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(57)【要約】
　ウエハチャックアセンブリは、パック、シャフト及び
ベースを含む。絶縁材料はパックの上面を画定し、ヒー
タ要素は絶縁材料内に埋め込まれ、伝導プレートは絶縁
材料の下に存在する。シャフトは、プレートと連結され
たハウジング、及びヒータ要素及び電極用の電気コネク
タを含む。伝導ベースハウジングは、シャフトハウジン
グと連結し、コネクタは、ベースハウジング内の端子ブ
ロックを通過する。プラズマ処理の方法は、絶縁上面を
有するチャックの上に被加工物をロードすることと、上
面内の２つの電極にわたってＤＣ電圧差を提供すること
と、電流をヒータ要素に通すことによってチャックを加
熱することと、チャックを囲むチャンバに処理ガスを供
給することと、チャックの下の伝導プレートと、チャン
バの一又は複数の壁との間にＲＦ電圧を供給することと
を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パックの上面を画定する電気絶縁材料と、
　前記電気絶縁材料内に埋め込まれたヒータ要素と、
　前記電気絶縁材料内に埋め込まれ、かつ前記ヒータ要素と前記上面との間に配置された
複数の電極と、
　前記電気絶縁材料に近接して配置された導電性プレートと
を備えるパックと、
　前記プレートに電気的に接続されている導電性シャフトハウジングと、
　前記ヒータ要素用の電気コネクタ及び前記電極用の電気コネクタを含む、複数のコネク
タと
を備えるシャフトと、
　前記シャフトハウジングに電気的に接続されている導電性ベースハウジングと、
　前記ベースハウジング内に配置された電気絶縁端子ブロックであって、前記複数のコネ
クタが前記端子ブロックを通過する、電気絶縁端子ブロックと
を備えるベースと
を備える、ウエハチャックアセンブリ。
【請求項２】
　前記端子ブロックがポリエーテルエーテルケトンを含む、請求項１に記載のウエハチャ
ックアセンブリ。
【請求項３】
　前記コネクタが、熱電対又は抵抗温度検出器用の一又は複数のコネクタを更に備える、
請求項１に記載のウエハチャックアセンブリ。
【請求項４】
　前記コネクタが、熱伝達ガスを供給するように構成された一又は複数の流体導管を更に
備え、前記上面は、前記熱伝達ガスが前記上面とウエハの底面との間に広がるためのチャ
ネルを画定する、請求項１に記載のウエハチャックアセンブリ。
【請求項５】
　前記複数の電極用の前記電気コネクタの各々が、内側導電体、前記内側導電体周囲の絶
縁層、前記絶縁層周囲の接地チューブ、及び前記接地チューブ周囲のセラミックチューブ
を備える、請求項１に記載のウエハチャックアセンブリ。
【請求項６】
　前記ウエハチャックアセンブリが内部に配置されるウエハ処理システムを更に備え、前
記ウエハ処理システムが、
　一又は複数のチャンバ壁によって境界付けられた処理チャンバと、
　一又は複数の電源と
を備え、
　前記ウエハチャックアセンブリは、少なくとも前記パックが前記処理チャンバ内にある
ように配置されており、
　前記一又は複数の電源が、前記複数の電極及び前記一又は複数のチャンバ壁の少なくと
も１つと接続し、
　　前記電極と前記一又は複数のチャンバ壁の前記少なくとも１つとの間にＲＦ電圧を、
　　ウエハを前記上面に静電気的にクランプするため、前記電極にわたりＤＣ電圧差を
提供する、請求項１に記載のウエハチャックアセンブリ。
【請求項７】
　前記パックの前記上面を貫通するＤＣプローブを更に備え、
　前記コネクタが前記ＤＣプローブ用のコネクタを更に含み、前記一又は複数の電源のう
ちの１つの電源が、前記ＤＣプローブからの信号に応じて、前記電極のうちの少なくとも
１つと前記一又は複数のチャンバ壁のうちの前記少なくとも１つとの間でＤＣオフセット
を調節する、請求項６に記載のウエハチャックアセンブリ。
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【請求項８】
　前記導電性プレートが、０．５ミリメートルから１．５ミリメートルまでの間隙によっ
て前記電気絶縁材料から分離され、前記ウエハ処理システムが、前記間隙内で、ヘリウム
及び水素のうちの１つであるパージガスを供給し、前記パージガスが、周囲の処理チャン
バに対して前記間隙内に正圧を提供する、請求項６に記載のウエハチャックアセンブリ。
【請求項９】
　前記導電性ベースハウジングが、冷却流体用の一又は複数のチャネルを画定し、前記導
電性シャフトハウジングが、前記導電性プレートから前記シャフトハウジングを通って前
記ベースハウジングまでの熱除去のための、少なくとも１．５ｍｍ厚の金属を備える、請
求項１に記載のウエハチャックアセンブリ。
【請求項１０】
　プラズマ処理の方法であって、
　電気絶縁上面を有するチャックの上に被加工物をロードすることと、
　前記電気絶縁上面内の２つの空間的に分離された電極にわたってＤＣ電圧差を提供して
