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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理チャンバ用のプラズマ閉じ込めリング組立体であって、
　複数のプラズマ閉じ込めリングを備え、
　前記複数のプラズマ閉じ込めリングの各々は、プラズマに露出する内側リング状面（ｉ
ｎｎｅｒ　ｄｉａｍｅｔｒｉｃ　ｓｕｒｆａｃｅ）を有する内側部分と、前記内側部分か
ら放射状に外側に配設された外側部分と、前記内側リング状面が前記プラズマ処理チャン
バ内のプラズマに露出するときに、前記内側リング状面が十分な高温に達してその上のポ
リマー堆積を実質的に防ぐように、前記内側部分から前記外側部分への熱伝導を低減する
ように構成された少なくとも１つのサーマルチョーク（ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｈｏｋｅ）と
を含み、
　少なくとも１つの前記プラズマ閉じ込めリングの前記サーマルチョークは、複数の溝を
備えることを特徴とするプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項２】
　前記プラズマ閉じ込めリングの１つまたは複数は、一体構造を有することを特徴とする
請求項１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項３】
　前記プラズマ閉じ込めリングの１つまたは複数は、互いに分離した前記内側部分および
前記外側部分を備えることを特徴とする請求項１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体
。
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【請求項４】
　前記内側部分は、前記内側リング状面を含む内側リングであり、
　前記外側部分は、外側リングであり、
　前記内側リングと前記外側リングとの間に少なくとも１つの間隙が規定されることを特
徴とする請求項３に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項５】
　前記内側部分と前記外側部分とは、同じ誘電材料で構成されることを特徴とする請求項
３に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項６】
　１つまたは複数の前記プラズマ閉じ込めリングの前記内側部分は、粗面化され、かつ／
または赤外線放射を阻止する材料で被覆された少なくとも１つの面を有することを特徴と
する請求項１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項７】
　少なくとも１つの前記溝は、粗面化され、かつ／または赤外線放射を阻止する材料で被
覆された面によって部分的に規定されることを特徴とする請求項１に記載のプラズマ閉じ
込めリング組立体。
【請求項８】
　前記溝は、
　不連続な第１の円のまわりに延びる複数の第１の溝と、
　前記第１の円を囲む同心の不連続な第２の円のまわりに延びる複数の第２の溝とを備え
ることを特徴とする請求項１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項９】
　前記溝の各々が、前記プラズマ閉じ込めリングの厚さを貫通して延びることを特徴とす
る請求項１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項１０】
　上部電極と、
　下部電極を含む基板支持体と、
　前記上部電極と前記基板支持体との間のスペースにおけるプラズマの閉じ込めを促進す
るために配置された請求項１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体とを備えることを特
徴とするプラズマ処理装置。
【請求項１１】
　プラズマ処理チャンバ用のプラズマ閉じ込めリング組立体であって、
　取付けリングと、
　前記取付けリングの下に吊り下げられた複数のプラズマ閉じ込めリングとを備え、
　前記プラズマ閉じ込めリングは、上部プラズマ閉じ込めリングと、複数の下部プラズマ
閉じ込めリングとを備え、
　前記上部プラズマ閉じ込めリングは、前記取付けリングに面する上面と、前記下部プラ
ズマ閉じ込めリングから放射状に内側に配設されてプラズマに露出する底面とを含み、
　前記上部プラズマ閉じ込めリングの前記上面の少なくとも一部分は、前記底面が前記プ
ラズマに露出するときに、前記底面が十分な高温に達してその上のポリマー堆積を実質的
に防ぐように、前記上部プラズマ閉じ込めリングの加熱を促進して赤外線放射を阻止する
ように構成され、
　前記上部プラズマ閉じ込めリングは、内側部分と、外側部分と、前記底面が前記プラズ
マに露出するときに前記内側部分から前記外側部分への熱伝導を低減する少なくとも１つ
のサーマルチョークとを備え、
　前記下部プラズマ閉じ込めリングの各々は、プラズマに露出する面を含む内側部分と、
外側部分と、前記プラズマに露出する面が前記プラズマに露出するときに前記内側部分か
ら前記外側部分への熱伝導を低減するように構成された少なくとも１つのサーマルチョー
クとを備え、
　前記サーマルチョークの各々は、複数の溝を備えることを特徴とするプラズマ閉じ込め
