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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部チャンバ及び下部チャンバの上下２部構成に形成され、前記下部チャンバ内に基板
が配置される処理チャンバと、前記上部チャンバ内に処理ガスを供給するガス供給手段と
、前記上部チャンバ内に供給された処理ガスをプラズマ化するためのプラズマ生成手段と
、前記プラズマ生成手段に高周波電圧を印加する電圧印加手段とを備えたプラズマ処理装
置であって、
　前記下部チャンバは、上面に開口する内部空間を有し、前記上部チャンバは、下面に開
口する内部空間を有して、これらの内部空間が相互に連通するように構成されたプラズマ
処理装置において、
　水平に配置されて昇降自在に設けられ、前記上部チャンバを構成する少なくとも一部の
部材が取り付けられる昇降板と、
　前記昇降板を支持して昇降させる昇降手段と、
　前記上部チャンバを固定するための第１，第２及び第３の少なくとも３つの固定手段と
を備えてなり、
　前記上部チャンバは、外周側の下面が前記下部チャンバの上部に当接する環状板と、内
部が中空の筒状に形成され、その下端部が前記環状板上に載置される側壁部材と、前記側
壁部材の上端部に載置される天板とから少なくとも構成され、
　前記昇降板は、上下に貫通し、前記天板が通過可能な大きさの貫通穴を有し、
　前記プラズマ生成手段は、前記側壁部材の外方に配置されて前記昇降板の下面に固設さ
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れ、
　前記第１固定手段は、前記昇降板と天板とを連結，固定する一方、これらの連結，固定
を解除可能に構成され、
　前記第２固定手段は、前記昇降板と環状板とを連結，固定する一方、これらの連結，固
定を解除可能に構成され、
　前記第３固定手段は、前記下部チャンバと環状板とを固定する一方、これらの固定を解
除可能に構成されてなることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項２】
　前記天板及び側壁部材の上端部には、互いに係合して前記天板を前記側壁部材に対し位
置決めするための係合部がそれぞれ形成されてなることを特徴とする請求項１記載のプラ
ズマ処理装置。
【請求項３】
　前記環状板及び側壁部材の下端部には、互いに係合して前記側壁部材を前記環状板に対
し位置決めするための係合部がそれぞれ形成されてなることを特徴とする請求項１又は２
記載のプラズマ処理装置。
【請求項４】
　前記環状板の下面及び下部チャンバの上部には、互いに係合して前記環状板を前記下部
チャンバに対し位置決めするための係合部がそれぞれ形成されてなることを特徴とする請
求項１乃至３記載のいずれかのプラズマ処理装置。
【請求項５】
　前記昇降板，昇降手段及び上部チャンバを少なくとも覆うカバー体を更に有し、
　前記カバー体は、前記上部チャンバの側方位置で外側から内側に貫通する作業穴と、前
記作業穴を開閉する戸とを備えてなることを特徴とする請求項１乃至４記載の記載のいず
れかのプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理チャンバ内に所定の処理ガスを供給してプラズマ化し、プラズマ化した
処理ガスによって、処理チャンバ内に配置された基板を処理するプラズマ処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前記プラズマ処理装置として、例えば、特開２０００－２６８９９５号公報に開
示されたものが知られている。このプラズマ処理装置は、反応室を構成する処理チャンバ
と、処理チャンバ内に配置され、上面に基板を保持するサセプタと、処理チャンバ内に処
理ガスを供給するガス供給機構と、処理チャンバ内に供給された処理ガスをプラズマ化す
るためのプラズマ生成機構と、プラズマ生成機構に高周波電圧を印加する高周波電源など
