
JP 5913817 B2 2016.4.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空容器と、この真空容器内部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面に試料が載置される試料台と、前記処理室の上方に配置され
前記プラズマを形成するために供給される電界が透過する誘電体製の円形の板部材と、こ
の板部材の上方に配置され上下方向にその軸を備えた円筒形を有しその内部に前記電界が
導入される空洞部と、この空洞の上部の中心に連結され上下に延在した内部を前記電界が
伝播する円筒形の導波管と、一方の端部がこの円筒形の導波管の上端部と連結され水平方
向に延在した内部を前記円筒形の導波管に向かって前記電界が伝播する断面が矩形を有し
た導波管と、この矩形の導波管の他方の端部に配置され前記電界を発生する発生器と、こ
の発生器と前記矩形の導波管の一方の端部との間に配置された整合器と、前記円筒形の導
波管上に配置されこの導波管の内部に前記電界の円偏波を生成する手段と、備え、
　前記空洞部が、前記板部材を底面とする径の大きな円筒形の空洞を有した第１の円筒空
洞部及びこの第１の円筒空洞部の上方でこれに接続されて配置され前記導波管の下方で当
該導波管と連結された第２の円筒空洞部であって前記導波管より径が大きく前記第１の円
筒空洞部より径の小さな円筒形の空洞を有した第２の円筒空洞部と、前記第１及び第２の
円筒空洞部の間でこれらを接続する第１の段差部と、前記第２の円筒空洞部と前記導波管
の下端部との間に配置された第２の段差部とを備え、前記円筒形の導波管から伝播された
前記電界により前記第２の円筒空洞部内において形成された第２の電界及び前記第２の円
筒空洞部から伝播されたこの第２の電界により前記第１の円筒空洞部内に形成された第１
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の電界にが前記処理室内に供給されて前記プラズマが形成されるプラズマ処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記第１及び２の円筒空洞部の天井面が前記板部材に平行な面とを備えたプラズマ処理
装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記第２の円筒空洞部の天井面が前記板部材と平行に配置されこの天井面の前記板部材
の上面からの高さＨ２は前記電界の波長λに対してλ＜Ｈ２＜５λ／４の範囲にされたプ
ラズマ処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のプラズマ処理装置であって、
　前記第１の円筒空洞部の天井面が前記板部材と平行に配置されこの天井面の前記板部材
の上面からの高さＨ１は前記電界の波長λに対してλ／４＜Ｈ１の範囲にされたプラズマ
処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のプラズマ処理装置であって、
　前記第２の円筒空洞部の円筒形の半径Ｒ２が前記電界の波長λに対してλ／４＜Ｒ２の
範囲にされたプラズマ処理装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載のプラズマ処理装置であって、
　前記第２の円筒空洞部が中心を円筒形を有した前記試料台の中心軸に合わせて配置され
、前記第１の段差部が前記中心軸から外周側に向かう方向について円筒形状を有した前記
試料台の外周より中央側に配置されたプラズマ処理装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載のプラズマ処理装置であって、
　前記電界が２.４５ＧＨｚのマイクロ波の電界であって、前記処理室内に８７５Gaussの
磁界を供給する磁場発生手段を有して、前記処理室内にＥＣＲにより前記プラズマが形成
されるプラズマ処理装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記円筒形の導波管からＴＥ１１モードの前記マイクロ波が前記空洞部に供給されるプ
ラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有磁場マイクロ波を用いたプラズマ処理装置及び、プラズマ処理方法に関わ
り、特に半導体デバイスの製造工程でウエハ表面の積膜をエッチング処理するのに好適な
プラズマ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際半導体技術ロードマップ（International Technology Roadmap for Semiconductor
；ＩＴＲＳ）によれば、２０１２年にＭＰＵ物理ゲート長２２ｎｍノードの量産が開始さ
れ、ウエハ面内の許容ゲート長差（ＣＤＵ）＜１.０ｎｍの性能確保が必要となる。さら
に、２０１５年に４５０mmウエハの処理のためのラインが立ち上がることが予想されてい
る。これに伴い、半導体デバイスの微細化と、ウエハの大口径化に対応した次世代のプラ
ズマ処理装置が必要となり、特に上記の４５０mmウエハ径（１８inch）で、広範囲に渡っ
て高い均一性を持つプラズマ源の開発が急務となる。
【０００３】
　半導体デバイス製造工程で、プラズマエッチング，プラズマＣＶＤ，プラズマエッチン
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グ等のプラズマ処理が広く用いられている。プラズマは、真空処理室内に高周波電力やマ
イクロ波電力を投入して内部に供給されたガスの粒子を励起して生成する。上記プラズマ
処理では、真空処理室中に配置した半導体ウエハ等の基板状の試料がこのプラズマを用い
て処理される。
【０００４】
　すなわち、このプラズマ中のイオン等の荷電粒子をウエハの表面に誘引しプラズマによ
り形成された高い反応性を有するラジカル（活性粒子）とウエハ表面に配置された膜状の
材料との化学反応を促進して当該膜のプロセスを進行させ所望の形状を得ている。このよ
うなプラズマ処理には、半導体デバイスの微細化に対応した圧力領域での形状制御性とウ
エハ面内処理均一性が求められている。特に、マイクロ波２.４５ＧＨｚとソレノイドコ
