
JP 6671446 B2 2020.3.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側チャンバおよび下側チャンバを備えたウエハ処理装置であって、
　前記上側チャンバおよび下側チャンバを分離するプレートであって、動作中に前記上側
チャンバから前記下側チャンバに流れる種の流れを可能にする複数の穴を有する、プレー
トと、
　前記上側チャンバから上側チャンバおよび下側チャンバを囲む内部空洞にガスを周方向
に排出する流路と、
　前記上側チャンバから周方向に排出された前記ガスの量を制御するための前記流路に配
置された圧力スロットルリングと、
　前記上側チャンバ内の上側電極に接続された第１の高周波（ＲＦ）電源の電圧および周
波数を設定するよう動作可能な連続波（ＣＷ）コントローラであって、前記第１のＲＦ電
源は、前記上側チャンバの動作中に連続ＲＦ電力を提供するように構成される、連続波（
ＣＷ）コントローラと、
　前記下側チャンバ内の下側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成されるパルス
ＲＦ信号の電圧、周波数、オン期間の持続時間、および、オフ期間の持続時間を設定する
よう動作可能なパルスコントローラであって、下側プラズマは、前記オン期間に前記下側
チャンバ内で点火され、前記オフ期間中に、前記下側プラズマの電位は、前記電位が実質
的にゼロの値に達するまで減衰する、パルスコントローラと、
　前記オン期間中に前記プレートを通して前記上側チャンバから前記下側チャンバに流れ
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る前記種の流れを制御するために、および、前記オフ期間中に前記種の流れを制御するた
めに、前記上側チャンバのパラメータおよび前記下側チャンバのパラメータを設定するよ
うに構成されたシステムコントローラであって、前記上側チャンバの前記パラメータは、
前記第１のＲＦ電源の前記電圧および前記周波数を含み、前記下側チャンバの前記パラメ
ータは、前記パルスＲＦ信号の前記電圧、前記周波数、前記オン期間の持続時間、および
、前記オフ期間の持続時間を含み、前記ＣＷコントローラは、前記パルスコントローラに
よる前記第２のＲＦ電源の設定と独立して前記第１のＲＦ電源の設定を実行し、前記シス
テムコントローラは、前記種の流れを制御することによって、前記下側チャンバにおける
陰イオンエッチングを制御するように動作可能、および、前記オフ期間のアフターグロー
中の前記下側チャンバ内のウエハの表面における正荷電を制御するよう動作可能であり、
前記ＣＷコントローラは、前記上側チャンバから前記下側チャンバに流れる電子の流れを
制御することによって、前記オン期間中の前記下側チャンバにおける前記下側プラズマの
再点火を支援するために前記種の流れを制御する、システムコントローラと、
を備える、ウエハ処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記システムコントローラは、さらに、前
記上側チャンバ内の第１の圧力および前記下側チャンバ内の第２の圧力を設定するよう動
作可能であり、前記第１の圧力は前記第２の圧力よりも高い、ウエハ処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のウエハ処理装置であって、前記オン期間の持続時間は、前記オフ期間
の持続時間と異なる、ウエハ処理装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のウエハ処理装置であって、前記オン期間の持続時間は、前記オフ期間
の持続時間と等しい、ウエハ処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記第１のＲＦ電源の周波数は、２７ＭＨ
ｚから１００ＭＨｚの間の値を有する、ウエハ処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記第２のＲＦ電源の周波数は、０．４Ｍ
Ｈｚから２５ＭＨｚの間の値を有する、ウエハ処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記第１のＲＦ電源の電圧は、１００Ｖか
ら６００Ｖの間の値を有する、ウエハ処理装置。
【請求項８】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記第２のＲＦ電源の電圧は、１０００Ｖ
から６０００Ｖの間の値を有する、ウエハ処理装置。
【請求項９】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバは、前記ウエハの処理中
に前記上側チャンバ内で上側プラズマを形成するよう動作可能である、ウエハ処理装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバは、処理中に２０ｍＴｏ
ｒｒから６０ｍＴｏｒｒの間の第１の圧力を有するよう動作可能であり、前記下側チャン
バは、処理中に１０ｍＴｏｒｒから１９ｍＴｏｒｒの間の第２の圧力を有するよう動作可
能である、ウエハ処理装置。
【請求項１１】
　上側チャンバおよび下側チャンバを備えたウエハ処理装置であって、
　前記上側チャンバおよび前記下側チャンバを分離するプレートであって、動作中に前記
上側チャンバから前記下側チャンバに流れる種の流れを可能にする複数の穴を有する、プ
レートと、
　前記上側チャンバから前記上側チャンバおよび前記下側チャンバを囲む内部空洞にガス
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を周方向に排出する流路と、
　前記上側チャンバから周方向に排出された前記ガスの量を制御するための前記流路に配
置された圧力スロットルリングと、
　前記上側チャンバ内の上側電極に接続された第１の高周波（ＲＦ）電源の第１のパラメ
ータを設定するよう動作可能な連続波（ＣＷ）コントローラであって、前記第１のＲＦ電
源は、前記上側チャンバの動作中に連続ＲＦ電力を提供するように構成される、連続波（
ＣＷ）コントローラと、
　前記下側チャンバ内の下側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成される第２の
パルスＲＦ信号の第２のパラメータを設定するよう動作可能な、および、前記下側電極に
接続された第３のＲＦ電源によって生成される第３のパルスＲＦ信号の第３のパラメータ
を設定するよう動作可能なパルスコントローラであって、前記第２のパラメータは、前記
第２のパルスＲＦ信号のオン期間の持続時間およびオフ期間の持続時間を含み、下側プラ
ズマは、前記オン期間に前記下側チャンバ内で点火され、前記オフ期間中に、前記下側プ
ラズマの電位は、前記電位が実質的にゼロの値に達するまで減衰する、パルスコントロー
ラと、
　前記オン期間中に前記プレートを通して前記上側チャンバから前記下側チャンバに流れ
る前記種の流れを制御するために、および、前記オフ期間中に前記種の流れを制御するた
めに、前記第１、第２、および、第３のパラメータを設定するように構成されたシステム
コントローラであって、前記ＣＷコントローラは、前記パルスコントローラによる前記第
２のＲＦ電源の設定と独立して前記第１のＲＦ電源の設定を実行し、前記システムコント
ローラは、前記種の流れを制御することによって、前記下側チャンバにおける陰イオンエ
ッチングを制御するよう動作可能、および、前記オフ期間のアフターグロー中の前記下側
チャンバ内のウエハの表面における正荷電を制御するよう動作可能であり、前記ＣＷコン
トローラは、前記上側チャンバから前記下側チャンバへの電子の流れを制御することによ
って、前記オン期間中の前記下側チャンバにおける前記下側プラズマの再点火を支援する
ために前記種の流れを制御する、システムコントローラと、
を備える、ウエハ処理装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のウエハ処理装置であって、前記第１のＲＦ電源は、３０ＭＨｚから
１００ＭＨｚまでの間の周波数を有し、前記第２のＲＦ電源は、０．４ＭＨｚから４ＭＨ
ｚまでの間の周波数を有し、前記第３のＲＦ電源は、２０ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの
間の周波数を有する、ウエハ処理装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバは、処理中に２０ｍＴ
ｏｒｒから６０ｍＴｏｒｒの間の第１の圧力を有するよう動作可能であり、前記下側チャ
ンバは、処理中に１０ｍＴｏｒｒから１９ｍＴｏｒｒの間の第２の圧力を有するよう動作
可能である、ウエハ処理装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記システムコントローラは、陰イオンエ
ッチングを制御するために、および、前記オフ期間のアフターグロー段階中の前記ウエハ
の表面における過剰な正荷電の中和を制御するために、前記上側チャンバから前記下側チ
ャンバに流れる前記種の流れを制御する、ウエハ処理装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記ウエハ処理装置の動作中に、前記シス
テムコントローラは、前記上側チャンバ内にパルス化されていない連続上側プラズマを維
持し、前記上側チャンバにおける前記連続上側プラズマは、前記下側チャンバ内の陰イオ
ンによるエッチングを向上させるために、前記オフ期間中に前記下側チャンバ内の陰イオ
ンの量を増大させ、電子は、前記上側チャンバから前記下側チャンバに移動し、前記オフ
期間中に前記下側チャンバ内により多くの陰イオンを生み出すために前記下側チャンバ内
のイオンに結合する、ウエハ処理装置。
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【請求項１６】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記下側チャンバの前記パラメータは、下
側チャンバの圧力を含み、前記下側プラズマは、前記上側チャンバから前記下側チャンバ
に流れる前記電子の流れを制御することによって、前記電子の流れなしに、前記下側プラ
ズマを点火するのに必要な圧力よりも低い下側チャンバの圧力で点火されうる、ウエハ処
理装置。
【請求項１７】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記下側プラズマは、前記上側チャンバか
ら前記下側チャンバに流れる前記電子の流れを制御することによって、前記パルスＲＦ信
号を用いて単一チャンバ装置よりも早く点火されうる、ウエハ処理装置。
