は、圧力が増加すると減尐し、ガスの

種類によらず、ガス分子の増加による電子との衝突確率の増加が、支配的と考

えられる（図 3.7）。この結果は、図 3.8 において、希ガスでの測定結果と一致し

ている。 

 

3.6 まとめ 

プリスパッタをすることは、アーキングを抑制するためには効果がある。回

転カソードをプリスパッタゾーンと成膜ゾーンを分けて、同時に放電すること

は可能であり、アーキング抑制に効果がある。この２つのゾーンを同時に放電

させるためには、プリスパッタゾーンのガスをＡｒにして、放電のガス圧力を

成膜ゾーンのガス圧力より高くし、放電開始電圧、放電電圧を等しくすること

で達成できる。新規回転カソードを用いた成膜速度は、従来のプリスパッタゾ

ーンを設けない場合と比較して、同一装置において２．５倍の成膜速度となっ

た。 

 

・新規カソードの有効性を確認した 

・プリスパッタ用のマグネトロンをスパッタ用マグネトロンより大きくする必

要がある。 

・プリスパッタゾーンの放電ガス圧力はスパッタゾーンの圧力より高くするこ

とが可能であり、その結果、両ゾーンの放電開始電圧、スパッタ電圧を一致

させることが出来た。 

・２つのエロージョンを有する２つの領域、プリスパッタゾーンとスパッタ 

 ゾーンにおいて、導入ガス位置、ギャップを調節することで、同時放電が可 

 能であることが分かった。      

・２つの領域の放電特性をＡｒとＯ２の分圧で制御するには、成膜領域を遷移モ

ードにする必要がある。 

・同時放電では、スパッタインピーダンスを制御する必要はなく、放電開始電

圧（イグニッション電圧）のみを制御すれば良い。 

・Ａｒガスの導入位置は、プリスパッタ位置からが良く、両ゾーンを隔てる隔

離ブロックは、２ｍｍのＧａｐで、両ゾーン間の圧力差が大きくなり最適で

あった。 

・Ｏ２ガス量が２０ｃｃｍ以上でＳｉＯ2 膜は、透明になりＯ２流量と共に成膜速

度は上昇する。 

・Ｏ２ガス流量が３５ｓｃｃｍを超えると、急激にアーキングが増加する。これ

はＯ２ガス流量が増加してスパッタゾーンでのインピーダンスが低くなり、電



流がスパッタゾーンに多く流れて、プリスパッタゾーンへの電流が減り、プ

リスパッタが減尐しクリーニングが不十分になったことによると考えられる。 

・成膜速度は、Ｏ２ガス量３５ｓｃｃｍにおいて２４０nm/min になり、従来の

２．５倍の速度を得た。 
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第４章 総括 

 

第１章 序論 

本章では、薄膜形成法そのなかでも物理的薄膜形成法である真空蒸着、スパ

ッタリングについて述べた。近年基板がガラスからプラスチックへのフレキシ

ブル化が急速に進み、低温、ダメージレス、高速化、大面積化という条件が必

要になって来ている。この場合に、機能膜を成膜するには、プラズマを用いた

エネルギーを成膜時に用いることが、大変重要になっている。真空蒸着では、

各種プラズマソースを組み合わせて、イオンプレーティングを用いた機能膜の

作製、スパッタリングでは、マグネトロンを利用したプラズマの新しい手法の

開発が盛んである。この２つの手法について、各種法を概観し、それぞれの利

点を伸ばし欠点を上手く改良して、それぞれの目的に合ったプロセスの選択に

供するためにその特徴についてまとめた。次に、応用製品として重要なディス

プレーを対象として、最も重要な２つの膜材料であるＩＴＯ膜とＳｉＯ2 膜につ

いて、プロセスの最適化を目的として、ＩＴＯ膜については、アークイオンプ

レーティング、ＳｉＯ2 膜については、マグネトロンスパッタを利用する理由を

述べた。最後に、本論文の構成について述べた。 

 

