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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理装置の処理容器の天井部に処理ガスを噴出するためのシャワーヘッド部を兼用する
上部電極が設けられると共に前記処理容器内に下部電極を兼用する載置台が設けられ、前
記載置台上に静電チャックにより吸着されていた被処理体を、前記静電チャックに除電電
圧を印加した後にリフタピンにより持ち上げて離脱させる際に、前記被処理体が前記載置
台上にて跳上るか否かを検出するための被処理体の跳上り検出装置において、
　前記被処理体を前記載置台から離脱させる際に前記被処理体と前記載置台側との間に発
生する放電の放電電流と放電電圧の内の少なくともいずれか一方を、除電電圧が前記静電
チャックに印加されたときに形成されるプラズマと前記上部電極を介して検出する放電検
出部と、
　前記放電検出部の検出結果に基づいて前記被処理体の跳上りの有無を判定するための判
定部と、
　を備えたことを特徴とする被処理体の跳上り検出装置。
【請求項２】
　前記判定部の判定結果を表示する表示部を有することを特徴とする請求項１記載の被処
理体の跳上り検出装置。
【請求項３】
　前記放電検出部は、前記処理容器を介して前記放電電流と放電電圧の内の少なくともい
ずれか一方を検出することを特徴とする請求項１または２記載の被処理体の跳上り検出装
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置。
【請求項４】
　前記判定部は、所定の閾値を有していることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに
記載の被処理体の跳上り検出装置。
【請求項５】
　前記閾値は、電圧の場合は０～－１０００Ｖの範囲内であることを特徴とする請求項４
記載の被処理体の跳上り検出装置。
【請求項６】
　前記閾値は、電流の場合は０～１０ｍＡの範囲内であることを特徴とする請求項４記載
の被処理体の跳上り検出装置。
【請求項７】
　処理装置の処理容器の天井部に処理ガスを噴出するためのシャワーヘッド部を兼用する
上部電極が設けられると共に前記処理容器内に下部電極を兼用する載置台が設けられ、前
記載置台上に静電チャックのクーロン力により吸着されていた被処理体を、前記静電チャ
ックに除電電圧を印加した後にリフタピンにより持ち上げて離脱させる際に、前記被処理
体が前記載置台上にて跳上るか否かを検出するための被処理体の跳上り検出方法において
、
　前記被処理体を前記載置台から離脱させる際に前記被処理体と前記載置台側との間に発
生する放電の放電電流と放電電圧の内の少なくともいずれか一方を、除電電圧が前記静電
チャックに印加されたときに形成されるプラズマと前記上部電極を介して検出する放電検
出工程と、
　前記放電検出工程で検出された検出結果に基づいて前記被処理体の跳上りが発生したか
否かを判定する判定工程と、
　を備えたことを特徴とする被処理体の跳上り検出方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項６までのいずれかに記載の被処理体の跳上り検出装置を備えたプラ
ズマ処理装置。
【請求項９】
　被処理体にプラズマ処理を施した後、前記被処理体を前記静電チャックから離脱させる
際に、請求項７に記載の被処理体の跳上り検出方法を用いることを特徴とするプラズマ処
理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、静電チャックを用いた半導体ウエハ等の処理装置内にて、この半導体ウエハを
載置台から離脱する際に、この半導体ウエハが跳上ったか否かを自動的に検出する被処理
体の跳上り検出装置、被処理体の跳上り検出方法、プラズマ処理装置及びプラズマ処理方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、プラズマエッチング装置、プラズマＣＶＤ装置、プラズマスパッタリング装置な
どのような処理装置には、半導体ウエハを載置する載置台上に薄い静電チャックを設け、
この静電チャックの表面に上記半導体ウエハを実際に載置するようにしている。そして、
処理中には、上記静電チャックに例えば＋（プラス）の直流の高電圧を印加し続け、この
時に発生するクーロン力で上記半導体ウエハを載置台側へ吸着し、ウエハが横すべり等し
て位置ずれを起こさないようにしている。
そして、所定の処理が終了して処理済みの半導体ウエハを搬出する場合には、上記半導体
ウエハには、静電チャックへの＋の高電圧の印加を停止しても残留電荷が存在することか
ら、この状態でウエハを載置台から離脱させようとするとウエハが大きく跳上り、衝撃に
よりウエハ自体が破損したり、上部電極と衝突してパーティクルが発生したりする。その
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ため、この残留電荷を打ち消す目的で処理中とは逆の電圧を、ここでは－（マイナス）の
