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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空容器内に配置され内部でプラズマが形成される処理室と、この処理室内に配置され
その上部の載置面に処理対象のウエハが載せられるステージと、このステージ内部に配置
された電極にバイアス電位を形成するための高周波電力を供給する電源とを備え、前記電
源から前記高周波電力を供給しつつ前記プラズマを用いて前記ウエハを処理するプラズマ
処理装置であって、
　前記ステージの前記載置面の外周側に配置されその上方に形成される前記バイアスの電
圧の値から最大値及び最小値との差の成分Ｖppと直流の成分Ｖdcとを検出する検出器と、
この検出器からの出力に基づいて前記処理中Ｖpp／２＋｜Ｖdc｜の値を一定になるように
高周波バイアス電力の出力を調節する制御器とを備え、
　前記検出器は、その上端は前記載置面の上面またはこれに載せられた状態で前記ウエハ
上面と実質的に同じ高さにされて前記プラズマに面し、前記ステージと前記検出器との単
位面積あたりの静電結合容量を前記ステージと前記ウエハとの単位面積あたりの静電結合
容量に等しくされたプラズマ処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ処理装置であって、前記検出器の前記プラズマに面する部分
は前記ウエハが前記載置面に載せられて保持された状態でこのウエハの外周縁との距離が
前記プラズマに面する部分の１／２から３倍の範囲内にされたプラズマ処理装置。
【請求項３】
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　真空容器内の処理室に配置されたステージの上部の載置面上に処理対象のウエハを載せ
、前記処理室内部でプラズマを形成して、前記ステージ内部に配置された電極と電気的に
接続された電源からバイアス電位を形成するための高周波電力を供給して前記プラズマを
用いて前記ウエハを処理するプラズマ処理方法であって、
　前記ステージの前記載置面の外周側に配置された検出器であって、その上端は前記載置
面の上面またはこれに載せられた状態で前記ウエハ上面と実質的に同じ高さにされて前記
プラズマに面し、前記ステージと当該検出器との単位面積あたりの静電結合容量を前記ス
テージと前記ウエハとの単位面積あたりの静電結合容量に等しくされ、その上方に形成さ
れる前記バイアスの電圧の値から最大値及び最小値との差の成分Ｖppと直流の成分Ｖdcと
を検出する検出器からの出力に基づいて前記処理中Ｖpp／２＋｜Ｖdc｜の値を一定になる
ように高周波バイアス電力の出力を調節するプラズマ処理方法。
【請求項４】
　請求項３に記載のプラズマ処理方法であって、前記検出器の前記プラズマに面する部分
は前記ウエハが前記載置面に載せられて保持された状態でこのウエハの外周縁との距離が
前記プラズマに面する部分の１／２から３倍の範囲内にされたプラズマ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空容器内の処理室内に形成したプラズマを用いて当該処理室内に配置され
た半導体ウエハ等の基板状の試料を処理するプラズマ処理装置及びプラズマ処理方法に関
し、特に、処理中に処理室内の試料台の載置面に載せられた試料上に高周波電力によるバ
イアス電位を形成して試料を処理するプラズマ処理装置及び処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの量産工程において、プラズマエッチング、プラズマＣＶＤ（Chemical
 Vapor Deposition）、プラズマアッシング等のプラズマ処理が広く用いられている。プ
ラズマ処理は、減圧した状態の処理用ガスに高周波電力やマイクロ波電力を投入すること
でプラズマを発生させ、イオンやラジカルをウエハに照射することで行われる。特にプラ
ズマエッチングでは、ウエハに数１００ｋＨｚから数１０ＭＨｚの高周波バイアスを印加
し、プラズマ中のイオンをウエハに積極的に引き込むことで、異方性の高い加工を行って
いる。
【０００３】
　また半導体デバイスの微細化は今後も進み、国際半導体技術ロードマップ（Internatio
nal Technologiy Roadmap for Semiconductors；ＩＴＲＳ）によれば、２０１４年から２
０１６年の間には２２ｎｍノードの量産が立ち上がると予想されている。この際のトラン
ジスタ構造は、現在の主流であるプレーナ型（平面型）から、ダブルゲート型、トライゲ
ート型等の３Ｄ構造を有したＦｉｎＦＥＴ型が主流になるものと予想される。これら将来
