
５．１ はじめに
プラズマを用いた重要なプロセスの一つに，プラズマス

パッタリングがあげられる．プラズマ中のイオンをター

ゲット材に照射した際に，ターゲット材料が飛び出し，対

向に設置した基板上に堆積することで，薄膜の形成を可能

にする技術である．このプラズマスパッタリング法にはい

くつか種類があるが，一般的に普及しているものはマグネ

トロンスパッタ法である［１‐３］．種々の形状のものが開発

されてきているが，代表的なものとして円板ターゲットの

背面に永久磁石を設置し，表面に形成される半径方向磁場

と，ターゲットへ負バイアスを与えることで軸方向電場を

形成し，���ドリフトによって電子を効率よく閉じ込め

ながらプラズマを生成する方式である．ターゲットには負

の電圧が印加されているため，前面のシースでプラズマ中

のイオンが加速され，効率よくスパッタリングを起こすこ

とが可能である．この方式では，プラズマ生成とターゲッ

トバイアスを同一電源で行うため，ターゲットへのイオン

フラックスとエネルギーの独立制御は行うことができない

が，低コスト，高効率という利点があり，幅広く使用され

ている．一方で，ターゲットとは独立にプラズマ源を有す

るスパッタリング法として，電子サイクロトロン共鳴プラ

ズマ源やヘリコン波プラズマ源を採用したものもあり

［４，５］，ターゲットへのイオンフラックスはプラズマ源の

電力で，ターゲットへのイオン入射エネルギーはターゲッ

トバイアス電圧で独立に制御できる反面，プラズマ源に外

部磁場が必要ということもあり，小型化・低コスト化が容

易でないことから，マグネトロンスパッタリング法に比べ

て普及していないのが現状である．

半導体プロセスにおいては，例えばCu配線を行う際に

は，シリコン中へとCu原子が拡散しないように，Ti 等の

バリアメタル層を一度形成し，その後Cuでシード層を形

成する手法が使われる．これらの金属膜形成ではスパッタ

リングが使用され，その後メッキ法でシード層に配線膜を

形成していくプロセスがある．このように，多層膜が必要

とされる場合には，バリア層表面の酸化がデバイス特性に

大きく影響するため，シリコンウェハを大気にさらすこと

なく連続してシード層を成膜する必要があり，今回の小特

集記事で取り上げられるミニマルファブにおいてもマルチ

ターゲットスパッタ装置の開発が期待されていた．特に，

樹脂基板上へとデバイスを組み込む疑似 SoC（System on

Chip）デバイスでは，樹脂基板上への多層膜形成が要求さ

れるため，成膜中の基板温度を低温に保つ必要がある．

ミニマルファブで開発されてきたマグネトロンスパッタ

法では，ミニマルファブの筐体サイズの制約が厳しく，マ

グネトロンスパッタ源を複数個搭載することが困難であっ

たため，筆者らはヘリコン波プラズマ源を搭載したマルチ

スパッタ装置の開発を行った．本章では，このヘリコン波

プラズマ源を用いたマルチターゲットスパッタリング装置

の開発内容に関して述べる．本章で記す内容の一部は，参

考文献［６］を参照いただければ幸いである．

５．２ スパッタリング装置構成
図１に，今回開発したマルチターゲットヘリコン波ス

パッタ装置の概略図を示す．真空容器左側に段付き絶縁管

およびソレノイドコイルから構成されるヘリコン波プラズ

マ源を設置し，1012 cm－3 程度の高密度プラズマを生成す
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る．真空容器内部には，磁性流体シールを用いたターゲッ