高電圧を除電電圧として上記静電チャックに数秒間印加し、その後、この半導体ウエハを
リフタピンで載置台より持ち上げて、これを搬送アームに受け渡して処理装置外へ搬出す
るようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記マイナスの直流の除電電圧の大きさは重要であり、例えばこの除電電圧が
高過ぎればウエハの除電が十分に行われてウエハの跳上りはなくなるが、半導体ウエハ表
面に形成されている各種の微細なデバイスが、大きな電界により絶縁破壊を引き起こして
しまう。逆に、この除電電圧が低過ぎれば、上述とは逆に、デバイスの絶縁破壊は生じな
いものの、除電が不充分なためにウエハを載置台から持ち上げて離脱させる毎にウエハが
跳上がってしまう。
このため、従来にあっては、最適な除電電圧の条件出しを行う場合には、処理容器の側壁
に覗き窓を設けておき、種々の除電電圧を静電チャックに印加して、その都度、上記覗き
窓から内部を覗き込むようにして、ウエハの跳上りが発生したか否かを目視により確認す
るようにしていた。
【０００４】
しかしながら、上述したような目視による観察では、個人差があるために、ウエハの跳上
りが発生したか否かを客観性に認識することが困難であり、客観性を持たせるために何度
も同じような試験をしなければならなかった。
また、このような跳上りの発生の状態は、例えばウエハ表面に形成する膜種によっても異
なり、または、処理装置の個体差も存在するため、処理装置毎にウエハの跳上りの有無を
確認し、最適な除電電圧を求めること、或いは条件出しすることはかなり時間を要してし
まった。
本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものである
。本発明の目的は、被処理体の跳上りの有無を自動的に、且つ客観的に検出することが可
能な被処理体の跳上り検出装置、被処理体の跳上り検出方法、プラズマ処理装置及びプラ
ズマ処理方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明者は、半導体ウエハの跳上りについて鋭意研究した結果、載置台から半導体ウエ
ハが跳上る際に、ウエハと載置台側との間に僅かな放電現象が発生する、という知見を得
ることにより、本発明に至ったものである。
　請求項１に係る発明は、処理装置の処理容器の天井部に処理ガスを噴出するためのシャ
ワーヘッド部を兼用する上部電極が設けられると共に前記処理容器内に下部電極を兼用す
る載置台が設けられ、前記載置台上に静電チャックにより吸着されていた被処理体を、前
記静電チャックに除電電圧を印加した後にリフタピンにより持ち上げて離脱させる際に、
前記被処理体が前記載置台上にて跳上るか否かを検出するための被処理体の跳上り検出装
置において、前記被処理体を前記載置台から離脱させる際に前記被処理体と前記載置台側
との間に発生する放電の放電電流と放電電圧の内の少なくともいずれか一方を、除電電圧
が前記静電チャックに印加されたときに形成されるプラズマと前記上部電極を介して検出
する放電検出部と、前記放電検出部の検出結果に基づいて前記被処理体の跳上りの有無を
判定するための判定部と、を備えたことを特徴とする被処理体の跳上り検出装置である。
【０００６】
これによれば、リフタピンが被処理体を載置台から持ち上げて離脱させる際に、もし被処
理体が跳上るとその際に被処理体と載置台側との間に僅かな放電が発生するので、放電検
出部はこの時に発生する放電電圧や放電電流を検出し、この検出結果に基づいて判定部は
跳上りの有無を判定することになり、従って、正確に、且つ客観的に、しかも迅速に被処
理体の跳上りの有無を自動的に検出することが可能となる。従って、除電電圧の最適な値
を容易に知ることが可能となる。
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【０００７】
　この場合、例えば請求項２に規定するように、前記判定部の判定結果を表示する表示部
を有する。
【０００８】
　或いは、例えば請求項３に規定するように、前記放電検出部は、前記処理容器を介して
前記放電電流と放電電圧の内の少なくともいずれか一方を検出する。
　また、例えば請求項４に規定するように、前記判定部は、所定の閾値を有している。
　この場合、例えば請求項５に規定するように、前記閾値は、電圧の場合は０～－１００
０Ｖの範囲内である。
　或いは、例えば請求項６に規定するように、前記閾値は、電流の場合は０～１０ｍＡの
範囲内である。
【０００９】
　請求項７に係る発明は、上記装置発明にて行われる方法発明を規定したものであり、す
なわち、処理装置の処理容器の天井部に処理ガスを噴出するためのシャワーヘッド部を兼
用する上部電極が設けられると共に前記処理容器内に下部電極を兼用する載置台が設けら
れ、前記載置台上に静電チャックのクーロン力により吸着されていた被処理体を、前記静
電チャックに除電電圧を印加した後にリフタピンにより持ち上げて離脱させる際に、前記
被処理体が前記載置台上にて跳上るか否かを検出するための被処理体の跳上り検出方法に
