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(57)【要約】
【課題】本発明は、将来の設計および隙間を埋める必要
性に対応するために拡張可能である、柔軟な構造で設計
された電気化学堆積システムを供給し、および他の処理
システムの要求に見合うための、十分な処理量を供給す
る。
【解決手段】電気化学堆積システムは、通常、メインフ
レーム・ウェーハ移送ロボットを有するメインフレーム
と、前記メインフレームに接するように配置されたロー
ディング・ステーションと、前記メインフレームと接す
るように配置された一つ以上の処理セルと、および前記
一つ以上の電気処理セルに流体で接続された電解液供給
とを具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）　メインフレーム・ウェーハ移送ロボットを有するメインフレームと；
　ｂ）　前記メインフレームに接続するように配置されたローディング・ステーションと
；
　ｃ）　前記メインフレームと接続するように配置された一つ以上の処理セルと；および
　ｄ）　前記一つ以上の処理セルに流体で接続された電解液供給と
を具備する、電気化学堆積システム。
【請求項２】
　ｅ）　電気化学堆積処理を制御するためのシステム・コントローラ
をさらに具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　ｆ）　前記ローディング・ステーションに隣接した前記メインフレーム上に配置された
、エッジ・ビード除去／スピン・リンス・ドライ（ＥＢＲ／ＳＲＤ）ステーション
をさらに具備することを特徴とする、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　ｇ）　前記ローディング・ステーションと接続するように配置された熱アニール・チャ
ンバ
をさらに具備することを特徴とする、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ローディング・ステーションは：
　１）　一つ以上のウェーハ・カセット受け取り領域と；
　２）　前記ローディング・ステーション内でウェーハを移送するための、一つ以上のロ
ーディング・ステーション・ウェーハ移送ロボットと；および
　３）　ウェーハ・オリエンタと
を具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記メインフレーム・ウェーハ移送ロボットは、複数の個別に操作可能なロボット・ア
ームを具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　各ロボット・アームは、真空グリッパ・ロボット・ブレードを有するフリッパ・ロボッ
トを具備するエンド・イフェクタを含むことを特徴とする、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記処理セルは：
　１）　カソードと、前記カソードの上に配置されたウェーハ・ホルダとを具備するヘッ
ド・アセンブリと；
　２）　堰および電解液流入口を有する電解液コンテナと、前記電解液コンテナに配置さ
れたアノードとを具備する処理キットと；
　３）　前記堰の下に配置された過剰電解液受け（electrolyte overflow catch）と；お
よび
　４）　前記カソードおよび前記アノードに接続された電源と
を具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ヘッド・アセンブリは、前記ヘッド・アセンブリを、前記処理キットから離すよう
に回転させるよう適応した回転アームに取り付けられることを特徴とする、請求項８に記
載のシステム。
【請求項１０】
　前記ヘッド・アセンブリは、前記回転アームから伸びるカンチレバー・アームに取り付
けられることを特徴とする、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
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　前記処理キットは、前記メインフレームに、取り外すことができるように配置されるこ
とを特徴とする、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電解液供給は、前記メインフレームと接続するように配置された電解液補充システ
ムを具備し：
　（１）　電解液供給タンクと；
　（２）　前記電解液供給タンクと通じる一つ以上の化学的アナライザを具備する化学的
アナライザ・モジュールと；
　（３）　前記電解液供給タンクと通じる化学供給モジュールと；および
　（４）　前記電解液補充ステーションを操作するための一つ以上のコントローラと
を具備する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記化学供給モジュールは、個別の適合コネクタを有する、色でコード化されたモジュ
ール・タンクを具備する、一つ以上のソース・タンクを具備することを特徴とする、請求
項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記電解液補充システムは：
　（５）　前記電解液供給タンクに接続された一つ以上のフィルタを含むろ過モジュール
をさらに具備することを特徴とする、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記一つ以上の化学アナライザは、有機化学アナライザおよび無機化学アナライザを具
備することを特徴とする、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記有機化学アナライザは、サイクリック・ボルタメトリック・ストリッパを具備する
ことを特徴とする、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記無機化学アナライザは、自動滴定アナライザを具備することを特徴とする、請求項
１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記一つ以上の化学アナライザは、一つ以上の標準および一つ以上の基準体系を含むこ