、前記被加工物を前記チャックにクランプすることと、
　前記チャックに埋め込まれたヒータ要素に電流を通すことによって、前記チャック及び
前記被加工物を加熱することと、
　前記チャックを囲むチャンバに処理ガスを供給することと、
　前記チャックの下の伝導プレートと、前記チャンバの一又は複数の壁との間にＲＦ電圧
を供給して、前記処理ガスからプラズマを点火することと
を含む、プラズマ処理の方法。
【請求項１１】
　熱伝達ガスを前記上面を通して前記上面によって画定されたチャネル内に流すことを更
に含み、前記チャネルは、前記熱伝達ガスが前記上面と前記被加工物との間に広がること
を可能にする、請求項１０に記載のプラズマ処理の方法。
【請求項１２】
　前記チャックを加熱することが、前記上面を４００℃以上の温度まで加熱することを含
む、請求項１０に記載のプラズマ処理の方法。
【請求項１３】
　前記上面を貫通するＤＣプローブからの信号に応じて、前記電極の少なくとも１つと前
記チャンバの前記一又は複数の壁の少なくとも１つとの間でＤＣオフセットを調節するこ
とを更に含む、請求項１０に記載のプラズマ処理の方法。
【請求項１４】
　前記伝導プレートと前記上面との間の間隙を通してパージガスを流すことを更に含む、
請求項１０に記載のプラズマ処理の方法。
【請求項１５】
　前記チャックを支持するシャフトのシャフトハウジングと機械的に連結されているベー
スを通して冷却流体を流すことを更に含み、前記シャフトは、前記冷却流体が、前記ベー
ス、前記シャフトハウジング及び前記伝導プレートを冷却するように、前記伝導プレート
と機械的に連結されている、請求項１４に記載のプラズマ処理の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、プラズマ処理設備の分野に広く適合する。より具体的には、被加工物上に空
間的に均一なプラズマ処理を提供するためのシステム及び方法が開示される。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路及び他の半導体製品は、「ウエハ」と呼ばれる基板の表面で製造されることが
多い。処理がキャリア中で保持されるウエハ群で実行されることもあるが、処理及び試験
が一度に１つのウエハ上で実行されることもある。単一のウエハ処理又は試験が実行され
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るとき、ウエハは、ウエハチャック上に位置付けられることがある。他の被加工物が、類
似のチャック上で処理されることもある。
【発明の概要】
【０００３】
　実施形態において、ウエハチャックアセンブリは、パック、シャフト及びベースを含む
。パックは、パックの上面を画定する電気絶縁材料と、電気絶縁材料内に埋め込まれたヒ
ータ要素と、電気絶縁材料に近接して配置された導電プレートとを含む。シャフトは、プ
レートと電気的に接続された導電性シャフトハウジングと、ヒータ要素用の電気コネクタ
及び電極用の電気コネクタを含む複数のコネクタとを含む。ベースは、シャフトハウジン
グと電気的に接続された導電性ベースハウジングと、ベースハウジング内に配置された導
電性端子ブロックとを含み、複数のコネクタが端子ブロックを貫通している。
【０００４】
　実施形態において、プラズマ処理の方法は、電気絶縁上面を有するチャックの上に被加
工物をロードすることと、電気絶縁上面内の２つの空間的に分離された電極にわたってＤ
Ｃ電圧差を提供して、被加工物をチャックにクランプすることと、チャックに埋め込まれ
たヒータ要素に電流を通すことによって、チャック及び被加工物を加熱することとを含む
。方法は、チャックを囲むチャンバに処理ガスを供給することと、チャックの下の伝導プ
レートと、チャンバの一又は複数の壁との間にＲＦ電圧を供給して、処理ガスからプラズ
マを点火することとを更に含む。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】実施形態によるウエハ処理システムの主要素を概略的に示す。
【図２】実施形態による、ウエハチャックの例示的構成要素部分を示す、図１に示された
ウエハチャックの概略図である。
【図３】実施形態による、ウエハチャックの例示的構成要素部分を示す、ウエハチャック
を含むプラズマウエハ処理システムの概略図である。
【図４】ウエハチャック及びその内部のディフューザーの部分を含む、図３のプラズマウ
エハ処理システムの一部の概略図であり、それに対する例示的電源結合を示す。
【図５】実施形態によるプロセス中のウエハの一部を示す。
【図６】図５のウエハ部分がイオンを誘導しないプラズマに曝露されるときの仮説の結果
を示す。
【図７】実施形態による、図５のウエハがイオンを誘導するプラズマに曝露されるときの
結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本開示は、以下で説明する図面と併せて下記の詳細説明を参照することによって理解さ