おいて、前記被処理体を前記載置台から離脱させる際に前記被処理体と前記載置台側との
間に発生する放電の放電電流と放電電圧の内の少なくともいずれか一方を、除電電圧が前
記静電チャックに印加されたときに形成されるプラズマと前記上部電極を介して検出する
放電検出工程と、前記放電検出工程で検出された検出結果に基づいて前記被処理体の跳上
りが発生したか否かを判定する判定工程と、を備えたことを特徴とする被処理体の跳上り
検出方法である。
　請求項８に係る発明は、請求項１乃至６のいずれかに記載の被処理体の跳上り検出装置
を備えたプラズマ処理装置である。
　請求項９に係る発明は、被処理体にプラズマ処理を施した後、前記被処理体を前記静電
チャックから離脱させる際に、上記被処理体の跳上り検出方法を用いることを特徴とする
プラズマ処理方法である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明に係る被処理体の跳上り検出装置、被処理体の跳上り検出方法、プラズマ
処理装置及びプラズマ処理方法の一実施例について説明する。
図１は半導体ウエハに処理を施す処理装置に設けた本発明の被処理体の跳上り検出装置を
示す構成図、図２は半導体ウエハを載置台から押し上げて離脱させる際に発生する放電状
況を説明するための部分拡大図、図３は本発明の跳上り検出方法を説明するための工程図
、図４は除電電圧と放電の有無との関係を示す図である。
【００１１】
まず、本発明で用いられる処理装置の一例について説明する。
図示するように、この処理装置２は、例えばニッケル、或いはニッケル合金により円筒体
状に成形された処理容器４を有している。この処理容器４の天井部には、下面に多数のガ
ス噴出孔６を有するシャワーヘッド部８が設けられており、これにより処理ガスとして例
えば成膜ガス等を処理容器４内の処理空間Ｓへ導入できるようになっている。このシャワ
ーヘッド部８内は、拡散孔１０を有する拡散板１２により上下の２つの空間に区画されて
いる。
【００１２】
このシャワーヘッド部８の全体は、例えばニッケルやニッケル合金等の導電体により形成
されており、上部電極を兼ねている。この上部電極であるシャワーヘッド部８の外周側や
上方側は、例えば石英やアルミナ（Ａｌ2 Ｏ3 ）等よりなる絶縁体１４により全体が覆わ
れており、上記シャワーヘッド部８はこの絶縁体１４を介して処理容器４側に絶縁状態で
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取り付け固定されている。この場合、上記シャワーヘッド部８と絶縁体１４と処理容器４
の各接合部間には、例えばＯリング等よりなるシール部材１６がそれぞれ介在されており
、処理容器４内の気密性を維持するようになっている。
【００１３】
そして、このシャワーヘッド部８には、プラズマ発生用として例えば４５０ｋＨｚの高周
波電圧を発生する高周波電源１８がマッチング回路２０及び開閉スイッチ２２を介して接
続されており、上記上部電極であるシャワーヘッド部８に必要に応じて高周波電圧を印加
するようになっている。尚、この高周波電圧の周波数は４５０ｋＨｚに限定されず、他の
周波数、例えば１３．５６ＭＨｚ等を用いてもよい。
そして、この処理容器４の側壁には、ウエハを搬出入するための搬出入口２４が形成され
ており、これにはゲートバルブ２６が設けられて開閉可能になされている。このゲートバ
ルブ２６には、図示しないロードロック室やトランスファチャンバ等が接続される。
【００１４】
また、この処理容器４の底部には排気口２８が設けられており、この排気口２８には、途
中に図示しない真空ポンプ等が介設された排気管３０が接続されて、処理容器４内を必要
に応じて真空引き可能としている。そして、この処理容器４内には、被処理体としての半
導体ウエハＷを載置するためにその底部より支柱３２を介して起立された載置台３４が設
けられている。この載置台３４は下部電極を兼ねており、この下部電極である載置台３４
と上記上部電極であるシャワーヘッド部８との間の処理空間Ｓに高周波電圧によりプラズ
マを立て得るようになっている。具体的には、この載置台３４は、例えばＡｌＮ等のセラ
ミックよりなるセラミックベース３４Ａと、この上に設置される例えばアルミニウム等よ
りなる導電体ベース３４Ｂとにより構成されている。そして、この導電体ベース３４Ｂ上
に、薄い静電チャック３６が接合されて設けられており、この静電チャック３６上に上記
ウエハＷを直接的に載置してクーロン力により吸着するようになっている。
【００１５】
この静電チャック３６は、例えば図２にも示すように、例えばセラミック材等やポリイミ
ド樹脂等よりなる絶縁板３８内に導体パターン４０を埋め込んでなり、この導体パターン
４０は、例えばリード線４２を介して直流高圧電源部４４に接続されており、必要に応じ
て直流高電圧を印加し得るようになっている。
この直流高圧電源部４４は、上記導体パターン４０にウエハ吸着用のクーロン力を発生さ
せるための直流プラス電源４４Ａと、この直流プラス電源４４Ａとは逆極性の除電電圧を