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リング組立体。
【請求項１２】
　前記上部プラズマ閉じ込めリングの前記上面は、粗面化され、かつ／または赤外線放射
を阻止する材料で被覆されることを特徴とする請求項１１に記載のプラズマ閉じ込めリン
グ組立体。
【請求項１３】
　前記サーマルチョークは、前記底面および前記プラズマに露出する面が前記プラズマに
露出するときに、前記上部プラズマ閉じ込めリングの前記底面および前記下部プラズマ閉
じ込めリングの各々の前記プラズマに露出する面が十分な高温に達して前記底面および前
記プラズマに露出する面の各々の上のポリマー堆積を実質的に防止するように構成されて
いることを特徴とする請求項１１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項１４】
　前記溝は、
　不連続な第１の円のまわりに延びる複数の第１の溝と、
　前記第１の円を囲む同心の不連続な第２の円のまわりに延びる複数の第２の溝とを備え
ることを特徴とする請求項１１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項１５】
　前記溝の各々は、前記上部プラズマ閉じ込めリングの厚さおよび／または前記下部プラ
ズマ閉じ込めリングの厚さを貫通して延び、
　前記溝は、約０．００５インチから０．０２０インチの幅を有することを特徴とする請
求項１１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項１６】
　前記溝の少なくともいくつかは、粗面化され、かつ／または赤外線放射を阻止する材料
で被覆された面によって部分的に規定されることを特徴とする請求項１１に記載のプラズ
マ閉じ込めリング組立体。
【請求項１７】
　前記プラズマ閉じ込めリングの各々は、一体構造を有することを特徴とする請求項１１
に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項１８】
　前記プラズマ閉じ込めリングの各々は、互いに分離した内側部分および外側部分を含む
ことを特徴とする請求項１１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項１９】
　前記内側部分は、内側リングであり、
　前記外側部分は、外側リングであり、
　前記内側リングと前記外側リングとの間に少なくとも１つの間隙が規定されることを特
徴とする請求項１８に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項２０】
　前記内側部分と前記外側部分とは、同じ誘電材料で構成されることを特徴とする請求項
１８に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体。
【請求項２１】
　上部電極と、
　下部電極を含む基板支持体と、
　前記上部電極と前記基板支持体との間のスペースのプラズマの閉じ込めを促進するため
に配置された請求項１１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体とを備えることを特徴と
するプラズマ処理チャンバ。
【請求項２２】
　プラズマ処理チャンバ内において半導体基板を処理する方法であって、
　請求項１又は１１に記載のプラズマ閉じ込めリング組立体を備えるプラズマ処理チャン
バの中へプロセスガスを供給する工程と、
　前記プロセスガスからプラズマを生成して前記プラズマ処理チャンバ内の半導体基板を
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エッチングする工程とを含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記半導体基板は、プラズマによってエッチングされる誘電材料を含み、
　前記プロセスガスは、フルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボン、フルオロカーボ
ン前駆物質およびハイドロフルオロカーボン前駆物質から成るグループから選択された少
なくとも１つの成分を含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記プラズマ処理チャンバは、アースされた上部電極と、２つの異なる周波数で電力が
与えられる下部電極とを備えることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記上部電極は、シャワーヘッド電極であることを特徴とする請求項２４に記載の方法
。
【請求項２６】
　前記プラズマ閉じ込めリング組立体は、粗面化され、かつ／または赤外線放射を阻止す
る材料で被覆された少なくとも１つの面を有する１つまたは複数のプラズマ閉じ込めリン
グを備えることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低減されたポリマー堆積特性を有するプラズマ閉じ込めリング組立体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマ処理チャンバは、上部電極と下部電極を含むことができる。上部電極は、一般
に、プラズマ処理中に半導体基板を支持するように構成された基板支持体に対向する。プ