ト回転機構を取り付けており，周辺のアースカバーから露

出するターゲットを切り替えることで，一つの真空容器内

で多層膜を形成することが可能となっている．それぞれの

ターゲット背面には永久磁石が設置されており，プラズマ

源断面を通過する磁力線が湾曲し（図１中実線），ター

ゲット表面で収束する構造となっている［７］．これにより，

プラズマは磁力線に沿って下流域へと拡散し，効率よく

ターゲット表面へと輸送される．装置上部のソレノイド

は，磁力線構造の微調整用として設置してある．

５．２．１ 周波数調整型ヘリコンプラズマ源

ヘリコンプラズマ源をミニマル装置に搭載する問題点

は，高周波電源やマッチングボックスを含めたサイズの大

型化とソレノイドコイルによる消費電力であった．また，

生成部から下流域へと効率よくプラズマを噴射するには，

通常比較的高い磁場強度が必要であるが，ミニマル装置の

制約上適用が不可能である．そこで下記の方針でプラズマ

源を設計した．実際のプラズマ源写真を図２に示す．それ

らの効果に関しては，参考文献を参照いただければ幸いで

ある．

① 可変コンデンサを用いたマッチングボックスは，コン

デンサのサイズやモーター機構が必要になるため，こ

れらを固定コンデンサで代用し，周波数可変アンプを

搭載することでインピーダンス整合を取る［８，９］．

② 比較的弱磁場で高密度プラズマが得られるように，弱

磁場モードのヘリコン放電を適用する［１０］．

③ ②に対する最適な磁場強度はRF周波数に依存してお

り，また磁場が弱すぎても下流へのプラズマの輸送効

率が下がるため，RF周波数を40 MHz±3 MHz帯とす

ることで 100 Gauss 程度の磁場をプラズマ源に印加す

る設計とした．なおRF電源は市販品での対応ができ

なかったため，今回のプロジェクト用に開発した．

④ プラズマ流の絶縁管への損失を軽減するために，段付

き形状の絶縁管と，下流域からのガス導入により，プ

ラズマ源出口での高密度化を図った［１１‐１３］．

⑤ 成膜前に基板を電極とした容量性結合放電によりク

リーニングする逆スパッタ機構の要望があり，同軸ス

イッチによって出力電力を切り替え，成膜前に逆ス

パッタができる設計とした．

なお今回のスパッタ装置には間に合わなかったが，周波

数調整やプロセスを左右する正味電力（＝入射電力－反射

電力）を一定に維持する機構を内蔵した，自動制御型のRF

で源開発も完了しており，現在開発中のエッチング装置に

搭載予定である［１４，１５］．

５．２．２ ターゲットホルダ

ターゲットホルダの概略図を図３に示す．今回のプロ

ジェクト内では，最大４元ターゲットでの動作を達成して

おり，４種類の異なる材料からなる多層膜を形成可能であ

る．今回の装置開発において，スパッタリング装置ではター

ゲット交換の際のネジ締めが面倒であるという声があった

ため，あらかじめターゲット背面にFeプレートをボン

ディングしておき，プラズマ収束用の永久磁石（図３中

PM）の磁力によってターゲットが取り付けられる構造と

した．また真空フランジも引き出し式の設計とすることで，

図１ マルチターゲットヘリコン波スパッタ装置概略図，および
磁 場 強 度 計 算 結 果．Reproduced from Vacuum, 171,

109000 (2020), doi:10.1016/j.vacuum.2019.109000 with

the permission of Elsevier.
図２ マッチング回路，RFアンテナ，およびヘリコンプラズマ源

の写真（東北大ラボ機レベルでの動作の様子）．

図３ ターゲットホルダの概略図．（a）（b）はそれぞれ，３元，４
元ターゲットの断面図であり，（c）は各ターゲットの詳細
構 造 を 示 し て い る．Reproduced from Vacuum, 171,

109000 (2020), doi:10.1016/j.vacuum.2019.109000 with

the permission of Elsevier.
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工具が不要でワンタッチで交換できる構造となっている．