印加するための直流マイナス電源４４Ｂとを有しており、両電源４４Ａ、４４Ｂを切換ス
イッチ４６により選択的に上記導体パターン４０へ接続できるようになっている。尚、上
記各電源４４Ａ、４４Ｂの極性を互いに逆になるように設定してもよいし、或いは１つの
電源だけ設けて、スイッチ機構（図示せず）によりプラス電圧とマイナス電圧を選択的に
導体パターン４０へ印加できるようにしてもよい。この場合には、電源電圧を可変にして
おき、ウエハ吸着の電圧と、除電電圧印加時の電圧とを異ならせるようにする。尚、絶縁
板３８に流れる微小電流によって、絶縁板３８とウエハＷ間に電気的吸着力を発生させる
ジョンソンラーベック力を利用してウエハＷを吸着させてもよい。
【００１６】
また、上記載置台３４の導電体ベース３４Ｂには、リード線４８及び開閉スイッチ５０を
介して例えば１３．５６ＭＨｚのバイアス用の高周波電源５２が接続されており、ウエハ
処理時にバイアス電圧を上記載置台３４に印加できるようになっている。尚、この載置台
３４に、温調用のヒータや温調用の冷却ジャケットを設けるようにしてもよい。
そして、上記載置台３４には、この上下方向に貫通して複数のピン孔５４が形成されてお
り、各ピン孔５４には、下端が連結リング５６に共通に連結された例えば石英製のリフタ
ピン５８が遊嵌状態で収容されている。そして、上記連結リング５６は、容器底部に貫通
して上下移動可能に設けた昇降ロッド６０の上端に連結されており、この昇降ロッド６０
の下端はエアシリンダ６２に接続されている。これにより、上記各リフタピン５８をウエ
ハＷの受け渡し時に各ピン孔５４の上端から上方へ出没させるようになっている。また、
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上記昇降ロッド６０の容器底部に対する貫通部には、伸縮可能になされたベローズ６４が
介設されており、上記昇降ロッド６０が処理容器４内の気密性を維持しつつ昇降できるよ
うになっている。また、下部電極であるこの載置台３４の周縁部に、プラズマを処理空間
Ｓに集中させるためのフォーカスリング６６が設けられている。そして、この処理容器４
の側壁には、覗き開口６７が形成され、この覗き開口６７に例えばＯリング等のシール部
材６８で気密になされた例えば石英製の覗き窓７０が取り付けられている。また、この処
理装置２の動作の全体は例えばマイクロコンピュータ等よりなる本体制御部７２により制
御されることになる。
【００１７】
このように形成された処理装置２に、例えば除電電圧の条件を求めるために本発明の被処
理体の跳上り検出装置７４が取り付けられる。尚、実機では、この検出装置７４や上記覗
き窓７０を設けてもよいし、或いは設けなくてもよい。実機にこの検出装置７４を設けた
場合には、実際のウエハ処理を行いつつウエハの跳上りの有無を検出することができる。
上記跳上り検出装置７４は、上記ウエハＷを上記載置台３４から離脱させる際にウエハＷ
と載置台３４側との間に発生する放電の放電電流と放電電圧の内の少なくともいずれか一
方を検出する放電検出部７６と、この放電検出部７６の検出結果に基づいて上記ウエハＷ
の跳上りの有無を判定する判定部７８とにより、主に構成されている。そして、この判定
部７８には、ここでの判定結果をプリントしたり、或いはディスプレイする表示部８０が
接続されている。
【００１８】
具体的には、放電検出部７６は、上記シャワーヘッド部８に電気的に接続されており、こ
こでは例えば放電電圧を検出している。例えば上記本体制御部７２からの指令によりリフ
タピン５８が上昇し始めて、この先端によりウエハＷが押し上げられて、このウエハＷが
載置台３４の静電チャック３６の表面から離脱するその瞬間に、ウエハＷにある程度の残
留電荷が存在すると載置台３４側との間で放電が発生すると同時に、放電の衝撃によりウ
エハＷが瞬間的に跳上ることになり、この時の放電電圧を上記放電検出部７６が検出する
。尚、ここでウエハＷと載置台３４側との間で発生した放電の放電電圧や放電電流が、シ
ャワーヘッド部８を介して検出できる理由は、静電チャック３６の導電パターン４０に直
流高電圧の除電電圧を印加した時に、処理容器４内に瞬間的にプラズマが発生し、このプ
ラズマが処理容器４内に暫くの間、残存することによってこれが導体の如く機能し、放電
時にシャワーヘッド部８側へ電流が流れるからである。
【００１９】
上記判定部７８は、例えばマイクロコンピュータ等よりなり、上記リフタピン５８の上昇
開始後に、上記放電検出部７６にて検出された検出電圧を、閾値と比較し、これが閾値以
上の時には、ウエハＷが載置台３４から跳上ったものとして判定を下すようになっている
。
ここでの閾値は、例えば０Ｖ～－１０００Ｖ程度の範囲内で可変的に設定できるようにな
っており、例えば閾値を０Ｖに設定しておけば、僅かでも放電電圧が発生した時には、こ
の判定部７８はウエハの跳上りが発生したものと判定することになる。
【００２０】
次に、上記被処理体の跳上り検出装置を用いて、条件出しとして最適な除電電圧を求める
ための方法について説明する。
まず、被処理体である半導体の処理時、例えばプラズマＣＶＤ成膜時には、ウエハＷを載