ラズマ処理中に、プロセスガスを活性化し、基板を処理するためのプラズマを生成するた
めに、一方または両方の電極に電力が供給される。
【０００３】
　半導体基板上の層として与えられた選択された材料をエッチングするために、プラズマ
処理チャンバ内でプラズマエッチングを行なうことができる。層の選択された部分内にプ
ラズマが所望のフィーチャ（ｆｅａｔｕｒｅｓ）をエッチングするように、プロセス条件
が選択される。
【０００４】
　発明の概要
　プラズマ処理チャンバ用のプラズマ閉じ込めリング組立体の好ましい実施形態は、複数
のプラズマ閉じ込めリングを備える。各プラズマ閉じ込めリングは、プラズマに露出する
内側リング状面を有する内側部分と、内側部分から放射状に外側に配設された外側部分と
、少なくとも１つのサーマルチョーク（熱絞り）を含む。サーマルチョークは、内側リン
グ状面がプラズマ処理チャンバ内のプラズマに露出するときに、内側部分から外側部分へ
の熱伝導を低減するように構成される。その結果、内側リング状面は十分な高温に達して
その上のポリマー堆積を実質的に防ぐ。
【０００５】
　プラズマ処理チャンバ用のプラズマ閉じ込めリング組立体の別の好ましい実施形態は、
取付けリングと、取付けリングの下に吊り下げられるように構成された複数のプラズマ閉
じ込めリングとを備える。プラズマ閉じ込めリングは、上部プラズマ閉じ込めリングと、
複数の下部プラズマ閉じ込めリングとを備える。上部プラズマ閉じ込めリングは、取付け
リングに対向する上面と、第２のプラズマ閉じ込めリングから放射状に内側に配設されて
プラズマに露出する底面とを含む。上部プラズマ閉じ込めリングの上面の少なくとも一部
分は、上部プラズマ閉じ込めリングの加熱を促進するように、赤外線放射を通さない。そ



(5) JP 4960340 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

の結果、底面がプラズマにさらされたとき、底面は十分な高温に達してその上のポリマー
堆積を実質的に防ぐ。
【０００６】
　プラズマ処理チャンバ内の半導体基板を処理する方法の好ましい実施形態は、各々がプ
ラズマに露出する面を含む複数のプラズマ閉じ込めリングを備えるプラズマ処理チャンバ
にプロセスガスを供給する工程と、プロセスガスからプラズマを生成してプラズマ処理チ
ャンバ内の半導体基板をエッチングする工程とを含む。エッチング中に、プラズマ閉じ込
めリングのプラズマに露出する面は、十分な高温に達してその上のポリマー堆積を実質的
に防ぐ。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　容量結合型チャンバなどの平行平板型プラズマ処理チャンバは、シャワーヘッド電極な
どの上部電極と、下部電極とを含む。上部電極は、一般に、処理される半導体基板に対向
する。プラズマ処理中に、プロセスガスを活性化し、基板を処理するためのプラズマを生
成するために、一方または両方の電極に電力が供給される。
【０００８】
　そのようなプラズマ処理チャンバの内側面は、電力が供給される面（例えば「ＲＦ加熱
面」）、アースされた面または浮動面（絶縁材料で構成される）であり得る。プラズマ処
理中に、これらの様々なタイプの面上に、様々なエネルギーが供給されるかまたは当る。
詳細には、平行平板型プラズマ処理チャンバ内のチャンバ部分の加熱は、その部分の露出
面に供給されたイオンエネルギーおよびイオンフラックスならびにその部分の赤外線（Ｉ
Ｒ）エネルギー吸収特性に依存する。アースされた（リターンパス）面および電力が供給
される面は、プラズマからかなりのイオンエネルギーを受け取り、このことが、これらの
面が浮動部分または浮動面以上に加熱し、著しく異なる温度に達する原因となる。
【０００９】
　フルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボンまたはそのようなガスの前駆物質を含む
プロセスガスなどの高度に重合したプロセスガスの化学的性質は、酸化シリコンなどの誘
電体材料をエッチングするために使用することができる。そのようなプラズマエッチング
処理中に、プラズマ処理チャンバのいくつかの内側面にポリマーが堆積する傾向がある。
それらが面から剥げ落ちることがあり、チャンバだけでなく処理された基板（例えば、処
理されたウェハ）も汚染する恐れがあるので、ポリマー堆積は望ましくない。しかし、デ
バイスフィーチャの縮小が続くので、再現可能なプロセス結果を実現するために、ウェハ
からウェハへとプラズマに露出するチャンバ面を清浄に維持することがますます望ましく
なる。したがって、そのようなポリマーがチャンバ部分の内側面に堆積するのを低減させ
、好ましくは回避することが望ましい。
【００１０】
　一般に、ポリマー堆積は、プラズマ処理動作中に、プラズマ処理チャンバのプラズマに
露出する面より低温の面上に形成されやすい。浮動面は、電力が供給される面またはアー
スされた面と比較してより低温になる傾向があり、したがって、一般に、その上にポリマ
ーの蓄積がより成長しやすい。プラズマ処理中のプラズマに露出する部分または面の温度
増加ΔＴは、その部分または面に加えられた熱量Ｑ、質量ｍ、およびその部分の比熱ｃに
依存し、次の関係に従う。Ｑ＝ｍｃΔＴ。したがって、一部分に所定量の熱が加えられる
場合、その部分の質量を増加するとその部分の温度上昇が低減する。したがって、大きな