イル磁場（８７５Gauss）とを用いてＥＣＲ（Electron Cyclotron Resonance）を生じさ
せてプラズマを形成する有磁場マイクロ波プラズマエッチング装置は、低圧力で高密度な
プラズマを生成できるため、半導体製造工程で用いられてきた。
【０００５】
　このような従来の技術の例としては、特開平７－２３５３９４号公報（特許文献１）に
開示のものが知られている。この従来技術では、２.４５ＧＨｚのマイクロ波を矩形導波
管と円形導波管を伝播させて円筒空洞内に導入していた。この時、マイクロ波の伝播は、
矩形導波管をＴＥ０１モード、円筒導波管をＴＥ１１モードで伝播していた。このモード
で円筒空洞内に入ったマイクロ波は、マイクロ波透過窓とシャワープレートを介して真空
処理室に導入される。そして、真空処理室を取り囲むソレノイドコイルによって処理室内
の軸方向に磁場を形成し、径方向に８７５Gaussの等磁場面を形成する。２.４５ＧＨｚの
電界と８７５Gaussの磁界にて、ＥＣＲを起こし、プラズマを真空処理室に発生している
。具体的には、電子は磁場からローレンツ力を受け、マイクロ波がサイクロトロン周波数
となるため、電子は同位相の電場を感じ、電力に応じて直流的に加速する。このため、高
速電子が電離を促進し、低圧でも高密度プラズマを形成している。
【０００６】
　マイクロ波プラズマエッチング装置の円筒空洞部内では、円筒導波管を通ったＴＥ１１
モードのマイクロ波は、円筒空洞部で処理室の複数の箇所で反射端を持つ定在波となって
いる。この反射端は、石英製マイクロ波透過窓，石英製シャワープレート，プラズマ，プ
ラズマを透過し処理室内の電極（試料台），処理室下端など至る箇所が端点となる。この
他に、石英が誘電体のため、マイクロ波透過窓内，シャワープレート内，マイクロ波透過
窓の下面とシャワープレートの上面の間で反射を繰り返し反射端となることも判っている
。
【０００７】
　また、プラズマ密度が一定以上を超えた場合（有磁場の場合、電子密度＞１×１０１１
個／ｃｍ3）、マイクロ波のＯ波成分がカットオフとなり、プラズマにてマイクロ波が全
反射する。これらの反射端と円形導波管の入射端から、進行波と反射波が複雑に干渉し、
円筒空洞内で様々なモード、つまりは、波長を持つ定在波が発生している。この入射波Ｔ
Ｅ１１の単一モード、もしくは円筒空洞部の複数モードの定在波が、マイクロ波透過窓を
通過し、真空室に入りプラズマの着火源として働き、プラズマの均一性を決定付けていた
ため、従来より、円筒空洞高さを適切に選び、均一で安定な高密度プラズマを生成してい
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平７－２３５３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記従来技術では、ＴＥ１１モードを円形導波管で伝送しているため、円筒空洞部でも
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ＴＥモード（ＴＥ１１，ＴＥ２１，ＴＥ０１等）が生じやすく、円筒空洞部には基本的に
はＴＥモードの定在波が発生し、真空処理室の広い範囲に渡り略均一なマイクロ波を伝播
して均一なプラズマの密度を実現しようとするものである。しかしながら、このような技
術では、プラズマ生成パラメータであるガス種・真空処理室内圧力・磁場プロファイル等
の条件により、定在波の反射端であるプラズマ状態が変わるため、円筒空洞部での電界分
布は変化し、ＴＥモード以外のモードも発生しているという知見が、発明者らの検討によ
り得られた。
【００１０】
　円筒空洞部でのＴＥモードの１例として、ＴＥモードでのプロセスレートがウエハの表
面の方向について（所謂面内の方向で）均一になるとして、極端に中心の電界強度が強く
外周が緩やかに弱くなる、径方向に中凸形のプロファイルとなっていた。これは、プラズ
マにも転写され、ＩＣＦ分布の場合、中心のＩＣＦ電流が多く外周が小さい分布として現
れ、レート分布の場合、中心レートが高く外周が低い分布として顕著に現れていた。この
様なプラズマで、プロファイルが中凸型であっても、試料台の中心と外周の温度差を付け
制御することで、イオンの入射量を変化させることで、試料の仕上がりを面内均一にして
いた。
【００１１】
　この試料台での制御とは別に、従来の円筒空洞構造では、特にフッ化物系のプロセス条
件で、円形導波管直下、つまりは、円形導波管と円筒空洞部上蓋の接合部が不連続となり
、この不連続部極端な強電界を発生させ、処理室内に発生しているプラズマとは別に、２
つの小円形プラズマ（以下、異常放電）が発生することが実験的に判っている。この異常
放電は石英製シャワープレート直下や、石英製マイクロ波透過窓とシャワープレートの間
などで発生する。このため、ウエハ上のエッチングレート面内分布として転写した形で現
れ、径方向ではＭ型もしくはＷ型のプロファイルを取ることがあった。このため、プロセ
ス条件によってウエハ上のレート分布が、周方向と、径方向それぞれで、明らかに均一性
に欠ける場合があった。
【００１２】
　よって、処理室内に生成するプラズマのプロファイルは、凸や凹といった周方向に均一
で、径方向はこの中心と外周の勾配差が小さい状態の場合、ウエハ試料台の温度差にて調
整はできる。しかし、大部分はプラズマによるところが大きいため、φ４５０mmの大口径
ではこの変動差が更に大きくなることが考えられる。
【００１３】
　本発明の目的は、試料の径方向について処理の特性や加工形状の均一さを向上させたプ
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】
【００１４】
　上記目的は、真空容器と、この真空容器内部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面に試料が載置される試料台と、前記処理室の上
方に配置され前記プラズマを形成するために供給される電界が透過する誘電体製の円形の
板部材と、この板部材の上方に配置され上下方向にその軸を備えた円筒形を有しその内部
に前記電界が導入される空洞部と、この空洞の上部の中心に連結され上下に延在した内部
を前記電界が伝播する円筒形の導波管と、一方の端部がこの円筒形の導波管の上端部と連