置台３４の静電チャック３６上に載置しておき、そして、直流電圧電源部４４の直流プラ
ス電源４４Ａより静電チャック３６の導体パターン４０に例えば＋２５００Ｖ程度の直流
の高電圧を印加し、この時に発生するクーロン力によりウエハＷを静電チャック３６上に
吸着固定しておく。そして、このウエハＷを吸着固定したまま、処理容器４内にシャワー
ヘッド部８から所定の処理ガスを導入すると共に、この処理容器４内を真空引きして所定
の圧力に維持し、これと同時に高周波電源１８より上部電極であるシャワーヘッド部８と
下部電極である載置台３４との間に高周波電圧を印加し、この処理空間Ｓにプラズマを立
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てて、成膜等の所定のプラズマ処理を行う。尚、必要な場合には、この載置台３４に、バ
イアス用の高周波電源５２からバイアス電圧を印加する。
【００２１】
そして、所定のプラズマ処理が終了して、ウエハＷを処理容器４から搬出する場合には、
まず、両高周波電源１８、５２からの高周波電圧の印加を停止すると共に、静電チャック
３６の導体パターン４０への直流のプラス高電圧の印加を停止し、更に処理容器４内への
処理ガスの供給を停止する。そして、処理容器４内のガス置換等を行った後、上記クーロ
ン力により吸着時にウエハＷには多量の残留電荷が存在することから、これを打ち消すた
めに、直流電圧電源部４４の切換スイッチ４６を直流マイナス電源４４Ｂ側へ切り換えて
、上記静電チャック３６の導体パターン４０へ、上記吸着時とは逆極性の、すなわちここ
ではマイナスの直流高電圧を所定の時間、例えば５秒間程度印加する。
【００２２】
このように、ウエハＷの残留電荷を打ち消すための除電電圧を印加した後に、本体制御部
７２は、リフタピン５８を上昇させるための指令信号を出力してリフタピン５８を上昇さ
せ、ウエハＷをこのリフタピン５８の先端で押し上げて載置台３４或いは静電チャック３
６の表面よりウエハＷを離脱させてこれを持ち上げる。この際、ウエハＷに対する残留電
荷の打ち消し操作が十分ではなく、ウエハＷにある程度の残留電荷が存在すると、図２に
示すようにウエハＷと載置台３４側との間で放電８２が発生し、これと同時に、この放電
の衝撃によりウエハＷが跳上ったりすることになる。
この場合、ウエハＷが跳上ったか否かを、監視人が覗き窓７０から視認するが、この確認
には個人差があることから客観的な判断を下すことはかなり困難である。
【００２３】
そこで、本発明では、上記放電８２によって発生した放電電圧が、跳上り検出装置７４の
放電検出部７６によって検出され、この検出値が上記判定部７８へ入力される。マイクロ
コンピュータ等よりなるこの判定部７８では、上記検出電圧と予め定められている閾値と
を比較し、検出電圧の値が閾値よりも大きい場合には、ウエハの跳上りが”有り”と判定
し、閾値以下の場合には跳上りが”無し”と判定する。そして、その判定結果を、表示部
８０にて表示する。
以上のように、ウエハＷの跳上りの有り、無しを、客観的に的確に、且つ自動的に判断す
ることができる。従って、除電電圧の電圧値や印加時間を変えてその都度上記判定を行う
ことにより、ウエハＷの跳上りを発生させない除電条件を正確且つ迅速に求めることがで
きる。
【００２４】
ここで、上記したウエハの跳上りの有無の判定工程を、図３に示すフローも参照して説明
する。
まず、跳上り検出装置７４を動作させて放電検出部７６により放電電圧の計測を開始する
（Ｓ１）。次に、今までプラスの直流高電圧が印加されていた静電チャック３６、詳しく
は導電パターン３８にマイナスの除電電圧を所定時間、例えば５秒程度印加し（Ｓ２）、
ウエハＷの残留電荷を打ち消すための操作を行う。
【００２５】
次に、リフタピン５８を上昇させる上昇信号が本体制御部７２から出力されたならば（Ｓ
３のＹＥＳ）、その後に放電検出部７６は放電電圧が検出されたか否かを判断する（Ｓ４
）。ここで、放電電圧が検出されたならば（Ｓ４のＹＥＳ）、次に、判定部７８はこの検
出された放電電圧の検出値が所定の閾値よりも大きいか否かを判断する（Ｓ５）。この閾
値は、前述したように例えば０Ｖ～－１０００Ｖの範囲内で可変できるようにしておくの
が望ましい。
次に、上記判定部７８は、放電電圧の検出値が閾値よりも大きい場合には（Ｓ５のＹＥＳ
）、ウエハの跳上り”有り”と判定し（Ｓ６）、この判定結果を表示部８０で表示する（
Ｓ７）。
【００２６】
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一方、上記Ｓ４で放電電圧を検出しない場合（Ｓ４のＮＯ）、及び上記Ｓ５で放電電圧を
検出しても、この検出値が閾値以下の場合には（Ｓ５のＮＯ）、上記リフタピン５８の上
昇信号の出力時より、所定の時間が経過したか否かを判断する（Ｓ８）。これは、リフタ
ピン５８の上昇信号が出力されてから、リフタピン５８が実際に上昇してウエハＷを押し
上げ開始するまでに、僅かな時間、例えば０．５秒程度要するからであり、ウエハＷが載