第２章 高密度プラズマガンを用いた低抵抗 ITO 膜の大面積基板への高速成膜 

ＩＴＯ膜の成膜を行うのに、高密度プラズマガンを用いて、大電流プラズマ

を利用しながら、イオンプレーティング法の大面積化の為の最適条件出しと、

そのためのプロセス改良を行った。基板温度が低温（１５０℃以下）における

ＩＴＯ膜の膜厚依存性、結晶性、内部応力、比抵抗などの検討を行った。特に

ＩＴＯ膜は、結晶性によって光学特性（透過率、ヘイズ）、電気特性（比抵抗）、

物理特性（内部応力）などが大きく変わり、温度依存性、ＳｎＯ2依存性が大き

い。低温基板での成膜は、ちょうどＩＴＯ膜の結晶化温度に近いために、成膜

過程で、基板の温度が熱輻射、及び電子加熱により上昇し、結晶化過程と重な

る。低温基板での成膜過程で、結晶化とともに生じるヘイズの発生を見出した。

その発生過程は、室温から成膜を行うと非晶質膜ができ、その後基板温度の上

昇、膜厚増加とともにＩＴＯ膜表面から結晶化が始まり、非晶質膜と結晶相の

密度の違いから、表面に微小な陥没ができ、その凹凸によってヘイズが出来る

ことが分かった。ヘイズの最大値は１２５℃、ＳｎＯ2 量７．５ｗｔ％にて８％

にもなるために、透過率はその分低下する。ディスプレーの用途としては、大

きな問題となることが分かった。ヘイズのない低比抵抗膜は、１００℃加熱、

ＳｎＯ2４ｗｔ％で得られることを明らかにした。また、その時のＩＴＯ膜の比



抵抗は酸素空孔によるキャリアが支配的であることを明らかにした。 

プロセスを改良して、大面積基板への可能性について検討した。イオンプレ

ーティング法を大面積に用いるために、原料の形状、供給方法の大型化の検討

を行った。また、原料を加熱する手段として大電流を用いているが、プラズマ

ガンは点ソースであるため、複数個のガンが必要になる。２台を利用して１ｍ

角基板にて基礎データを取った。最大５台を並列に並べてその膜厚、比抵抗、

透過率均一性を測定し大型化の検討を行った。次に、ＨＤＰガンからでた電子

ビームをチャンバー直前に設置した永久磁石のＮ極同士を対向させて円筒型か

ら厚さ約１０ｍｍのシート状にすることによって、原料の有効利用、膜厚、膜

質の均一性を図っている。この形状から、この電子ビームをシートプラズマと

呼んでいる。ところが、電流値を増やしていくと、このシートプラズマがねじ

れて行くという現象がある。このねじれの原因は、プラズマ中を流れる電流が

自らの周囲に磁場を発生させる為と考えられる。電子電流による磁場は、プラ

ズマを回転する方向に働き、電流を大きくすると、ねじれも大きくなる。３次

元磁場解析を行うことで、シート化磁石をねじれと反対方向に回転することで、

改良出来ることが分かり、磁場解析が有効であることが確認された。 

膜質向上のためのプラズマの空間分布を改善させる方法として、磁場の利用

が重要であり、その手段として、装置上部チャンバー壁上磁石、ハ―ス下磁石

の位置、強度、プラズマを誘導するための収束電流、などを利用した。高速で

大面積基板に対応するプロセスであるためには、１台当たり２５０Ａという大

電流を用いているので、５台のガン間のプラズマの長時間にわたる一様性が最

も重要で、プラズマガンの耐久性、安定性、メンテナンス性を確保する必要が

ある。この複数のプラズマガンの性能を均一に保持することが、難しいテーマ

であることが分かった。 

 