結され水平方向に延在した内部を前記円筒形の導波管に向かって前記電界が伝播する断面
が矩形を有した導波管と、この矩形の導波管の他方の端部に配置され前記電界を発生する
発生器と、この発生器と前記矩形の導波管の一方の端部との間に配置された整合器と、前
記円筒形の導波管上に配置されこの導波管の内部に前記電界の円偏波を生成する手段と、
備え、前記空洞部が、前記板部材を底面とする径の大きな円筒形の空洞を有した第１の円
筒空洞部及びこの第１の円筒空洞部の上方でこれに接続されて配置され前記導波管の下方
で当該導波管と連結された第２の円筒空洞部であって前記導波管より径が大きく前記第１
の円筒空洞部より径の小さな円筒形の空洞を有した第２の円筒空洞部と、前記第１及び第
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２の円筒空洞部の間でこれらを接続する第１の段差部と、前記第２の円筒空洞部と前記導
波管の下端部との間に配置された第２の段差部とを備え、前記円筒形の導波管から伝播さ
れた前記電界により前記第２の円筒空洞部内において形成された第２の電界及び前記第２
の円筒空洞部から伝播されたこの第２の電界により前記第１の円筒空洞部内に形成された
第１の電界にが前記処理室内に供給されて前記プラズマが形成されるプラズマ処理装置に
より達成される。
【００１５】
　さらに、前記第１及び２の円筒空洞部の天井面が前記板部材に平行な面を備えたことに
より達成される。
【００１６】
　さらにまた、前記第２の円筒空洞部の天井面が前記板部材と平行に配置されこの天井面
の前記板部材の上面からの高さＨ２は前記電界の波長λに対してλ＜Ｈ２＜５λ／４の範
囲にされたことにより達成される。
【００１７】
　さらにまた、前記第１の円筒空洞部の天井面が前記板部材と平行に配置されこの天井面
の前記板部材の上面からの高さＨ１は前記電界の波長λに対してλ／４＜Ｈ１の範囲にさ
れたことにより達成される。
【００１８】
　さらにまた、前記第２の円筒空洞部の円筒形の半径Ｒ２が前記電界の波長λに対してλ
／４＜Ｒ２の範囲にされたことにより達成される。
【００１９】
　さらにまた、前記第２の円筒空洞部が中心を円筒形を有した前記試料台の中心軸に合わ
せて配置され、前記第１の段差部が前記中心軸から外周側に向かう方向について円筒形状
を有した前記試料台の外周より中央側に配置されたことにより達成される。
【００２０】
　さらにまた、前記電界が２.４５ＧＨｚのマイクロ波の電界であって、前記処理室内に
８７５Gaussの磁界を供給する磁場発生手段を有して、前記処理室内にＥＣＲにより前記
プラズマが形成されることにより達成される。
【００２１】
　さらにまた、前記円筒形の導波管からＴＥ１１モードの前記マイクロ波が前記空洞部に
供給されることにより達成される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【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プラズマ処理装置の上部に配置された電界導入部を拡大
して示した縦断面図である。
【図３】従来の技術における円筒空洞部内の水平方向に切った断面における電界および磁
界の分布を示す模式図である。
【図４】図１に示す本実施例における円筒空洞部内の水平方向に切った断面における電界
および磁界の分布を示す模式図である。
【図５】図１に示す実施例の円筒空洞部内の電界について模式的に示す縦断面図である。
【図６】従来の技術及び図１に示す本実施例の処理室内でのプラズマから試料台内の電極
に流れ込むイオン電流の試料の面内方向の分布（ＩＣＦ分布）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に説明する本発明に係るプラズマ処理装置の実施の形態では、円筒空洞部を径の異
なる第１及び第２の円筒空洞部を有する複数の円筒形状部分が同心状に上下方向に連結さ
れ複数段の円筒形状の空洞を備えて上記の課題を解決する目的を達成する。以下に詳細を
説明する本発明の実施例に係るプラズマ処理装置において、その上部配置される電界を伝
播するための構成である導波管及び空洞共振部は、その上部に上面が複数の段差を有した
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円筒形の空洞を内部に有しており、この内部に導入されるマイクロ波の電界は下方の処理
室に伝播して導入される電界の分布の不均一を抑制して均一性を高めるように、所望の共
振及び伝播の分布にされる。
【００２４】
　本実施の形態では、円形導波管をＴＥ１１モードで伝播したマイクロ波は、円筒空洞部
にてＴＭ１２モードに変換される。これにより、真空処理室の中心と壁面の中間の位置で
従来よりも強いプラズマを形成する。このことにより、プラズマの密度や強度の分布の不
均一さが低減され均一性の向上した処理を行うことができる。
【００２５】
　以下、本発明の実施形態を図面にて説明する。
【００２６】
〔実施例〕
　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。
本図において、本実施例に係るプラズマ処理装置１００は、円筒形状を有した処理室１１
４を内部に備えた真空容器と、その上部に配置され処理室１１４内へ導入される電界が生
成され伝播する電界導入部と、真空容器下方に配置され処理室１１４内のガスや生成物、
プラズマの粒子が真空容器外に排出され処理室１１４内部を排気する排気部とを備えてい
る。
【００２７】
　電界導入部は大きく分けて、周波数２.４５ＧＨｚのマイクロ波の電界の形成手段であ
るマグネトロン１０１とこれが端部に配置され各々断面の形状が矩形及び円形を有する管
路が連結された導波管と、この導波管の下端部に連結されて処理室１１４の上方でこれを
覆って配置される円筒形状を有する室内空間を有する共振部と備えて、これらは説明の順
に連結されて配置されている。導波管部の端部（図上は左端部）に配置されたマグネトロ
ン１０１で励起されて形成された周波数２.４５ＧＨｚのマイクロ波は、導波管部を構成
しマグネトロン１０１がその一端部の側面に設置された矩形導波管１０２の内部を伝播す
る。
【００２８】
　導波管部は、上部に配置されて図上水平方向に延在するものであってその一端部に上記