とを特徴とする、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１９】
　ｅ）　前記電解液供給と前記処理セルとの間に配置された一つ以上のガス抜き装置
をさらに具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　ｇ）　前記メインフレームに配置されたシード層修復ステーション
をさらに具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記シード層ステーションは、無電解堆積セルを具備することを特徴とする、請求項２
０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記メインフレームは、保護コーティングを有する基盤を含むことを特徴とする、請求
項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コーティングは、エチレン・クロロ・トリ・フルオロ・エチレン（ethylen-chloro
-tri-fluoro-ethaylene）（ＥＣＴＦＥ）を具備することを特徴とする、請求項２２に記
載のシステム。
【請求項２４】
　ａ）　一つ以上の電気化学処理セルと流体で通じている電解液供給タンクと；および
　ｂ）　前記電解液供給タンクと通じている一つ以上の化学アナライザを具備する化学ア
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ナライザ・モジュールと
を具備する、電気化学堆積システム。
【請求項２５】
　前記一つ以上の化学アナライザに接続されたコントローラをさらに具備することを特徴
とする、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記電解液供給タンクに接続された一つ以上のフィルタを含むろ過モジュールを、さら
に具備することを特徴とする、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記一つ以上の化学アナライザは、有機化学アナライザおよび無機化学アナライザを具
備することを特徴とする、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記有機化学アナライザは、サイクリック・ボルタメトリック・ストリッパを具備する
ことを特徴とする、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記無機化学アナライザは、自動滴定アナライザを具備することを特徴とする、請求項
２７に記載のシステム。
【請求項３０】
　ｃ）　前記電解液供給タンクと流体で通じている化学供給モジュール
をさらに具備することを特徴とする、請求項２４に記載のシステム。
【請求項３１】
　ｄ）　前記化学アナライザ・モジュールおよび前記化学供給モジュールに結合された、
電気化学堆積処理を操作するための制御システム
をさらに具備することを特徴とする、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記化学供給モジュールに接続されたコントローラをさらに具備することを特徴とする
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記化学供給モジュールおよび前記化学アナライザ・モジュールに接続されたコントロ
ーラをさらに具備することを特徴とする、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３４】
　主電解液供給タンクと通じる一つ以上の処理セルを具備する、電気化学堆積システムに
おける電解液を解析するための方法であって：
　ａ）　前記電解液の少なくとも一部を、前記主電解液供給タンクから、一つ以上の化学
アナライザへ流し；および
　ｂ）　前記電解液を解析する
ステップを具備する前記方法。
【請求項３５】
　前記電解液を解析するステップは、無機物質および有機物質の濃度を決定するステップ
を具備することを特徴とする、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記電解液を解析するステップは、自動滴定アナライザおよびサイクリック・ボルタメ
トリック・ストリッパを操作するステップを具備することを特徴とする、請求項３４に記
載の方法。
【請求項３７】
　ｃ）　一つ以上の化学物質を、一つ以上のソース・タンクから、前記主電解液供給タン
クへと流す
ステップをさらに具備することを特徴とする、請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　ｃ）　前記電解液の少なくとも一部を、一つ以上の処理セルへと流す
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ステップをさらに具備することを特徴とする、請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　プロセッサによって実行される時には、一つ以上のコントローラに：
　ａ）　電解液の少なくとも一部を、電解液供給タンクから一つ以上の化学アナライザへ
と流すステップと；および
　ｂ）　前記電解液の合成を評価するデータを生成するステップと
を実行させるプログラムを含む単一ベアリング媒体（a single-bearing medium）。
【請求項４０】
　ステップ（ｂ）は、自動滴定アナライザおよびサイクリック・ボルタメトリック・スト
リッパを操作するステップを具備することを特徴とする、請求項３９に記載の単一ベアリ
ング媒体。
【請求項４１】
　ステップ（ｂ）は、無機物質および有機物質の濃度を決定するステップを具備すること
を特徴とする、請求項３９に記載の単一ベアリング媒体。
【請求項４２】
　（ｃ）　ステップ（ｂ）において生成されたデータに基づいて、一つ以上の化学物質を
、一つ以上のソース・タンクから前記電解液供給タンクへと流す
ステップをさらに具備することを特徴とする、請求項３９に記載の単一ベアリング媒体。