の半導体デバイスの製造に用いられるプラズマ処理装置、特に微細化の要であるプラズマ
エッチング装置には極限の微細加工性能や制御性、安定性が求められている。
【０００４】
　一般的にプラズマエッチング装置は、エッチング形状やエッチング速度、マスク選択比
、下地選択比等に関して所望の性能を得るために、プラズマ生成用のソース電力、バイア
ス電力、各種ガス流量、ガス圧力等のパラメータ（外部パラメータ）を所期の値の範囲に
調節して処理を行っていた。一方、エッチング性能に直接かかわるプラズマの密度やラジ
カル密度の値やその分布、ウエハに入射するイオンエネルギー等のパラメータ（内部パラ
メータ）を検出してこれを所望の値の範囲に調節して処理を行う工夫は十分に検討されて
いなかった。
【０００５】
　従来の技術の例として、特開２０００－２６９１９５号公報（特許文献１）には、ウエ
ハバイアス用の整合器の出口とウエハを保持する電極との間に、バイアス電圧のPeak to 
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Peak値Ｖpp，自己バイアス電圧Ｖdc，装置系のインピーダンスＺの少なくとも１つを測定
し、その測定値に基づきバイアス電源の出力を制御する技術が開示されている。特許文献
１は、外部パラメータであるバイアス電力を一定に制御せず、バイアス電圧のＶpp，Ｖdc
等が一定になるようにバイアス電力をフィードバック制御して、エッチング装置の長期間
にわたる安定な稼動、即ち、長期間運用した際のエッチング特性の経時変化を抑制するこ
とができ、さらにはプラズマ処理チャンバの適切な洗浄時期を判定するものである。
【０００６】
　また、特開２００５－２７７２７０号公報（特許文献２）には、プラズマ処理中のウエ
ハバイアスＶppを測定する工程と、ウエハ保持電極と高周波バイアス電源との間の静電容
量を調節する工程により、ウエハバイアスＶppを所望の一定値に保持する技術が開示され
ている。本従来技術は、このような構成により、ウエハ毎にプラズマの状態の変化を低減
して均一化し、処理の不均一さを低減するものである。
【０００７】
　さらには、特開２００８－２４４４２９号公報（特許文献３）は、ＦｉｎＦＥＴのよう
な段差を有する膜構造を高精度にエッチングする方法として、複数の周波数のバイアス電
力をウエハに供給することで、ウエハに入射するイオンの平均エネルギーと、エネルギー
分布（Ion Energy Distribution Function；ＩＥＤＦ）を独立に制御する技術が開示され
ている。また、特開平１０－７４４８１号公報（特許文献４）には、高周波電力が印加さ
れている測定対象物上のイオンエネルギーを測定する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－２６９１９５号公報
【特許文献２】特開２００５－２７７２７０号公報
【特許文献３】特開２００８－２４４４２９号公報
【特許文献４】特開平１０－７４４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　今後のデバイスの微細化に対応していくためには、各エッチング条件にて、要求される
加工スペックにあったイオンエネルギー分布制御が必要不可欠となる。このような課題に
対して、上記従来の技術では以下の点について検討が不十分であったため問題が生じてい
た。
【００１０】
　例えば、特許文献３に開示の技術では、実際のエッチング中はエッチングチャンバの壁
の状態や気相の雰囲気が時々刻々と変化してしまい、これに応じてイオンエネルギー分布
も時間的に変化してしまうため、このような変化に適合させた複数の周波数のバイアス電
力をウエハまたは試料台内の電極に供給することが困難となっていた点については、考慮
されていなかった。また、特許文献４の技術を用いて、イオンのエネルギー分布を検出し
てこれに基づきウエハバイアス電源の出力を調節しようとしても、イオンエネルギー分布
のモニタの構造が原理的に複雑になり非常に大きなコストが掛かり、産業用の半導体デバ
イス製造用の装置としては提供することは困難となっていた。
【００１１】
　また、特許文献１、２に開示のものでは、ウエハを保持する電極でのバイアス電圧、即
ち、バイアスＶppやＶdcを測定し、これらが一定になるようにバイアス電源出力や静電容
量を制御している。しかしながら、発明者らの検討によれば、Ｖpp、もしくはＶdcを一定
となるように調節するもののみではウエハ上面でのイオンエネルギーの分布が必ずしも一
定にならないという知見が得られた。
【００１２】
　図５を用いて、ウエハ上のバイアス電圧波形とＩＥＤＦの関係を模式的に示す。本図は