【請求項１８】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記プレートは、接地される、ウエハ処理
装置。
【請求項１９】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記プレートは、ＤＣ電源に接続される、
ウエハ処理装置。
【請求項２０】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記種の流れを制御することで、前記オン
期間中および前記オフ期間中の前記ウエハのエッチングの制御が可能になる、ウエハ処理
装置。
【請求項２１】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記種の流れは、前記オフ期間中の陰イオ
ンによるエッチングを向上させるために、前記オフ期間中の前記下側チャンバ内の前記陰
イオンの量を増大させる、ウエハ処理装置。
【請求項２２】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバの前記パラメータは、さ
らに、上側チャンバの圧力を含み、前記システムコントローラは、前記上側チャンバの圧
力を増大させて、前記上側チャンバから前記下側チャンバへの前記種の流れを増大させる
ように構成される、ウエハ処理装置。
【請求項２３】
　請求項１に記載のウエハ処理装置であって、上側プラズマは、容量結合によって前記上
側チャンバ内で形成され、連続を維持し、前記種の流れを生成する、ウエハ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスの誘電体エッチングのための方法、システム、および、コン
ピュータプログラムに関し、特に、デュアルモジュール容量結合プラズマ（ＣＣＰ）チャ
ンバにおける半導体デバイスの誘電体エッチングのための方法、システム、および、コン
ピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路の製造は、ドープシリコンの領域を含むシリコン基板（ウエハ）を化学反応プ
ラズマに暴露させる工程を含んでおり、その工程で、サブミクロンのデバイスフィーチャ
（例えば、トランジスタ、コンデンサなど）が基板上にエッチングされる。第１の層が加
工されると、いくつかの絶縁（誘電体）層が第１の層の上に形成され、ホール（ビアとも
呼ばれる）およびトレンチが、導電性のインターコネクタを配置するために材料にエッチ
ングされる。
【０００３】
　ＳｉＯ２は、半導体製造で用いられる一般的な誘電体である。ＳｉＯ２エッチングに用
いられるプラズマは、しばしば、アルゴン（Ａｒ）および酸素（Ｏ２）ガスと共に、四フ
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ッ化炭素ＣＦ４およびオクタフルオロシクロブタン（Ｃ－Ｃ４Ｆ８）などのフッ化炭素ガ
スを含む。プラズマという用語は、構成原子および分子が部分的または完全にイオン化さ
れたガスを指すために用いられる。容量性高周波（ＲＦ）電力結合が、低い解離速度、好
ましい比較的大きい不動態化分子、および、表面における高いイオンエネルギを理由に、
プラズマを点火および維持するためにしばしば用いられる。シリコン基板へのイオンエネ
ルギおよびイオン束を独立制御するために、デュアル周波数容量放電（ＤＦ－ＣＣＰ）が
用いられることがある。
【０００４】
　半導体ウエハ製造に用いられる現行のプラズマ処理システムは、ラジカル分離、ラジカ
ル束、イオンエネルギ、および、ウエハに供給されるイオン束を制御するために、相互に
大きく依存した制御パラメータを利用する。例えば、現行のプラズマ処理システムは、ウ
エハの存在下で生成された単一のプラズマを制御することによって、必要なラジカル分離
、ラジカル束、イオンエネルギ、および、イオン束を達成しようとする。残念ながら、化
学物質の解離およびラジカルの形成は、イオン生成およびプラズマ密度に結びついており
、所望のプラズマ処理条件を達成するために協調しない。
【０００５】
　一部の半導体処理装置は、パルスＲＦ電源を用いる。現在のパルスＲＦプラズマ技術は
、プラズマが止まるＲＦのオフ期間中にアフターグロープラズマの制御を提供しない。通
例、ＲＦのオフ期間中には、プラズマ電位が崩壊し、電子がチャンバの壁へ逸出する。ア
フターグロー中、電子密度が低下し、陰イオン密度が増大する。次いで、イオンも壁へと
逸出する。荷電種の動態は、チャンバ内の電荷の分布、ひいては、そのエッチング特性を
決定するが、残念ながら、これらの動態および荷電種の流束は、ほとんど制御されていな
い。アフターグロー期間に利用できる制御は、変調周波数およびデューティサイクルのみ
である。
【０００６】
　パルスプラズマ技術の別の問題は、ＲＦ電力がオンになった時のプラズマ再点火である
。プラズマおよびアフターグローがＲＦのオフ期間中に完全に消える場合、プラズマの再
点火には、高いＲＦ電圧レベルが必要になる。さらに、特に、低ガス圧での動作時に、Ｒ
Ｆの問題により支障が生じうる。
【０００７】
　実施形態は、このような課題に対処するものである。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の実施形態は、デュアルチャンバ構成のパルスプラズマチャンバで半導体基板を
処理するためのシステム、方法、および、コンピュータプログラムを提供する。
【０００９】
　本発明は、処理、装置、システム、デバイス、または、コンピュータ読み取り可能な媒
体に記録された方法など、種々の形態で実施できることを理解されたい。以下では、本発
明の実施形態をいくつか説明する。
【００１０】
　一実施形態では、上側チャンバを下側チャンバに流体連通させるプレートによって隔て
られた上側チャンバおよび下側チャンバを備えたウエハ処理装置が、連続波（ＣＷ）コン
トローラと、パルスコントローラと、システムコントローラと、を備える。ＣＷコントロ
ーラは、上側チャンバ内の上側電極に接続された第１の高周波（ＲＦ）電源の電圧および
周波数を設定するよう動作可能である。パルスコントローラは、下側チャンバ内の下側電
極に接続された第２のＲＦ電源によって生成されるパルスＲＦ信号の電圧、周波数、オン
期間の持続時間、および、オフ期間の持続時間を設定するよう動作可能である。さらに、
システムコントローラは、両チャンバの動作中にプレートを通して上側チャンバから下側
チャンバに流れる種の流れを制御するために、ＣＷコントローラおよびパルスコントロー
ラのパラメータを設定するよう動作可能である。種の流れは、オフ期間のアフターグロー
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中の陰イオン密度の制御と、オン期間中の下側チャンバにおけるプラズマの再点火と、を
支援する。
【００１１】
　別の実施形態では、上側チャンバを下側チャンバに流体連通させるプレートによって隔
てられた上側チャンバおよび下側チャンバを備えたウエハ処理装置でウエハを処理するた
めの方法が、上側チャンバ内の上側電極に接続された第１のＲＦ電源によって生成される
連続高周波（ＲＦ）信号のための第１のパラメータを設定する動作を備える。第１のパラ
メータは、第１の電圧および第１の周波数を含む。さらに、方法は、下側チャンバ内の下
側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成されるパルスＲＦ信号のための第２のパ
ラメータを設定する動作を備える。第２のパラメータは、第２の電圧、第２の周波数、オ
ン期間の持続時間、および、オフ期間の持続時間を含む。連続ＲＦ信号は上側電極に印加
され、パルスＲＦ信号は下側電極に印加される。第１のパラメータおよび第２のパラメー
タを設定することにより、両チャンバの動作中に上側チャンバから下側チャンバに流れる
種の流れを制御する。種の流れは、オフ期間のアフターグロー中の陰イオン密度の制御と
、オン期間中の下側チャンバにおけるプラズマの再点火と、を支援する。
【００１２】
　さらに別の実施形態では、上側チャンバを下側チャンバに流体連通させるプレートによ
って隔てられた上側チャンバおよび下側チャンバを備えたウエハ処理装置が、ＣＷコント
ローラと、パルスコントローラと、システムコントローラと、を備える。ＣＷコントロー
ラは、上側チャンバ内の上側電極に接続された第１の高周波（ＲＦ）電源のための第１の
パラメータを設定するよう動作可能であり、パルスコントローラは、下側チャンバ内の下
側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成される第２のパルスＲＦ信号のための第
２のパラメータを設定するよう動作可能である。パルスコントローラは、さらに、下側電
極に接続された第３のＲＦ電源によって生成される第３のパルスＲＦ信号のための第３の
パラメータを設定するよう動作可能である。さらに、システムコントローラは、両チャン
バの動作中にプレートを通して上側チャンバから下側チャンバに流れる種の流れを制御す
るために、第１、第２、および、第３のパラメータを転送するよう動作可能である。種の
流れは、オフ期間のアフターグロー中の陰イオン密度の制御と、オン期間中の下側チャン
バにおけるプラズマの再点火と、を支援する。
【００１３】
　添付の図面を参照して行う以下の詳細な説明から、別の態様が明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明は、添付の図面に関連して行う以下の説明を参照することによって最も良く理解
できる。
【００１５】
【図１】一実施形態に従って、エッチングチャンバを示す図。
【００１６】
【図２】一実施形態に従って、パルスプラズマチャンバの挙動を示す図。
【００１７】
【図３】一実施形態に従って、プラズマ密度に対するＲＦ電力周波数およびチャンバ圧力
の影響を示す図。
【００１８】
【図４】本発明の一実施形態に従って、２つのチャンバを備えた半導体ウエハ処理装置を
示す図。
【００１９】
【図５】本発明の一実施形態に従って、半導体ウエハ処理装置を示す図。
【００２０】
【図６】本発明の一実施形態に従って、上側プラズマと下側プラズマとを含む図５のチャ
ンバを示す図。
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【００２１】
【図７】一実施形態に従って、正規化したイオン束をプレートの厚さの関数として示す図
。
【００２２】
【図８】本発明の一実施形態に従って、半導体ウエハ処理装置を動作させるためのアルゴ
リズムを示すフローチャート。
【００２３】
【図９】本発明の一実施形態に従って、ウエハを処理するためのアルゴリズムを示すフロ
ーチャート。
【００２４】