を備える。
【０００３】
　前記処理チャンバは、上部が開口した下部部材と、下部部材の側壁上面に下面が当接す
るように設けられた環状体と、環状体の上面に下面が当接するように設けられた蓋体など
から構成されており、前記環状体は、内部が中空の円筒状に形成された円筒電極と、円筒
電極の上端部及び下端部にそれぞれ設けられる環状の上部絶縁材及び下部絶縁材と、上部
絶縁材の上端及び下部絶縁材の下端に接続してこれらを保持する環状の保持部材とから構
成される。
【０００４】
　前記プラズマ生成機構は、前記処理チャンバの一部を構成している円筒電極と、上部絶
縁材及び下部絶縁材の外周面にそれぞれ設けられる環状の永久磁石とから構成される。前
記高周波電源は、円筒電極に高周波電圧を印加する。
【０００５】
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　ところで、プラズマ処理を行うと、処理チャンバの内面には各種の生成物が付着するが
、この付着物は、パーティクルとなって基板に付着するなどの問題を引き起こす。このた
め、処理チャンバは定期的に洗浄されて付着物が除去される。尚、処理チャンバの洗浄は
、例えば、処理チャンバを分解し、その各構成部品を所定の洗浄液や純水を用いて洗浄す
ることで行なわれる。
【０００６】
　そして、上記従来のプラズマ処理装置では、保持部材によって円筒電極，上部絶縁材及
び下部絶縁材が保持され、これらが一体的に構成されているので、円筒電極，上部絶縁材
及び下部絶縁材を１つずつ分解し、また、組み立てる場合に比べ、処理チャンバを分解し
たり、組み立てるのに好都合である。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２６８９９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来のプラズマ処理装置では、例えば、下部部材のみや円筒電極の
みなど構成部品の一部をメンテナンスする場合であっても、メンテナンス対象でない蓋体
などを含むすべての部品を分解しなければならないので、処理チャンバの分解作業や組立
作業に時間を要し、効率的にメンテナンスを行うことができないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、以上の実情に鑑みなされたものであって、処理チャンバを効率的にメンテナ
ンスすることができるプラズマ処理装置の提供をその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明は、
　上部チャンバ及び下部チャンバの上下２部構成に形成され、前記下部チャンバ内に基板
が配置される処理チャンバと、前記上部チャンバ内に処理ガスを供給するガス供給手段と
、前記上部チャンバ内に供給された処理ガスをプラズマ化するためのプラズマ生成手段と
、前記プラズマ生成手段に高周波電圧を印加する電圧印加手段とを備えたプラズマ処理装
置であって、
　前記下部チャンバは、上面に開口する内部空間を有し、前記上部チャンバは、下面に開
口する内部空間を有して、これらの内部空間が相互に連通するように構成されたプラズマ
処理装置において、
　水平に配置されて昇降自在に設けられ、前記上部チャンバを構成する少なくとも一部の
部材が取り付けられる昇降板と、
　前記昇降板を支持して昇降させる昇降手段と、
　前記上部チャンバを固定するための第１，第２及び第３の少なくとも３つの固定手段と
を備えてなり、
　前記上部チャンバは、外周側の下面が前記下部チャンバの上部に当接する環状板と、内
部が中空の筒状に形成され、その下端部が前記環状板上に載置される側壁部材と、前記側
壁部材の上端部に載置される天板とから少なくとも構成され、
　前記昇降板は、上下に貫通し、前記天板が通過可能な大きさの貫通穴を有し、
　前記プラズマ生成手段は、前記側壁部材の外方に配置されて前記昇降板の下面に固設さ
れ、