れ得、幾つかの図面を通じて、同様の構成要素を表すために類似の参照番号が使用される
。図を分かりやすくするために、図面中のある種の要素は縮尺通りに描かれていない可能
性があることに、留意されたい。アイテムの特定の例は、括弧内番号（例えば、コネクタ
２３０（１）、２３０（２）など）を使用することによって表されることがあり、その一
方で、括弧のない番号（例えば、コネクタ２３０）は、任意のかかるアイテムを表す。ア
イテムの複数の例が図示されている場合には、図を分かりやすくするために、その例の一
部のみに表示が付けられることがある。
【０００７】
　本明細書の実施形態は、ウエハ処理システムに対する新規の役に立つ機能性を提供する
。ここ数年で半導体ウエハのサイズが著しく大きくなった一方で、フィーチャのサイズは
著しく小さくなったため、処理されるウエハ１枚につき、より大きな機能性を有するより
多くの集積回路が取得可能になっている。典型的なウエハ直径は、１９７０年代の約２イ
ンチ又は３インチから、２０１０年代の１２インチ以上にまで、増大した。同じ期間に、
市販の集積回路の典型的な最小フィーチャサイズは、約５ミクロンから約０．０１５ミク
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ロンまで減少した。ウエハの大型化と共により小さなフィーチャを処理するには、処理均
一性の著しい向上が必要となる。化学反応速度は温度に敏感なことが多いので、処理中の
ウエハにわたったポイントツーポイントの温度制御がより重要になってきている。例えば
、ある種類の処理では、数度のウエハ内のポイントツーポイント温度差は、過去には受け
入れ可能だったかもしれないが、現在そのような差は、約１度以下で保持される必要があ
ろう。集積回路及び他のデバイスの製造に使用される幾つかの材料はまた、非常に腐食性
の高いプラズマ環境において超高温処理が必要となり得る。ウエハ以外の被加工物のプラ
ズマ処理はまた、改良された均一性からも利益を得ることがあり、本開示の範囲内である
と見なされる。したがって、「ウエハ」を保持するための「ウエハチャック」としての本
書のチャックの特徴付けは、何れかの種類の被加工物を保持するチャックと同等であり、
「ウエハ処理システム」は同様に処理システムと同等であると理解すべきである。
【０００８】
　図１は、ウエハ処理システム１００の主要素を概略的に示している。システム１００は
単一ウエハ・半導体ウエハ処理システムとして描かれているが、本書の技法及び原理が任
意の種類のプラズマ処理システム（例えば、必ずしも半導体又はウエハを処理するわけで
はなく、他の種類の被加工物を処理するシステム）に適用可能であることが、当業者には
明らかになろう。また、図１は、システム１００の選択された主要素を概略的に示してい
るに過ぎず、実際の処理システムは、システム１００と比較すると、異なる外観を有し、
おそらく追加的要素を内包することになると理解すべきである。
【０００９】
　ウエハ処理システム１００は、処理流体１０、外部電力２０、及び真空３０などの一又
は複数のユーティリティによって提供される。ウエハ処理システム１００は、ハウジング
１１０、及び外部ソースからウエハ５０を受容し、処理ロケーション１６０内にそれらの
ウエハ５０を位置付けるウエハインターフェース１１５を含む。ウエハ処理システム１０
０はまた、ユーザインターフェース１４５を含み得、典型的にはマイクロプロセッサ、メ
モリなどを含むコントローラ１３５は、ユーザインターフェース１４５及び／又は他のソ
ースからの入力を受け取り、ウエハ処理システム１００のハードウェア要素全域にコンピ
ュータベースの制御を提供する。コントローラ１３５は、物理的（ワイヤ若しくは光コネ
クタ）又は無線接続であり得る一又は複数のデータリンク４０を介して、外部ネットワー
ク及び／又はコンピュータとインターフェースで接続し得る。ウエハ処理システム１００
はまた、システムのハードウェア要素による使用のために外部電力２０によって供給され
る電力を変換又は調整する一又は複数の内部電源１５０を含み得る。
【００１０】
　処理ロケーション１６０は、実施形態では３つの部分：パック１７５、パック１７５を
支持するシャフト１８０、及びシャフト１８０を支持するベース１８５を含むウエハチャ
ック１７０の上に各ウエハ５０を受容する。ウエハ５０は、パック１７５の上に物理的に
位置付けられ、実施形態では、パック１７５によって、加熱、冷却及び／又は機械的に保
持される。ウエハチャック１７０はまた、ウエハ５０をパック１７５に静電的にクランプ
し、処理ロケーション１６０内にプラズマを生成し、及び／又は反応性イオンをプラズマ
からウエハ５０に向けるように、高周波（ＲＦ）及び／又は直流（ＤＣ）電圧をウエハ５
０に結合するように構成される。したがって、処理ロケーション１６０は、プラズマの一
部である又はかつてプラズマの一部であった任意の材料として本書で定義される「プラズ