電界の形成手段が連結されて配置され断面が矩形を有した矩形導波管１０２と、この矩形
導波管１０２の他端部の下方でこれと連結され上下方向に延在するものであって断面が円
形状を有する円形導波管１０４とを有している。矩形導波管１０２及び円形導波管１０４
の内部ではマイクロ波の電界はその強度あるいは密度の支配的な分布として特定のモード
を有して導波管部の端部に向けて伝播する。なお、本実施例では矩形導波管１０２の一端
部と他端部との間の上面に、方向性結合器と自動整合器１０３を有している。
【００２９】
　本実施の形態では、本実施例ではＴＥ０１モードを有して図上右端部に向けてマイクロ
波の電界が矩形導波管１０２内部を進行して伝播する。矩形導波管１０２の右端部に到達
した電界は、変換導波管を介して、下方に連結され配置された円形導波管１０４内部に導
入される。円形導波管１０４内部では電界はＴＥ１１モードを支配的な分布として有して
図上下方の下端部に向けて伝播する。
【００３０】
　円形導波管１０４は、その断面が円形の管内部に電界の円偏波モード変換のために石英
等の誘電体材３０５を具備している。誘電体材３０５は円筒形状を有して管内の内壁面に
接して稠密に配置されている。この誘電体材３０５をＴＥ１１モードの合成電界ベクトル
に対し４５度方向の位置に挿入すると、導入されるＴＥ１１モードの電界は９０度位相が
遅れるために出口では円周方向に回転した円偏波とすることができる。
【００３１】
　この円形導波管１０４の円形の断面での周方向に回転する電界により電界はその強度或
いは密度の分布はその時間的に不均一が抑制されて均一性が向上されたものにされる。こ
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のような電界が下方に導入されて処理室内に形成されるプラズマの強度或いは密度の分布
の均一性も同様に向上される。
【００３２】
　断面の周方向に回転し所定のモードであるＴＥ１１モードを有して円形導波管１０４の
端部に到達した電界は、下端部の下方でこれに連結された円筒空洞部内に導入される。本
実施例の円筒空洞部は上記の通り異なる２つの径を有した円筒形状が上下に同心状に連結
された内部の空洞を有しており、下方の円筒形の空洞部である第１円筒空洞部１０６の径
よりも上方に配置される第２円筒空洞部１０７の径のほうが小さくされている。
【００３３】
　本実施の例では、第１円筒空洞部は下方に配置されて同心状の円筒形状を有する処理室
１１４と同径を有している。円形導波管１０４の下端部は、上記第１円筒空洞部１０６の
上方に配置された第２円筒空洞部１０７の上面を構成するリング状の円板１０７′の中央
部に配置された円形の開口の内周縁に沿って接続され、円形の開口と円形導波管１０４の
内部とが連通することで、第２円筒空洞部１０７内部と円形導波管１０４内部とが連通さ
れている。
【００３４】
　第２円筒空洞部１０７内に導入されることで円筒空洞部内に導入された円偏波であるマ
イクロ波の電界は、円筒空洞部内において所定の強度や密度の分布と伝播のモードを有し
たものになり、第１円筒空洞部１０６の底面を構成してこれと同心状に配置される石英等
の誘電体製の円板であるマイクロ波導入窓１０８とその下方に配置されて処理室１１４内
部に面してその天井面を構成する石英等の誘電体製の円板であるシャワープレート１０９
とを透過して処理室１１４内部に導入される。
【００３５】
　なお、電界導入部は、処理室１１４を構成する真空容器及び円筒空洞部の側壁の外周と
上面の上方でこれらを囲んで配置された１系統ないし３系統のソレノイドコイル１１０と
ヨーク１１１とを有している。これらは供給された直流電力により処理室１１４内部にそ
の軸方向に静磁界を形成する。
【００３６】
　マイクロ波導入窓１０８はその外周縁部において、下方の処理室１１４の内部と外部と
の間を気密に封止するＯリング等のシール手段を有している。このシール手段により、処
理中に減圧されて所定の真空度にされる処理室１１４内外が所期の圧力差を維持できるよ
うにシールされている。
【００３７】
　マイクロ波導入窓１０８の下方にはこれと所定のすき間をあけて円板状のシャワープレ
ート１０９が配置されている。シャワープレート１０９の中央の所定の範囲には貫通孔が
複数配置され、これらを介して処理室１１４内部に処理用のガスが導入される。処理用の
ガスは図示しないガス源に連結された供給管路を通り、マイクロ波導入窓１０８とシャワ
ープレート１０９との間のすき間に導入され、そのすき間内で拡散し当該すき間と連通し
た上記複数の貫通孔から処理室１１４内に上方から流入することで、処理室１１４内での
処理用ガスの分布の不均一が低減される。
【００３８】
　処理室１１４の内部のシャワープレート１０９下方には、円筒形状を有して内部に導電
体製の円板状の電極を有して試料である半導体ウエハが載せられる試料台１１６が配置さ
れている。試料台１１６は円筒形を有した処理室１１４の側壁との間とすき間を開けて配
置され、側壁との間は水平方向（図上左右方向）の複数の支持梁により連結されている。
これら支持梁によって試料台１１６は、真空容器内部の処理室１１４内において試料台１
１６の下方に空間を開けて、謂わば中空に保持されている。
【００３９】
　真空容器の下方には、処理室１１４内部を排気して処理中等において内部を所定の圧力
に調節する排気部が配置されている。処理室１１４の下部であって試料台１１６の直下方



(8) JP 5913817 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

には、処理室１１４内部に導入された処理用ガスや処理のさいに形成された生成物やプラ
ズマ等の粒子が外部に流出する開口が配置され、この開口から流路を通して粒子が排出さ
れる。
【００４０】
　本実施例に係るプラズマ処理装置１００においては、開口の下方には、排気部を構成し
て、流路の軸方向に交差して配置された回転軸周りに回転して流路の断面積を増減するた
めの複数の板状のフラップを有したバリアブルバルブ１１３及びその下方で入口が流路の
出口に連通された真空ポンプであるターボ分子ポンプ１１２が配置されている。ガス源か
ら上記すき間を通り導入孔から導入される処理用ガスの導入の量速度とともに、ターボ分