　前記第１固定手段は、前記昇降板と天板とを連結，固定する一方、これらの連結，固定
を解除可能に構成され、
　前記第２固定手段は、前記昇降板と環状板とを連結，固定する一方、これらの連結，固
定を解除可能に構成され、
　前記第３固定手段は、前記下部チャンバと環状板とを固定する一方、これらの固定を解
除可能に構成されてなることを特徴とするプラズマ処理装置に係る。



(4) JP 5188849 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

【００１１】
　この発明によれば、例えば、シリコン基板やガラス基板などの処理対象基板に、エッチ
ング処理，アッシング処理及び成膜処理などのプラズマ処理を行うときには、ガス供給手
段により処理チャンバ内に処理ガスを供給するとともに、電圧印加手段によりプラズマ生
成手段に高周波電圧を印加して処理ガスをプラズマ化する。これにより、処理チャンバ内
に適宜搬入された基板が、プラズマ化した処理ガスによって処理される。
【００１２】
　そして、このようなプラズマ処理を行うと、処理チャンバの内面には各種の生成物が付
着するが、この付着物の除去といった処理チャンバのメンテナンスは、次のようにして行
うことができる。
【００１３】
　即ち、上部チャンバの天板をメンテナンスする際には、第１固定手段による昇降板及び
天板の連結，固定を解除する。そうすると、天板のみが外れるため、これを当該プラズマ
処理装置から容易に取り外してメンテナンスすることができる。メンテナンス後は、天板
を側壁部材の上端部に載置した後、第１固定手段によりこの天板と昇降板とを連結，固定
することで、当該プラズマ処理装置を容易に組み立てることができる。
【００１４】
　一方、上部チャンバの側壁部材をメンテナンスする際には、まず、第２固定手段による
昇降板及び環状板の連結，固定を解除した後、昇降手段により昇降板を上昇させて、この
昇降板とともに天板，第１固定手段及びプラズマ生成手段を上方に移動させる。そうする
と、上昇せずに留まった側壁部材のみが外れるため、これを当該プラズマ処理装置から容
易に取り外してメンテナンスすることができる。メンテナンス後は、側壁部材を環状板上
に載置し、昇降手段により昇降板を下降させて天板，第１固定手段及びプラズマ生成手段
を下方に移動させた後、第２固定手段によりこの環状板と昇降板とを連結，固定すること
で、当該プラズマ処理装置を容易に組み立てることができる。
【００１５】
　また、上部チャンバの環状板をメンテナンスする際には、側壁部材を取り外した状態で
、更に、第３固定手段による下部チャンバ及び環状板の固定を解除すれば、この環状板を
当該プラズマ処理装置から容易に取り外してメンテナンスすることができる。メンテナン
ス後は、第３固定手段により環状板と下部チャンバとを固定し、側壁部材を環状板上に載
置した後、昇降手段により昇降板を下降させ、第２固定手段により環状板と昇降板とを連
結，固定すれば、当該プラズマ処理装置を容易に組み立てることができる。
【００１６】
　また、下部チャンバをメンテナンスする際には、まず、第３固定手段による下部チャン
バ及び環状板の固定を解除した後、昇降手段により昇降板を上昇させて、この昇降板とと
もに天板，第１固定手段，プラズマ生成手段，第２固定手段，側壁部材及び環状板を上方
に移動させる、即ち、上部チャンバ全体を上方に移動させる。そうすると、下部チャンバ
が開口し、これを容易にメンテナンスすることができる。メンテナンス後は、昇降手段に
より昇降板を下降させて天板，第１固定手段，プラズマ生成手段，第２固定手段，側壁部
材及び環状板を下方に移動させた後、第３固定手段により環状板と下部チャンバとを固定
することで、当該プラズマ処理装置を容易に組み立てることができる。
【００１７】
　このように、本発明に係るプラズマ処理装置によれば、第１固定手段による天板の固定
を解除することや、第２固定手段や第３固定手段による環状板の固定を解除して昇降手段