５．２．３ 基板ホルダ

今回の開発過程で，スパッタリング時に基板が異常加熱

されるという現象が観測され，大きな問題となった．原因

を調べたところ，ターゲットへイオンが突入した際に発生

する２次電子が，ターゲット前面のシースで基板に向かっ

て加速され基板加熱を引き起こしていることが明らかに

なった．そこで，基板近傍に高エネルギー電子の冷却効果

を目的とした磁気フィルタ［１６，１７］を設置し（図４），高エ

ネルギー電子を除去することで基板加熱を抑制した．この

効果に関しては後述する．

図５は今回開発したミニマルマルチターゲットスパッタ

装置の外観写真である．ミニマルファブで規格化されてい

るウェハ搬送機構．ロードロック機構，ソフトウエア仕様，

満足しつつ，ガスボンベ内蔵と筐体内部にミニマル装置で

は初となる 300 L/s のターボ分子ポンプを搭載することに

成功した．後述する結果で述べるが，今後改良する点は多

く，関係者一同，装置としての完成度を高めていきたいと

考えている．

５．３ 成膜特性
本章では，前述のマルチターゲットスパッタ装置におけ

る成膜や基板温度に関する実験結果について述べる．図６

は，プラズマ生成用の高周波電力を（a）100 W，（b）200 W

とした際の，各種ターゲット材料における成膜速度のター

ゲットバイアス電圧 Vtarget 依存性である．これらのデータ

より，最大成膜速度がCuで約 250 nm/min，Al で約

140 nm/min，Fe で 100 nm/min，Ti で約 80 nm/min が得

られていることがわかる．ターゲット材料による成膜速度

の違いは，単一入射イオンによってスパッタされる原子数

に相当するスパッタ率の材料による違いに相当している．

これらの値は，マグネトロンスパッタリング法に比べると

遅いものの，多元化が可能であるという点，例えば配線の

バリア層やシード層の膜厚が100－200 nm程度であること

を考えると，ミニマルファブの最終目標である１プロセス

１分を将来的に実現しうる値であるといえる．また，ウェ

ハ内の膜厚の均一性を調べたところ，±5％程度の均一性

が実現できていることが確認されている．さらに大きな利

点として，マグネトロンスパッタ法ではターゲットに磁性

体を用いた場合には，ターゲット表面への漏洩磁束が減少

するため，高密度プラズマを維持できず成膜速度が低下す

ることが知られている．今回の装置では，磁性材料によっ

て大きな磁力線構造が変化せず，ターゲットへのイオンフ

ラックスは別途設置したプラズマ源でおおよそ決まるた

め，材料の磁性・非磁性によって成膜速度が大きく変化せ

ず，磁性材料のスパッタにも即座に対応できる．

図４ 磁気フィルタ付き基板ホルダの上面図，側面図．Repro-

duced from Vacuum, 171, 109000 (2020), doi:10.1016/j.

vacuum.2019.109000 with the permission of Elsevier.

図６ プラズマ生成用高周波電力が（a）100 W，（b）200 Wにおけ
る各種ターゲット材料の成膜速度のターゲットバイアス電
圧依存性．Reproduced from Vacuum, 171, 109000 (2020),

doi:10.1016/j.vacuum.2019.109000 with the permission

of Elsevier.

図５ マルチターゲットスパッタ装置の外観図．Reproduced

from Vacuum, 171, 109000 (2020), doi:10.1016/j.vac-

uum.2019.109000 with the permission of Elsevier.
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一方で今回の装置では，マグネトロンスパッタ装置と異