質量を有する部分は、プラズマ処理中に、プラズマに露出する部分の面上のポリマー堆積
を回避するための十分な高温に達しない可能性がある。一部分の熱容量が増加することも
、その部分に加えられた熱の所定量によって到達する温度を低下させる。
【００１１】
　さらに、プラズマ処理中に、熱伝導（その部分が別の面と物理的に接触しているとき）
、放射（その部分からおよび／またはその部分へ電磁波が熱を伝えるとき）および対流（
チャンバ内の動いている流体によって熱が伝えられるとき）によって、ある部分から他の
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チャンバ面へ、および／または他のチャンバ面からその部分へ熱が伝達され得る。チャン
バ圧の増加につれて、部分からの対流による熱損失が増加する。
【００１２】
　プラズマ処理チャンバ内のいくつかの部分のプラズマに露出する面上のポリマー堆積の
問題は、その部分を積極的に加熱することにより対処することができる。例えば、チャン
バ壁は、プラズマに露出する内側面を面上のポリマー堆積を回避するための十分な高温に
保つために加熱される。シャワーヘッド電極組立体および静電チャックの積極的な温度制
御も利用することができる。しかし、そのような面は、電力が供給されるかアースされ、
その結果、高イオンエネルギーにさらされるので、これらの面上では、積極的な面の加熱
がなくても浮動面上よりポリマー堆積が起こりにくい。
【００１３】
　あるいは、ポリマー堆積問題は、形成されたポリマー堆積物として面から取り除くこと
により対処することができる。例えば、ポリマー堆積物は、攻撃的なプラズマ化学を使用
することによって除去することができる。あるいは、プラズマチャンバを開き、チャンバ
面からポリマー堆積物を取り除くために湿式洗浄技術を使用することができる。しかし、
そのような洗浄技術は、プロセス処理能力を低下させる。
【００１４】
　望ましいプロセス効率およびエッチング均一性を実現するために、平行平板型プラズマ
処理チャンバの上部電極と下部電極との間に規定されたプラズマ閉じ込め区域内にプラズ
マを閉じ込めることができる。プラズマ閉じ込めリング組立体は、そのようなプラズマ閉
じ込めを提供するために使用することができる。例示的なプラズマ閉じ込めリング組立体
は、本出願人と同一人が所有する米国特許第５，５３４，７５１号、米国特許第５，９９
８，９３２号、米国特許第６，０１９，０６０号、米国特許第６，１７８，９１９号およ
び米国特許第６，５２７，９１１号に開示されており、その各々の全体を参照によって本
明細書に合体する。米国特許第５，５３４，７５１号で説明されるように、プラズマ閉じ
込めリング組立体は複数のプラズマ閉じ込めリングを含むことができ、これらはスタック
内に配置されて、リングを通って内側から外側面へ放射状に延びる複数のガス通路を規定
する。プラズマ内の荷電粒子は、この通路を通過するときに中和され、それによってプラ
ズマ閉じ込め区域外で放電する（すなわちプラズマの「非閉じ込め」）傾向が最小限にな
る。
【００１５】
　米国特許第５，５３４，７５１号にも説明されたように、プラズマ閉じ込めリング組立
体は、プラズマエッチング処理中に、プラズマ閉じ込めリング自体だけにポリマー堆積を
閉じ込めてよい。しかし、チャンバおよび基板の汚染問題の可能性ばかりでなく、プラズ
マ閉じ込めリングから形成されたポリマー堆積物として除去するための余分なチャンバ洗
浄工程を回避するために、閉じ込めリング上のそのようなポリマー堆積を回避することが
望ましい。
【００１６】
　前述のポリマー堆積問題の点で、面の積極的な加熱を用いることなしに、これらの面上
へのポリマー堆積を回避するために、リングのプラズマに露出する面上で十分な高温に達
するように構成された閉じ込めリングを含むプラズマ閉じ込めリング組立体を提供するこ
とができることが確認された。より詳細には、プラズマ閉じ込めリングは、プラズマに露
出した面を含むリングの選択された部分の加熱を局所化するように構成される。各リング
の選択された位置に１つまたは複数のサーマルチョークを設けることにより、選択された
部分で加熱が局所化され、それによって、それらの部分から、そうでなければサーマルチ
ョークのない閉じ込めリングにおいてヒートシンクとして働くリングの他の部分への熱伝
導を低減する。
【００１７】
　図１は、プラズマ閉じ込めリング組立体１０の好ましい実施形態を示す。プラズマ閉じ
込めリング組立体１０は、同心配置において、取付けリング１２と、取付けリング１２か
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ら吊るされたプラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０とを備える。取付けリ
ング１２、プラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０は、調節するために垂直
に移動可能である。組立体のプラズマ閉じ込めリングの数は、示されたように４つのリン
グに限定されるわけではなく、その代わりに、４つ未満、例えば３つのリング、あるいは
４つ以上、例えば５つ、６つ、またはより多くのリングでもよい。
【００１８】
　取付けリング１２、プラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０は、適当な電