により昇降板を上昇させることで、処理チャンバを構成する部品の内、メンテナンス対象
とする部品を当該プラズマ処理装置から簡単に取り外すことができ、また、メンテナンス
後の部品を元に戻す際には取り外し時とは逆の操作を行えば良いので、この対象部品を交
換したり、洗浄するといったメンテナンスを容易に且つ短時間で実施することができる。
【００１８】
　尚、前記天板及び側壁部材の上端部には、互いに係合して前記天板を前記側壁部材に対
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し位置決めするための係合部がそれぞれ形成されていても良く、また、前記環状板及び側
壁部材の下端部には、互いに係合して前記側壁部材を前記環状板に対し位置決めするため
の係合部がそれぞれ形成されていても良く、また、更に、前記環状板の下面及び下部チャ
ンバの上部には、互いに係合して前記環状板を前記下部チャンバに対し位置決めするため
の係合部がそれぞれ形成されていても良い。このようにすれば、一旦取り外した天板や側
壁部材、環状板の取付作業の容易化を図ることができるとともに、組立精度の低下を防止
することができる。
【００１９】
　また、前記プラズマ処理装置は、前記昇降板，昇降手段及び上部チャンバを少なくとも
覆うカバー体を更に有し、前記カバー体は、前記上部チャンバの側方位置で外側から内側
に貫通する作業穴と、前記作業穴を開閉する戸とを備えていても良い。この場合、作業者
は、戸を開け、作業穴からメンテナンスを行う。このようにすれば、昇降手段及び昇降板
の動作時に作業者が負傷することや、高周波が人体に影響を与えるのを防止して作業者を
保護することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、本発明に係るプラズマ処理装置によれば、処理チャンバを効率的にメン
テナンスすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の具体的な実施形態について、添付図面に基づき説明する。尚、図１は、
本発明の一実施形態に係るエッチング装置の概略構成を示した断面図であり、図２は、図
１における矢示Ａ－Ａ方向の断面図であり、図３は、図１における矢示Ｂ－Ｂ方向の断面
図である。
【００２２】
　図１乃至図３に示すように、本例のプラズマ処理装置たるエッチング装置１は、下部チ
ャンバ１２及び上部チャンバ１３の上下２部構成に形成された処理チャンバ１１と、下部
チャンバ１２内に昇降自在に配設され、エッチング対象であるシリコン基板Ｋが載置され
る基台２０と、基台２０を昇降させる昇降シリンダ２３と、処理チャンバ１１内の圧力を
減圧する排気装置２４と、上部チャンバ１３内に処理ガスを供給するガス供給装置２７と
、上部チャンバ１３の外部に配置された複数のコイル（プラズマ生成機構）３０と、コイ
ル３０に高周波電圧を印加するコイル用高周波電源３３と、基台２０に高周波電圧を印加
する基台用高周波電源３４と、上部チャンバ１３を昇降させる昇降装置４０と、上部チャ
ンバ１３を固定するための固定機構４６と、処理チャンバ１１及び昇降装置４０を外側か
ら覆うカバー体５５と、昇降シリンダ２３，排気装置２４，ガス供給装置２７，コイル用
高周波電源３３，基台用高周波電源３４及び昇降装置４０の作動を制御する制御装置（図
示せず）などを備える。
【００２３】
　前記下部チャンバ１２は、上面に開口する内部空間を備え、前記上部チャンバ１３は、
下面に開口する内部空間を備えており、これらの内部空間が相互に連通している。また、
下部チャンバ１２は、環状の側壁１２ａを備え、この側壁１２ａの上端面には環状の係合
突起１２ｂが形成されている。また、この側壁１２ａには、シャッタ１７によって開閉さ
れ、シリコン基板Ｋを搬入したり、搬出するための開口部１２ｃが形成されている。
【００２４】
　前記上部チャンバ１３は、外周側の下面が下部チャンバ１２の側壁１２ａの上端面に当
接する環状板１４と、内部が中空の円筒状に形成され、その下端が環状板１４の内周側に