なり，生成したプラズマが，ターゲット周辺のアースカ

バーや真空容器壁へと接触しているため，不純物の混入が

懸念される．そこで，走査型電子顕微鏡（SEM: Scanning

Electron Microscope）に付属しているエネルギー分散型X

線分析（EDX: Energy dispersive X-ray spectroscopy）を用

いてサンプルの元素分析を行った結果を図７に示す．基板

材料と自然酸化膜に相当する Si，Oのピーク以外は，ター

ゲット材料のみが観測されており，EDX分析で明らかにな

るような顕著な不純物が混入することなく成膜できている

ことがわかる．またこの指標として，Cu膜の比抵抗率の計

測を行ったところ，膜厚を 500 nm以上製膜した条件で，

Cuのバルク抵抗に近い抵抗率が実現できていることが観

測されている．一方で，Al の場合には，成膜レートを上げ

た場合は表面が目視でわかるほど白濁するケースが観測さ

れており，現在その原因を調べており，改良を進めていく

予定である．

当初の設計では基板ホルダには磁気フィルタが組み込ま

れておらず，開発過程で，成膜中に基板温度が以上加熱さ

れていることが観測され，予想外の対応をする必要が出て

きた．図８（a）は，基板表面に熱電対を設置して計測した基

板温度の成膜時間依存性である．磁気フィルタを設置しな

い際には，■でプロットするように，成膜開始からわずか

１分程度で３５０℃まで加熱されていることが観測され

た．１章でふれた疑似SoC基板は，耐熱温度が２５０℃程度で

あるため，基板の低温化を図った．試行錯誤の末，基板加

熱がターゲットからの２次電子に起因していることがわか

り，前述の磁気フィルタを搭載するというアイディアで開

発を継続した．図８（a）中の〇は，磁気フィルタを搭載した

場合の基板温度であり，■に比べて飛躍的な低温化が実現

できていることがわかる．１分の成膜では１５０℃以下に維

持されており，樹脂基板上へも成膜が可能となった．また

図８（b）は，磁気フィルタの有無による成膜速度の違いを

表しており，磁気フィルタ設置による大幅な成膜速度の低

下が起きていないことがわかる．

この装置を用いて，シリコン基板上にTi（約 200 nm），

Cu（約 400 nm），Al（約 250 nm）の連続製膜を行い，深さ

方向の元素分析を行った．図９は，グロー放電質量分析計

（GD-MS: Glow Discharge Mass Spectrometry）による結果

であり，図中右側がシリコン基板に相当し，左側がサンプ

ル表面に相当するデータとなっている．シリコン基板上に

各種材料が順に製膜されており，酸素に由来する信号は，

シリコン基板表面とサンプル表面にのみ存在していること

がわかる．この酸素ピークは，成膜前のシリコン基板上，

および多層膜成膜後に大気開放した際の自然酸化膜に由来

していると考えられ，層間に酸素の顕著な酸化膜を形成す

ることなく多層膜の成膜が可能であることが示されたとい

える．

図８ （a）基板温度の成膜時間依存性．（b）成膜速度のターゲット
バイアス依存性．図中■および×は磁気フィルタを設置し
ない場合，〇は磁気フィルタを設置した場合の計測結果を
示す．データはすべて高周波電力１００Wでの結果である．
Reproduced from Vacuum, 171, 109000 (2020), doi:

10.1016/j.vacuum.2019.109000 with the permission of

Elsevier.

図７ ターゲット材料を（a）Cu，（b）Al，（c）Tiとして製膜した場
合の，EDXスペクトル解析結果．図中には有意なピークの
元素種類を示している．Reproduced from Vacuum, 171,

109000 (2020), doi:10.1016/j.vacuum.2019.109000 with

the permission of Elsevier.

図９ シリコン基板上へ多層膜を成膜した際の，GD-MSを用い
た深さ方向の元素分析結果．Reproduced from Vacuum,

171, 109000 (2020), doi:10.1016/j.vacuum.2019.109000

with the permission of Elsevier.

Special Topic Article 5. Multi-Target Sputtering Tool Using a Helicon Plasma Source K. Takahashi

５５５



５．４ まとめ
ヘリコン波プラズマ源を搭載した，ミニマルマルチター

ゲットスパッタリング装置の開発を行った．これまでに外

部磁場の必要性や大電力高周波を必要とすることで実用化

が敬遠されがちであったヘリコン波プラズマ方式を，周波

数可変方式による高周波システムの小型化や弱磁場モード

の適用により，著しくサイズや電力が制限されたミニマル

装置に組み込むことに成功した．またマルチターゲット機

構や磁気フィルタ搭載の基板ホルダ開発によって，要求仕

様に近い値のマルチターゲットスパッタ装置が完成しつつ

ある．現在は，Al の高速成膜時にサンプル表面が荒れてし

まう等の問題点が起きており，今後さらに改善を図る予定

である．このような改善に対しても柔軟に対応できる点

は，大型のプロセス装置では難しく，装置開発者側から見

たミニマルファブの利点でもあると筆者は感じている．

今回の開発を通して，大学におけるプラズマ研究の良い

点でもあり悪い点でもあるが，これまではプラズマ源だけ

を見ていたことを痛感した．システム全体を見ながら，

ハード，ソフト，コストの制約がある環境下で開発をする

重要性を学べた．今回の開発では，ミニマルファブ装置の

サイズ制約の問題，高周波システム開発，真空排気系等の

周辺機器にも多くのエフォートを割いた．そこで感じたこ

とは，大学研究から製品化へのギャップの大きさであり，

多くのことを学ぶ機会となった．また，筆者はヘリコン波

プラズマを用いた宇宙プラズマ推進機に関連する研究も

行っており［１８‐２３］，このプロジェクトで得られた高周波

システムの小型化技術や装置設計技術は，これらの研究に

も大きく寄与するものであると考えている．
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