気的絶縁材料（絶縁体）からなる浮動部分である。絶縁材料は、例えば、石英、石英ガラ
ス、窒化シリコン、アルミナまたはプラスチック材料であり得る。高純度石英は、エッチ
ング処理で使用される誘電体材料用に好ましい材料である。この実施形態では、取付けリ
ング１２、プラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０の各々は、絶縁材料の単
一体である。
【００１９】
　図１に示されるように、プラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０は、各プ
ラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０内の穴２４を通って延びるように構成
されたハンガ２２によって取付けリング１２に結合される。ハンガ２２とプラズマ閉じ込
めリング１４、１６、１８および２０との間の直接接触を防ぐために、それぞれの穴２４
に好ましくは挿入物２６が与えられる。ハンガ２２上の取付け具３２に対してハンガ２２
に弾性的にバイアスをかけるために、ハンガ２２の内側軸３０上に、好ましくはスプリン
グ２８が設けられる。
【００２０】
　ウェハなど丸い半導体基板をエッチングするために、プラズマ閉じ込めリング１４、１
６、１８および２０は、それぞれ内側リング状面３４、３６、３８および４０を含み、ま
た、それぞれ外側リング状面４２、４４、４６および４８を含む。内側リング状面３４、
３６、３８および４０は、プラズマに露出する面である。図１に示されるように、最上部
のプラズマ閉じ込めリング１４は、プラズマ閉じ込めリング１６、１８および２０より半
径方向に大きな幅を有する。また、プラズマ閉じ込めリング１６、１８および２０のそれ
ぞれの内側リング状面３６、３８および４０は、好ましくは、示されるように垂直に整列
される。
【００２１】
　プラズマ閉じ込めリング１４の内側リング状面３４は、好ましくは取付けリング１２の
内側リング状面５０に対して垂直に整列される。この配置によって、プラズマ閉じ込めリ
ング１４は、取付けリング１２の底面５２に重なる。取付けリング１２の比較的大きな熱
質量のために、プラズマ閉じ込めリング１４なしでは、取付けリング１２の底面５２が、
プラズマ処理中に底面５２上のポリマー堆積を防ぐのに十分な高温には達しないというこ
とが確認された。底面５２から分離してプラズマ閉じ込めリング１４を組み込むことによ
って、底面５２はプラズマへの露出から保護され、底面５２上のポリマー堆積が最小限に
なる。
【００２２】
　この実施形態では、プラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２０は、それぞれ
サーマルチョーク５４、５６、５８および６０を含む。プラズマエッチング処理中に、プ
ラズマおよび他の加熱効果によって、プラズマ閉じ込めリング１４、１６、１８および２
０に熱が供給される。サーマルチョーク５４、５６、５８および６０は、サーマルチョー
ク５４、５６、５８および６０の位置から外方向への放射状の熱伝導を低減し、それによ
って、サーマルチョーク５４、５６、５８および６０と内側リング状面３４、３６、３８
および４０のそれぞれとの間に規定されたそれぞれのプラズマ閉じ込めリング１４、１６
、１８および２０の内側部分の加熱を促進する。したがって、内側リング状面３４、３６
、３８および４０の各々は、十分な高温に達し、プラズマ処理中のこれらの面上のポリマ
ー堆積を実質的に防ぐ。
【００２３】
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　図２および図３は、サーマルチョーク１６０を含むプラズマ閉じ込めリング１２０の好
ましい実施形態の一部を示す。この実施形態では、取付けリングおよび／またはプラズマ
閉じ込めリング組立体の１つまたは複数の他のプラズマ閉じ込めリングも、図２および図
３に示されるように構成されたサーマルチョークを含むことができる。
【００２４】
　図示されたサーマルチョーク１６０は、不連続な第１の円形パターンに配置された複数
の内側溝１６１と、内側溝から外側に離隔され、同心で不連続な第２の円形パターンに配
置された複数の外側溝１６３とを備える。隣接した内側溝１６１は、内側領域１６５によ
って分離され、隣接した外側溝１６３は、外側領域１６７によって分離される。図２に示
されるように、内側領域１６５と外側領域１６７は、プラズマ閉じ込めリング１２０の近
くで互いから中心をはずして配置される。内側溝１６１および外側溝１６３は、好ましく
はプラズマ閉じ込めリング１２０の厚さを貫通して延びる。サーマルチョーク１６０のこ
の構造および配置は、プラズマ閉じ込めリング１２０の外側部分１６９への放射状の熱伝
達を低減し、その結果、内側リング状面１４０が十分な高温に達して、プラズマ処理中に
この面上のポリマー堆積を実質的に防ぐ。
【００２５】
　内側溝１６１および外側溝１６３は、好ましくは約０．００５インチから約０．０２０
インチの幅を有する。好ましい実施形態では、内側溝１６１および外測溝１６３はレーザ
アブレーション技術によって形成される。
【００２６】
　別の好ましい実施形態では、プラズマ閉じ込めリング組立体１０の１つまたは複数のプ
ラズマ閉じ込めリングは、マルチピース構造を有する。例えば、図４に示されるプラズマ