載置される側壁部材１５と、外周側の下面が側壁部材１５の上端面に載置される天板１６
とから構成される。
【００２５】
　前記環状板１４は、その外周側下面に形成され、下部チャンバ１２の側壁１２ａの係合
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突起１２ｂと係合する環状の係合溝１４ａと、内周側上面の角部に形成された環状の係合
凹部１４ｂとを備え、前記天板１６は、その外周側の下面に形成された環状の係合突起１
６ａを備え、前記側壁部材１５は、その下端が環状板１４の係合凹部１４ｂと係合する係
合部と、その上端が天板１６の係合突起１６ａと係合する係合部となっている。
【００２６】
　前記基台２０は、上下に配設された上部材２１及び下部材２２からなり、上部材２１上
にシリコン基板Ｋが載置され、下部材２２には前記昇降シリンダ２３が接続される。
【００２７】
　前記排気装置２４は、排気ポンプ２５と、排気ポンプ２５と下部チャンバ１２とを接続
する排気管２６とから構成され、排気ポンプ２５により排気管２６を介して下部チャンバ
１２内の気体を排気し、処理チャンバ１１の内部を所定圧力に減圧する。
【００２８】
　前記ガス供給装置２７は、処理ガスとして、エッチングガス（例えば、ＳＦ６ガス）及
び耐エッチング層形成ガス（例えば、Ｃ４Ｆ８ガス）を供給する処理ガス供給部２８と、
処理ガス供給部２８と上部チャンバ１３の天板１６とを接続する処理ガス供給管２９とか
ら構成され、処理ガス供給部２８から処理ガス供給管２９を介して上部チャンバ１３内に
エッチングガス及び耐エッチング層形成ガスを供給する。
【００２９】
　前記プラズマ生成機構３０は、前記側壁部材１５の周囲に上下に並設された複数の環状
のコイル３１と、内部が中空の円筒状に形成され、その内周面に各コイル３１を保持する
保持穴３２ａを備えた保持部材３２とからなる。この保持部材３２は、下端外周面に鍔部
３２ｂを備えており、下端面が環状板１４の上面に当接し、上端部が前記昇降装置４０の
昇降板４１の下面に固設されている。
【００３０】
　前記コイル用高周波電源３３は、コイル３１に高周波電圧を印加することで、上部チャ
ンバ１３内に磁界を形成し、この磁界によって誘起される電界により、上部チャンバ１３
内に供給されたエッチングガス及び耐エッチング層形成ガスをプラズマ化する。前記基台
用高周波電源３４は、基台２０に高周波電圧を印加することで、基台２０とプラズマとの
間に電位差（バイアス電位）を生じさせる。
【００３１】
　前記昇降装置４０は、天板１６とほぼ同じ高さ位置に水平に配置されて昇降自在に設け
られる昇降板４１と、昇降板４１を支持して昇降させる昇降機構４２とを備える。前記昇
降板４１には、上下に貫通し、天板１６の外径よりも大きい貫通穴４１ａが形成される。
前記昇降機構４２は、軸線が上下方向に沿うように且つ軸線中心に回転自在に配置された
ボールねじ４３と、ボールねじ４３に螺合し、これに沿って移動するナット４４と、ボー
ルねじ４３の上端部に接続し、これを軸線中心に回転させる駆動モータ４５とから構成さ
れており、ナット４４が昇降板４１の取付穴４１ｂ内に挿入，固定されている。尚、前記
ボールねじ４３，ナット４４，駆動モータ４５及び取付穴４１ｂは、円周方向等間隔で３
つ設けられている。
【００３２】
　前記固定機構４６は、環状をした固定板４７と、固定板４７により天板１６と昇降板４
１とを連結，固定するための第１固定ボルト４８，４９と、保持部材３２の鍔部３２ｂと
環状板１４とを固定するための第２固定ボルト５０と、環状板１４と下部チャンバ１２の
側壁１２ａとを固定するための第３固定ボルト５１とからなる。尚、第１固定ボルト４８
，４９、第２固定ボルト５０及び第３固定ボルト５１は、円周方向等間隔で４つ設けられ
る。尚、前記保持部材３２は、昇降板４１の下面と環状板１４の上面とを接続する接続部
材としても機能している。
【００３３】