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、任意の形状のウエハの表面におけるバイアス電圧の波形とイオンエネルギー分布関数（
Ion Energy Distribution Functtion）を模式的に示すグラフである。
【００１３】
　図５（ａ）に示したように、通常、試料台内の電極に供給される高周波電力によるバイ
アス電圧の波形は概ね正弦波の形をしている。また、正イオンに比べ電子の移動度が圧倒
的に大きいため、マイナスの自己バイアス電圧Ｖdcが発生する。
【００１４】
　一方、このような波形を有するバイアス電圧により加速されてウエハに入射するプラズ
マ中のイオンのエネルギー分布は、一般的に、ＩＥＤＦとして図５（ｂ）に示したように
複数（本例では２つ）の形状となる。エッチング処理の場合、パターンの垂直性や、下地
との選択比等の特性に最も影響が大きいものは、本図に示すＩＥＤＦの高エネルギーピー
クであることが発明者らの検討の結果知見が得られた。
【００１５】
　また、本図からわかるように、高エネルギーピークの値とこれに対応するイオンエネル
ギーの値はＶpp／２＋｜Ｖdc｜の値により左右されるため、上記従来技術ではイオンエネ
ルギーを調節して十分に高い処理、加工の精度を得ることは困難であった。特に、実際の
エッチング中は、エッチングチャンバの壁の状態や気相の雰囲気が時々刻々と変化するた
め、処理中に常にＶppとＶdcの間に一定の相関があるとは限らず、ＶppもしくはＶdcを一
定にするのみの調節では所望のイオンエネルギーの分布を得ることが困難であった点につ
いて、これら従来技術では考慮されていなかった。
【００１６】
　また、従来の技術ではウエハ上のＶppは計測がなされてきたが、ウエハ上のＶdcを実際
に計測するのは非常に困難であった。なぜなら、現在のエッチング処理装置やプラズマ処
理装置は、ウエハを電極上に保持するために静電気により吸着する静電チャックを用いて
いるものが一般的であり、このような静電チャックを備えた装置では、ウエハ上に発生し
た自己バイアス電圧Ｖdcは静電チャック上の絶縁膜により遮断されてしまうため、特許文
献１に記載のように、バイアス用の整合器の出口とウエハを保持する電極との間にＶdcの
測定手段を設けたとしてもＶdcを測定することは困難であった。
【００１７】
　本発明の目的は、このような課題を解決して、ウエハ上のイオンエネルギーを所望の範
囲の値に調節して、高精度な加工または長期間安定して処理を行うことのできるプラズマ
処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の目的は、真空容器内に配置され内部でプラズマが形成される処理室と、この処
理室内に配置されその上部の載置面に処理対象のウエハが載せられるステージと、このス
テージ内部に配置された電極にバイアス電位を形成するための高周波電力を供給する電源
とを備え、前記電源から前記高周波電力を供給しつつ前記プラズマを用いて前記ウエハを
処理するプラズマ処理装置であって、前記ステージの前記載置面の外周側に配置されその
上方に形成される前記バイアスの電圧の値から最大値及び最小値との差の成分Ｖppと直流
の成分Ｖdcとを検出する検出器と、この検出器からの出力に基づいて前記処理中Ｖpp／２
＋｜Ｖdc｜の値を一定になるように高周波バイアス電力の出力を調節する制御器とを備え
、前記検出器は、その上端は前記載置面の上面またはこれに載せられた状態で前記ウエハ
上面と実質的に同じ高さにされて前記プラズマに面し、前記ステージと前記検出器との単
位面積あたりの静電結合容量を前記ステージと前記ウエハとの単位面積あたりの静電結合
容量に等しくされたことにより達成される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例に係るプラズマ処理装置の構成の概略を示す縦断面図である。
【図２】図１に示す実施例に係る電圧検出ヘッドの構成の概略を示す縦断面図である。
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【図３】図２に示す電圧検出部の構成の概略を模式的に示す斜視図である。
【図４】図２に示す電圧検出ヘッドがサセプタ内部に配置されている状態を上から見た平
面図である。
【図５】任意の形状のウエハの表面におけるバイアス電圧の波形とイオンエネルギー分布
関数（Ion Energy Distribution Functtion）を模式的に示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を用いて本発明に係るプラズマ処理装置の実施の形態を説明する。
【００２１】
〔実施例〕