マ生成物」にウエハ５０を曝露する。プラズマ生成物は、イオン、ラジカル、ソースガス
の分子フラグメント、他の活性化核種の何れか又はすべて、及び／又はプラズマの一部で
あったがイオン、ラジカルなどに変換されなかったソースガス原子又は分子を含み得る。
どんなときにもプラズマの一部を形成しなかったガスは、「活性化されていないガス」と
して本書で定義される。
【００１１】
　パック１７５及び／又はシャフト１８０はまた、実施形態では、ウエハハンドリングツ
ールへのアクセスのためにウエハ５０を操作するように構成される。例えば、実施形態で
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は、シャフト１８０は、ウエハ５０がその上部に受容されるパック１７５を引き揚げ、続
いて処理のために別の高さまでパック１７５を引き下げる、又はその逆であり得る。これ
らの又は他の実施形態では、パック１７５及び／又はシャフト１８０は、パック１７５か
ら延びることができ又はパック１７５内に後退することができるリフトピンなどの、パッ
ク１７５の上面に対してウエハ５０を上げ下げするアクチュエータを含み得、よってウエ
ハツールがウエハ５０と上面との間に挿入され得る。シャフト１８０はまた、パック１７
５との電気的結合及び／又は流体的結合を促進し得る。ベース１８５は、シャフト１１０
をハウジング１１０内に機械的に固定し、実施形態では、電気ユーティリティ及び／又は
流体用のインターフェースをシャフト１８０に提供する。ベース１８５、シャフト１８０
及びパック１７５の部分、又はそれらの任意の組み合わせは、互いにモノリシックに形成
され得、又は以下で更に説明されるように、構成部品から部分的に又は完全に組み立てら
れ得る。
【００１２】
　図２は、ウエハチャック１７０の例示的構成要素部分を示す、ウエハチャック１７０の
概略図である。図２は縮尺通りに描かれておらず、図を明瞭にするために、ウエハチャッ
ク１７０の幾つかの構成要素はサイズが誇張又は縮小されており、各構成要素のすべての
例に表示が付けられているわけではなく、構成要素間の内部結合すべてが図示されている
わけではない。ウエハチャック１７０の領域は、図１のように、パック１７５、シャフト
１８０及びベース１８５として識別されるが、ウエハチャック１７０の幾つかの構成要素
は、これらの領域の２つ以上に重なることがある。パック１７５は、電極２１０及びヒー
タ要素２１５が内部に埋め込まれた絶縁上部２０５を含む。上部２０５は、セラミック又
は他の電気絶縁材料から形成され得、例えば、実施形態では、上部２０５は窒化アルミニ
ウム又はアルミナから形成される。電極２１０及びヒータ要素２１５は、例えば、酸化タ
ングステンなどの、高温に耐えることができる伝導材料及び／又は抵抗材料から形成され
得る。上部２０５内のオプションのチャネル２０７は、上部２０５とウエハ５０との間の
熱伝達を改善するために、ヘリウムのような熱伝達ガスをウエハ５０の裏側と接触させる
。改善された熱伝達は、ウエハが完全に平坦ではなく、したがって上部２０５の上面と均
一に接触しない場合、及び／又はウエハ上の数度のポイントツーポイントの範囲から１度
以下の範囲まで、熱均一性を改善するために、役立つ可能性がある。オプションのチャネ
ル２０８は、チャネル２０７と相互に、また上部２０５の上面内で相互に接続しているの
で、熱伝達ガスは、ウエハ５０の底面と上面２０５との間で、ガスがウエハ５０の外縁を
通過するまで広がることが可能である。
【００１３】
　例えばアルミニウム又はアルミニウム合金などの金属で形成され得る導電性プレート２
２０が、上部２０５の下にかつ上部２０５に近接して配置される。実施形態では、上部２
０５及びプレート２２０は、間隙２１７によって分離され、広い温度範囲にわたり（例え
ば、チャック１７０が使用されていないときの室温から特定のプロセスのための約４５０
℃まで）２つの異なる熱膨張を可能にする。間隙２１７が連続的である必要はなく、要す
るに、上部２０５及び／又はプレート２２０は、それらの間の機械的支持用の隆起部又は
チャネルを形成し得、そのような隆起部又はチャネルが存在しても間隙が存在すると考え
られる。したがって、間隙２１７は、上面２０５及びプレート２２０の外縁で処理ガス及
び／又はプラズマ生成物に曝露される。窒素又はヘリウムなどの不活性ガスが間隙２１７
のパージガスとして供給され、周囲のプロセスチャンバに対して間隙２１７内に正圧力が
提供され、上部２０５、プレート２２０の内面及びシャフト１８０内の対応する表面から
ガス及び／又はプラズマ生成物を隔離する。実施形態では、間隙２１７は、上部２０５及
びプレート２２０を約０．５～１．５ミリメートル分離する。
【００１４】
　シャフト１８０において、導電性シャフトハウジング２２２は上部２０５の下にあり、
シャフト１８０用のハウジングを形成する。シャフトハウジング２２２はまた、例えば、