　前記第１固定ボルト４８，４９は、その先端部が固定板４７に形成された貫通穴４７ａ
内に上側から挿通されて、天板１６の上面に形成されたねじ穴１６ｂに螺合するもの（符



(7) JP 5188849 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

合４８で示す）と、その先端部が固定板４７に形成された貫通穴４７ｂ内に上側から挿通
されて、昇降板４１の上面に形成されたねじ穴４１ｃに螺合するもの（符合４９で示す）
とがある。
【００３４】
　前記第２固定ボルト５０は、その先端部が鍔部３２ｂに形成された貫通穴３２ｃ内に上
側から挿通されて、環状板１４の上面に形成されたねじ穴１４ｃに螺合し、前記第３固定
ボルト５１は、その先端部が環状板１４に形成された貫通穴１４ｄ内に上側から挿通され
て、側壁１２ａの上端面に形成されたねじ穴１２ｄに螺合している。
【００３５】
　前記カバー体５５は、下部チャンバ１２を覆う下カバー５６と、上部チャンバ１３及び
昇降装置４０を覆う上カバー５７とからなり、上カバー５７は下部チャンバ１２の側壁１
２ａの上端部から上側をカバーし、下カバー５６は、下部チャンバ１２の側壁１２ａの上
端部から下側をカバーしている。
【００３６】
　前記上カバー５７の内面には、駆動モータ４５を支持する支持板５８が昇降板４１の上
方位置に配置され、また、ボールねじ４３の下端部を軸線中心に回転自在に支持する支持
部材５９が配設される。また、更に、上カバー５７は、上部チャンバ１３の側方位置で外
側から内側に貫通する作業穴５７ａと、この作業穴５７ａを開閉する観音開きの扉６０と
を備える。
【００３７】
　前記制御装置（図示せず）は、昇降シリンダ２３，排気装置２４，ガス供給装置２７，
コイル用高周波電源３３，基台用高周波電源３４及び昇降装置４０の作動を制御する。具
体的には、コイル用高周波電源３３及び基台用高周波電源３４によってコイル３１及び基
台２０に高周波電圧をそれぞれ印加し、処理ガス供給部２８から処理チャンバ１１内にエ
ッチングガスを供給し、排気ポンプ２５によって処理チャンバ１１内を所定圧力にするエ
ッチング工程と、コイル用高周波電源３３によってコイル３１に高周波電圧を印加し、処
理ガス供給部２８から処理チャンバ１１内に耐エッチング層形成ガスを供給し、排気ポン
プ２５によって処理チャンバ１１内を所定圧力にする耐エッチング層形成工程とを交互に
繰り返して実行する。
【００３８】
　また、制御装置（図示せず）は、駆動モータ４５によりボールねじ４３を軸線中心に回
転させてナット４４をボールねじ４３に沿って上方又は下方に移動させ、これにより、昇
降板４１を昇降させる。
【００３９】
　以上のように構成された本例のエッチング装置１によれば、エッチング工程と耐エッチ
ング層形成工程とが交互に繰り返し実行され、エッチング工程では、エッチングガスがプ
ラズマ化され、プラズマ中のラジカルがシリコン原子と化学反応したり、プラズマ中のイ
オンがバイアス電位により基台２０側に向けて移動してシリコン基板Ｋと衝突することで
、シリコン基板Ｋがエッチングされる。一方、耐エッチング層形成工程では、耐エッチン
グ層形成ガスがプラズマ化され、プラズマ中のラジカルから生成された重合物が、シリコ
ン基板Ｋの表面（エッチングによって形成される溝や穴の側壁及び底面など）に堆積し、
耐エッチング層（フロロカーボン膜）が形成される。このようにしてシリコン基板Ｋのエ
ッチングが進行する。
【００４０】
　そして、このようなプラズマ処理を行うと、処理チャンバ１１の内面には各種の生成物
が付着するが、この付着物の除去といった処理チャンバ１１のメンテナンスは、次のよう
にして行うことができる。
【００４１】
　即ち、上部チャンバ１３の天板１６をメンテナンスする際には、図４に示すように、第
１固定ボルト４８，４９を外して固定板４７を外し、昇降板４１と天板１６との連結，固
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定を解除すると、天板１６のみが外れるため、これを当該エッチング装置１から容易に取