【図１０】本発明の実施形態を実施するためのコンピュータシステムを示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下の実施形態は、デュアルチャンバ構成のパルスプラズマチャンバで半導体基板を処
理するためのシステム、方法、および、コンピュータプログラムを提供する。本実施形態
は、これらの具体的な詳細事項の一部またはすべてがなくとも実施可能であることが明ら
かである。また、本実施形態が不必要に不明瞭となることを避けるため、周知の処理動作
の詳細な説明は省略した。
【００２６】
　図１は、一実施形態に従って、エッチングチャンバを示す。２つの電極の間に電場を励
起することが、エッチングチャンバ内でＲＦガス放電を得るための方法の１つである。電
極間に振動電圧が印加された時、得られた放電は、容量結合プラズマ（ＣＰＣ）放電と呼
ばれる。
【００２７】
　プラズマは、電子中性衝突によって起きた様々な分子の解離によって生成される様々な
化学反応性の副生成物を得るために、安定した原料ガスを用いて生成されうる。エッチン
グの化学的側面は、中性ガス分子およびそれらの解離した副生成物と、エッチング対象の
表面の分子との化学反応を起こし、揮発性分子を生成することを含んでおり、かかる揮発
性分子はポンプ除去されうる。プラズマが生成されると、壁からプラズマを隔てる空間電
荷シースを横切って陽イオンがプラズマから加速され、ウエハの表面から材料を除去する
のに十分なエネルギでウエハ表面に衝突する。これは、イオン衝撃またはイオンスパッタ
リングとして知られる。しかしながら、一部の工業用プラズマは、純粋に物理的な手段に
よって表面を効率的にエッチングするのに十分なエネルギを有するイオンを生成しない。
中性ガスエッチングおよびイオン衝撃の両方を組み合わせた作用が、各方法の効果を単に
足し合わせるよりも速いエッチング速度を生み出すことがわかった。
【００２８】
　一実施形態において、異方性および選択エッチング能があることから、ＣＦ４およびＣ
－Ｃ４Ｆ８などのフッ化炭素ガスが誘電体エッチング処理に用いられるが、本発明の原理
は、その他のプラズマ生成ガスにも適用できる。フッ化炭素ガスは容易に解離されて、よ
り小さい分子および原子ラジカルになる。これらの化学反応性副生成物は、誘電材料をエ
ッチング除去する。一実施形態において、誘電材料は低誘電率デバイスのためのＳｉＯ２

またはＳｉＯＣＨであってよい。
【００２９】
　図１のチャンバは、接地された上側電極１０４と、低周波ＲＦ発生器１１８および高周
波ＲＦ発生器１１６によって電力供給される下側電極１０８と、を備える。下側電極１０
８は、整合回路網１１４を介して、低周波ＲＦ発生器１１８および高周波ＲＦ発生器１１
６に接続されている。一実施形態において、低周波ＲＦ発生器１１８は２ＭＨｚのＲＦ周
波数を有し、高周波ＲＦ発生器１１６は２７ＭＨｚのＲＦ周波数を有する。
【００３０】
　図１のチャンバは、チャンバにガスを入力するために上側電極１０４上にガスシャワー
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ヘッドを備えており、チャンバからガスをポンプで排出することを可能にする穴のあいた
閉じ込めリング１１２を備える。基板１０６がチャンバ内に存在する時、ウエハ表面上に
均一なエッチングをするためにプラズマ１０２の下面に均一なＲＦ場が存在するように、
シリコンフォーカスリング１１０が基板に隣接して配置される。
【００３１】
　一実施形態において、低周波ＲＦ発生器１１８はパルシングするが、高周波ＲＦ発生器
１１６はパルシングしない。別の実施形態では、ＲＦ発生器は共にパルシングし、さらに
別の実施形態では、高周波ＲＦ発生器１１６はパルシングするが、低周波ＲＦ発生器１１
８はパルシングせず、すなわち、低周波ＲＦ発生器１１８は、ウエハ処理中には常にオン
になっている。
【００３２】
　図２は、一実施形態に従って、パルスプラズマチャンバの挙動を示す。図１に関連する
パルスプラズマチャンバは、１つのパルスＲＦ電源を備える。グラフ２０２は、ＲＦ電源
の電圧を示しており、ＲＦ電源がオン状態のオン期間と、ＲＦ電源がオフ状態のオフ期間
と、を含む。グラフ２０４は、ＲＦ電源の電力が２つのレベル、すなわち、ゼロより大き
いオン期間中の第１のレベルおよびゼロに等しい（つまり、ＲＦ電力がオフである）オフ
期間中の第２のレベル、を有することを示している。
【００３３】
　オン期間は２つの段階を有する：すなわち、プラズマが点火されている（すなわち、タ
ーンオン）第１の段階、および、プラズマがチャンバ内に存在する定常状態に対応する第
２の段階である。ターンオン段階中に、プラズマが点火すると、プラズマシースが生じて
変化する。電子の平均エネルギは比較的高く、イオン束密度は低い。さらに、電力は、プ
ラズマ点火中に変化するプラズマインピーダンスにより、ターンオン段階にはうまく整合
されない。定常状態段階には、電子密度はほぼ一定であり、陽イオン束密度が大きい。電
力は、ほぼ一定のプラズマインピーダンスと良好に整合され、プラズマシートが安定的に
振動する。
【００３４】
　オフ期間は２つの段階を有する：すなわち、プラズマがオフにされている第１の段階（
ターンオフ）、および、「アフターグロー後期」と呼ばれる第２の段階である。ターンオ
フ段階には、電子の平均エネルギが急速に減少し、イオン束密度が急速に低下し、プラズ
マ電位が低くなる。プラズマシースは、電子密度が低下すると崩壊する。アフターグロー
後期段階には、電力レベルはゼロになり、電子の平均エネルギは小さくなる。また、イオ
ン束密度も小さく、陰イオンがチャンバの表面に到達しうる。プラズマシースは、電子密
度が低下すると崩壊する。
【００３５】
　グラフ２０６は、オン期間およびオフ期間中に電子エネルギが変化する様子を示す。オ
ン期間中、電子エネルギは高く、オフ期間中、電子エネルギはゼロまで減少する。グラフ
２０８は、電子密度２２０および陽イオン密度２２２を示す。陽イオン密度２２２は、オ
ン期間中に高く、オフ期間に減少する。したがって、陽イオンによるエッチングは、主に
オン期間中に起きる。
【００３６】
　グラフ２１０は、経時的にプラズマ電位の変化を示す。上述のように、プラズマ電位は
、ターンオン段階の最初に急上昇し、次いで、定常値に至る。ターンオフ段階中に、プラ
ズマ電位は、ゼロの値に達するまで減衰する。グラフ２１２は、陽イオン束の値を示して
おり、その値は、オン期間中はほぼ一定であり、オフ期間に速やかに０まで減少する。
【００３７】
　さらに、グラフ２１４は、経時的に陰イオン束の値を示す。陰イオン束は、オン期間中
には実質的に０であるが、オフ期間に正のスパイクを有しており、それが、オフ期間中に
、陰イオンによるウエハのエッチング、および、ウエハ表面上の過度の正電荷の中和を引
き起こす。
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【００３８】
　ＲＦ電源のパルシングは、非パルスＲＦ電源と比較して、トレンチング、ノッチング、
および、帯電損傷を低減できるため、エッチング性能を向上させる。電荷が、連続放電中
にウェルの上部および下部の間に蓄積して、イオン偏向を引き起こしうる。アフターグロ
ーレジームでの低電子密度により、より多くの陰イオンおよび電子が、ウェル底部へと引
き付けられて、ウェル底部に蓄積しうる正電荷を中和することが可能になるため、電荷蓄
積をパルス放電で減少させることができる。
【００３９】
　図３は、一実施形態に従って、プラズマ密度に対するＲＦ電力周波数およびチャンバ圧
力の影響を示す。図３は、チャンバにおけるＲＦ電力周波数および圧力の様々な条件下で
非パルスプラズマチャンバで取られたいくつかの測定値を示す。酸素および５％アルゴン
を含むチャンバにおいて、４００Ｗの単一ＲＦ電源を用いて、測定を行った。
【００４０】
　ライン３０２は、異なる圧力レベルおよび２ＭＨｚのＲＦ周波数での陽イオン束の値を
示す。チャンバ内の圧力が上昇するにつれ、陽イオン束は増大し、約３００ｍＴｏｒｒで
およそ最大陽イオン束に至る。したがって、低ＲＦ周波数（２ＭＨｚ）では、チャンバは
、高圧でより効率的である。ライン３０６は、ＲＦ周波数が２７ＭＨｚの時の値を示す。
この場合、流束は、圧力が約１００ｍＴｏｒｒになるまで次第に増大し、その後は実質的
に一定になる。ライン３０４は、６０ＭＨｚのＲＦ周波数を用いた時の流束の値を示す。
この高周波数では、チャンバは、低圧でより効率的であり、圧力が上昇すると効率的でな
くなる。
【００４１】
　一般に、パルスＲＦ電力を用いる場合、低圧でチャンバを作動させることがより望まし
いため、イオンは穴の深くまで到達しうる。しかしながら、低圧での作動時には高圧での
作動時よりも電子が少ないので、低圧プラズマチャンバ内でプラズマを点火することは比
較的難しい。
【００４２】
　本発明の実施形態は、下側チャンバがパルス化され上側チャンバがパルス化されていな
いデュアルチャンバ構成を利用する。図４～図６を参照して以下で詳述するように、２つ
のチャンバは、上側チャンバから下側チャンバへの種の流れを提供する穴あきグリッドに
よって隔てられている。電子が、上側プラズマを逸出して下側チャンバに流れ、プラズマ
の再点火を助ける。下側チャンバ内により多くの電子が存在するため、プラズマの再点火
は、より容易である。したがって、デュアルチャンバを利用すれば、低圧チャンバおよび
パルスＲＦ電源を同時に実現することが容易になる。
【００４３】
　図４は、本発明の一実施形態に従って、２つのチャンバを備えた半導体ウエハ処理装置
を示す。半導体ウエハ処理装置は、デュアル空間プラズマ源を備える。上側チャンバ４１
４は、連続波（ＣＷ）ラジカル制御プラズマ（ＲＣＰ）チャンバであり、本明細書ではプ
レートまたはグリッドとも呼ばれる穴あき接地電極４２４によって下側パルスＲＦ容量プ
ラズマチャンバ４２０から隔てられている。下側空間は、パルスＣＣＰプラズマチャンバ
であり、上側空間は、下側空間に注入されるラジカル、電子、および、イオンの供給源と
して機能する。
【００４４】
　パルス下側チャンバＲＦのオフ期間におけるアフターグロー中、下側チャンバ内の中性
種および荷電種の流束は、上側チャンバにおけるパラメータを調整することによって制御
できる。また、ＲＣＰ上側チャンバからの荷電種を下側チャンバに流すことは、ＲＦのオ
ン期間中の下側プラズマ４１８の再点火を助ける。一実施形態において、アフターグロー
および再点火は、上側チャンバ内で異なるプラズマ源を用いることによって制御される。
例えば、上側チャンバ内で誘電結合プラズマまたはヘリコンプラズマを用いて制御される
。
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【００４５】
　上側プラズマ４１６の供給源が下側チャンバ内のプラズマアフターグローの制御を提供
し、基板４２２をエッチングするための荷電種動態の制御を提供するので、この構成は、