子ポンプ１１２及びバリアブルバルブ１１３の回転の動作が調節されることで、処理室１
１４内部の圧力が所定の真空度に調節される。
【００４１】
　プラズマ処理装置１００はその真空容器の側壁において、処理室１１４と同等の真空度
まで減圧される搬送室を構成した図示しない別の真空容器である搬送容器と連結されて、
内部の処理室１１４と搬送室とが図示しないゲートバルブ等の開閉弁により開放、遮断さ
れる。処理室１１４内にＡｒ等のガスが導入されて所定の真空度まで減圧された状態で搬
送室内を図示しないロボットアーム等の搬送手段の上に載せられて搬送されてきた試料は
、上記ゲートバルブが開放された状態で処理室１１４内の試料台１１６の上面を構成する
載置面上方で試料台１１６側に受け渡される。
【００４２】
　上記ゲートバルブが閉塞されて処理室１１４内部が外部と気密に封止された後、試料が
試料台１１６の載置面上に載せられて図示しない静電吸着手段により吸着保持され、試料
の裏側面と載置面との間のすき間にこれらの間の熱伝達を促進するための熱伝導性ガスが
載置面上に配置された導入口から供給される。
【００４３】
　試料台１１６の載置面の上方にこれと並行に配置されたシャワープレート１０９の中央
部の所定半径の領域内に配置された複数の導入孔から処理用ガスが処理室１１４内に導入
される。さらに、処理室１１４内部は試料台１１４の直下方に配置された開口を介して排
気部のターボ分子ポンプ１１２，バリアブルバルブ１１３の動作によって排気され内部が
減圧されて、これらのバランスにより処理室１１４内部が０.０５～５Ｐａの範囲の所定
の真空度の圧力に調節される。
【００４４】
　この状態で、マイクロ波導入窓１０８，シャワープレート１０９を透過して処理室１１
４内に上方から２.４５ＧＨｚの電界が導入され、並行してソレノイドコイル１１０によ
り形成され２.４５ＧＨｚの電界とＥＣＲを生起するための８７５Gaussの強さの静磁場が
導入される。この電界と磁界との相互作用により生じたＥＣＲにより処理用ガスが励起さ
れてプラズマ１１５が処理室１１４内に形成される。
【００４５】
　プラズマ１１５が形成されると、試料が載置されている試料台１１６内に配置された図
示しない導電性部材により構成された電極に４００ｋＨｚ乃至１３.５６ＭＨｚの高周波
電力がこれに電気的に接続された高周波電源１１７から１系統ないし２系統印加される。
この供給された高周波電力により試料台１１６の載置面または試料の上面上方にバイアス
電位が形成され、プラズマ１１５の電位とバイアス電位との電位差によってプラズマ１１
５中のイオン等荷電粒子が試料表面に誘引されて試料表面の処理対象の膜に衝突する。こ
の衝突の際の入射エネルギーを用いてプラズマ１１５中に生じる活性の高い粒子と膜を構
成する材料との反応を促進して上記膜を含む膜構造が所望の形状にエッチングされる。
【００４６】
　上記エッチングの処理が所望の形状にされたこと、あるいは処理対象の膜の処理が終点
まで到達したことが検出されると、高周波電力の供給が停止されてプラズマ１１５が消失
される。この後、試料の裏面に導入された熱伝導性ガスの供給が停止されると共に、試料
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の静電気力を用いた載置面上での吸着，保持が解除されて試料が試料台１１６上に載置面
から遊離して取り外される。
【００４７】
　この後ゲートバルブが開放されてロボットアームにより試料が処理室１１４あるいは真
空容器外の搬送室内に搬出される。次に処理室１１４内で処理されるべき試料が有る場合
にはこの試料が再度ロボットアームにより処理室１１４内に搬入されて試料台１１６上に
載せられて上記と同様に処理される。
【００４８】
　上記の試料の処理に際するプラズマ処理装置１００の各部の動作は、図示しない制御部
により調節される。各部はその動作の状態を検知するセンサ等の検知手段を有し、検知手
段と制御部とは通信手段により通信可能に接続されている。制御部は、受信した上記検知
手段からの信号からその状態を判定したり各部への指令信号を算出するための演算器と、
受信した信号からの状態を記憶したり判定や指令を算出するためのプログラムを記憶する
半導体メモリやハードディスクドライブ等の記憶手段、及び演算器からの指令信号や検知
手段から出力された信号を通信手段との間でやり取りするインターフェースを有して、演
算器からの指令信号に基づいて各部の動作が適切なタイミングで適切な量だけ実施される
。
【００４９】
　図２を用いて、本実施例の円筒空洞部内での電界の伝播について説明する。図２は、図
１に示す実施例に係るプラズマ処理装置の上部に配置された電界導入部を拡大して示した
縦断面図である。本図において、マイクロ波導入窓１０８下方には処理室１１４を構成し
て円筒形の内部の空間でプラズマ１１５が形成される放電部とこれを囲む真空容器の円筒
形の側壁部まで示しているが、その真空容器の下方の部分については図示を略している。
また、図１と同じ符合が引用された部分については、特に必要の無いものについては説明
を省略する。
【００５０】
　本実施例において、円形導波管１０４内を伝播してきたマイクロ波の電界は円形導波管
１０４の下端部に到達すると、これに連結され円形導波管１０４の半径よりも大きな径を
有する円筒形の空洞を内部に備えた円形空洞部内に導入される。本実施例の円筒空洞は、
その内部に円筒形を有した処理室１１４の中心から内側壁表面までの半径と同じかこれと
見なせる程度に近似した大きさを有する径Ｒ１を有した大径の第１の円筒空洞部１０６と
、この第１の円筒空洞部１０６の上方でこれに同心状に連結されて配置され径Ｒ１より値
の小さい径Ｒ２を有する小径の第２の円筒空洞部１０７とを有している。
【００５１】
　さらに、第２の円筒空洞部１０７の上部は中央部が円形の空間を有したリング状の平面
円板であってその下面が第２の円筒空洞部１０７内の円筒形の空間の天井面を構成する第
２の上面板１０７′を有している。第２の上面板１０７′の中央部の円形の開口は上方に
連結された円形導波管１０４内に面して第２の円筒空洞部１０７と円形導波管１０４とは
内部が円形の開口により連通されている。さらに、本実施例において円形の開口の内周縁
の半径は円形導波管１０４の内径と同値からそれと見なせる程度に近似した大きさを有し