置台３４から確実に離脱されるまでに要する時間を、ここでは所定の時間として設定して
いる。通常は、この所定の時間は、３秒程度を設定すれば十分である。
そして、この所定の時間が経過するまで、上記Ｓ４及びＳ５の各ステップを繰り返し実行
することになる。
【００２７】
ここで、放電電圧を検出することなく、或いは検出してもこの検出値が閾値以下であった
状態が所定の時間経過した時（Ｓ８のＹＥＳ）、上記判定部７８はウエハＷの跳上り”無
し”と判定し（Ｓ９）、この判定結果を表示部８０で表示する（Ｓ７）。
このようにして、ウエハＷの跳上りの有り、無しを自動的に、且つ客観的に、しかも迅速
に判断することができる。
ここで実際に、除電電圧を種々変更してウエハを載置台３４から押し上げて離脱させた時
の放電の有無を検討したので、その時の評価結果について図４を参照して説明する。
【００２８】
図４に示すように、ここでは除電電圧を－５００Ｖ～－３０００Ｖまで種々変更しており
、その時の目視によるウエハの跳上りの有無を参考として併記している。図４中の目視判
定において、×印は跳上りが明確に視認できた場合を示し、△印は跳上りが僅かに視認で
きた場合を示し、○印は跳上りが視認できなかった場合を示す。この目視判定は同じ条件
で評価を複数回行った時の平均結果を表している。尚、図４中の”リフタピン上昇”とは
リフタピンの上昇信号が出力された時点を示す。ここでは、ウエハ吸着時の電圧は＋２５
００Ｖを印加しており、また、各除電電圧は、それぞれ５秒間印加した。
【００２９】
図４から明らかなように、除電電圧が－５００Ｖ及び－１０００Ｖの時は、大きな放電電
圧が検出されており、この時、目視判定によっても、大きな跳上りが見られ、好ましくな
かった。
これに対して、除電電圧が－１５００Ｖ及び－１７５０Ｖの時には、放電電圧は非常に僅
かしか見られず、除電電圧の絶対値が大きくなる程、放電電圧の電圧値も小さくなってい
る。この場合、目視判定は、ウエハの微妙な跳上りが僅かに見られただけである。
更に、除電電圧を上げて、－２０００Ｖ～－３０００Ｖまで種々変化させた時には、放電
電圧は全く見られず、また、目視判定の場合も、ウエハの跳上りは全く見られなかった。
【００３０】
このように、放電電圧の有無と、複数回同一評価を行った時の平均結果を示す目視判定の
結果とは略完全に一致しており、従って、放電電圧を検出するだけで、ウエハの跳上りの
有無を、迅速に、且つ確実に検出できることが判明する。
この場合、除電電圧の大きさとしては、－１５００Ｖ以上、好ましくは－２０００Ｖ以上
に設定するのが良好であることが判明する。ただし、過度に除電電圧を高くすると、ウエ
ハ表面に形成されている素子の絶縁破壊等を生ぜしめるので、その上限は、素子が破壊さ
れない電圧値である。例えばウエハ吸着時には、＋２５００Ｖ程度の直流電流を静電チャ
ックに印加するので、除電電圧の最大値も、上記電圧と絶対値が同じ－２５００Ｖに設定
するのがよい。従って、図４に示すグラフでは、除電電圧の適正条件は、－１５００Ｖ～
－２５００Ｖの範囲、最適条件としては－２０００Ｖ～－２５００Ｖの範囲となる。
【００３１】
この場合、－１５００Ｖの除電電圧の時に見られる放電電圧の値ΔＶを、上記判定部７８
の閾値（絶対値）の値として設定しておけば、上記除電電圧の適正条件の除電電圧（－１
５００～－２５００Ｖ）が得られ、また、閾値を”０Ｖ”に設定しておけば、上記最適条
件の除電電圧（－２０００～－２５００Ｖ）が得られることになる。



(9) JP 4106948 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

上記図４の各グラフにおいて、リフタピン上昇の以前に、放電電圧が見られるが、これは
静電チャック３６に除電電圧を印加した時に、ウエハＷの大きな残留電荷によって生ずる
放電のための電圧であり、この放電電圧はウエハの跳上りとは関係がなく、この放電電圧
に関しては無視することは勿論である。
【００３２】
また、ここでは放電検出部７６において、放電電圧を検出した場合について説明したが、
これに限定されず、上記放電電圧と同様な挙動を示す放電電流を検出してもよく、或いは
放電電圧と放電電流の両者を検出して、跳上り有無の検出の精度をより向上させるように
してもよい。この場合、放電電流を検出する時には、閾値は０～１０ｍＡ程度の範囲内が
よい。
更に、ここではシャワーヘッド部８に放電検出部７６を接続した場合について説明したが
、これに限定されず、放電電圧や放電電流が検出できる場所ならばどこでもよく、例えば
図５に示すように設けてもよい。図５は放電検出部の接続態様の変形例を示す図である。
図５（Ａ）に示す場合には、バイアス用の高周波電源５２と載置台３４の導電体ベース３
４Ｂとを接続するリード線４８に第１の切換スイッチ８６を介在させて、この第１の切換
スイッチ８６に放電検出部７６を接続するようにしてもよい。そして、ウエハＷをリフタ
ピン５８（図１参照）で押し上げる直前に、この第１の切換スイッチ８６を放電検出部７
６側へ切り換えるようにすればよい。
【００３３】