　本発明の実施例を図１乃至図４を用いて説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施例に係るプラズマ処理装置の構成の概略を示す縦断面図である。
本実施例のプラズマ処理装置は、真空容器を備えて構成されており、真空容器の上方には
真空容器内に配置された真空処理室１内にプラズマを形成するための電界または磁界を供
給する電磁界供給手段が配置され、下方には真空処理室１内を排気するための排気手段が
配置されている。また、真空容器内の真空処理室１は略円筒形を有しその下方の真空容器
内には、ウエハ４がその上面の載置面に載置されて保持される基板ステージ５が備えられ
ている。
【００２３】
　排気手段は真空処理室１下方に配置された排気口に連結され、真空処理室とターボ分子
ポンプ１９等の真空ポンプの入口とが通路により連通している。真空ポンプと排気口との
間には、回転して排気の通路内の流路の断面積を可変に調節するコンダクタンス調節バル
ブ１８が配置され、排気ポンプの動作とコンダクタンス調節バルブ１８による流路の断面
積の調節とにより、真空処理室１内の排気の量、速度が調節される。
【００２４】
　真空処理室１の基板ステージ５の上方にはプラズマ形成のための空間が配置され、その
天井面は円板形状を有した石英等の誘電体製のマイクロ波透過窓６が備えられている。マ
イクロ波透過窓６の上方には円筒空洞７が備えられて、マイクロ波透過窓６の上面が円筒
空洞７の底面を構成している。円筒空洞７は、上方からプラズマを形成するための電界（
本実施例ではマイクロ波の電界）が供給され、円筒空洞７の高さは、円筒空洞中で円形Ｔ
Ｅ０１モードのマイクロ波が共振するように調整されている。
【００２５】
　マイクロ波透過窓６の下方であってこれとすき間を開けて基板ステージ５と対向する位
置にシャワープレート８が備えられている。マイクロ波透過窓６との間のすき間は、真空
処理室１外部のガス源と連結された図示しないガス供給経路と連結され、ガス源からのガ
スがすき間に導入されてすき間内に拡散した後、シャワープレート８の中央部でキバンス
テージ５と対向する領域に配置された貫通孔を通して真空処理室１内に処理用のガスを分
散して導入される。
【００２６】
　円筒空洞７の上部に配置されたリング状の板を備えた天井面は円形導波管１１が連結さ
れ、円形導波管１１内を伝播してきたマイクロ波が円筒空洞７内に導入される。本実施例
では、マイクロ波の周波数として、例えば、工業周波数である２.４５ＧＨｚを用いてい
る。円形導波管１１を通り伝播してきたマイクロ波の電界は、円筒空洞７内で所定のモー
ドに共振された電界は、マイクロ波透過窓６及び下方のシャワープレート８を透過して下
方の真空処理室１内に供給される。
【００２７】
　さらに真空処理室１の外部であって、円筒空洞７の上方および真空処理室１または円筒
空洞７の側方外周を囲んで１系統ないし３系統のソレノイドコイル２と、ヨーク３とを有
した磁界形成手段が備えられている。ソレノイドコイル２にはウエハ４の処理中に直流電
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力が供給されて生起された磁界が真空処理室１内に供給される。
【００２８】
　ウエハ４の処理に際して、真空容器に配置された開口を有したゲート内を通して実質的
に円板形状を有したウエハ４が真空処理室１内に搬送され、基板ステージ５に受け渡され
てその円形を有する基板の載置面に載せられて静電気により吸着、保持される。この状態
で、排気口から真空ポンプ及びコンダクタンス調節バルブ１８の動作による排気がされつ
つ真空処理室１にシャワープレート８を介して処理用のガスが導入され、排気とシャワー
プレート８を介した処理用のガスの導入の流量速度のバランスにより所望の値に真空処理
室１内の圧力が調整される。本実施例ではウエハ４の処理の条件に応じて０.０５Ｐａか
ら１０ａの間の圧力に調節可能に構成されている。
【００２９】
　マイクロ波透過窓６及びシャワープレート８と透過させてマイクロ波の電界が真空処理
室１内に供給され、また磁界供給手段から磁界が供給される。これらの電界、磁界の相互
作用の結果処理用ガスが励起されてプラズマ化される。この際、ソレノイドコイル２によ
り真空処理室１内部にＥＣＲ共鳴を引き起こす強度である８７５ガウスの磁界が供給され
ており、０.０５Ｐａから５Ｐａ程度の圧力の範囲で安定したプラズマを生成することが
できる。
【００３０】
　基板ステージ５内には金属製の電極が配置されて、この電極に高周波バイアス電力が印
加されて基板ステージ５の上面に載せられたウエハ４の上方に高周波バイアス電位を形成
する手段が備えられている。この高周波バイアス電位とプラズマとの電位差によりプラズ