チャンバの性能を向上させる。さらに、上側チャンバ内のＲＣＰは、ＣＣＰプラズマを点
火するための最初の荷電種を提供することにより、ＣＣＰ下側チャンバ内でのプラズマ４
１８の再点火を助ける。
【００４６】
　単一空間のパルスチャンバでは、陰イオンエッチングのための制御は、オンおよびオフ
期間のサイクルのみである。デュアル空間チャンバでは、上側チャンバは常にオンである
ため、下側チャンバのオフ期間でも、上側チャンバ由来の種の一定の流れがある。したが
って、オンおよびオフ期間の両方に、エッチング処理を制御することが可能である。上側
プラズマ４１６からの電子は、上側チャンバを下側チャンバに接続する貫通孔４２６を通
過する。電子はエネルギを運ぶので、貫通孔４２６は、下側チャンバに入る電子ビームを
形成する。
【００４７】
　一実施形態において、下側チャンバ４２０は、第１のパルスＲＦ電源４０６および第２
のパルスＲＦ電源４１０によって電力供給される。ＲＦ電源は、それぞれのＲＦ整合回路
網４０８および４１２を介してチャンバ４２０内の下側電極に接続されている。上側チャ
ンバ４１４内の上側電極は、整合回路網４０４を介して第３のＲＦ電源４０２に接続され
ている。一実施形態において、第３のＲＦ電源４０２は、上側チャンバ４１４に連続波Ｒ
Ｆ電力を供給する。
【００４８】
　パルスコントローラ４３０が、第１のパルスＲＦ電源４０６および第２のパルスＲＦ電
源４１０によって生成されたＲＦ電力のパラメータを制御する。第１および第２のＲＦ電
源を制御するパラメータは、ＲＦ電源のパルスサイクル（すなわち、オンおよびオフ期間
の持続時間）、第１および第２のＲＦ電源の周波数、電圧、および、電力レベルを含む。
ＲＦ電源のパラメータを制御することにより、システムは、例えば、ＲＦのオフ期間と、
下側チャンバ内でのプラズマアフターグローとを制御する。ＲＦパラメータのこの制御は
、システムが、上側チャンバ由来の中性種および荷電種の流束を制御することも可能にす
る。上部側チャンバからの荷電種を下側チャンバに移動させることは、ＲＦのオン期間の
最初のプラズマの再点火の助けにもなり、これは、同じＲＦ電力を用いる単一チャンバ装
置の場合よりも早くプラズマが再点火することを意味する。
【００４９】
　連続波コントローラ４２８が、第３のＲＦ電源２０４によって生成されたＲＦ電力を制
御する。したがって、連続波コントローラ４２８は、周波数、電圧、および、電力を含む
上側チャンバのＲＦ電力のパラメータを制御する。システムコントローラ４３２は、パル
スコントローラ４３０および連続波コントローラ４２８と通信し、上側および下側チャン
バのＲＦ電力の制御パラメータを設定する。ＣＷコントローラおよびパルスコントローラ
のパラメータを制御することにより、システムコントローラ４３２は、両チャンバの動作
中にプレートを通して上側チャンバから下側チャンバに流れる種の流れを制御するよう動
作可能であり、ここで、種の流れは、陰イオンエッチングと、オフ期間のアフターグロー
中のウエハ表面における過剰な正荷電の中和と、オン期間中の下側チャンバにおけるプラ
ズマの再点火と、を支援する。システムコントローラ４３２は、プラズマレシピ設定４３
４を入力として有する。プラズマレシピ設定４３４は、周波数、電圧、電力、および、オ
ン／オフサイクルを含む３つのＲＦ電源のパラメータと、両チャンバの動作のための他の
パラメータと、を含む。プラズマレシピ設定における他の値は、チャンバを隔てるプレー
トの構成（例えば、貫通孔の数、プレートの厚さ、貫通孔の分布など）、上側チャンバ内
の圧力、下側チャンバ内の圧力、エッチングサイクルの持続時間、チャンバへのガス流量
などを含みうる。
【００５０】
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　ＲＦ電源の制御に加えて、システムコントローラ４３２は、上側チャンバ内の圧力、下
側チャンバ内の圧力、ならびに、上側および下側チャンバの間に配置されたプレート４２
４の構成など、チャンバのその他のパラメータを制御するように動作可能である。
【００５１】
　上側および下側チャンバは、それぞれのチャンバへのガス流量を独立的に制御される。
上側チャンバには、別個の吸気源がある。グリッド４２４は、さらに、下側チャンバへの
ガスシャワーヘッドを形成するガス流出口を備える。グリッド４２４は、酸化アルミニウ
ムなどの絶縁誘電体である外面を有する。一実施形態において、グリッド４２４は、アル
ミニウムで製造され、酸化アルミニウムで被覆される。別の実施形態において、グリッド
はシリコンで製造される。グリッド４２４は、接地に接続されている。一実施形態におい
て、グリッドは、２７ｍｍ厚であり（すなわち、貫通孔は２７ｍｍの長さを有する）、貫
通孔は２ｍｍの直径を有しているが、他の値も可能である。
【００５２】
　２つの空間を有することにより、オフ期間中に下側チャンバ内の陰イオンの量を増大さ
せ、陰イオンによるエッチングを向上させる。上側チャンバからの電子は、下側チャンバ
に到達すると、イオンに結合し、オフ期間中にチャンバ内により多くの陰イオンを生み出
す。
【００５３】
　下側チャンバの性能に影響する上側チャンバのパラメータがいくつかある。第１に、上
側チャンバ内の電子密度である。密度が高いほど、下側チャンバに移動する電子の数が多
くなる。第２に、上側チャンバのシースの電圧であり、一部の電子（二次電子など）のエ
ネルギを規定する。第３に、チャンバ内の圧力である。上側チャンバ内の圧力が高くなる
ほど、下側チャンバに移動する粒子（電子、イオン）が多くなる。第４に、プレート４２
４の厚さおよび貫通孔４２６の密度である。プレートの厚さが大きいほど、下側チャンバ
に移動する種の数が少なくなる。さらに、貫通孔４２６の密度が高いほど、下側に移動す
る種が多くなる。
【００５４】
　図４の実施形態は、２ＭＨｚの第１のパルスＲＦ電源４０６および２７ＭＨｚの第２の
パルスＲＦ電源４１０を備える。ＲＦ電源は、それぞれのＲＦ整合回路網４０８および４
１２を介してチャンバ４２０内の下側電極に接続されている。上側チャンバ４１４内の上
側電極は、整合回路網４０４を介して第３のＲＦ電源４０２に接続されている。第３のＲ
Ｆ電源４０２はパルシングしない。
【００５５】
　図４に示した実施形態は、例示であることに注意されたい。別の実施形態は、異なるタ
イプのチャンバ、異なる周波数、下側チャンバ内の１つのみのＲＦ電源、異なるサイズの
分離プレート、上側および下側チャンバ内の異なる圧力などを利用してもよい。例えば、
一実施形態において、上側チャンバは、ＣＣＰプラズマチャンバである。さらに、半導体
ウエハ処理装置内の上述したモジュールのいくつかが、単一のモジュールに統合されても
よいし、単一のモジュールの機能が、複数のモジュールによって実行されてもよい。例え
ば、一実施形態において、連続波コントローラ４２８およびパルスコントローラ４３０は
、システムコントローラ４３２に統合されるが、その他の構成も可能である。したがって
、図４に示した実施形態は、排他的または限定的ではなく、例示または説明のためのもの
と解釈されるべきである。
【００５６】
　一実施形態において、上側電極は、２７ＭＨｚのＲＦ電源に接続されており、下側チャ
ンバの下側電極は、２ＭＨｚのＲＦ電源に接続されている。別の実施形態において、上側
チャンバ内の圧力は、２０ｍＴｏｒｒから６０ｍＴｏｒｒの間の値を有し、下側チャンバ
内の圧力は、１０ｍＴｏｒｒから１９ｍＴｏｒｒの間の値を有する。
【００５７】
　さらに別の実施形態において、上側チャンバは、２７ＭＨｚから１００ＭＨｚの間の周
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波数を有する１つのＲＦ電源を有し、下側チャンバは、０．４ＭＨｚから２５ＭＨｚの間
の周波数を有する１つのＲＦ電源を有する。上側電源の電圧は、数百ボルトの範囲（例え
ば、１００Ｖから２０００Ｖ以上の範囲）であってよい。下側ＲＦ電源は、最大で６００
０Ｖ以上の電圧を有してよい。一実施形態において、電圧は１０００Ｖである。別の実施
形態において、上側ＲＦ電源の電圧は、１００Ｖから６００Ｖの間の値を有し、下側ＲＦ
電源の電圧は、１０００Ｖから６０００Ｖの間の値を有する。
【００５８】
　上側チャンバおよび下側チャンバ内の圧力は、１０ｍＴｏｒｒから５００ｍＴｏｒｒの
間の値を有してよい。一実施形態において、上側チャンバは２０ｍＴｏｒｒの圧力で作動
し、下側チャンバは１５ｍＴｏｒｒの圧力で作動する。
【００５９】
　図５は、本発明の一実施形態に従って、半導体ウエハ処理装置を示す。装置は、上側プ
レート５００Ａ、下側プレート５００Ｂ、および、壁５００Ｃによって形成されたチャン
バ５００を備える。一実施形態において、壁５００Ｃは、連続的な円筒形の壁５００Ｃを
形成する。他の実施形態において、壁５００Ｃは、チャンバ５００の内部空洞５００Ｄが
チャンバ５００の外側の外部環境から隔離されうる限りは、他の構成を有してもよい。様
々な実施形態において、チャンバ５００の上側プレート５００Ａ、下側プレート５００Ｂ
、および、壁５００Ｃは、電気および熱の良好な伝導体であると共に、内部空洞５００Ｄ
がウエハ処理中に暴露される処理ガスと化学的に適合する金属から形成されてよい。例え
ば、様々な実施形態において、アルミニウム、ステンレス鋼などの金属が、チャンバ５０
０の構成要素を形成するために用いられてよい。
【００６０】
　上側プレート５００Ａ、下側プレート５００Ｂ、および、壁５００Ｃを含むチャンバ５
００の構造は、導電材料で形成され、基準接地電位に電気的に接続される。チャンバ５０
０は、内部空洞５００Ｄから外部排出ポンプ５３７への流体連通を提供する排出口５３５
を備えており、その結果、排出口５３５を通して陰圧を印加することにより、内部空洞５
００Ｄの内部からガスおよび粒子を除去することができる。様々な実施形態において、排
出ポンプ５３７がチャンバ５００の内部空洞５００Ｄからの流体の流れを引き出すために
排出口５３５で吸引を行うことができる限りは、排出ポンプ５３７は、異なる方法で実装
されてもよい。
【００６１】
　デュアルプラズマ処理装置が、チャンバ５００の内部空洞５００Ｄ内に配置される。デ
ュアルプラズマ処理装置は、上側プラズマ生成空間５０３を備えた上側プラズマチャンバ
５１２を備える。デュアルプラズマ処理装置は、さらに、下側プラズマ生成空間５０９を
備えた下側プラズマチャンバ５１４を備える。上側および下側プラズマチャンバ５１２お
よび５１４は、ガス分配ユニット５１５によって物理的かつ流体的に接続されており、ガ
ス分配ユニット５１５は、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９を分離す
るように配置されている。
【００６２】
　上側プラズマチャンバ５１２は、上側プラズマチャンバ５１２の周囲を囲むよう規定さ