図５（Ｂ）に示す場合には、直流高圧電源部４４と静電チャック３６の導電パターン４０
とを接続するリード線４２に第２の切換スイッチ８８を介在させて、この第２の切換スイ
ッチ８８に放電検出部７６を接続するようにしてもよい。そして、ウエハＷをリフタピン
５８（図１参照）で押し上げる直前に、この第２の切換スイッチ８８を放電検出部７６側
へ切り換えるようにすればよい。
また、上部電極を設けていない装置例の場合等には、処理容器４に上記放電検出部７６を
接続するようにしてもよい。
【００３４】
上記実施例では、プラズマＣＶＤ装置を例にとって説明したが、他のプラズマ処理装置、
例えばプラズマエッチング装置に本発明を適用してもよい。
図６はプラズマエッチング装置に被処理体の跳上り検出装置を設けた時の状態を示す構成
図である。図１に示す構成部分と同一構成部分については同一符号を付して説明を省略す
る。
このプラズマエッチング装置１０１は、アルミ等の材質で構成され電気的に接地された気
密容器である処理容器１０２を有している。
上記処理容器１０２内の底部に設けられた排気口１０３には、真空ポンプなどの排気手段
（図示せず）に通ずる排気管１０４が接続され、この排気手段によって上記処理容器１０
２内はその底部周辺部から均等に真空引きして、所定の減圧雰囲気、例えば数ｍＴｏｒｒ
～数十Ｔｏｒｒの範囲の間の任意の値に設定維持できるように構成されている。
【００３５】
上記処理容器１０２内の底部中央には、セラミック等の絶縁板１０５を介して載置台支持
台１０６が設けられ、さらにこの載置台支持台１０６の上面には、アルミ等の材質からな
り下部電極を構成する載置台１０７が設けられている。
上記載置台支持台１０６の内部には冷却室１０８が形成されており、この冷却室１０８内
には、上記処理容器１０２の底部に設けられた冷媒導入管１０９から導入されかつ冷媒排
出管１１０から排出される冷却冷媒が循環するように構成されている。
上記載置台１０７には、上記処理容器１０２の外部に設けられている高周波電源１１１か
らの、例えば周波数が１３．５６ＭＨｚでパワーが１００～２５００Ｗの高周波電力が、
マッチング回路１１２、ブロッキングコンデンサ１１３を介して供給されるように構成さ
れている。
また上記載置台１０７の上面には、被処理体である半導体ウエハＷが直接載置されて吸引
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保持される、静電チャック１１４が設けられている。この静電チャック１１４は、例えば
電界箔銅からなる導電層１１５を上下両側からセラミックやポリイミド・フィルム等の絶
縁体１１６、１１７で挟んで接着した構成を有している。
【００３６】
さらに上記処理容器１０２の外部に設けられている高圧直流電源１１８によって、例えば
１０００Ｖ～３０００Ｖの直流電圧が上記導電層１１５に印加されると、クーロン力によ
って上記半導体ウエハＷは上記静電チャック１１４の上面、即ち上記絶縁体１１６の表面
に吸引保持されるようになっている。
上記静電チャック１１４、及び載置台１０７、載置台支持台１０６、絶縁板１０５、処理
容器１０２の底部には、これらを上下方向に貫通する複数の伝熱媒体流路１１９が形成さ
れ、この伝熱媒体流路１１９内には上記半導体ウエハＷを上下動させるためのリフタピン
１２０が挿通自在に挿入されている。
【００３７】
これら各リフタピン１２０は、その下端部が処理容器１０２の外部で上下動プレート１２
１の各支持部１２２に固着されており、この上下動プレート１２１は例えばパルスモータ
などの駆動機構１２３によって上下動自在になるように構成されている。したがってこの
駆動機構１２３を作動させて上記上下動プレート１２１を上下動させると、それに伴って
上記各リフタピン１２０が上昇、下降し、これら各リフタピン１２０の上端面は、上記静
電チャック１１４の上側の絶縁体１１６の表面から突出したり、伝熱媒体流路１１９内に
納まったりするようになっている。尚、この駆動機構１２３として図１に示したようなエ
アシリンダ６２等を用いてもよい。
【００３８】
そして被処理体である上記半導体ウエハＷは、リフタピン１２０の上端面が上記静電チャ
ック１１４の上側の絶縁体１１６の表面から突出した状態のときに、当該上端面に配置さ
れたり、あるいは当該上端面から搬出されたりする。
なお上記上下動プレート１２１の各支持部１２２と、上記処理容器１０２の底部外側面と
の間には、ベローズ１２４がそれぞれ設けられており、これら各ベローズ１２４によって
上記各リフタピン１２０の上下動経路となる上記伝熱媒体流路１１９は、大気に対して気
密構造となっている。
上記伝熱媒体流路１１９は、処理容器１０２の外部から絶縁板１０５、載置台支持台１０
６、載置台１０７内を通じて導入されているガス供給管１２５と通じており、別設のガス
供給装置（図示せず）によって、例えばＨｅガスをこのガス供給管１２５内に流すと、当
該Ｈｅガスには、前出冷却冷媒の冷熱が載置台支持台１０６及び載置台１０７を介して熱
電導される。そしてそのようにして冷却されたＨｅガスは、上記伝熱媒体流路１１９を通
じて上記静電チャック１１４の絶縁体１１６の表面にまで達し、その結果当該絶縁体１１