て、第２の上面板１０７′の円形開口の内周端が円形導波管１０４の円形の開口とその外
周側のフランジを有した下端部に接続されている。
【００５２】
　さらに、第１の円筒空洞部１０６の上部は中央部が円形の空間を有したリング状の平面
円板であってその下面が第１の円筒空洞部１０６内の円筒形の空間の天井面を構成する第
１の上面板１０６′を有している。第１の上面板１０６′の中央部の円形の開口は上方に
連結された第２の円筒空洞部１０７内に面して第１の円筒空洞部１０６と第２の円筒空洞
部１０７とはそれら内部が第１の上面板１０６′中央部の円形の開口により連通されてい
る。
【００５３】
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　さらに、本実施例において当該円形の開口の内周縁の半径は第２の円筒空洞部１０７ま
たはその内部の円筒形の空間の半径と同値からそれと見なせる程度に近似した大きさを有
して、第１の上面板１０６′の円形開口の内周端が第２の円筒空洞部１０７の円筒形の側
壁の円形の下端部に接続されている。本実施例の第１の円筒空洞部１０６及び第２の円筒
空洞部１０７の各々は円形導波管１０４及び下方のマイクロ波導入窓１０８，円筒形を有
する処理室１１４の上下方向の軸と同心状に位置しており、これらは同軸状に配置されて
いる。第１の円筒空洞部１０６及び第２の円筒空洞部１０７の各円筒を構成する側壁は上
記軸に対し平行に配置されており、これら第２の円筒空洞部１０７の側壁の下端および第
１の上面板１０６′とはおよそ垂直をなして接続されており第１の円筒空洞部１０６と第
２の円筒空洞部１０７とは段差を構成して全体の円筒空洞部が複数段（２段）の円筒形状
を備えている。
【００５４】
　このような構成の円筒空洞内に進行したマイクロ波の電界は、小径の第２の円筒空洞部
１０７内で拡散する（一次拡散）。拡散した電界は第２の上面板１０７′の円形の開口の
内周縁または円形導波管１０４の円形の下端部を発点として上下左右に均等に分散，進行
する。そして、円形の開口の外周側に向かって進行した電界は第２の円筒空洞部１０７の
内側壁面で反射し、さらに外周側に向かって拡散する電界と干渉して、定常状態としての
定在波が生じる。
【００５５】
　このような第２の円筒空洞部１０７内に形成された電界は下方にも伝播して第１の円筒
空洞部１０６内にも導入される。この結果、第２の円筒空洞部１０７と円形導波管１０４
との接続部での作用と同様に、第１の上面板１０６′の中央部の円形の開口の内周縁を始
点として電界が上下左右に均等に分散，進行して拡散する（二次拡散）。そして、第１の
円筒空洞部１０６の内側側壁面で反射して後続の電界と干渉して、定常状態としての定在
波が発生する。
【００５６】
　上下２つの円筒形の空間の内部で生じた２つのマイクロ波の電界の定在波は、円筒空洞
部を下方に伝播してマイクロ波導入窓１０８及びシャワープレート１０９を透過して処理
室１１４内に進入して、処理室１１４に導入された処理用ガスを励起してプラズマ１１５
を形成する。円筒空洞部内の上記定在波は、マイクロ波導入窓１０８やシャワープレート
１０９、さらにはプラズマ１１５，試料台１１６上面等の処理室１１４の構成が全体とし
て反射端となり、複雑な定在波がマイクロ波導入窓１０８と円筒空洞部内で形成されて定
常の状態となる。
【００５７】
　本実施例と従来技術との円筒空洞部内部の電界または磁界の分布について図３，図４を
用いて比較して説明する。図３は、従来の技術における円筒空洞部内部の電界または磁界
の分布を模式的に示す図である。
【００５８】
　従来の技術では、円形導波管とこれの下方で連結された円筒空洞部の上蓋と接続部では
、その表面が段差を有して電界の分布が不連続となり他の箇所よりも強い電界が局所的に
生じて異常放電が発生する虞が有った。この点について、従来の技術における円筒空洞部
内を水平方向に切った断面での分布を説明すると、図３（ａ）に示すような電界の分布と
なる。さらに、これと平行してこの分布において電界の向き直行する磁界がソレノイドコ
イル１１０によって形成されて印加されている。この際の磁界の磁力線の等高分布は図３
（ｂ）に示す様になる。
【００５９】
　これらの図に示すように、従来の技術においては円形導波管直下の円筒空洞部内で電界
及び磁界の強度や密度の値の増減はその山谷として処理室１１４の中心近傍で発生してい
る。このような電界，磁界の分布（電磁場）は円筒空洞部の円形断面の円周方向について
回転しており、その１回転の周期に合わせて周期的に変動することになって、円筒空洞部
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または下方の処理室の半径方向についての強度や密度の分布は所定の半径位置、例えば円
形導波管の周縁部の直下方の位置において極大（山）となるＴＭ１１モードとなると考え
られる。このような電界または磁場の分布に応じて形成されるプラズマを用いた処理では
、そのプロセスの条件によっては円形導波管の断面の半径といった処理室の中心軸の近傍
に極大が存在する影響が処理の特性、例えば試料の表面における半径方向のエッチングの
速度（レート）の分布（レートプロファイル）として現れて試料の面内方向について処理
後の形状に許容範囲を越える差が生じてしまうという問題が生起していた。
【００６０】
　上記の本実施例では、第１の円筒空洞部１０６の上方に小径の第２の円筒空洞部１０７
を接続して配置している。上記の通り、第２の円筒空洞部１０７の側壁の下端部での側壁
内面と第１の円筒空洞部１０６の第１の上面板１０６′の下面とは略垂直をなして接続さ
れており、この接続部の内部に形成される電界の分布はこの内側に、謂わば突出した角部
において不連続になり、この接続部を始点として下方に向けて伝播する強い電界Ｅｚが局
所的に生じる。
【００６１】
　このような電界の分布が不連続となることにより生じる強い電界Ｅｚは、第２の円筒空
洞部１０７の第２の上面板１０７′の中央の円形開口と円形導波管１０４の下端部との接
続部においても生じており、本実施例の円筒空洞部では、円形導波管１０４の下端部での
内周縁の直下方と第２の円筒空洞部１０７の側壁の下端部の直下方という、中心軸から半
径方向について２つの位置にＥｚを有している。これらの強い電界Ｅｚが円筒空洞部から