アルミニウムから作られ得、シャフトハウジング２２２は電気的に接続され、図２に示さ
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れるように一体的に形成され得るか、構成要素部品を締める又は接合することによって組
み合わされ得る。シャフトハウジング２２２は、例えば、ＡｌＮ又はＡｌ２Ｏ３などのセ
ラミック材料で作られたオプションの絶縁ライナー２２５を収容し、内部構成要素がシャ
フトハウジング２２２に対して短絡又はアーク放電するのを防止するのに役立つ。絶縁ラ
イナー２２５は、オプションとして、ウエハがチャック１７０との間で移送されるときに
、チャック表面に侵入し得る熱を除去する又は処理ガスを希釈し除去するためにするため
に、ヘリウム若しくは窒素などの不活性ガスで流され得る。
【００１５】
　シャフト１８０はまた、チャック１７０が配置されている機器の電源及び他の設備と、
パック１７５の特徴との間の様々なコネクタ２３０も収容する。図２に示される例示的コ
ネクタ２３０は、高周波／直流（ＲＦ／ＤＣ）端子２３０（１）、２３０（２）と；直流
（ＤＣ）プローブ中心タップ端子２３０（３）と；内側ゾーンヒータ端子２３０（４）、
２３０（５）と；外側ゾーンヒータ端子２３０（６）、２３０（７）と；熱電対（ＴＣ）
又は抵抗温度検出器（ＲＴＤ）ワイヤ２３０（８）（例えば、図２に単一コネクタとして
概略的に示されている、２要素ワイヤ）とを含む。実施形態では、他のコネクタ２３０が
可能である。コネクタ２３０は、単一であっても捩った対のワイヤ、ロッド、同軸コネク
タ若しくは他のコネクタであってもよく、絶縁されていても絶縁されていなくてもよい。
実施形態では、同軸コネクタ２３０は、内部導電体、内部導電体周囲の絶縁層、絶縁層周
囲の接地チューブ、及び接地チューブ周囲のセラミックチューブを含み得る。ＴＣ又はＲ
ＴＤは、任意の数で実施され得、様々なヒータゾーンの動作、プラズマ又はプラズマ生成
物による加熱、流動ガス又はプラズマ生成物との相互作用によって引き起こされる加熱又
は冷却、又は他の原因によって引き起こされる温度変化に対する感度について体系づけら
れ得る。実施形態において、チャック１７０の特性付けは、単一のＴＣ又はＲＴＤがチャ
ック１７０の温度を正確に表すように、チャック１７０の所与の構成にわたって温度が均
一であると決定し得る。他の実施形態では、チャック１７０全域の温度をモニタするため
に、複数のＴＣ又はＲＴＤを使用することができ、ヒータゾーン又はチャック１７０が位
置するプラズマ処理システムの他の態様の動作を自動的に及び／又は手動で調節するため
に使用できる情報が提供され、温度の均一性が促進される。
【００１６】
　コネクタ２３０はまた、流体導管であってもよい。加えて、又は流体導管として構成さ
れているコネクタ２３０の代わりに、シャフトハウジング２２２、絶縁ライナー２２５及
び／又はそれらの間の空間は、流体通路と共に構成され得る。例えば、ベース１８５のパ
ージガス源２８５（１）に結合された、先ほど検討されたシャフトハウジング２２２と絶
縁ライナー２２５との間の、上記間隙２１７を示す。また、裏側ガス源２８５（２）は、
ウエハ５０全域の改善された熱制御のために、チャネル２０７にＨｅ又は他の不活性ガス
を供給する。
【００１７】
　図２のコネクタ２３０の数及び配置は、概略的に過ぎず、シャフト１８０のサイズの最
小化、隣接するコネクタ２３０同士の間の空間の最大化、温度均一性及び／又は放熱の改
善を目的とし、又は他の理由で、異なるように配置されてもよく、通常は異なるように配
置されるだろう。
【００１８】
　チャック１７０のベース１８５は、金属（例えば、アルミニウム）で作られ得、かつシ
ャフトハウジング２２２で一体的に形成され得る又は締め具、溶接などによりシャフトハ
ウジング２２２に組み立てられ得る導電性ベースハウジング２７０を含む。実施形態では
、ベースハウジング２７０は、コネクタ２３０－２６５が貫通する電気絶縁端子ブロック
２７５を含む。端子ブロック２７５は、コネクタ２３０－２６５を整列させる働きをし、
それらのそれぞれの遠位端がパック１７５内で対応するソケットと嵌合するように配置さ
れる。端子ブロック２７５は、共に良好な電気抵抗及び高温での安定性を提供する、ポリ
エーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）又はセラミックなどの絶縁体で形成され得る。
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【００１９】
　ベースハウジング２７０は、図示されたように、加熱／冷却流体用のチャネル、例えば
、ベースハウジング２７０内部のチャネル２８０などを含み得る。チャネル２８０を通過
した加熱／冷却流体は、気体か液体かのどちらかであり得る。実施形態では、チャネル２
８０を通った加熱／冷却流体は、およそ５０％の水と５０％のグリコールの混合比率を有
する水とエチレングリコール若しくはプロピレングリコールの混合物である。実施形態で