閉じ込めリング２２０の実施形態は、ツーピース構造を有し、内側のリング部分２２１と
、外側のリング部分２２３とを備える。内側のリング部分２２１は、プラズマに露出する
内側リング状面２４０を含む。内側のリング部分２２１および外側のリング部分２２３は
、好ましくは同じ絶縁材料で構成される。
【００２７】
　プラズマ閉じ込めリング２２０では、内側のリング部分２２１および外側のリング部分
２２３は、領域２２７での内側のリング部分２２１の面と外側のリング部分２２３の面と
の間の接触（重力のために生じる）を最小限にするように構成される。内側のリング部分
２２１の対向面と外側のリング部分２２３との間に、少なくとも１つの間隙が規定される
。この実施形態では、間隙２２５はサーマルチョークとして働く。プラズマ閉じ込めリン
グ２２０のこの構造によって、内側のリング部分２２１から外側のリング部分２２３への
熱伝導は、内側のリング部分２２１の内側リング状面２４０がプラズマに露出するとき面
接触がある領域２２７でしか起こらない。したがって、内側リング状面２４０は十分な高
温に達することができて、面上のポリマー堆積を実質的に防ぐ。
【００２８】
　好ましい実施形態では、プラズマ閉じ込めリング組立体の１つまたは複数のプラズマ閉
じ込めリングの少なくとも１つの面は、粗面化されかつ／またはＩＲ（赤外線）放射を通
さない材料で被覆され、赤外線放射の伝達を阻止することができる。この実施形態では、
閉じ込めリングに入射する赤外線放射は、閉じ込めリングの本体を通して伝えられるが、
粗面化され、かつ／または被覆された面によって阻止される。例えば、閉じ込めリングは
、石英または別の赤外線を通す絶縁材料で構成することができる。赤外線放射を阻止する
ことによって、粗面化され、かつ／または被覆された面によって部分的に規定された閉じ
込めリングの選択された部分の加熱が促進される。
【００２９】
　プラズマ閉じ込めリングの選択された面は、ショットピーニングまたは穴のあいた面を
作製するダイアモンド工具を使用して面を機械加工するなど適当な技術によって粗面化す
ることができる。赤外線を通さない適当な材料で面を被覆することができる。プラズマに
さらされない面はアルミナで被覆することができる。
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【００３０】
　例えば、図１に示されるように、プラズマ閉じ込めリング１４の上部面６２は、内側リ
ング状３４とサーマルチョーク５４との間の領域で、粗面化され、かつ／または赤外線を
通さない材料で被覆され得る。したがって、下部面６４および／またはプラズマ閉じ込め
リング１４の内側リング状面３４に入射する赤外線放射が、粗面化され、かつ／または被
覆された上部面６２によって阻止され、それによって内側リング状面３４とサーマルチョ
ーク５４との間のプラズマ閉じ込めリング１４の部分の加熱を促進する。下部面６４がプ
ラズマに直接さらされないので、赤外線を通さない材料は、プラズマを閉じ込める面上の
用途には好まれないアルミナなどの材料であり得る。
【００３１】
　好ましい別の実施形態では、プラズマ閉じ込めリング内に形成された溝を規定する選択
された面は、粗面化され、かつ／または赤外線放射を通さない材料で被覆することができ
る。例えば、図２および図３に示されたプラズマ閉じ込めリング１２０の実施形態では、
面１６９および１７１の少なくとも１つは、粗面化され、かつ／または赤外線放射を通さ
ない材料で被覆され得て、内側リング状面１４０のさらなる加熱に影響を及ぼす赤外線放
射の伝達を阻止する。
【００３２】
　図５は、プラズマ閉じ込めリング組立体１０が取り付けられる容量結合型プラズマ処理
チャンバ３００の例示的な実施形態を示す。プラズマ処理チャンバ３００は、底面３０４
を有する上部電極３０２を含む。この実施形態では、底面３０４は、米国特許第６，３９
１，７８７号で説明されたように、上部電極３０２の露出した面と隣接して形成されたプ
ラズマの局所的な密度を制御するように構成された段３０６を含む。この特許の全体を参
照によって本明細書に合体する。この実施形態では、上部電極３０２は、プラズマ処理チ
ャンバ３００内へプロセスガスを分配するために配置されたガス通路３０８を含むシャワ
ーヘッド電極である。上部電極３０２は、シリコン（例えば単結晶シリコンまたは多結晶
シリコン）またはシリコンカーバイドで構成することができる。
【００３３】
　この実施形態では、上部電極３０２はシングルピース電極（例えば、２００ｍｍのウェ
ハ処理用）である。上部電極３０２は、好ましくはグラファイトまたはシリコンカーバイ
ドなど適当な材料の裏当部材３１０に取り付けられる（例えば、エラストマで接着される
）。裏当部材は、上部電極３０２の対応するガス通路３０８と流体連接であるガス通路３
１２を含む。
【００３４】
　別の実施形態では、本出願人と同一人が所有する米国特許出願第１０／７４３，０６２
号で説明されたように、上部電極はツーピース構造（例えば、３００ｍｍのウェハ処理用
）を有することができ、シングルピースの内側電極部材、および内側電極部材を囲む外側
電極部材を含むことができる。この特許出願の全体を参照によって本明細書に合体する。
この実施形態では、米国特許出願第１０／７４３，０６２号で説明されたように、裏当部
材は、好ましくは、内側電極部材と同じ広がりをもつ裏当板と、外側電極部材と同じ広が