れると共に上側プレート５００Ａに結合された外部構造部材５０４によって部分的には形
成される。上側プラズマチャンバ５１２は、さらに、外部構造部材５０４内の上側プラズ
マ生成空間５０３の上方に配置されたシャワーヘッド電極５０１を備える。
【００６３】
　動作中、高周波（ＲＦ）電力が、ＲＦ電源５０５からシャワーヘッド電極５０１に送ら
れる。一実施形態において、ＲＦ電源５０５は、複数の周波数のＲＦ電力を供給するよう
規定されている。一実施形態において、ＲＦ電源５０５の周波数は、５ｋＨｚから５００
ＭＨｚの範囲内に設定される。別の実施形態において、ＲＦ電源５０５の周波数は、４０
０ｋＨｚから６０ＭＨｚの範囲内に設定される。
【００６４】
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　さらに、一実施形態において、シャワーヘッド電極５０１は、プラズマ密度と独立して
上側プラズマ生成空間５０３内のプラズマ電位を制御することを可能にするために、ＤＣ
バイアス源５２０に接続される。ＤＣバイアス源５２０は、接地以上の様々な電圧設定で
シャワーヘッド電極５０１のバイアスを制御するよう規定されている。一実施形態におい
て、シャワーヘッド電極５０１のＤＣバイアス源５２０は、上側プラズマ生成空間５０３
内のプラズマと下側プラズマ生成空間５０９内のプラズマとを同期させるようなパルスで
動作するよう規定されうる。より具体的には、ＤＣバイアス源５２０のこのパルス制御は
、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９内のプラズマの間の時間依存性の
電圧差を制御するために用いることができる。
【００６５】
　貫通孔５１７の各々は、ガス分配ユニット５１５の上面を通して開いた流体連通をする
よう規定される。しかしながら、ガス供給口５１９は、ガス分配ユニット５１５の上面を
通して流体的に露出されていない。したがって、ガス供給口５１９は、プラズマ処理ガス
を下側プラズマ生成空間５０９のみに流すよう規定されている。対照的に、貫通孔５１７
は、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９の間の流体連通を可能にするよ
う規定されている。ガス分配ユニット５１５の貫通孔５１７を通る流体の流れは、上側プ
ラズマ生成空間５０３および下側プラズマ生成空間５０９の間の圧力差によって制御され
うる。
【００６６】
　ガス分配ユニット５１５は、ＲＦ帰還路電極、プラズマ処理ガスマニホルド、流体流バ
ッフルプレート、および、イオンフィルタとして機能することを理解されたい。様々な実
施形態において、ガス分配ユニット５１５は、電気および熱の良好な伝導体であると共に
、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９内で実行される処理と化学的に適
合する金属、例えば、アルミニウム、ステンレス鋼、シリコン、炭化シリコン、酸化シリ
コン、酸化イットリウム、または、さらされるプラズマ処理に適切なプラズマ耐性、導電
性、および、熱伝導性を提供する基本的に任意のその他の材料、から形成されてよい。
【００６７】
　様々な実施形態において、ガス分配ユニット５１５は、ガス分配ユニット５１５がＲＦ
電源５０５および５１１に適切な接地帰還路を提供することを可能にすると共に、上側プ
ラズマ生成空間５０３内で生成されたイオンに影響を与えるのに適切なバイアスを提供す
るために、独自のＤＣバイアス源５２４およびＲＦ電源５２２に接続される。ＲＦ電源５
２２は、複数の周波数のＲＦ電力を供給するよう規定されてもよい。さらに、一実施形態
において、電極５３０が、ガス分配ユニット５１５に埋め込まれており、上側プラズマ生
成空間５０３内で生成されたイオンに影響を与えるためのバイアス電圧を提供するために
、ＤＣバイアス源５２４に接続されている。一実施形態において、ガス分配ユニット５１
５内の埋め込み電極５３０は、貫通孔５１７周囲に規定されており、それにより、埋め込
み電極５３０に印加されるバイアス電圧を用いて、貫通孔５１７を通るイオンを加速また
は減速することができる。また、一実施形態において、ガス分配ユニット５１５内の埋め
込み電極５３０は、複数の別個に制御可能な領域に規定されており、各領域は、独自のＤ
Ｃバイアス源５２４に接続される。この実施形態は、ガス分配ユニット５１５にわたって
領域ごとに独立してバイアスを印加することを可能にすることにより、ガス分配ユニット
５１５にわたって領域ごとに独立したイオン制御を提供する。
【００６８】
　一実施形態において、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９のいずれか
でプラズマに暴露されるガス分配ユニット５１５の部分は、プラズマ耐性材料の被覆によ
って保護される。一実施形態において、プラズマ耐性材料は、コーティングとして形成さ
れる。別の実施形態において、プラズマ耐性材料は、ガス分配ユニット５１５を共形被覆
する保護構造（例えば、プレート）として形成される。この実施形態のいずれかにおいて
、プラズマ耐性材料は、プラズマ耐性材料およびガス分配ユニット５１５の間の適切な導
電性および熱伝導性を保証するように、ガス分配ユニット５１５に固定される。プラズマ
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耐性保護構造の実施形態において、保護構造は、上側および下側プラズマ生成空間５０３
および５０９の間の圧力差によって、複数の締め具によって、または、それらの組み合わ
せによって、ガス分配ユニット５１５に固定されてよい。様々な実施形態において、ガス
分配ユニット５１５を保護するために用いられるプラズマ耐性コーティング、保護構造は
、シリコン、炭化シリコン、酸化シリコン、酸化イットリウム、または、さらされるプラ
ズマ処理に適切なプラズマ耐性、導電性、および、熱伝導性を提供する基本的に任意のそ
の他の材料で形成されてよい。
【００６９】
　ガス供給口５１９および貫通孔５１７の各々は、中を通る流体流を最適化すると同時に
プラズマの不都合な侵入を防ぐように規定される。ガス供給口５１９および貫通孔５１７
の各々を通る流体流およびプラズマ侵入は、供給口または貫通孔のサイズに正比例する。
したがって、ガス供給口５１９および貫通孔５１７の各々を、そのサイズが十分な流量を
提供するのに十分な大きさを維持しつつ不都合なプラズマ侵入を防ぐのに十分小さくなる
ように規定する必要がある。様々な実施形態において、ガス供給口５１９の直径は、約０
．１ｍｍから約３ｍｍの範囲のサイズを有する。様々な実施形態において、貫通孔５１７
の直径は、約０．５ｍｍから約５ｍｍの範囲のサイズを有する。ただし、様々な実施形態
において、ガス供給口５１９および貫通孔５１７は、それぞれ、直径サイズが十分な流量
を提供すると同時にプラズマ侵入の適切な抑制を提供する限りは、基本的に任意の直径サ
イズを有するよう規定されてよいことを理解されたい。
【００７０】
　チャック５０７が、チャンバ５００の内部空洞５００Ｄ内で下側プラズマ生成空間５０
９の下方に配置されている。一実施形態において、チャック５０７は、チャンバ５００の
壁５００Ｃから片持ちされている。一実施形態において、チャック５０７は、静電チャッ
クであり、ＲＦ電力を下側プラズマ生成空間５０９に送るための電極を提供する。チャッ
ク５０７は、下側プラズマ生成空間５０９に露出させて、基板５１３（すなわち、ウエハ
５１３）を保持するように規定される。一実施形態において、ウエハエッジリング５４９
が、チャック５０７上の基板５１３保持領域の周囲に配置されている。様々な実施形態に
おいて、ウエハエッジリングは、石英またはシリコンで形成される。また、一実施形態に
おいて、導体５４８が、ウエハエッジリング５４９の下に配置され、ウエハエッジリング
５４９を通してＤＣバイアスを駆動するように接続されている。
【００７１】
　チャック５０７およびガス分配ユニット５１５の両方と垂直に測定される下側プラズマ
生成空間５０９の垂直距離は、チャック５０７の垂直位置を制御することによって設定お
よび制御されうる。下側プラズマ生成空間５０９の垂直距離は、十分な中央からエッジま
でのプラズマ均一性および密度を達成するように設定され、さらに、ガス供給口５１９お
よび貫通孔５１７から流れるガスの噴流によるウエハ５１３上への印刷を避けるように設
定されうる。様々な実施形態において、下側プラズマ生成空間５０９の垂直距離は、約１
ｃｍから約５ｃｍまたは約２ｃｍから約３．６ｃｍの範囲に設定されうる。
【００７２】
　チャック５０７は、さらに、ＲＦ電源５１１から下側プラズマ生成空間５０９にＲＦ電
力を供給するよう規定されており、その結果、チャック５０７は、下側プラズマ生成空間
５０９のための電極として機能する。下側プラズマチャンバのＲＦ電源５１１は、上側プ
ラズマチャンバのＲＦ電源５０５と分離され、独立していることを理解されたい。したが
って、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９に供給されるＲＦ電力は、別
個に独立して制御されうる。
【００７３】
　一実施形態において、ＲＦ電源５１１は、オンサイクルおよびオフサイクルを有するパ
ルスＲＦ電力を供給する。別の実施形態において、ＲＦ電源５１１は、２つの異なる周波
数のＲＦ電力を供給し、両方の周波数のＲＦ電力がパルス状である。別の実施形態では、
第１の周波数を有する一方のＲＦ電力はパルス状であり、第２の周波数を有する他方のＲ
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Ｆ電力はパルス状ではない。パルスコントローラ４３０は、ＲＦ電源５１１に接続されて
おり、ＲＦ電源５１１によって供給されるＲＦ電力のパラメータを設定する。これらのパ
ラメータは、電源５１１によって生成されるＲＦ電力の周波数、電力、および、オン／オ
フ・デューティサイクルを含む。さらに、連続波コントローラ４２８は、ＲＦ電源５０５
に接続されており、上側チャンバで生成されるＲＦ電力の周波数および電力など、ＲＦ電
源５０５によって生成されるＲＦ電力のパラメータを設定する。
【００７４】
　一実施形態において、ＲＦ電源５１１は、ＲＦ電力および複数の周波数を供給するよう
規定されている。例えば、ＲＦ電源５１１は、２ＭＨｚ、２７ＭＨｚ、および、６０ＭＨ
ｚの周波数のＲＦ電力を供給するよう規定されてよい。上側および下側プラズマチャンバ
５１２および５１４のためのＲＦ電源５０５および５１１の各々は、ＲＦ電力の伝達を可
能にするための自身の整合回路網を通して、それぞれ、シャワーヘッド電極５０１および
チャック５０７に接続されている。上述のように、一実施形態において、ガス分配ユニッ