は、チャネル２８０を通して提供された冷却は、ベースハウジング２７０だけではなく、
機械的に共に結合しているシャフトハウジング２２２と伝導プレート２２０も冷却する。
有利には、間隙２１７及びその内部に供給されたパージガスは、上部２２０内部で到達す
る最高温度からプレート２２０を絶縁する働きをし、またシャフトハウジング２２２の金
属は、プレート２２０から下にベースハウジング２７０まで高い熱伝達を提供するために
、機械的目的のためだけに必要とされるだろうよりも厚いとすることができ、ここでチャ
ネル２８０を通過した冷却流体によって熱が除去される。例えば、実施形態では、シャフ
トハウジング２２２は、１．５ｍｍ、２．０ｍｍ、２．５ｍｍ又はそれ以上の厚さであり
得る。
【００２０】
　ベース１８５は、ウエハ処理設備の関連ピース内に固定されてもよく、又はパック１７
５を位置付け、ウエハ又は他の被加工物を送る若しくは受け取るために、及び／又はウエ
ハ若しくは被加工物を必要に応じて整列させるために、スライド、ヒンジ、ステージ又は
他のデバイスを使用して移動可能に装着されてもよい。
【００２１】
　図３は、ウエハチャック１７０を含むプラズマウエハ処理システム３００の概略図であ
り、その例示的構成要素を示している。図３は縮尺通りに描かれておらず、図を明瞭にす
るために、プラズマウエハ処理システム３００の幾つかの構成要素はサイズが誇張又は縮
小されており、各構成要素のすべての例に表示が付けられているわけではなく、構成要素
間の内部結合すべてが図示されているわけではない。プラズマウエハ処理システム３００
は、図１のウエハ処理システム１００の一例である。プラズマウエハ処理システム３００
は、プラズマ生成物及び／又は活性化されていないガスを使用して、処理チャンバ３０５
内でウエハ５０を処理し、図３は、プラズマ生成物の流れを白抜き矢印として、活性化さ
れていないガスを実線矢印として示す。オプションの遠隔プラズマ源３１０は、第１の入
力ガス流１０（１）を発生させ、オプションで生じたプラズマ生成物を第２の入力ガス流
１０（２）と混合し、プラズマ生成物をディフューザー３２０の方に通す。プラズマ生成
物は、プラズマ生成物が処理チャンバ３０５内に案内される前に、少なくともプラズマ生
成物を均一に分散させるよう機能する他のオプションのディフューザー３２０、３２５及
び３４０を通過し得る。図示された構成において、第１の電源１５０（１）は、ディフュ
ーザー３２５と３４０との間の空間３３０全域にＲＦエネルギーを供給し、空間３３０に
第２のプラズマ３３５が形成される。第１及び第２のプラズマからのプラズマ生成物は、
オプションで、更なるディフューザー３５０（「シャワーヘッド」と呼ばれることもある
）を通して更なる入力ガス流１０（３）と混ざり得る。ディフューザー３５０は、プラズ
マ生成物を通すための大きなポートを有するように構成され、ガス通路３６０は、処理チ
ャンバ３０５に面するディフューザー３５０の一方のみを通って入力ガス流１０（３）を
伝達するように構成されている。遠隔プラズマ源３１０並びにディフューザー３２０、３
２５、３４０及び３５０の任意の又は全ての使用がオプションであることが認識されるだ
ろう。
【００２２】
　第２の電源１５０（２）は、概略的に示されるように、コネクタ２３０（１）及び２３
０（２）を通して、チャック１７０内の電極２１０（１）及び２１０（２）に対して、並
びに処理システム３００の他の部分に対して、ＲＦエネルギー及び／又はＤＣバイアスを
供給するように制御可能に構成されている。ＲＦエネルギー及び／又はＤＣバイアスの特
定の結合は、以下で更に検討されるように、変更されてもよい。電源１５０（２）は、例
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えば、電極２１０（１）及び２１０（２）全域にＤＣバイアスを提供し得、電源１５０（
２）とディフューザー３５０との間の結合１５１によって示されるように、電極２１０（
１）及び２１０（２）と処理システム３００の他の部分との間にＲＦエネルギー及び／又
はＤＣバイアスを提供し得る。ＲＦエネルギー及びＤＣバイアスの両方を提供することは
、以下でさらに検討されるように、ウエハ５０（又は他の任意の被加工物）をチャック１
７０に静電的にクランプし、処理チャンバ３０５内でプラズマを生成し、プラズマのイオ
ンをウエハ５０上のある処理サイトに向けるために特に役に立つ。典型的なＤＣクランプ
電圧が対向電極２１０（１）及び２１０（２）に供給される±２００Ｖであるのに対し、
典型的なＲＦ電圧は、処理チャンバ３０５（プラズマに印加されるＲＦ電力は約１００Ｗ
～５００Ｗ）にわたって±７５Ｖである。処理システム３００の一部分が、図４に詳しく
示されている。
【００２３】
　図４は、ウエハチャック１７０及びディフューザー３５０の部分を含む、プラズマウエ
ハ処理システム３００の一部の概略図であり、それに対する例示的電源結合を示す。図４