りをもつ裏当輪とを含む。
【００３５】
　図５に示されたプラズマ処理チャンバ３００のこの実施形態では、熱制御板３１４は、
好ましくは裏当部材３１０上に設けられる。熱制御板３１４は、米国特許出願第１０／７
４３，０６２号で説明されたように、好ましくは上部電極３０２の温度を制御するように
構成された１つまたは複数のヒータを含む。
【００３６】
　プラズマ処理チャンバ３００は、上部電極３０２にプロセスガスを供給するためのガス
源（図示せず）を含む。プロセスガスは、上部電極３０２内のガス通路３０８によってチ
ャンバ内で分配される。上部電極３０２は、ＲＦ電源３１６によって整合回路網を介して
電力を供給され得る。別の実施形態では、上部電極３０２は、プラズマ処理チャンバ３０
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０の基板支持体３２０の底部電極（ｂｏｔｔｏｍ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）によって供給さ
れた電力のリターン経路を設けるために電気的にアースすることができる。
【００３７】
　この実施形態では、上部電極３０２と、例えば、基板支持体３２０上に支持された半導
体ウェハである半導体基板３２２との間のスペースのプラズマ発生領域で、プロセスガス
がプラズマ処理チャンバ３００内へ供給される。基板支持体３２０は、好ましくは、静電
クランプ力によって基板支持体上に半導体基板３２２を固定する静電チャック３２４を含
む。静電チャック３２４は、底部電極として働き、好ましくはＲＦ電源３２６および３２
７の少なくとも１つによって（通常、整合回路網を介して）バイアスをかけられる。
【００３８】
　半導体基板３２２のプラズマ処理中に、プラズマ閉じ込めリング組立体１０は、上部電
極３０２と半導体基板３２２との間のプラズマ閉じ込め区域内にプラズマを閉じ込める。
エッジリング３２６および３２８は、エッチングの均一性を改善するように、プラズマを
集中させるために、好ましくは半導体基板３２２を囲む関係に配置される。
【００３９】
　真空ポンプ（図示せず）は、プラズマ処理チャンバ３００内部の所望の真空圧を維持す
るように構成される。
【００４０】
　使用することができる例示的な平行平板型プラズマ反応装置は、デュアル周波数のプラ
ズマエッチング反応装置（例えば、本出願人と同一人が所有する米国特許第６，０９０，
３０４号を参照されたい。この特許全体を参照によって本明細書に合体する）である。そ
のような反応装置では、ガス供給からシャワーヘッド電極にエッチングガスを供給するこ
とができ、シャワーヘッド電極および／または底部電極に２つのＲＦ源から異なる周波数
でＲＦエネルギーを供給することにより、反応装置内にプラズマを発生させることができ
る。あるいは、シャワーヘッド電極は電気的にアースすることができ、底部電極に２つの
異なる周波数のＲＦエネルギーを供給することができる。
【実施例１】
【００４１】
　実施例１では、図６に示されるようなプラズマ閉じ込めリング組立体４００が、平行平
板型、容量結合型プラズマ処理チャンバ内で使用された。図示のように、プラズマ閉じ込
めリング組立体４００は、全体的に図１に示された組立体１０と同じ構造を有するが、プ
ラズマ閉じ込めリング４１４、４１６、４１８および４２０は、サーマルチョークを含ま
ない。プラズマ閉じ込めリングは、石英であった。
【００４２】
　実施例１では、以下の誘電性のエッチングプロセス条件が８５枚のウェハを処理するの
に用いられた。チャンバ圧４５ｍＴ／底部電極に周波数２ＭＨｚの電力１１００Ｗを供給
／底部電極に周波数６０ＭＨｚの電力８００Ｗを供給／３００ｓｃｃｍのアルゴン／１５
ｓｃｃｍのＣ４Ｆ８／１０ｓｃｃｍのＯ２／上部電極温度１４０℃／底部電極温度２０℃
。各ウェハをエッチングした後に、次のプロセス条件を用いて酸素洗浄工程が行なわれた
。チャンバ圧５００ｍＴ／底部電極に周波数２７ＭＨｚの電源２００Ｗを供給／底部電極
に周波数６０ＭＨｚの電力３００Ｗを供給／２０００ｓｃｃｍのＯ２／４０秒。
【００４３】
　図６に示されるように、取付けリング４１２の底面４５２上の位置Ａ、閉じ込めリング
４１４の上面上の位置Ｂ、閉じ込めリング４１６の上面の位置Ｃ、および閉じ込めリング
４２０の上面の位置Ｄに取り付けられた熱電対を使用して温度が測定された。
【００４４】
　以下の温度は、プラズマ処理中にこれらの位置で測定されたものである。位置Ａ～約６
６℃／位置Ｂ～約１１０℃から約１１６℃／位置Ｃ～約８２℃／位置Ｄ～約８２℃から約
１０４℃。ウェハのエッチングに後続してプラズマ処理チャンバが開かれ、閉じ込めリン
グ組立体４００は、ポリマー堆積の存在が目視で検査された。プラズマ閉じ込めリング４
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１４上にはポリマー堆積は観測されなかった。しかし、プラズマ閉じ込めリング４１６、
４１８および４２０のプラズマに露出する内側リング状面４３６、４３８および４４０上
でポリマー堆積が観測され、これらの面が十分な高温に到達せず、ポリマー堆積を防げな
かったことを示していた。
【実施例２】
【００４５】
　実施例２は、図６に示される平行平板型、容量結合型プラズマ処理チャンバ内のプラズ