マ中のイオンをウエハに引き込みエッチング処理を促進させる。本実施例では、さらに、
基板ステージ５には、高周波バイアス電圧の波形を正確に検出するための電圧検出ヘッド
３０が分圧器３１と接続されて備えられている。
【００３１】
　真空処理室１を構成する真空容器はアルミニウム等の金属製であり電気的には接地され
ている。また、真空処理室１の内壁を構成する部分には、耐プラズマ性があり、かつデバ
イスに金属汚染を与えにくい絶縁材料、即ち、イットリア（Ｙ2Ｏ3）、アルミナ（Ａｌ2

Ｏ3）、フッ化イットリウム（Ｙ2Ｆ3）、フッ化アルミニウム（Ａｌ2Ｆ3）、窒化アルミ
ニウム（ＡｌＮ）、石英（ＳｉＯ2）等のセラミクスまたはこれらの化合物の材料による
皮膜が５０μｍないし５００μｍ程度の厚さで被覆されている。
【００３２】
　また、真空処理室１の温度を調節できる構造とすることで、量産時の処理安定性を向上
させることができる。真空処理室１の温度の調節は、真空処理室１の側壁の内部に液体が
流れる流路を形成しておき、チラー等で温調された液体を該流路に流すことで実現できる
。もしくは、真空処理室１の大気側にヒーターを具備しても構わない。これらの温調手段
により真空処理室は３０℃から１００℃の間の所望の温度で温調される。また、真空処理
室１の金属壁部分に白金温度計等の温度モニタ手段を埋め込み、真空処理室の温度をフィ
ードバック制御することで、さらなる処理の安定化が期待できる。
【００３３】
　円板形状を有したマイクロ波透過窓６の直径は前記真空処理室１の内径よりも若干大き
くなっており、外周部をＯリング等でシールすることにより真空処理室１内と外部の大気
圧の外気との間を気密に封止している。マイクロ波透過窓６の材質としては、マイクロ波
の損失が小さく、汚染を引き起こさない材質、即ち、石英、アルミナ、イットリア等の材
質が望ましい。
【００３４】
　マイクロ波透過窓６の下方に配置された略円板状の誘電体製のシャワープレート８の材
質は、マイクロ波透過窓６の材質と同様に、マイクロ波の損失が小さく、汚染を引き起こ
さない材質、即ち、石英、アルミナ、イットリア等の材質が望ましい。シャワープレート
８には直径０.１mmないし０.８mm程度の貫通孔が、５mmピッチないし２０mmピッチ程度の
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間隔で開けられており、また、その厚さは５mmないし１５mmの間で適宜設定される。
【００３５】
　シャワープレート８とマイクロ波透過窓６の間には、０.１mmないし１mm程度の隙間で
あるすき間が形成され処理用のガスが供給されて拡散するガスバッファ室となっており、
このガスバッファ室の外周部から導入した処理用のガスは拡散した結果貫通孔から真空処
理室１内へ流入する流量の不均一が抑制される。また、ガスバッファ室とシャワープレー
ト８とを内周部と外周部の２つの領域に分け、それぞれに別系統のガス供給系（図示せず
）を連結し、内周部と外周部に流す処理用のガスの種類、組成、流量を適宜調節すること
で、ウエハに到達するラジカル種の分布を制御することが可能になる。
【００３６】
　これにより、より高いウエハ面内の処理均一性を達成することができる。また、処理用
のガスとしては、Ｃｌ2，ＨＢｒ，ＨＣｌ，ＣＦ4，ＣＨＦ3，ＳＦ6，ＢＣｌ3，Ｏ2，ＣＨ

4等の反応性ガスの中から１種類ないしは４種類程度を、被エッチング膜の種類に応じて
適切に選び、それぞれの流量や混合比を適切に調節する。また、これらの混合した反応性
ガスに、ＡｒやＸｅ等の希釈ガスを適切な流量で加えても構わない。
【００３７】
　円筒空洞部７の底面はマイクロ波透過窓６の上面が構成しており、天井面はリング状の
金属製円板が構成する。その中央部には円形導波管１１が連結されており、マイクロ波供
給経路を構成する。マイクロ波供給経路は、導波管と導波管軸方向の経路上に経路の下端
から上端に向かって、上下方向に軸を有する円形導波管１１、円偏波発生器１２、矩形円
形導波管変換部１３、水平方向に軸を有する矩形導波管１４、マイクロ波用自動整合器１
５、アイソレータ１６、マグネトロン１７が配置されている。
【００３８】
　マグネトロン１７より発振された所定の周波数のマイクロ波による電界は、マイクロ波
用自動整合器１５を介して矩形ＴＥ１０モードで矩形導波管を伝播し、矩形円形導波管変
換部１３で円形ＴＥ１１モードに変換されて円偏波発生器１２を介して円筒空洞７に導入
される。円偏波発生器１２で円形ＴＥ１１モードの偏波面を回転させ、右回り円偏波を発
生させることにより、周方向での電界分布を均一化することができる。また、マイクロ波
用自動整合器１５で負荷とのマッチングを取ることにより、マイクロ波電力をプラズマ負