り外してメンテナンスすることができる。メンテナンス終了後は、天板１６の係合突起１
６ａ内に側壁部材１５の上端が嵌まるように天板１６を側壁部材１５の上端部に載置し、
固定板４７及び第１固定ボルト４８，４９を用いて天板１６と昇降板４１とを連結，固定
すれば、当該エッチング装置１を容易に組み立てることができる。
【００４２】
　一方、上部チャンバ１３の側壁部材１５をメンテナンスする際には、図５に示すように
、まず、第２固定ボルト５０を外して保持部材３２の鍔部３２ｂと環状板１４との固定を
解除し、駆動モータ４５を回転させて昇降板４１とともに天板１６、第１固定ボルト４８
，４９、コイル３１及び保持部材３２を上昇させると、側壁部材１５のみが外れるため、
これを当該エッチング装置１から容易に取り外してメンテナンスすることができる。メン
テナンス終了後は、環状板１４の係合凹部１４ｂ内に側壁部材１５の下端が嵌まるように
側壁部材１５を環状板１４上に載置し、駆動モータ４５を回転させて昇降板４１とともに
天板１６、第１固定ボルト４８，４９、コイル３１及び保持部材３２を下降端位置まで、
即ち、天板１６が側壁部材１５の上端部に載置されるまで下降させた後、第２固定ボルト
５０により保持部材３２の鍔部３２ｂと環状板１４とを固定すれば、当該エッチング装置
１を容易に組み立てることができる。
【００４３】
　また、上部チャンバ１３の環状板１４をメンテナンスする際には、側壁部材１５を取り
外した状態で、更に、第３固定ボルト５１を外して環状板１４と下部チャンバ１２の側壁
１２ａとの固定を解除すれば、この環状板１４を当該エッチング装置１から容易に取り外
してメンテナンスすることができる。メンテナンス終了後は、環状板１４の係合溝１４ａ
内に下部チャンバ１２の側壁１２ａの係合突起１２ｂが嵌まるように環状板１４を側壁１
２ａの上端面に載置して第３固定ボルト５１により環状板１４と下部チャンバ１２の側壁
１２ａとを固定し、側壁部材１５を環状板１４に載置した後、駆動モータ４５を回転させ
て昇降板４１を下降端位置（天板１６が側壁部材１５の上端部に載置される位置）まで下
降させた後、第２固定ボルト５０により保持部材３２の鍔部３２ｂと環状板１４とを固定
すれば、当該エッチング装置１を容易に組み立てることができる。
【００４４】
　また、下部チャンバ１２をメンテナンスする際には、まず、第３固定ボルト５１を外し
て環状板１４と下部チャンバ１２の側壁１２ａとの固定を解除した後、駆動モータ４５を
回転させて昇降板４１とともに天板１６、第１固定ボルト４８，４９、コイル３１、保持
部材３２、環状板１４、側壁部材１５及び第２固定ボルト５０を上昇させると、即ち、上
部チャンバ１３全体を上方に移動させると、下部チャンバ１２が開口し、これを容易にメ
ンテナンスすることができる。メンテナンス終了後は、駆動モータ４５を回転させて昇降
板４１とともに天板１６、第１固定ボルト４８，４９、コイル３１、保持部材３２、環状
板１４、側壁部材１５及び第２固定ボルト５０を下降端位置まで、即ち、環状板１４の下
面が下部チャンバ１２の側壁１２ａの上端面に当接するまで下降させ、第３固定ボルト５
１により環状板１４と下部チャンバ１２の側壁１２ａとを固定すれば、当該エッチング装
置１を容易に組み立てることができる。
【００４５】
　尚、メンテナンスを行うに当たり、作業者は、扉６０を開けて作業穴５７から作業を行
う。
【００４６】
　斯くして、本例のエッチング装置１によれば、第１固定ボルト４８，４９及び固定板４
７による天板１６の固定を解除することや、第２固定ボルト５０や第３固定ボルト５１に
よる環状板１４の固定を解除して昇降機構４２により昇降板４１を上昇させることで、処
理チャンバ１１を構成する部品の内、メンテナンス対象とする部品を当該エッチング装置
１から簡単に取り外すことができ、また、メンテナンス後の部品を元に戻す際には取り外