６の表面に載置される半導体ウエハＷを所定温度、例えば１５０℃～－５０℃までの任意
の温度に調整できる構成となっている。
【００３９】
また上記載置台１０７の上面には、上記静電チャック１１４を囲むようにして絶縁体から
なる環状のフォーカスリング１２６が設けられており、このフォーカスリング１２６の高
さは、上記静電チャック１１４に載置される半導体ウエハＷの高さと略同一になるように
設定されている。このような構成を有するフォーカスリング１２６の存在によって、プラ
ズマの発生に伴って処理容器１０２内に発生した反応性イオンは、上記半導体ウエハＷに
効果的に入射されるものである。
【００４０】
一方上記処理容器１０２内の上部には、プラズマ励起のための例えば６０ＭＨｚの高周波
電力を発生させる高周波電源１３１に接続されている上部電極１３２が設けられている。
この上部電極１３２は全体として中空構造を有しており、また上記静電チャック１１４と
の対向面１３２ａの材質は例えば石英からなっている。そしてこの対向面１３２ａには、
多数のガス拡散孔１３３が設けられており、上記上部電極１３２の中心上部に設けられて
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いるガス導入口１３４から供給される処理ガスは、これら各ガス拡散孔１３３から、上記
静電チャック１１４上に載置される半導体ウエハＷに対して均等に吐出される構成となっ
ている。即ち、この上部電極１３２はシャワーヘッド部となっている。
【００４１】
そして、この処理容器１０２の側壁には、図１にて説明したと同様に、覗き開口６７が形
成され、この覗き開口６７に例えばＯリング等のシール部材６８で気密になされた例えば
石英製の覗き窓７０が取り付けられている。また、この装置１０１の動作の全体は例えば
マイクロコンピュータ等よりなる本体制御部１４０により制御されることになる。
このように形成されたプラズマエッチング装置１０１に、図１にて説明したと同様な放電
検出部７６と、判定部７８と、表示部８０とよりなる被処理体の跳上り検出装置７４が設
けられる。この装置例の場合にも、先に図１にて説明した装置例と同様な作用効果を示し
、リフタピンがウエハを載置台から持ち上げて離脱させる際に、ウエハの跳上りが発生し
たか否かを自動的に検出することができる。
【００４２】
以上の実施例では、プラズマ処理装置を例にとって説明したが、これに限定されず、本発
明は、静電チャックを設けている処理装置ならばどのような処理装置にも適用することが
でき、例えば露光装置等にも本発明を適用することができる。
また、本実施例では、被処理体として半導体ウエハを例にとって説明したが、これに限定
されず、ＬＣＤ基板、ガラス基板等を処理する場合にも本発明を適用できるのは勿論であ
る。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の被処理体の跳上り検出装置、被処理体の跳上り検出方法、
プラズマ処理装置及びプラズマ処理方法によれば、次のように優れた作用効果を発揮する
ことができる。
リフタピンが被処理体を載置台から持ち上げて離脱させる際に、もし被処理体が跳上ると
その際に被処理体と載置台側との間に僅かな放電が発生するので、放電検出部はこの時に
発生する放電電圧や放電電流を検出し、この検出結果に基づいて判定部は跳上りの有無を
判定することになり、従って、正確に、且つ客観的に、しかも迅速に被処理体の跳上りの
有無を自動的に検出することができる。従って、除電電圧の最適な値を容易に知ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】半導体ウエハに処理を施す処理装置に設けた本発明の被処理体の跳上り検出装置
を示す構成図である。
【図２】半導体ウエハを載置台から押し上げて離脱させる際に発生する放電状況を説明す
るための部分拡大図である。
【図３】本発明の跳上り検出方法を説明するための工程図である。
【図４】除電電圧と放電の有無との関係を示す図である。
【図５】放電検出部の接続態様の変形例を示す図である。
【図６】プラズマエッチング装置に被処理体の跳上り検出装置を設けたときの状態を示す
構成図である。
【符号の説明】
２　処理装置
４　処理容器
８　シャワーヘッド部（上部電極）
１８　高周波電源
３４　載置台
３４Ａ　セラミックベース
３４Ｂ　導電体ベース
３６　静電チャック
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３８　絶縁板
４０　導体パターン
４４　直流電圧電源部
４４Ａ　直流プラス電源
４４Ｂ　直流マイナス電源
５８　リフタピン
７２　本体制御部
７４　跳上り検出装置
７６　放電検出部
７８　判定部
８０　表示部
８２　放電
Ｗ　半導体ウエハ（被処理体）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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