荷に効率よく投入し、反射電力を抑えることができる。さらに、アイソレータ１６は、マ
イクロ波用自動整合器１５で取りきれなかった反射波がマグネトロンに戻ることを防いで
いる。
【００３９】
　真空処理室１の外部には、１系統ないし３系統のソレノイドコイル２と、ヨーク３とが
備えられている。本実施例では、図示していないが、ソレノイドコイル２に流れる直流の
電流を適宜調節することで、ＥＣＲ面（８７５ガウスの等磁場面）の高さや、ＥＣＲ面の
形状、磁力線の発散度合い等を調節できる構成を備えている。また、ＥＣＲ共鳴を用いる
ことにより、微細加工に有利な０.０５Ｐａから５Ｐａ程度の低圧力領域にて安定したプ
ラズマを生成することができ、ＥＣＲ高さやＥＣＲ面の形状、磁力線の発散度合いが制御
されて、プラズマの密度の分布が所望のものに調節される。
【００４０】
　真空処理室１の下方には、ウエハ４を載置するための基板ステージ５が備えられている
。基板ステージ５の基材はアルミニウムやチタン等の金属製であり、真空容器の底部を構
成する下部部材との間は絶縁材２９によって絶縁されている。
【００４１】
　基板ステージ５内には、整合器２２を介して高周波バイアス電源２３と電気的に接続さ
れた電極が配置されており、本実施例では基材が想到する。基材の上面には、厚さ２００
μｍから２０００μｍ程度の絶縁膜層２６が配置されており、ウエハ４が基材の上面の円
形の載置面上に載せられた状態で高周波電力が供給されウエハ４に高周波バイアス電位が
形成される。高周波バイアス電源２３の電力の周波数は２００ｋＨｚないし１３.５６Ｍ
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Ｈｚの間から適切に選択される。
【００４２】
　また、基板ステージ５の載置面の外周側は、載置面の絶縁膜層２６の上面の高さより低
くされたリング状の段差部が配置されており、この段差部の絶縁膜層２６に覆われた部分
の上方には、セラミクス等誘電体製の略円環状の部材であるサセプタ２７が配置され、真
空処理室１内に形成されるプラズマに対して基板ステージ５を覆っている。また、基板ス
テージ５の側壁部は略円筒形をした誘電体製の電極カバー２８で覆われている。なお、サ
セプタ２７、電極カバー２８の材質は、耐プラズマ性が高く汚染を引き起こしにくい材質
、即ち、石英、高純度アルミナ、イットリア等が望ましい。
【００４３】
　前記した絶縁膜層２６の材質はＡｌ2Ｏ3，Ｙ2Ｏ3，ＡｌＮ、もしくはＡｌ2Ｏ3にＴｉ2

Ｏ3を１０％前後含有したものであり、溶射もしくは焼結体を基材の上面に接着させるこ
とによって形成される。また、絶縁膜層２６の内部には複数の膜状の電極が配置され、直
流の圧源が電気的に接続されている。ウエハ４が載置面の絶縁膜層２６上面に載せられた
状態で、電極に数百Ｖから数ｋＶの直流電力を印加することで、絶縁膜層２６の上部に静
電気力でウエハ４が吸着される。
【００４４】
　また、基板ステージ５の円板または円筒形状を有する基材の内部には基材の温度を調節
するための冷媒が通流する、ら旋状または同心で異なる半径位置に複数の円弧状に配置さ
れた冷媒通路２５が配置されている。冷媒通路２５は真空処理室１外部に配置されたチラ
ー等の温度調節器２０と管路により連結され、温度調節器２０内で所定の温度に調節され
た冷媒が冷媒通路２５を通り循環される。この冷媒の通流により基板ステージ５の温度が
処理に適切な所望の値の範囲に維持される。
【００４５】
　さらに、ウエハ４が載置面の絶縁膜層２６に載せられて保持された状態で、その上面に
配置された開口と連通された流路に伝熱ガス源２１からＨｅ等の伝熱ガスが絶縁層２６の
上面とウエハ４の裏面との間のすき間に導入される。この伝熱ガスによりウエハ４と温度
調節された基板ステージ５または基材との間の温度の伝達が促進され、ウエハ４の温度を
処理に適した所望の値の範囲内に維持される。
【００４６】
　本実施例では、基板ステージ５の載置面の外周に配置された段差部に載せられたサセプ
タ２７内部に、高周波バイアスを印加した際にサセプタ２７またはウエハ４の上方に生じ
るバイアス電圧のピークツーピーク（Peak to Peak、最大値および最小値の差）の値Ｖpp
及び自己バイアス電圧Ｖdcの値を検出する電圧検出ヘッド３０が配置されている。電圧検
出ヘッド３０はサセプタ２７の上面に配置され上方の真空処理室１内に形成されるプラズ
マに面する開口の内部に配置され、その上面はサセプタ２７の上面と同じ位置に保持され
ており、また基板ステージ５の載置面上の絶縁膜層２６の上面またはこれに載せられた状
態のウエハ４の上面と実質的に同じ高さとなるように配置されている。
【００４７】