は、縮尺通りに描かれておらず、図を明瞭にするために、プラズマウエハ処理システム３
００の幾つかの構成要素はサイズが誇張又は縮小されており、各構成要素のすべての例に
表示が付けられているわけではなく、構成要素間の内部結合すべてが図示されているわけ
ではない。図４は、ディフューザー３５０及びチャック１７０のそれぞれの部分によって
境界付けられた処理チャンバ３０５の部分、ウエハ５０、処理チャンバ３０５内のプラズ
マ３５５、及び電源１５０（２）の例示的詳細を示す。プラズマ３５５は、元の活性化さ
れていない形態か遠隔プラズマ源３１０に又は空間３３０（図３）内に形成されたプラズ
マ生成物としてのどちらかで、ガス流１０（１）、１０（２）及び／又は１０（３）から
生成される。プラズマ３５５を形成するためのＲＦエネルギーは、電源１５０（２）内の
ＲＦ源３９０によって供給される。図４に示された構成において、電源１５０（２）はま
た、電極２１０（１）及び２１０（２）全域に、ウエハ５０をウエハチャック１７０に静
電気的にクランプするように機能するＤＣバイアス３７０を提供する。ＤＣ電場が、破線
矢印で図４に示されている。図４に示されている実施形態はまた、電極２１０とディフュ
ーザー３５０との間にオプションのＤＣバイアス３８０を含む。ＤＣバイアス３８０は、
プラズマ３５５で形成された（又は先ほど検討されたような、他のロケーションからのプ
ラズマ生成物に存在する）イオンをウエハ５０の方に誘導することができ、ウエハ５０上
でのプラズマ処理の方向性に影響を及ぼす（図５から図７を参照）。
【００２４】
　図４はまた、ウエハ５０の実際の裏側ＤＣ電圧を決定するためにモニタすることができ
る中心タップＤＣプローブ３９５を示している。ＤＣプローブ３９５で測定された電圧は
、ウエハ５０における処理結果を制御及び最適化するために、ＤＣバイアス３８０を制御
するように測定及び使用することができる。例えば、プラズマ処理が実行されるとき、プ
ラズマ生成物内の反応性核種は、負に帯電したイオンであることが多く、これらは反応す
る際に、負の電荷をウエハ５０に伝達することができる。これはウエハ５０の帯電につな
がり、処理中にウエハ５０によって得られた典型的なＤＣ電圧は、約－５０Ｖであり得る
。中心タップＤＣプローブ３９５により、この電圧は感知可能となり、したがってＤＣバ
イアス３８０を調節することによって補償される。ゆえに、ＤＣプローブ３９５は、ＤＣ
プローブ３９５で電圧を測定し、電源１５０（２）がＤＣバイアス３８０を調節するのに
適切な情報を提供する高インピーダンス回路３９８と接続する。
【００２５】
　ウエハチャック１７０の構成要素及びウエハチャック１７０と一体化された構成要素の
すべては、例えば、特定のポリマー又はプラスチック、ゴムなどの、高温に適合しない材
料を利用し得る初期のシステムとは対照的に、超高温動作と適合可能である。プラズマに
曝露される構成要素は、ＮＨ３又はＮＦ３がそれぞれソースガスとして利用されるときに
生成されるＨ＊又はＦ＊ラジカルなどの非常に苛酷なプラズマ環境でも残存可能である。
Ｏ２はまた、一般的にソースガスとして加えられ（電子を供給してプラズマ開始を促進す
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る）、更なるイオン核種及びラジカルを形成する。初期のシステムは、ステンレス鋼チャ
ックを使用することが多かったが、ステンレスは、一般的にそのような環境で腐食し、微
粒子汚染を引き起こす。処理システム３００内のウエハチャック１７０の配置は、処理を
均一な高温で実行可能であるという点で特有であるが、他方でまた、熱伝達に強力な静電
クランプと、腐食又は熱劣化なく、反応性イオン核種を被加工物の方へ誘導する能力を提
供する。例えば、構成要素（例えば、シャフトハウジング２２２の厚さ、及び間隙２１７
内のパージガスの流量）の適切なサイジングにより、本明細書の実施形態は、５００℃ま
で動作可能であり、ウエハ５０上の特定の金属及び／又はセラミック材料のプラズマエッ
チングを促進する。
【００２６】
　図５、図６及び図７は、本書に記載のウエハチャック及びウエハ処理システムにより取
得可能な例示的処理結果を示している。図５は、処理におけるウエハ５０（１）の一部を
示す。ウエハ５０（１）は、その内部に深いトレンチ４１０を形成するために既に処理さ
れており、膜４００（１）は、ウエハ５０（１）の上面及びトレンチ４１０内の両方に堆
積している。続く処理は、ウエハ５０（１）のある領域から膜４００（１）を除去するが
、膜を他の領域に残すことを意図しており、したがって、フォトレジスト４２０は、膜４
００（１）が残される領域に提供されている。
【００２７】
　図６は、例えば、反応性核種が拡散により単にランダムに方向付けられているプラズマ
にウエハ５０（１）を曝露することによって、ウエハ５０（１）がイオンを誘導しないプ
ラズマに曝露されるときの仮説の結果を示している。反応性核種に容易に曝露される膜４