下方に伝播する電界と重畳されたものが処理室１１４内に伝播する。
【００６２】
　本実施例での第１の円筒空洞部１０６内での水平方向の断面での電界分布を図４（ａ）
に示す。さらに、従来の技術と同様に、電界の方向に直交する磁界がソレノイドコイル１
１０により生起されて印加されており、その分布は図４（ｂ）に示された分布となる。
【００６３】
　この図に示される通り、本実施例での第１の円筒空洞部１０６内の電界の分布は、ＴＭ
１２モードを有しておりこの分布の電界が円筒空洞部の断面の円周方向について所定の周
期で回転することで、その周期的に強度，密度が変動する。単位時間あたりに時間的に平
均して考察した場合には、本実施例での第１の円筒空洞部１０６内での電界の分布はその
半径方向について複数（２箇所）での電界Ｅｚからの影響を強く受けたものとなり、典型
的には半径方向について複数（２つ）の極大（山）を有したものとなる。
【００６４】
　図５を用いて、本実施例の円筒空溝内の電界について説明する、図５は、図１に示す実
施例の円筒空洞部内の電界について模式的に示す縦断面図である。特に、処理室１１４と
同径の第１の円筒空洞部１０６とこの上方に接続されて配置され円形導波管１０４の下方
でこれと接続された小径の第２の円筒空洞部１０７の径を、円筒空洞部内での電界の定在
波の波長λに対してλ／４＜Ｒ２、及びλ＜Ｈ２＜λ＋λ／４（＝５λ／４），λ／４＜
Ｈ１を満たす値の範囲にした場合の定在波の発生について説明する。
【００６５】
　なお、図２の場合と同様に、本図において、図１に示す実施例の電界導入部を拡大して
示すものであってマイクロ波導入窓１０８下方には処理室１１４を構成して円筒形の内部
の空間でプラズマ１１５が形成される放電部とこれを囲む真空容器の円筒形の側壁部まで
示しているが、その真空容器の下方の部分については図示を略している。また、マグネト
ロン１０１と水平方向に延在する矩形導波管１０２等は示していない。さらに、図１と同
じ符合が引用された部分については、特に必要の無いものの説明を省略する。
【００６６】
　本図において、円形導波管１０４の下端部から第２の円筒空洞部１０７内に導入された
マイクロ波の電界は、内部の空洞内で拡散を起こす（一次拡散）。すなわち、円形導波管
１０４の下端または第２の上面板１０７′の中央部の開口の内周縁から上下左右の周囲に
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均等に電界が進行する。第２の円筒空洞部１０７の外周に向けて進行した電界は、第２の
円筒空洞部１０７の垂直な内側壁面で反射し、後続の拡散する電界と干渉を生じ、この結
果第２の円筒空洞部１０７内に定常状態としての定在波が生起される。そして、このよう
な電界の分布は、およそ垂直をなして配置される円形導波管１０４の下端部での内壁面と
第２の上面板１０７′の下面との接続部４０１において不連続なものとなり、この接続部
４０１においてＺ方向（図上下方、円形導波管１０４または処理室１１４の中心軸の方向
）に大きな強度を有する電界Ｅｚ２を生じる。
【００６７】
　このような第２の円筒空洞部１０７内の電界は下方に伝播して接続された第１の円筒空
洞部１０６内に導入される。この導入された電界は、上記の円形導波管１０４からの電界
と同様に、第１の円筒空洞部１０６内の空洞内で拡散する（二次拡散）。この際、第２の
円筒空洞部１０７と第１の円筒空洞部１０６との間の段差を構成する接続部４０３におい
ても、第２の円筒空洞部１０７と同様に、ここを中心とする乱反射した波面が発生し、局
所的にＺ方向に強い強度を有する電界Ｅｚ１を生じる。これにより、第１の円筒空洞部１
０６及び第２の円筒空洞部１０７内で段差を構成するこれらの間の接続部４０３を湧き出
し口と吸い込み口とする電気力線４０４が生じる。
【００６８】
　このような分布となる本実施例においては、円形導波管１０４の下端部の周縁直下方で
発生する電界Ｅｚ１と第２の円筒空洞部１０７の側壁の下端部の直下方で発生する電界Ｅ
ｚ２との重畳により得られる電界の強度の分布が、下方に配置される処理室１１４内もし
くはそのＥＣＲが生じる面において半径方向（図上水平方向，ｒ方向）について不均一が
低減されて均等に近付くように、第１の円筒空洞部１０６の高さＨ１や第２の円筒空洞部
１０７の高さＨ２の値を適正に調節して設定される。このことにより、処理室１１４中心
と外周との間のプラズマの密度，強度の不均一が低減され、処理室１１４または下方の試
料台１１６の載置面上に載せられる試料の中心から外周縁までの半径方向について均一性
が向上したプラズマが形成される。
【００６９】
　本実施例では、ＴＭ１２モードの自由空間中の実効波長λ＝１３０～１４０mmである。
このことから、マイクロ波導入窓１０８の上面と第２の円筒空洞部１０７内の空間の天井
面（第２の上面板１０７′下面）までの距離Ｈ２は、λ＜Ｈ２＜λ＋λ／４（＝５λ／４
）の範囲にされることが好ましい。また、第１の円筒空洞部１０６の天井面（第１の上面
板１０６′の下面）のマイクロ波導入窓１０８の上面との距離Ｈ１は、上記実効波長を効
率よく伝播して下方の処理室１１４内に導入するために、λ／４＜Ｈ１の範囲とすること
が好ましい。さらに、本実施例においては第１の円筒空洞部１０６の中心軸から側壁まで
の距離（半径）Ｒ１は円筒形を有した処理室１１４またはその放電部の径と同等であるが
、第２の円筒空洞部１０７の中心軸と側壁までの距離（半径）Ｒ２は、λ／４＜Ｒ２の範
囲とすることが好ましい。
【００７０】
　第１の円筒空洞部１０６内ではこれらＥｚ１とＥｚ２とが重畳された結果の分布を有す
る電界が下方に向けて伝播される。この分布を、下方で形成される処理室１１４内のプラ
ズマの分布が所望の分布となる、例えば中心から半径方向外側にわたり密度または強度の
均一性を向上させた分布となるように、第１の円筒空洞部１０６の高さＨ１や半径、第２
の円筒空洞部の高さ４０２、半径Ｒ２が適切な値の範囲に調節されて設定される。例えば
、前記所望の密度や強度の半径方向の勾配を持たせるため、マイクロ波導入窓１０８上面
と第１の円筒空洞部１０６の天井面及び第２の円筒空洞部１０７の天井面との間の距離間
あるＨ１，Ｈ２を調整して設定した後、試料の処理が行われる。
【００７１】