第３章 高速反応性スパッタ用新規回転カソード開発 

ＳｉＯ２膜の成膜を行うのに、ロータリーカソードを用いて、ＤＣマグネトロ

ンスパッタリング法により、最適化のためのプロセス改良を行った。ＳｉＯ２膜

は、光学膜としても、樹脂基板のバリア膜としても重要な膜である。特に光学

膜としては、低屈折率材料であるＳｉＯ２膜は、代替材料がなく、絶縁物である

ためにＲＦスパッタ法で成膜することが多かった。大面積基板の場合には、膜

厚均一性の必要性から、Ｓｉターゲットを用いた反応性ＤＣスパッタリングで

行っている。この場合に、成膜中に異常放電を生じることが、大きな問題にな

っているため、さまざまなカソードの開発、電源からのアプローチなどが行わ

れてきた。異常放電（アーキング）の発生原因について、解析を行った。アー

キングを減尐させるための方策として、ロータリーカソードの利点を解説し、



ロータリーカソードの構造を述べた。次にプロセス改良の方法として、成膜と

同時にプリスパッタを常時行う同時放電によるアーキング低減と成膜速度の向

上を考案し、その方法について述べた。同時放電を行うためには、プリスパッ

タゾーンと成膜ゾーンに分け、両ゾーンでの放電開始電圧とスパッタ電圧両方

が一致することが必要であることが分かった。この方法としては、プリスパッ

タゾーンの放電ガス圧力を、成膜ゾーンの圧力より高くして、プリスパッタ側

からＡｒガスを導入し、隔壁ブロックによるギャップを２ｍｍにすることで同

時放電が可能になった。成膜速度は、成膜ゾーンでのＯ２ガス量３５ｓｃｃｍに

おいて２４０nm/min になり、従来の２．５倍の速度を得た。 

 

以上の研究結果を通して得られたＩＴＯ膜についてのイオンプレーティング

法とＳｉＯ2 膜についてのマグネトロンスパッタリング法から、これらの機能膜

の成膜について必要であると示唆された項目についてまとめる。（１）低温基板

温度にて機能膜の成膜を行うには、プラズマの利用が欠かせない。プラズマを

制御するためには、マグネトロンの利用が便利であり、特に３次元でのプラズ

マの空間分布には、シミュレーションが役に立つ。（２）イオンプレーティング

法は、低電圧、大電流放電が出来、低温成膜、高速、ダメージレスに関しては、

優れた成膜方法であるが、大面積基板に対しては、長期安定性、再現性の点で

コスト的に高くなってしまう。（３）マグネトロンスパッタリングは、低温成膜、

大面積基板に対して優れているが、高速化、ダメージレスには、さらに工夫を

必要とする。高速化には、遷移領域制御技術をダメージレスにはプラズマ導入

技術の最適化、特にカソードに用いるマグネトロンの最適化技術を導入するこ

とが重要となる。また、マグネトロンを３次元に配置して、空間のプラズマ制

御にも用いる方法が出来るかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本研究に関連した論文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 論文題目 発表雑誌名・巻・号・発表年・

頁 

著者 

１  Low resistance indium tin oxide films 

on large scale glass substrate 

J. Vac. Sci, Technol. A10 (4) 

Jul/Aug 1992 p1682 

T.Oyama,N.Hashimoto, 

J.Shimizu,Y.Akao, 

H.Kojima 

２ Large scale and low resistance ITO films 

formed at high deposition rates 

Thin solid films 226 (1993) 

