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誘導結合型プラズマによる SiC 材料の高選択性かつ低ダメージエッチング技術の開発へ向けた装置構造の検討
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１．はじめに
炭化ケイ素（SiC）はパワー半導体材料として優れた特性を有しており、SiC MOSFET は、シリコン材料によるものと
比較して高耐圧、低損失デバイスの実現が期待できる。特に反応性イオンエッチング（RIE）によりトレンチを形成し、
その側壁にチャネルを形成するトレンチ型 SiC MOSFET が注目されている。しかし、SiC は化学的に極めて安定であるた
め微細加工が容易ではなく、対マスク選択比の低さや、エッチング中のダメージによる電気的特性の悪化が問題となって
いる。
これまでに当研究室では誘導結合型プラズマ（ICP）を用いた Si エッチングにおいて、ハロゲンラジカル密度と基板へ
入射するイオンのエネルギーについて調査を行ってきた。(1,2) また、近年のシリコン材料エッチングにおいては、加工精
度向上のためにイオン衝撃の物理反応とラジカルによる化学反応の制御を目的として、放電やバイアス電圧を kHz 程度
でパルス化したり、複数のエッチングガスを切り替えて使用したりすることが広がっている。
そこで、本研究では、上記の知見を SiC-RIE へと展開し、ICP による SiC の高選択性かつ低ダメージ RIE 技術の開発を
目的とする。本研究では単なるプロセス条件の最適値出しではなく、プラズマと基板表面双方の計測から SiC-RIE におけ
るプラズマ-表面反応の解明を目指す。
高精度 RIE においては、プラズマの高度な制御は必須であり、そのためにプラズマや電位の空間構造や、シース構造
などの基本特性の理解は極めて重要な課題となっている。そこで、これらの特性を理解するため、有限要素法ベースの汎
用物理シミュレーションソフトウェア COMSOL®(3)を用いて流体モデルによるプラズマ生成解析を行い、この結果を元に
装置設計を行った。

２．シミュレーション手法
図１に実験装置の概略図を示す。円筒状真空容器（内径 290 mm、高さ 200 mm）の上面には直径 220 mm、厚さ 25 mm
の石英天板（比誘電率 3.8）を設け、その上面には内径 120 mm の 1 ターン銅コイルを設置し、石英天板から 90 mm に位
置にチャック付きの基板ステージを設ける構造とした。容器内には、プラズマの分布を制御し、容器構成材料による金属
汚染を防止するために円筒状のチャンバーライナーを設けることを想定している。
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このチャンバーライナーやステージの形状及び電気的な
状態はプロセスに大きな影響を与えると考えられるため、
COMSOL®を用いてマルチフィジクスシミュレーションを
行った。図２にシミュレーションモデル図を示す。実験装置
を元にモデルを構築し、容器は軸対称を仮定した 2D 断面構
造をしている。コイル及びステージは 13.56 MHz の電力印可
を想定し、コイル電流は 50 A、ステージ電圧は 250 V に設定
した。放電ガスは Ar を想定しており、ガス圧 20 mTorr、ガ
ス温度は 300 K とし、ガスの流入及び排気は考慮しない。初
期のプラズマ分布を仮定し、連続の式、運動量保存則、エネ
ルギーの連続の式、ガウスの法則等のプラズマの流体の方程

図 １．実験装置概略図

式を解くことにより、各位相における電子、イオン、中性粒
子密度変化等を計算し、定常解が得られるまで計算を繰り返
す時間周期的スタディを採用した。

３．シミュレーション結果及び装置の製作
上記のシミュレーション条件において、生成されたプラズ
マ密度は 1012 cm-3 程度であり、一般的な ICP プラズマ装置を
再現することができた。
図３に空間電位の分布を示す。(a)はチャンバーライナー
を接地した場合、(b)はライナーを浮遊とした場合を示して
いる。チャンバーライナーを浮遊電位とすることによって、
プラズマの電位が最大 5 V 程度上昇することが確認された。
また、基板ステージのチャック上の負バイアスも、ライナー

図 ２．シミュレーションモデル

を浮遊電位とした場合、印可電圧に近い大きなバイアスが得

(a) ライナーを接地した場合, (b) ライナーを浮遊とした場合

られた一方で、ライナーを接地した場合、十分なバイアスが
得られない結果となった。
また、ステージの形状を変化させることにより、ステージ
付近の電位分布が変化するため、基板に入射するイオンのエ
ネルギーや角度の制御が期待できることが明らかとなった。

４．まとめ及び今後の計画
有限要素法をもとにしたマルチフィジクス解析により、チ
ャンバーライナー及びステージの最適構造の検討を行った。
その結果、シミュレーションにより ICP プラズマ装置の気相
反応及び空間分布が求められた。ライナーやステージ形状を
調整することにより、電界強度や分布を制御できる可能性が
示された。この結果を実際の装置に適応することにより、よ

図 ３．真空容器内プラズマ中の電位空間分布
(a) ライナーを接地した場合, (b) ライナーを浮遊とした場合

り高精度なプロセス制御が期待できる。
今後の計画として、シミュレーション結果に基づき、最適形状のライナー及びステージの製作を行い、プロセスガスを
用いたプラズマ生成を行い、プラズマ特性の空間分布評価を行うとともに、プロセス実験を行い、シミュレーション結果
との比較をする。また、エネルギーアナライザ付き四重極質量分析器を用いて、プラズマ中のラジカル及び高エネルギー
イオンの挙動について明らかにする。
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