　本実施例の電圧検出ヘッド３０は、電極である基材の載置面の外周側部分であるリング
状の段差部の上方に配置されており、ウエハ４と同様に基材に供給された高周波電力によ
るバイアス電位が上方に形成される。さらに、電圧検出ヘッド３０は真空処理室１の外側
で基板ステージ５の直下に備えられた分圧器３１の入力側に電気的に接続されている。電
圧検出ヘッド３０に発生する高周波バイアスの電圧の波形および直流の電圧を乱さず計測
するためには、分圧器３１の入力インピーダンスは１ＭΩ以上、入力容量は５０ｐＦ以下
が望ましい。
【００４８】
　電圧検出ヘッド３０上に発生したバイアスの電圧の波形は分圧器３１に入力され、１／
１００程度に減衰されたのち、真空処理室１外部に配置された制御ＰＣ１０１の入出力イ
ンターフェースの一つであるＡＤボードに出力される。制御ＰＣは内部の演算器により入
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力された信号から電圧の波形を演算することにより電圧の波形のＶpp成分及びＶdc成分を
抽出する。
【００４９】
　さらに、制御ＰＣは、内部または通信手段により通信可能な記憶装置に格納されたソフ
トウエハやデータに基づいて、エッチング中にＶpp／２＋｜Ｖdc｜の値が一定となるよう
な高周波バイアス電源２３の出力値を演算器により検出し、その値が出力されるように高
周波バイアス電源２３に指令を発信する。制御ＰＣは本実施例の制御部であって、図示し
ていないが本実施例のプラズマ処理装置の電磁界供給手段、排気手段、基板ステージ５、
温度調節器２０、分圧器３１等の各動作部位やセンサ等検知手段と通信手段を介して通信
可能に接続され、受診した検知手段からの信号から演算器により検出されたプラズマ処理
装置の動作の状態に基づいて各動作部位に適宜の動作の指令を発信して、プラズマ処理装
置の動作を調節する。
【００５０】
　先述したように、ウエハに入射するイオンエネルギー分布ＩＥＤＦの高エネルギーピー
ク成分はＶpp／２＋｜Ｖdc｜で見積もることができるため、エッチングが進行し、チャン
バの壁の状態や雰囲気が変化しても、前記した制御を行うことでＩＥＤＦの高エネルギー
ピーク成分は変化しない。これにより、ＩＥＤＦの高エネルギーピークを時間的に一定に
制御し、次世代の微細化に対応した高精度加工と長期安定性を実現できる。
【００５１】
　次に、図２乃至図４を用いて電圧検出ヘッド３０の構造を詳細に説明する。図２は、図
１に示す実施例に係る電圧検出ヘッド３０が基板ステージ５に実装されている状態を示す
断面図である。特に、図１に破線の部分で示すサセプタ２７とその周辺部分を拡大して示
す図である。図３は、図２に示す電圧検出ヘッド３０の構成の概略を模式的に示す斜視図
である。図４は、電圧検出ヘッド３０がサセプタ２７内部に配置されている状態を上から
見た平面図である。
【００５２】
　図２，図３に示す通り、電圧検出ヘッド３０は分割されて交換可能な上部ピース３２と
、下部ピース３３を備えて構成されている。基板ステージ５の載置面の外周部に配置され
ている段差部には、直径５mmないし１０mmの貫通孔が配置されて、この貫通孔の内部には
絶縁パイプ３４が挿入され、内外を電気的に絶縁している。下部ピース３３は金属製の径
の大きな円板を有し、絶縁パイプ３４の上端部の開口内に下部ピース３３下部が挿入され
て保持される構成を備えている。
【００５３】
　下部ピース３３は、直径１０mm乃至５０mm、厚さ１mm乃至５mm程度の略円板状の金属板
を有し、その下面にリング状または円筒状のソケット３５が接合された構造となっている
。また、ソケット３５内部にはプラグ３６が貫入されて保持されて金属板と電気的に接続
されている。プラグ３６は下端部が信号線３７の先端と接続され信号線３７の他端部は分
圧器３１の入力側に接続されている。
【００５４】
　下部ピース３３の上部には、着脱可能な上部ピース３２が備えられている。上部ピース
３２は、下部ピースの円板部とほぼ同じ直径の円板の上に、それよりも小さい径の円柱を
同心に重ねた形状で一体形成されている。上部ピース３２の円柱部分の上面の直径は４mm
乃至４０mmである。
【００５５】
　上部ピース３２にはウエハ４と同様に高周波電力が印加されて上方にバイアス電位が形
成されるため、長期間使用すると荷電粒子との衝突により消耗する。このため、上部ピー
ス３２は着脱、交換が容易な構造としている。また、本実施例の上部ピースの材質はウエ
ハに金属汚染を起こしにくく、かつ導電率の高い材質、即ち、ボロンもしくはリンをドー
プした、抵抗率が１Ωcm以下のシリコンが用いられる。
【００５６】
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　また、上部ピース３２の大径の円板部の下面に、アルミニウムをスパッタ蒸着し熱処理