p104 

K.Suzuki,N.Hashimoto, 

T.Oyama,J.Shimizu, 

Y.Akao,H.Kojima 

３ Effects of Substrate Temperature on 

Properties of Tin-Doped Indium Oxide 

Films Deposited by Activated 

Electron Beam Evaporation 

表面技術協会、第６３巻３号

（２０１２）掲載決定 

H.Kojima, N.Saito, and 

O.Takai 

４ High-Rate Reactive Deposition of SiO2 

Films Using a New DC  Rotary 

sputtering  Cathode 

表面技術協会、第６３巻３号

（２０１２）掲載決定 

H.Kojima, N.Saito, and 

O.Takai 

５ ＩＴＯ膜の内部応力に及ぼす結晶化

の影響 

表面技術協会、第６３巻３号 

（２０１２）掲載決定 

小島啓安、斎藤永宏、高井

治 



参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 論文題目 発表雑誌名・巻・号・発表年・

頁 

著者 

１ HDP 蒸着装置における三次元磁場

解析 

旭硝子研究報告 ２７２４号 

１９８８年 

尾山卓司 

石川庸子 

小島啓安 

２ プラズマエミッションモニターに

よるスパッタ膜制御 

旭硝子研究報告 ２７５１号 

１９８８年 

鈴木巧一 

小島啓安 

多田昌史 

３ Low resistance ITO coatings for large 

scale applications  

Proceedings of ICTF 8 ICMC17 

1990  

H.Kojima 

K.Suzuki 

４ Properties of Tin Thin films on Glass 

Prepared by Arc Ion Plating  

Reports Res. Lab. Asahi Glass 

Co., Ltd 40(2)1990 p225  

鈴木すすむ 

小島啓安 

鈴木巧一 

５ Thin films of photocatalytically active 

TiO2 deposited by dual cathode 

magnetron sputtering and RF 

magnetron sputtering 

Proceedings of the 3
rd

 ICCG 

(2000) p719 

S.Kuriki,M.Kon,P.K.Son, 

Y.Shigesato,P.Frach, 

H.Kojima,K.Suzuki 

６ ITO films deposited by dual magnetron 

sputtering system using oxide targets  

Proceeding of the 3
rd

 ICCG 

(2000) p125 

N.Shin,M.Kon,P.K.Song, 

Y.Shigesato,P.Frach, 

H.Kojima,K.Suzuki 

７ （解説）高速スパッタリング（化合

物膜のコストダウンと機能向上を

目指して） 

真空ジャーナル116(2008),p.14 小島啓安 

８ （解説）現場に見るスパッタ法によ

る薄膜化技術と応用 

コンバーテック 10(2008),p133 小島啓安 



参考資料２ 

 

NO 題目 書名・出版社・発表年・頁 著者 

１ ４章２節 大気圧プラズマ親水化

処理による FPD基板洗浄技術への

応用 

ぬれと（超）撥水、（超）親水技術、

そのコントロール、（株）技術情報協

会（２００７）、pp.477-487 

小島啓安 

（分担執筆） 

２ １章２節 スパッタリングによる

トラブル対策 

ディスプレー光学部材における薄膜

製造技術、（株）情報機構（２００７） 

pp.19-31 

小島啓安 

（分担執筆） 

３ 全章 現場のスパッタリング薄膜 Q&A 

日刊工業新聞社、（２００８） 

pp.1-384 

小島啓安 

４ ３章 4-8,14,16 節,４章６節、５章１

節、８章 1-8 節、１０章４節 

スパッタ実務 Q&A, 

（株）技術情報協会（２００９）

pp.79-89,239-261 など  

小島啓安 

（分担執筆） 

５ ５章２節 ロール to ロールスパ

ッタプロセスにおける成膜速度の

向上 

ロール to ロール技術の最新動向、

シーエムシー出版、（２０１１） 

pp.141-154 

小島啓安 

（分担執筆） 

６ ３章１節 反応性高速スパッタ技

術 

最新ガスバリア薄膜技術、 

シーエムシー出版、（２０１１） 

pp.53-65 

小島啓安 

（分担執筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



謝辞 

本研究の遂行及び本論文をまとめるにあたり、主査を務めて頂き、終始懇切な

る指導、ご助言並びに激励を賜りました、名古屋大学大学院工学研究科マテリ

アル理工学専攻教授、エコトピア科学研究所長 高井治教授に謹んで感謝の意

を表します。また、副査を務めて頂きました名古屋大学工学研究科マテリアル

理工学専攻 齋藤永宏教授ならびに名古屋大学工学研究科マテリアル理工学専

攻 市野良一教授、ならびに 東京工業大学理工学研究科機械物理工学専攻 

大竹尚登教授 ならびに千葉工業大学工学部 井上泰志教授には、有益なご教

示、ご助言を賜りまして、心より感謝いたします。 

 本研究の機会を与えて頂き、またご協力頂きました旭硝子株式会社研究所の

同僚、及び全社員の方々に心より御礼を申し上げます。 

 

 