ト５１５は、上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９の両方のためのＲＦ電
力帰還路における基準接地電極として機能する。
【００７５】
　上側プラズマチャンバは、上側プラズマ生成空間５０３内のガスをチャンバ５００の内
部空洞５００Ｄに排出するための排出路５２５を備えるよう規定される。圧力スロットル
リング５２７が、排出路５２５内で移動して、上側プラズマ生成空間５０３から排出路５
２５を通してチャンバ５００の内部空洞５００Ｄに至る流体流（すなわち、ガスの流れ）
をスロットル調整する。一実施形態において、圧力スロットルリング５２７は、上側プラ
ズマチャンバ５１２の外側構造部材５０４に共形に規定された凹部領域内で垂直に移動す
るよう規定される。この実施形態において、圧力スロットルリング５２７は、排出路５２
５を通る流路の面積を小さくすることによって上側プラズマ生成空間５０３からの流体流
量を絞るために、制御された方法で、排出路５２５内に下方移動されうる。一実施形態に
おいて、圧力スロットルリング５２７は、上側プラズマ生成空間５０３から排出路５２５
を通してチャンバ５００の内部空洞５００Ｄに至る流れの完全な遮断を可能にするよう規
定される。
【００７６】
　図５に示した圧力スロットルリング５２７の構成は、その実装の一実施例であることを
理解されたい。別の実施形態において、圧力スロットルリング５２７は、排出路５２５を
通る流体流の制御を提供する限りは、別の方法で実装されてもよい。下側プラズマチャン
バは、下側プラズマ生成空間５０９内のガスをチャンバ５００の内部空洞５００Ｄに排出
するための１組のスロット排出路５２９を備えるよう規定される。
【００７７】
　圧力制御リング５３１が、１組のスロット排出路５２９に近づいたり離れたりするよう
に移動して、下側プラズマ生成空間５０９から１組のスロット排出路５２９を通してチャ
ンバ５００の内部空洞５００Ｄに至る流体流（すなわち、ガスの流れ）をスロットル調整
する。一実施形態において、圧力制御リング５３１は、１組のスロット排出路５２９に近
づいたり離れたりするように垂直方向に移動可能な水平方向の環状ディスクとして規定さ
れる。圧力制御リング５３１は、１組のスロット排出路５２９に当たるように配置された
時、すなわち、１組のスロット排出路５２９が形成された外側構造部材５０６の水平部分
の下面に当たるように配置された時、（内部空洞５００Ｄの側で）１組のスロット排出路
５２９を覆うように規定されている。
【００７８】
　下側プラズマ生成空間５０９から１組のスロット排出路５２９を通ってチャンバ５００
の内部空洞５００Ｄに至る流体流は、１組のスロット排出路５２９に近づいたり離れたり
する圧力制御リング５３１の垂直移動によって、スロットル調整すなわち制御されうる。
一実施形態において、圧力スロットルリング５３１は、下側プラズマ生成空間５０９から
１組のスロット排出路５２９を通してチャンバ５００の内部空洞５００Ｄに至る流れの完
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全な遮断を可能にするよう規定される。また、一実施形態において、圧力計が、下側プラ
ズマ生成空間５０９内の圧量を測定するために配置される。この実施形態では、下側プラ
ズマ生成空間５０９内で測定された圧力は、圧力制御リング５３１の位置を制御するため
のフィードバック信号を生成するために用いられ、それにより、下側プラズマ生成空間５
０９内の圧力のアクティブ制御が実現される。
【００７９】
　上側プラズマチャンバ５１２および下側プラズマチャンバ５１４の両方が、それぞれの
閉じ込めプラズマを囲むことを理解されたい。閉じ込めプラズマは、プラズマ領域すなわ
ち上側および下側プラズマ生成空間５０３および５０９内の体積、圧力、および、流量を
制御することにより、プラズマの滞留時間を制御できる点で有利である。プラズマ滞留時
間は、ラジカルおよび中性子の形成の要因である解離プロセスに影響を与える。
【００８０】
　上述のように、上側および下側プラズマチャンバ５１２および５１４は、それぞれのＲ
Ｆ電源制御、圧力制御、温度制御、プラズマ処理ガス源制御、および、ガス流量制御を行
う。様々な実施形態において、上側プラズマ生成空間５０３内の圧力は、約１００ｍＴｏ
ｒｒから約１Ｔｏｒｒまたは約２００ｍＴｏｒｒから約６００ｍＴｏｒｒの範囲で制御さ
れうる。様々な実施形態において、下側プラズマ生成空間５０９内の圧力は、約５ｍＴｏ
ｒｒから約１００ｍＴｏｒｒまたは約１０ｍＴｏｒｒから約３０ｍＴｏｒｒの範囲で制御
されうる。
【００８１】
　シャワーヘッド電極５０１を備えた図５の実施形態において、上側プラズマチャンバ５
１２は、容量結合プラズマチャンバである。この実施形態において、シャワーヘッド電極
５０１の下面およびガス分配ユニット５１５の上面の間で垂直に測定される上側プラズマ
生成空間５０３の垂直距離は、約１ｃｍから約５ｃｍの範囲に設定される。一実施形態に
おいて、上側プラズマ生成空間５０３の垂直距離は、約２ｃｍである。別の実施形態にお
いて、シャワーヘッド電極５０１は、機能的に誘導コイルに置き換えられてもよく、その
場合、上側プラズマチャンバ５１２は、誘導結合プラズマチャンバになる。この実施形態
において、上側プラズマ生成空間５０３の垂直距離は、最大約１２ｃｍであってよい。
【００８２】
　ガス分配ユニット５１５は、上側プラズマ生成空間５０３と下側プラズマ生成空間５０
９との間に配置されている。ガス分配ユニット５１５は、上側プラズマ生成空間５０３を
下側プラズマ生成空間５０９から隔てるように形成されたプレートとして規定されており
、それにより、ガス分配ユニット５１５のプレートの上面が、上側プラズマ生成空間５０
３の下側の境界となり、ガス分配ユニット５１５のプレートの下面が、下側プラズマ生成
空間５０９の上側の境界となる。
【００８３】
　ガス分配ユニット５１５は、下側プラズマチャンバ５１４の外側構造部材５０６によっ
て固定位置に保持される。ガス分配ユニット５１５は、ガス供給口５１９の配列を通して
下側プラズマ生成空間５０９にプラズマ処理ガスを供給するよう規定されている。ガス分
配ユニット５１５は、さらに、上側プラズマ生成空間５０３と下側プラズマ生成空間５０
９との間の制御された流体連通を提供するために、貫通孔５１７の配列を備えるよう規定
されている。貫通孔５１７の各々は、ガス分配ユニット５１５を貫通してその上面から下
面まで伸びる。
【００８４】
　図６は、本発明の一実施形態に従って、上側プラズマ６０１と下側プラズマ６０３とを
含む図５のチャンバ５００を示す。上側および下側プラズマチャンバ５１２および５１４
の独立制御は、特にイオン束に対するラジカル束および中性子束の独立制御に関して、ウ
エハ処理レシピに幅広い可能性を提供することを理解されたい。以下で、２例のウエハ処
理を提供する。ただし、本明細書に開示するウエハ処理の例は、例示に過ぎず、本明細書
に開示されたデュアルプラズマ処理チャンバ５００の利用に対するいかなる限定を示すも
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のでもないことを理解されたい。
【００８５】
　一実施例において、チャンバ５００は、高フッ素ラジカルおよび中性子束と共に、ウエ
ハ処理プラズマ内の低解離のＣｘＦｙ（Ｃ４Ｆ８、Ｃ４Ｆ６など）を利用するウエハ処理
を実行するために用いられる。この実施例では、ＡｒおよびＮＦ３の混合ガスが、プラズ
マ処理ガスとして上側プラズマ生成空間５０３に供給される。上側プラズマ生成空間５０
３は、高圧および高ＲＦ周波数（６０ＭＨｚ）で作動される。高フッ素ラジカルおよび中
性子束は、上側プラズマ生成空間５０３で生成され、ガス分配ユニット５１５の貫通孔５
１７を通して流される。上側プラズマ生成空間５０３で生成されたイオンは、ガス分配ユ
ニット５１５によってろ過される。
【００８６】
　また、この実施例では、ＡｒおよびＣｘＦｙの混合ガスが、プラズマ処理ガスとして下
側プラズマ生成空間５０９に供給される。下側プラズマ生成空間５０９は、低圧と、パル
スＲＦ電力を伴った低ないし中程度のＲＦ周波数（２ＭＨｚおよび２７ＭＨｚ）とで作動
される。下側プラズマ生成空間５０９の低ＲＦ周波数は、ウエハ５１３に暴露されるプラ
ズマ内のＣｘＦｙの低解離に対応する。必要なフッ素ラジカルおよび中性子束を生成する
ために上側プラズマ生成空間５０３で必要とされる高電力が、下側プラズマ生成空間５０
９に印加されたとしたら、ＣｘＦｙの高解離を引き起こすことを理解されたい。したがっ
て、デュアルプラズマチャンバ５００は、上記の処理の実行を可能にする。
【００８７】
　別の実施例において、チャンバ５００は、高圧空間における高解離のＣｘＦｙ（Ｃ４Ｆ

８、Ｃ４Ｆ６など）と共に低圧空間における高濃度のＡｒプラズマを利用するウエハ処理
を実行するために用いられる。この実施例では、ＣｘＦｙおよびＡｒの混合ガスが、プラ
ズマ処理ガスとして上側プラズマ生成空間５０３に供給される。上側プラズマ生成空間５
０３は、高圧および高ＲＦ周波数（６０ＭＨｚ）で作動され、ＣｘＦｙの高解離を引き起
こす。上側プラズマ生成空間５０３で生成された高解離のＣｘＦｙは、ガス分配ユニット
５１５の貫通孔５１７を通して流れる。上側プラズマ生成空間５０３で生成されたイオン
は、ガス分配ユニット５１５によってろ過される。また、この実施例では、Ａｒガスが、
プラズマ処理ガスとして下側プラズマ生成空間５０９に供給される。下側プラズマ生成空
間５０９は、低圧と、低ないし中程度のＲＦ周波数（２ＭＨｚおよび２７ＭＨｚ）とで作
動され、高イオン束を有する高密度のＡｒプラズマを生成する。
【００８８】
　デュアルプラズマチャンバ５００は、ラジカルおよび中性子束の生成をイオンプラズマ
の生成から分離するよう規定されていることを理解されたい。また、一実施形態において
、下側プラズマチャンバ５１４は、機能しなくてもよく（すなわち、排出のみを行っても
よく）、その場合、ウエハ５１３をプラズマに暴露することなしに、上側プラズマチャン
バ５１２からのラジカルおよび中性子束をウエハ５１３に供給することができる。
【００８９】
　図７は、一実施形態に従って、正規化したイオン束をプレートの厚さの関数として示す
。上側チャンバと下側チャンバとの間の相互作用に影響するパラメータの１つは、チャン
バの間のプレートの構成である。厚さは貫通孔の長さを規定し、貫通孔が長いほど、イオ
ンおよび電子が上側チャンバから下側チャンバに移動する際の障害が大きくなる。
【００９０】
　図７のグラフは、アルゴンチャンバにおいて３００Ｗで２７ＭＨｚのＲＦ周波数を用い
て、下側チャンバ内の異なる圧力で、正規化されたイオン束について、デュアルチャンバ
で得られた測定値を示す。予想通り、イオン束は、貫通孔の長さ（深さ）が大きくなるに