を施すことで、下部ピース３３と接触させた場合の直流の電気接触がより確実になる。ま
た、サセプタ２７は、上部ピース３２、下部ピース３３が接触させた状態の形状に合わせ
て段付きの貫通孔が配置されており、上部ピース３２を下部ピース３３に重ねた状態で、
サセプタ２７の貫通孔に嵌合して保持される。この状態で、上部ピース３２の上部の円柱
部の上面はサセプタ２７の上面と同じ高さにされている。
【００５７】
　図４に示すように、上部ピース３２はウエハ４の外周縁に対し適切な位置に配置する必
要があるが、上部ピース３２がウエハ４の外縁（エッジ）に近すぎると、上部ピース３２
の影響でウエハ４のエッジ部近傍のエッチングの特性（速度、垂直性等）が悪化する可能
性がある。また、上部ピース３２がウエハ４のエッジから遠すぎると、ウエハ４上のプラ
ズマの状態と電圧検出ヘッド３０の上部ピース３２上のプラズマの状態の違いが大きくな
り、Ｖpp，Ｖdcを高精度に計測することが困難になる。
【００５８】
　本実施例では、上部ピース３２は以下の関係を満たす位置に配置される。
【００５９】
　　　　　　　　　０.５×Ｂ＜Ａ＜３.０×Ｂ
　ここでＡは、ウエハ４のエッジから電圧検出ヘッド３０の上部ピース３２の上部の円柱
部の上端までの距離であり、本実施例ではサセプタ２７の貫通孔と連通した上面の開口と
の距離である。またＢは、電圧検出ヘッド３０の上部ピース３２の上部の円柱部の直径で
あり、本実施例では上記開口の直径と同等である。つまり、上記の条件は、ウエハ４また
はプラズマに面する電圧検出ヘッド３０の上端とウエハ４との水平方向の距離は電圧検出
ヘッド３０の上端部の径の１／２から３倍の範囲内にされる。
【００６０】
　このような電圧検出ヘッド３０を用いて高周波バイアスのＶppとＶdcを精密に測定する
ためにはウエハ４直上方のプラズマの密度と電圧検出ヘッド３０直上方のプラズマ密度と
が大きく違わないことに加え、電圧検出ヘッド３０に印加されるバイアスがウエハ４と同
等になるようにする必要がある。
【００６１】
　ウエハ４は基板ステージ５の基材とは絶縁層２６を介して容量的にカップリングしてい
る。本実施例では、この静電容量をＣ1（ｐＦ）とし、また、ウエハ４の面積をＳ1（cm2

）、電圧検出ヘッドの上面の面積をＳ2（cm2）とすると、電圧検出ヘッド３０またはその
導電性部材の部分が基板ステージ５または電極である基材とカップリングする静電容量Ｃ

2を、Ｃ2＝Ｓ2×Ｃ1／Ｓ1にする。もし、Ｃ2がこの値よりも十分に小さい場合には電圧検
出ヘッド３０には高周波のバイアスは殆ど印加されなくなってしまう。逆にＣ2がこの値
より十分に大きいと、ウエハ４に印加されるバイアス電圧以上の電圧が、検出ヘッド３０
に印加されることになってしまう。
【００６２】
　上記実施例によれば、電圧検出ヘッド３０により検出した結果を用いてウエハ４上に発
生するバイアス電圧の波形を高精度に予測することができる。つまり、ウエハ４上に発生
するＶdcを簡便にＩｎ－ｓｉｔｕで検出することができる。この検出した結果を用いて、
Ｖpp／２＋｜Ｖdc｜を一定となるように調節し、ＩＥＤＦの高エネルギーピークに対応す
るイオンエネルギーを一定に制御することで、次世代の微細化に対応した高精度の加工と
長期の安定性とを兼ね備えたプラズマエッチング装置を提供できる。
【００６３】
　なお、これまでの説明は、プラズマ源として有磁場マイクロ波ＥＣＲ装置を例に説明し
てきたが、本発明はこれに限定されるものではない。ウエハにバイアスを印加するタイプ
であれば、他のプラズマソース、即ち、平行平板型、誘導結合型であっても、本発明の効
果は何ら変わらない。
【符号の説明】
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１　真空処理室
２　ソレノイドコイル
３　ヨーク
４　ウエハ
５　基板ステージ
６　マイクロ波透過窓
７　円筒空洞
８　シャワープレート
１１　円形導波管
１２　円偏波発生器
１３　矩形円形導波管変換部
１４　矩形導波管
１５　マイクロ波用自動整合器
１６　アイソレータ
１７　マグネトロン
１８　コンダクタンス調節バルブ
１９　ターボ分子ポンプ
２０　温度調節器
２１　伝熱ガス源
２２　整合器
２３　高周波バイアス電源
２５　冷媒通路
２６　絶縁膜層
２７　サセプタ
２８　電極カバー
２９　絶縁材
３０　電圧検出ヘッド
３１　分圧器
３２　上部ピース
３３　下部ピース
３４　絶縁パイプ
３５　ソケット
３６　プラグ
３７　信号線
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