００（１）の表面がエッチングされる一方で、ウエハ５０（１）は反応性核種と反応しな
い。この処理により、生じたウエハ５０（２）はフォトレジスト４２０によって保護され
た膜４００（４）と共に残るが、残留材料４００（３）もまたトレンチ４１０内に残る。
これは、反応性核種が何かに遭遇し、次に到達したところで反応するまで、単に進行する
ために起こる。トレンチ４１０に深く浸透するのに必要な正確な方向に移動している反応
性核種はほとんどない。ランダムに方向付けられた反応性核種を使用して、残留材料４０
０（３）を除去するのに十分長い間、ウエハ５０（１）をエッチングすることは、可能で
あるかもしれないし可能でないかもしれないが、通常は非現実的である。
【００２８】
　図７は、イオンをウエハ５０（１）に向ける電場を供給することによって、即ち、図３
及び図４に示されるようにウエハチャック１７０を用いて、イオンを誘導するプラズマに
、ウエハ５０（１）が曝露されるときの結果を示している。図４に示す電場は、図７の向
きで負に帯電した反応性核種を下に向かって方向付け、より多くの反応性核種がトレンチ
４１０内の膜４００（１）のより低い領域に到達するようにする。生じるウエハ５０（３
）は、元の膜４００（１）が図示されるようにフォトレジスト４２０によって保護される
位置にのみ膜４００（４）を保持する。
【００２９】
　本明細書に記載のウエハチャックで使用される材料の設計及び種類は、ウエハチャック
について通常考慮されるであろうものではない。これまでウエハチャックは、単純な金属
の厚板から、真空又は静電クランプ、調節可能なウエハの位置合わせ／位置決めなどを提
供するやや複雑なシステムまでの範囲のかなり単純なものであることが多かった。これら
の機能のすべてを保持し、劣化のない高腐食性プラズマ環境において超高温でなおも動作
する設計は知られていない。
【００３０】
　幾つかの実施形態を説明したが、本発明の本質から逸脱することなく、様々な修正例、
代替構造、及び均等物が使用され得ることが、当業者には認識されよう。加えて、本発明
を不必要に不明瞭にすることを避けるために、幾つかの周知のプロセス及び要素について
は説明しなかった。したがって、上記の説明を、本発明の範囲を限定するものと解釈すべ
きではない。
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【００３１】
　ある範囲の値が提供される場合、その範囲の上限と下限との間の各介在値も、文脈上別
途明示されない限り下限の単位の１０分の１まで、明確に開示されていると、理解される
。ある規定された範囲における任意の規定値又は介在値と、その規定された範囲における
他の任意の規定値又は介在値との間の、より狭い範囲の各々が包含される。これらの狭い
方の範囲の上限と下限は、その範囲内に個別に含まれることも、除外されることもあり、
限界値のいずれかが狭い方の範囲内に含まれる場合、限界値のいずれも狭い方の範囲内に
含まれない場合、又は両方の限界値が狭い方の範囲内に含まれる場合の各範囲も、前記規
定された範囲における明確に除外される任意の限界値を条件として、本発明に包含される
。前記規定された範囲が、限界値の一方又は両方を含む場合、含まれる限界値の一方又は
両方を除外した範囲も、含まれる。
【００３２】
　本書及び付随する特許請求の範囲において、単数形の「１つの（ａ、ａｎ）」、及び「
その（ｔｈｅ）」は、文脈上別途明示しない限り、複数の指示対象を含む。ゆえに、例え
ば、「１つのプロセス（ａ　ｐｒｏｃｅｓｓ）」の言及は、複数のかかるプロセスを含み
、「その電極（ｔｈｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）」の言及は、一又は複数の電極、及び、当
業者には既知であるその同等物の言及を含む、等々である。「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ
／ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、及び「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ／ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ／ｉｎ
ｃｌｕｄｅｓ）」という語も、この明細書及び以下の特許請求の範囲において使用する場
合、規定された特徴、整数値、構成要素、又はステップの存在を明示することを意図して
いるが、一又は複数の他の特徴、整数値、構成要素、ステップ、作用、又はグループの存
在又は追加を排除するものではない。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【国際調査報告】
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