つれて減少する。さらに、下側チャンバ内の圧力が大きくなるほど、流体および種が下側
チャンバまで移動する際の抵抗が増すため、イオン束は減少する。
【００９１】
　上側チャンバと下側チャンバとの間の流れに影響する第２の要因は、貫通孔の直径であ
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る。予想通り、貫通孔の直径が大きいほど、下側チャンバへの粒子束が大きくなる。上側
チャンバと下側チャンバとの間の相互作用に影響する別の要因は、プレートにおける貫通
孔の数および分布である。貫通孔の数が多いほど、上側および下側チャンバの間の通路が
多くなるため、より多くの電子が、上側チャンバから下側チャンバに移動する。
【００９２】
　一実施形態において、グリッドは２７ｍｍ厚であり（すなわち、貫通孔は２７ｍｍの長
さを有する）、貫通孔は２ｍｍの直径を有しているが、他の値も可能である。一実施形態
において、グリッドの厚さは、１０ｍｍから３０ｍｍの間である。様々な実施形態におい
て、貫通孔の直径は、約０．５ｍｍから約５ｍｍの範囲のサイズを有する。ただし、様々
な実施形態において、貫通孔は、それぞれ、直径サイズが十分な流量を提供すると同時に
プラズマ侵入の適切な抑制を提供する限りは、基本的に任意の直径サイズを有するよう規
定されてよいことを理解されたい。
【００９３】
　図８は、本発明の一実施形態に従って、半導体ウエハ処理装置を動作させるためのアル
ゴリズムを示すフローチャートである。図８の実施形態は、上側チャンバと下側チャンバ
との間の種の流れを制御するために実行されうる様々な動作を示す。
【００９４】
　動作８０２で、上側プラズマチャンバのためのパラメータが設定される。これらのパラ
メータは、ＲＦ電源の動作周波数、ＲＦ電源の電圧およびワット数、上側チャンバ内の圧
力、上側チャンバに注入されるガスなどを含む。動作８０４で、下側プラズマチャンバの
ためのパラメータが設定される。上側チャンバについて上述したのと同じパラメータが、
下側チャンバについても調整されてよい。さらに、上側チャンバと下側チャンバとを隔て
るプレートのためのパラメータも規定される。プレートのためのパラメータは、プレート
の厚さ、プレートにおける貫通孔の数および分布、貫通孔の直径などを含む。
【００９５】
　動作８０６で、ウエハが、下側チャンバ内で、動作８０２および８０４で設定されたパ
ラメータを用いて処理される。ウエハが処理された後に、オペレータは、ウエハ処理を改
善するために、チャンバのパラメータのいくつかを調整することに決めてもよい。チャン
バ内でのエッチングの質を決定するために、プローブを用いて、チャンバの性能を測るこ
とができる。例えば、プローブを用いて、上側チャンバから下側チャンバへのイオン束を
測定できる。
【００９６】
　動作８１０で、電力が調整されるべきか否かを判定するためにチェックが行われ、動作
８１０でのチェックの結果が、調整を必要とする結果である場合、方法は、動作８１２に
進む。動作８１２では、上側または下側チャンバのためもしくは上側および下側チャンバ
の両方のためのワット数が設定される。チャンバにおける電力が増大されると、プラズマ
内の粒子の数も増大する。
【００９７】
　動作８１４で、ＲＦ電源の電圧が調整されるべきか否かを判定するためにチェックが行
われ、電圧を調整すべき場合には、動作８１６で、上側および／または下側チャンバのた
めの新たな電圧レベルが設定される。上述のように、下側チャンバは、パルスＲＦ電源を
備える。動作８２０で、ＲＦ電源のパルスサイクルが調整されるべきか否かを判定するた
めにチェックが行われる。動作８２６で、オンおよびオフ期間の持続時間（すなわち、Ｒ
Ｆ信号のサイクル）が設定される。例えば、陰イオンエッチングが増強される必要がある
場合、より高いアフターグローエッチングを可能にするために、オフ期間が延長されてよ
い。
【００９８】
　動作８２２で、第１のチャンバまたは第２のチャンバ内の圧力が調整されるべきか否か
を判定するためにチェックが行われる。いずれかのチャンバ内の圧力が変更されるべき場
合、動作８２８で、上側チャンバ、下側チャンバ、または、両方のチャンバの圧力が調整
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される。図７を参照して上述したように、上側チャンバと下側チャンバとの間の圧力差が
大きいほど、チャンバ間の粒子の流量が大きくなる。
【００９９】
　さらに、動作８２４で、プレートのパラメータが変更される必要があるか否かを判定す
るためにチェックが行われる。上述のように、プレートの厚さ、貫通孔の数、分布、およ
び、サイズなど、プレートのいくつかのパラメータが変更されうる。プレートのパラメー
タが調整されるべき場合、動作８３０で、プレートの上記のパラメータのいずれかが調整
されうる。
【０１００】
　調整すべきパラメータがあれば、チャンバの全パラメータが調整され、その後、方法は
、動作８０６に戻って、ウエハの処理を続ける。図８に示した実施形態は、例示であるこ
とに注意されたい。別の実施形態が、異なる調整内容を用いる、異なる順序で調整を実行
する、または、定期的にチェックを行うなどしてもよい。したがって、図８に示した実施
形態は、排他的でも限定的でもなく、例示または説明のためのものと解釈されるべきであ
る。
【０１０１】
　図９は、本発明の一実施形態に従って、ウエハを処理するためのアルゴリズムを示すフ
ローチャートである。動作９０２で、上側チャンバ内の上側電極に接続された第１のＲＦ
電源によって生成される連続高周波（ＲＦ）信号のための第１のパラメータが設定される
。第１のパラメータは、第１の電圧および第１の周波数を含む。さらに、動作９０４で、
下側チャンバ内の下側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成されるパルスＲＦ信
号のための第２のパラメータが設定される。第２のパラメータは、第２の電圧、第２の周
波数、オン期間の持続時間、および、オフ期間の持続時間を含む。
【０１０２】
　動作９０６で、連続ＲＦ信号が上側電極に印加され、動作９０８で、パルスＲＦ信号が
下側電極に印加される。第１のパラメータおよび第２のパラメータを設定することにより
、両チャンバの動作中に上側チャンバから下側チャンバに流れる種の流量を制御する。種
の流れは、陰イオンエッチングと、オフ期間のアフターグロー中のウエハ表面上の過剰な
正電荷の中和と、オン期間中の下側チャンバにおけるプラズマの再点火とを支援する。
【０１０３】
　図１０は、本発明の実施形態を実施するためのコンピュータシステムを示す概略図であ
る。本明細書に記載の方法は、従来の汎用コンピュータシステムなどのデジタル処理シス
テムを用いて実行されてよいことを理解されたい。あるいは、１つの機能のみを実行する
よう設計またはプログラムされた専用コンピュータが用いられてもよい。コンピュータシ
ステムは、中央処理装置（ＣＰＵ）１００４を備えており、ＣＰＵは、バス１０１０を介
して、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０２８、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）１０
１２、および、マスストレージデバイス１０１４に接続されている。位相制御プログラム
１００８が、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０２８に格納されているが、マススト
レージデバイス１０１４またはＲＯＭ１０１２に格納されてもよい。
【０１０４】
　マスストレージデバイス１０１４は、フロッピー（登録商標）ディスクドライブまたは
固定ディスクドライブなどの永続データ記憶装置であり、ローカルであってもリモートで
あってもよいネットワークインターフェース１０３０が、ネットワーク１０３２を介して
接続を提供し、他のデバイスとの通信を可能にする。ＣＰＵ１００４は、汎用プロセッサ
、専用プロセッサ、または、特別にプログラムされた論理デバイスとして実装されうるこ
とを理解されたい。入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェースが、様々な周辺機器との通信
を提供しており、バス１０１０を介して、ＣＰＵ１００４、ＲＡＭ１０２８、ＲＯＭ１０
１２、および、マスストレージデバイス１０１４に接続されている。周辺機器の例は、デ
ィスプレイ１０１８、キーボード１０２２、カーソルコントロール１０２４、リムーバブ
ルメディアデバイス１０３４などである。
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【０１０５】
　ディスプレイ１０１８は、本明細書に記載のユーザインターフェースを表示するよう構
成される。キーボード１０２２、カーソルコントロール１０２４、リムーバブルメディア
デバイス１０３４、および、その他の周辺機器は、ＣＰＵ１００４に命令選択の情報を通
信するために、Ｉ／Ｏインターフェース１０２０に接続される。外部デバイスとのデータ
のやりとりは、Ｉ／Ｏインターフェース１０２０を介して通信されてよいことを理解され
たい。本発明は、有線または無線ネットワークを通して接続された遠隔処理デバイスによ
ってタスクが実行される分散コンピューティング環境で実施されてもよい。
【０１０６】
　本発明の実施形態は、ハンドヘルドデバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロ
プロセッサベースまたはプログラム可能な家電、ミニコンピュータ、メインフレームコン
ピュータなど、様々なコンピュータシステム構成で実施されてもよい。本発明は、ネット
ワークを通して接続された遠隔処理デバイスによってタスクが実行される分散コンピュー
ティング環境で実施されてもよい。
【０１０７】
　上述の実施形態を念頭に置いて、本発明は、コンピュータシステムに格納されたデータ
を含め、コンピュータに実装された様々な動作を利用できることを理解されたい。これら
の動作は、物理量の物理操作を必要とするものである。本発明の一部を形成する本明細書
で説明した動作はいずれも、有用な機械動作である。本発明は、さらに、これらの動作を
実行するためのデバイスまたは装置に関する。装置は、専用コンピュータなど、必要とさ
れる目的向けに特別に構築されてよい。専用コンピュータとして規定された場合、コンピ
ュータは、特殊目的に含まれない他の処理、プログラム実行、または、ルーチンも実行し
つつ、特殊目的のために動作することができる。あるいは、動作は、コンピュータメモリ
、キャッシュに格納されたまたはネットワークを介して取得された１または複数のコンピ
ュータプログラムによって選択的にアクティベートまたは構成された汎用コンピュータで