マ閉じ込めリング組立体４００を使用し、以下の誘電性のエッチングプロセス条件を用い
て、１００枚のウェハをエッチングした。チャンバ圧４５ｍＴ／底部電極に周波数２ＭＨ
ｚの電力１１００Ｗを供給／底部電極に周波数６０ＭＨｚの電力８００Ｗを供給／３００
ｓｃｃｍのアルゴン／２８ｓｃｃｍのＣ４Ｆ８／１３ｓｃｃｍのＯ２／上部電極温度１４
０℃／底部電極温度２０℃。各ウェハをエッチングした後に、次のプロセス条件を用いて
酸素洗浄工程が行なわれた。チャンバ圧５００ｍＴ／底部電極に周波数２７ＭＨｚの電源
２５０Ｗを供給／底部電極に周波数６０ＭＨｚの電力１２５Ｗを供給／２０００ｓｃｃｍ
のＯ２／４０秒。
【００４６】
　ウェハのエッチングに後続してプラズマ処理チャンバが開かれ、閉じ込めリング組立体
４００は、ポリマー堆積の存在が目視で検査された。プラズマ閉じ込めリング４１４上に
はポリマー堆積は観測されなかった。しかし、プラズマ閉じ込めリング４１６、４１８お
よび４２０のプラズマに露出する内側リング状面４３６、４３８および４４０上でポリマ
ー堆積が観測され、これらの面が十分な高温に到達せず、ポリマー堆積を防げなかったこ
とを示していた。
【実施例３】
【００４７】
　実施例３では、図７に示されるようなプラズマ閉じ込めリング組立体５００が、平行平
板型、容量結合型プラズマ処理チャンバ内で使用された。図示のように、プラズマ閉じ込
めリング組立体５００は、図１に示された組立体１０と同じ構造を有し、プラズマ閉じ込
めリング５１４、５１６、５１８および５２０上に、それぞれサーマルチョーク５５４、
５５６、５５８および５６０を含む。サーマルチョーク５５４、５５６、５５８および５
６０は、図２に示されたように、不連続な同心の円形の配置に形成された溝であった。溝
は、約０．０１０インチから約０．０１５インチの幅を有し、プラズマ閉じ込めリング５
１４、５１６、５１８および５２０の厚さを貫通して延びている。
【００４８】
　実施例３では、実施例２で用いられたのと同じエッチングプロセス条件が１００枚のウ
ェハを処理するのに用いられた。
【００４９】
　図７に示されるように、取付けリング５１２の底面５５２上の位置Ａ、閉じ込めリング
５１４の上面上でサーマルチョーク５５４から内側の位置Ｂ、閉じ込めリング５１４の上
面でサーマルチョーク５５４から外側の位置Ｃ、閉じ込めリング５１６の上面でサーマル
チョーク５５６から内側の位置Ｄ、および閉じ込めリング５１６の上面でサーマルチョー
ク５５６から外側の位置Ｅに取り付けられた熱電対を使用して温度が測定された。以下の
温度は、これらの位置で測定されたものである。位置Ａ～約７１℃から約７７℃／位置Ｂ
～約１２７℃から約１３２℃／位置Ｃ～約７１℃から約７７℃／位置Ｄ～約１１６℃から
約１４３℃／位置Ｅ～約７７℃から約８２℃。
【００５０】
　ウェハのエッチングに後続してプラズマ処理チャンバが開かれ、閉じ込めリング組立体
５００は、ポリマー堆積の存在が目視で検査された。プラズマ閉じ込めリング５１４上あ
るいはプラズマ閉じ込めリング５１６、５１８および５２０のプラズマに露出する内側リ
ング状面５３６、５３８および５４０上でポリマー堆積は観測されず、これらの面が十分
な高温に達し、ポリマー堆積を防いだことを示していた。
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【００５１】
　図１を参照すると、前述のテスト結果は、プラズマ閉じ込めリング組立体内に、最上部
の拡大されたプラズマ閉じ込めリング１４を組み込むことにより、厚い取付けリング１２
上のポリマー堆積が好ましく防がれることを実証する。さらに、プラズマ閉じ込めリング
１４、１６、１８および２０内に１つまたは複数のサーマルチョークを設けることによっ
て、リングのプラズマに露出する面上のポリマー堆積を好ましく防ぐことができる。
【００５２】
　これまで、本発明の原理、好ましい実施形態および実施例を説明してきた。しかし、本
発明は論じられた特定の実施形態に限定されたものと解釈されるべきではない。したがっ
て、前述の実施形態は限定的なものではなく例示的なものと見なされるべきであり、また
、特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲から逸脱することなく、当業者によっ
てそれらの実施形態に変更を加えることができることが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】プラズマ閉じ込めリング組立体の好ましい実施形態の一部を示す図である。
【図２】プラズマ閉じ込めリング組立体の、サーマルチョークを含むプラズマ閉じ込めリ
ングの好ましい実施形態の一部の上面図である。
【図３】図２に示されたプラズマ閉じ込めリングの拡大部分上面図である。
【図４】プラズマ閉じ込めリング組立体のツーピース構造を有するプラズマ閉じ込めリン
グの別の好ましい実施形態の側面図である。
【図５】プラズマ閉じ込めリング組立体の好ましい実施形態を含むプラズマ処理チャンバ
を示す図である。
【図６】実施例１および実施例２で使用された、サーマルチョークのないプラズマ閉じ込
めリング組立体の実施形態を示す図である。
【図７】実施例３で使用された、サーマルチョークを含むプラズマ閉じ込めリング組立体
の実施形態を示す図である。
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