　このような条件を満たすことで、２つの円筒空洞部からの電界は下方に伝播して処理室
１１４内に形成されるＥＣＲ面に効率よく吸収される。このことによって、処理室１１４
の中心から外周に渡りより密度の高く不均一性が低減されたプラズマが生成される。
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【００７２】
　前述のように、従来の技術では、中心から外周部にかけて、特に外周部においてプラズ
マの強度や密度が小さくなってしまう分布となる。一方、本実施例では処理室１１４の中
心から半径方向について外周側の複数の箇所で電界の強度または密度の局所的に高い領域
を配置している。このため、処理室１１４の中心から外周部にかけて密度や強度の低下が
顕著に生じる従来の技術の問題を抑制し、外周部に渡る密度，強度の勾配は従来技術より
も低くされ、処理室１１４の半径方向について均一性が向上したプラズマが形成できる。
このような本実施例において、試料台上の試料上方でのＩＣＦ分布とエッチング処理の特
性、例えば処理のレートの分布を確認した結果、従来の技術と比較して均一性が改善する
結果を得ている。
【００７３】
　また、円形導波管１０４に円偏波発生用の誘電体材１０５を挿入し、円形導波管１０４
中のＴＥ１１モードの位相を４５度変えることで、円筒空洞部の入射端で均一なＴＥ１１
モードが得られる。このため、ＴＭモードによる径方向の分布改善と円偏波による周方向
の分布改善により、処理室１１４内で発生するプラズマの均一性を併せて改善する効果を
得られる。このようなプラズマにより得られたラジカルの分布は、試料上面の処理対象膜
の等方的なエッチングに有効になることは言うまでもない。これにより、大口径化した試
料に対して処理の性能を向上させたプラズマ処理装置を提供できる。
【００７４】
　本実施例の円筒空洞部の形状の調節は、使用者が高さＨ１，Ｈ２は第１の上面板１０６
′，第２の上面板１０７′の上下方向の位置を移動させて行うことができる。なお、図示
しないが第１の上面板１０６′，第２の上面板１０７′の外周縁部には、側壁との間の相
対移動とともに側壁と上面板とを短絡させるチョークフランジ等の電界の漏洩を抑制する
ための手段を備えている。
【００７５】
　また、本実施例の第２の円筒空洞部１０７の半径Ｒ２は、下方に配置される円筒形状を
有する試料台１１６の外形よりも小さい値にされている。また、試料台１１６上面に配置
される載置面の外周縁の径よりも大きい値にされている。このような配置により、接続部
４０３に発生する電界ＥＺ２による電界の密度の強い箇所（半径位置）は試料台１１６の
外形より内側であって試料の外周側に形成することができる。このことにより、接続部４
０３及び接続部４０１の箇所に対応する半径位置に生じる電界ＥＺ１，ＥＺ２によって、
プラズマの密度や強度の試料の半径方向についての分布が試料の外周側部分で大きく低下
してしまい処理の当該半径方向の特性が不均一になるという従来技術の問題の生起を抑制
して、より均一性が向上したプラズマ処理を行うことができる。
【００７６】
　図６を用いて、本実施例の作用・効果について説明する。図６は、従来の技術及び図１
に示す本実施例の処理室１１４内でのプラズマ１１５から試料台１１６内の電極に流れ込
むイオン電流の試料の面内方向の分布（ＩＣＦ分布）を示すグラフである。本図の例にお
いて、プラズマ１１５の形成に用いた処理用ガスはＣｌ2／ＨＢｒ／Ｏ2／Ａｒの混合ガス
であり、処理室１１４内の圧力は０.４Ｐａ、試料台１１６の載置面の表面からのＥＣＲ
面の高さは１６５mm、供給されるマイクロ波の電力を従来の円筒空洞部の場合は１２００
Ｗ、本実施例では１８００Ｗとした場合に得られた結果である。
【００７７】
　従来の技術では、中心部のイオン電流が高く外周部が低い分布を示している。このため
、プラズマの分布は凸型形状となっていた。特に、イオン電流の密度は試料の外周側部分
（１５０mm以上）の領域において低下が顕著であり、プラズマ１１５の密度や強度も同様
に外周側部分において大きな低下が生じていると考えられる。そして、この条件での従来
の技術による試料の処理の面内の方向についての均一性は１１％であった。
【００７８】
　一方、本実施例の場合には、試料台１１６の中心から半径方向について１５０mmの近傍
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においてイオン電流が高くなっていることが示されている。一方、試料の中心と外周部分
においてＩＣＦは低い分布を示している。つまり、本実施例の上記条件でのプラズマの強
度や密度はＭ型形状の分布となっている。そして、当該条件での試料の処理の面内方向に
ついての均一性は５％となった。
【００７９】
　上記の検出データは、ＥＣＲ面の高さとともにマイクロ波のパワーを各々複数の値に変
動させて複数の条件での処理において検出したうちで最も均一性が良い結果を示したもの
である。また、フッ化物系のプロセス条件でも均一性の改善結果が得られた。
【００８０】
　また、均一性が高い状態では、ラジカルが均一にウエハに照射されるため、ラジカル起
因のエッチングにも有利であることは言うまでもない。特に高圧力条件（３Ｐａ～１０Ｐ
ａ）では電離した電子やイオンの拡散度は大きく、ウエハ上にはイオンよりもラジカルが
支配的となり、高圧においてもウエハ面内の形状やレートのばらつきを改善する。
【００８１】
　以上の通り、本実施例によれば、処理室内に形成されるプラズマの密度や強度の分布の
不均一を低減して、試料の径方向について処理の特性や加工形状の均一さを向上させたプ
ラズマ処理装置を提供できる。
【符号の説明】
【００８２】
１０１　マグネトロン
１０２　矩形導波管
１０３　自動整合器
１０４　円形導波管
１０５　誘電体材
１０６　第１の円筒空洞部
１０７　第２の円筒空洞部
１０８　マイクロ波導入窓
１０９　シャワープレート
１１０　ソレノイドコイル
１１１　ヨーク
１１２　ターボ分子ポンプ
１１３　バリアブルバルブ
１１４　処理室
１１５　プラズマ
１１６　試料台
１１７　高周波電源
４０１，４０３　接続部
４０２　第２の円筒空洞部の高さ
４０４　電気力線
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