し時とは逆の操作を行えば良いので、この対象部品を交換したり、洗浄するといったメン
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テナンスを容易に且つ短時間で実施することができる。
【００４７】
　また、メンテナンス終了後、部品を取り付ける際、天板１６の係合突起１６ａ内に側壁
部材１５の上端を嵌めることで天板１６を側壁部材１５に対し位置決めすることができ、
環状板１４の係合凹部１４ｂ内に側壁部材１５の下端を嵌めることで側壁部材１５を環状
板１４に対し位置決めすることができ、環状板１４の係合溝１４ａ内に下部チャンバ１２
の側壁１２ａの係合突起１２ｂを嵌めることで環状板１４を側壁１２ａに対し位置決めす
ることができるので、一旦取り外した天板１６や側壁部材１５、環状板１４の取付作業の
容易化を図ることができるとともに、組立精度の低下を防止することができる。
【００４８】
　また、処理チャンバ１１及び昇降装置４０をカバー体５５により覆っているので、昇降
板４１及び昇降機構４２の動作時に作業者が負傷することや、高周波が人体に影響を与え
るのを防止して作業者を保護することができる。
【００４９】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の採り得る具体的な態様は、何
らこれに限定されるものではない。
【００５０】
　上例では、保持部材３２及び第２固定ボルト５０によって昇降板４１と環状板１４とを
連結，固定するようにしたが、これに限られるものではなく、上部が昇降板４１の下面に
固設された連結部材を保持部材３２とは別に設け、この連結部材の下部を第２固定ボルト
５０により環状板１４に固定するようにしても良い。
【００５１】
　また、前記上部チャンバ１３の構成は上述したものに限定されるものではなく、前記環
状板１４，側壁部材１５及び天板１６の他に構成部材を備えるような形状であっても良い
。また、前記エッチング装置１は、上部チャンバ１３を加熱する加熱装置や、上部チャン
バ１３を冷却する冷却装置などを更に備えていても良く、この場合、加熱装置や冷却装置
をそれぞれ昇降板４１に着脱自在に取り付けると、メンテナンスし易く、好ましい。
【００５２】
　また、上例では、プラズマ処理の一例としてエッチング処理を挙げたが、これに限定さ
れるものではなく、アッシング処理や成膜処理などにも本発明のプラズマ処理装置を適用
することができる。また、プラズマ処理対象となる基板は、シリコン基板Ｋに限られず、
ガラス基板など、どのような基板であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態に係るエッチング装置の概略構成を示した断面図である。
【図２】図１における矢示Ａ－Ａ方向の断面図である。
【図３】図１における矢示Ｂ－Ｂ方向の断面図である。
【図４】天板などを取り外した状態を示す断面図である。
【図５】昇降板，天板及び保持部材などを上昇させた状態を示す断面図である。
【図６】昇降板及び上部チャンバなどを上昇させた状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　エッチング装置（プラズマ処理装置）
　１１　処理チャンバ
　１２　下部チャンバ
　１３　上部チャンバ
　１４　環状板
　１５　側壁部材
　１６　天板
　２０　基台
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　２４　排気装置
　２７　ガス供給装置
　３１　コイル
　３２　保持部材
　３３　コイル用高周波電源
　３４　基台用高周波電源
　４１　昇降板
　４２　昇降機構
　４７　固定板
　４８，４９　第１固定ボルト
　５０　第２固定ボルト
　５１　第３固定ボルト
　５５　カバー体
　５６　下カバー
　５７　上カバー
　６０　扉
　Ｋ　　シリコン基板

【図１】 【図２】
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