処理されてもよい。データがネットワークを介して取得されると、そのデータは、ネット
ワーク（例えば、コンピューティングリソースのクラウド）上の他のコンピュータによっ
て処理されてもよい。
【０１０８】
　本発明の１または複数実施形態は、コンピュータ読み取り可能な媒体上にコンピュータ
読み取り可能なコードとして製造されてもよい。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コ
ンピュータシステムによって読み出し可能であるようにデータを格納できる任意のデータ
記憶装置である。コンピュータ読み取り可能な媒体の例としては、ハードドライブ、ネッ
トワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、読み出し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、および、その他の光学および非光学式
のデータ記憶装置が挙げられる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ読み
取り可能なコードが分散的に格納および実行されるように、ネットワーク接続されたコン
ピュータシステム上に分散されたコンピュータ読み取り可能なタンジブル媒体を含みうる
。
【０１０９】
　方法の動作は特定の順番で記載されているが、オーバーレイ動作の処理が望ましく実行
される限りは、他のハウスキーピング動作が動作の合間に実行されてもよいし、動作が若
干異なる時間に実行されるように調整されてもよいし、処理に関連した様々な間隔で処理
動作が起きることを許容するシステムに分散されてもよいことを理解されたい。
【０１１０】
　理解を深めるために、本発明について、ある程度詳しく説明したが、添付の特許請求の
範囲内でいくらかの変更と変形を行ってもよいことは明らかである。したがって、これら
の実施形態は、例示的なものであって、限定的なものではないとみなされ、本発明は、本
明細書に示した詳細に限定されず、添付の特許請求の範囲および等価物の範囲内で変形さ
れてよい。
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　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。
適用例１：
　上側チャンバを下側チャンバに流体連通させるプレートによって隔てられた前記上側チ
ャンバおよび前記下側チャンバを備えたウエハ処理装置であって、
　前記上側チャンバ内の上側電極に接続された第１の高周波（ＲＦ）電源の電圧および周
波数を設定するよう動作可能な連続波（ＣＷ）コントローラと、
　前記下側チャンバ内の下側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成されるパルス
ＲＦ信号の電圧、周波数、オン期間の持続時間、および、オフ期間の持続時間を設定する
よう動作可能なパルスコントローラと、
　前記チャンバの動作中に前記プレートを通して前記上側チャンバから前記下側チャンバ
に流れる種の流れを制御するために、前記ＣＷコントローラおよび前記パルスコントロー
ラのパラメータを設定するよう動作可能なシステムコントローラと、
を備え、
　前記種の流れは、陰イオンエッチングと、前記オフ期間のアフターグロー中の前記ウエ
ハの表面における過剰な正荷電の中和と、前記オン期間中の前記下側チャンバにおけるプ
ラズマの再点火とを支援する、ウエハ処理装置。
適用例２：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記システムコントローラは、さらに、前記上側
チャンバ内の第１の圧力および前記下側チャンバ内の第２の圧力を設定するよう動作可能
であり、前記第１の圧力は前記第２の圧力よりも高い、ウエハ処理装置。
適用例３：
　適用例２のウエハ処理装置であって、前記オン期間の持続時間は、前記オフ期間の持続
時間と異なる、ウエハ処理装置。
適用例４：
　適用例２のウエハ処理装置であって、前記オン期間の持続時間は、前記オフ期間の持続
時間と等しい、ウエハ処理装置。
適用例５：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記第１のＲＦ電源の周波数は、２７ＭＨｚから
１００ＭＨｚの間の値を有する、ウエハ処理装置。
適用例６：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記第２のＲＦ電源の周波数は、０．４ＭＨｚか
ら２５ＭＨｚの間の値を有する、ウエハ処理装置。
適用例７：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記第１のＲＦ電源の電圧は、１００Ｖから６０
０Ｖの間の値を有する、ウエハ処理装置。
適用例８：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記第２のＲＦ電源の電圧は、１０００Ｖから６
０００Ｖの間の値を有する、ウエハ処理装置。
適用例９：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバは、前記ウエハの処理中に前記
上側チャンバ内で上側プラズマを形成するよう動作可能である、ウエハ処理装置。
適用例１０：
　適用例１のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバは、処理中に２０ｍＴｏｒｒか
ら６０ｍＴｏｒｒの間の第１の圧力を有するよう動作可能であり、前記下側チャンバは、
処理中に１０ｍＴｏｒｒから１９ｍＴｏｒｒの間の第２の圧力を有するよう動作可能であ
る、ウエハ処理装置。
適用例１１：
　上側チャンバを下側チャンバに流体連通させるプレートによって隔てられた前記上側チ
ャンバおよび前記下側チャンバを備えたウエハ処理装置でウエハを処理するための方法で
あって、
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　前記上側チャンバ内の上側電極に接続された第１のＲＦ電源によって生成される連続高
周波（ＲＦ）信号のための第１のパラメータを設定する工程であって、前記第１のパラメ
ータは、第１の電圧および第１の周波数を含む、工程と、
　前記下側チャンバ内の下側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成されるパルス
ＲＦ信号のための第２のパラメータを設定する工程であって、前記第２のパラメータは、
第２の電圧、第２の周波数、オン期間の持続時間、および、オフ期間の持続時間を含む、
工程と、
　前記連続ＲＦ信号を前記上側電極に印加する工程と、
　前記パルスＲＦ信号を前記下側電極に印加する工程と、
を備え、
　前記第１のパラメータおよび前記第２のパラメータを設定することにより、前記チャン
バの動作中に前記上側チャンバから前記下側チャンバへの種の流れを制御し、前記種の流
れは、陰イオンエッチングと、前記オフ期間のアフターグロー中の前記ウエハの表面にお
ける過剰な正荷電の中和と、前記オン期間中の前記下側チャンバにおけるプラズマの再点
火とを支援する、方法。
適用例１２：
　適用例１１の方法であって、さらに、
　前記上側チャンバ内の第１の圧力を設定する工程と、
　前記下側チャンバ内の第２の圧力を設定する工程と、
を備える、方法。
適用例１３：
　適用例１２の方法であって、さらに、
　前記第１の圧力を増大させて、前記上側チャンバから前記下側チャンバへの前記種の流
れを増大させる工程を備える、方法。
適用例１４：
　適用例１１の方法であって、さらに、
　前記上側チャンバおよび前記下側チャンバを隔てる前記プレートの貫通孔の長さを調節
する工程を備え、前記貫通孔の前記長さを短くすることにより、前記上側チャンバから前
記下側チャンバへの前記種の流れを増大させる、方法。
適用例１５：
　適用例１４の方法であって、さらに、
　前記プレートの前記貫通孔の数を減らして、前記上側チャンバおよび前記下側チャンバ
の間の前記種の流れを減少させる工程を備える、方法。
適用例１６：
　適用例１１の方法であって、前記第１のパラメータを設定する工程は、
前記第１の電圧を上げて、前記種の流れを増大させる工程を含む、方法。
適用例１７：
　適用例１１の方法であって、前記方法の工程は、１または複数のプロセッサによって実
施される場合にコンピュータプログラムによって実行され、前記コンピュータプログラム
は、非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体に格納される、方法。
適用例１８：
　上側チャンバを下側チャンバに流体連通させるプレートによって隔てられた前記上側チ
ャンバおよび前記下側チャンバを備えたウエハ処理装置であって、
　前記上側チャンバ内の上側電極に接続された第１の高周波（ＲＦ）電源のための第１の
パラメータを設定するよう動作可能な連続波（ＣＷ）コントローラと、
　前記下側チャンバ内の下側電極に接続された第２のＲＦ電源によって生成される第２の
パルスＲＦ信号のための第２のパラメータを設定すると共に、前記下側電極に接続された
第３のＲＦ電源によって生成される第３のパルスＲＦ信号のための第３のパラメータを設
定するよう動作可能なパルスコントローラと、
　前記チャンバの動作中に前記プレートを通して前記上側チャンバから前記下側チャンバ
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に流れる種の流れを制御するために、前記第１、第２、および、第３のパラメータを転送
するよう動作可能なシステムコントローラと、
を備え、
　前記種の流れは、陰イオンエッチングと、オフ期間のアフターグロー中の前記ウエハの
表面における過剰な正荷電の中和と、オン期間中の前記下側チャンバにおけるプラズマの
再点火とを支援する、ウエハ処理装置。
適用例１９：
　適用例１８のウエハ処理装置であって、前記第１のＲＦ電源は、３０ＭＨｚから１００
ＭＨｚまでの間の周波数を有し、前記第２のＲＦ電源は、０．４ＭＨｚから４ＭＨｚまで
の間の周波数を有し、前記第３のＲＦ電源は、２０ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの間の周
波数を有する、ウエハ処理装置。
適用例２０：
　適用例１８のウエハ処理装置であって、前記上側チャンバは、処理中に２０ｍＴｏｒｒ
から６０ｍＴｏｒｒの間の第１の圧力を有するよう動作可能であり、前記下側チャンバは
、処理中に１０ｍＴｏｒｒから１９ｍＴｏｒｒの間の第２の圧力を有するよう動作可能で
ある、ウエハ処理装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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