【請求項４３】
　ａ）
　　１）カソードと；および
　　２）前記カソードの上に配置されたウェーハ・ホルダと
　を具備するヘッド・アセンブリと
　ｂ）
　　１）堰および電解液流入口を有する電解液コンテナと；および
　　２）前記電解液コンテナに配置されたアノードと
　を具備する、前記ヘッド・アセンブリの下に配置された処理キットと
　ｃ）　電解液流出口を有する、前記堰の下に配置された過剰電解液受けと；および
　ｄ）　前記カソードおよび前記アノードに接続された電源と
を具備する、金属を基板に電気化学的に堆積させるための装置。
【請求項４４】
　前記カソードは、カソード接触環を具備することを特徴とする、請求項４３に記載の装
置。
【請求項４５】
　前記カソード接触環は、複数のウェーハ接触パッドを有するウェーハ・シーティング表
面（wafer seating surface）を具備することを特徴とする、請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記カソード接触環は、親水性表面を有することを特徴とする、請求項４４に記載の装
置。
【請求項４７】
　前記処理キットは、前記アノードの上の前記電解液コンテナに配置されたフィルタをさ
らに具備することを特徴とする、請求項４３に記載の装置。
【請求項４８】
　ｅ）
　　１）ポンプを通して、前記電解液コンテナ上の前記電解液流入口へと接続された主タ
ンクと；
　　２）前記主タンクに接続された一つ以上のフィルタ・タンクと；および
　　３）前記主タンクに接続された一つ以上のソース・タンクと
　を具備する電解液供給
をさらに具備することを特徴とする、請求項４３に記載の装置。
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【請求項４９】
　前記アノードは：
　ａ）　消耗アノード・プレートと；および
　ｂ）　前記消耗アノード・プレートを包囲する透過性封入メンバと
を具備することを特徴とする、請求項４３に記載の装置。
【請求項５０】
　前記アノードは：
　ｃ）　前記封入メンバを通して前記アノード・プレートへと伸びる複数の電気接触メン
バであって、その各々は前記電解液コンテナを通して伸び、およびそれに固定されている
前記電気接触メンバ
をさらに具備することを特徴とする、請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　前記封入メンバは、親水性メンブレンを具備することを特徴とする、請求項４９に記載
の装置。
【請求項５２】
　前記封入メンバは、それらの間に配置されたメンブレン支持環に取り付けられた、上部
親水性メンブレンおよび底部親水性メンブレンを具備することを特徴とする、請求項４９
に記載の装置。
【請求項５３】
　前記底部親水性メンブレンは、前記封入メンバと前記アノード・プレートとの間の間隙
への、電解液の流れを容易にするように適応した開口部を含むことを特徴とする、請求項
５２に記載の装置。
【請求項５４】
　前記アノードは：
　ｄ）　前記メンブレン支持環に接続され、および前記電解液コンテナを通って伸びるバ
イパス流出口
をさらに具備することを特徴とする、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記アノードは：
　ｄ）　前記底部親水性メンブレンを通って接続されるバイパス電解液流入口
をさらに具備することを特徴とする、請求項５２に記載の装置。
【請求項５６】
　前記アノードは：
　ｅ）　前記メンブレン支持環に接続され、および前記電解液コンテナを通って伸びるバ
イパス流出口
をさらに具備することを特徴とする、請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記バイパス流入口は、フロー制御バルブを含むことを特徴とする、請求項５５に記載
の装置。
【請求項５８】
　前記電解液流入口は、フロー制御バルブを含むことを特徴とする、請求項５７に記載の
装置。
【請求項５９】
　ｅ）　前記ヘッド・アセンブリに接続され、および前記ヘッド・アセンブリを回転させ
るように適応した回転アクチュエータ
をさらに具備することを特徴とする、請求項４３に記載の装置。
【請求項６０】
　前記ウェーハ・ホルダは、ブラダ・アセンブリを具備することを特徴とする、請求項４
３に記載の装置。
【請求項６１】
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　前記ブラダ・アセンブリは、中間ウェーハ・ホルダ・プレートの裏面に取り付けられた
膨張可能ブラダと、および前記中間ウェーハ・ホルダ・プレートの前面にある環状溝に配
置されたオーリングとを具備することを特徴とする、請求項６０に記載の装置。
【請求項６２】
　前記中間ウェーハ・ホルダ・プレートは、前記プレートを通して伸び、および真空ポー
トと流体で通じるように配置された複数の穴を含むことを特徴とする、請求項６１に記載
の装置。
【請求項６３】
　前記オーリングの一つ以上の表面および前記中間ウェーハ・ホルダ・プレートは、親水
性表面を具備することを特徴とする、請求項６１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、ウェーハ／基板上への金属層の堆積に関する。特に、本発明は、金属
層をウェーハ／基板上に形成する電気化学堆積装置（electro-chemical deposition ：Ｅ
ＣＤと略称されている）に関し、これは電気めっき装置とも呼ばれている。
【背景技術】
【０００２】
　サブクォーターミクロン（０．２５μｍ以下）のマルチレベルメタライゼーションは、
超大規模集積（ＵＬＳＩ）デバイスの次世代の基幹技術のうちの１つである。この技術の
核心部分であるマルチレベルインターコネクション（相互接続）は、高アスペクト比の孔
に形成された構造的な相互接続特徴部の平坦化を必要とし、かかる構造的特徴部としては
、コンタクト、バイア、ライン及び他の特徴部が挙げられる。これら相互接続特徴部の信
頼性の高い形成は、ＵＬＳＩの成功及び個々の基板及びダイ上の回路密度及び品質を向上
させる技術的努力の継続にとって非常に重要である。
【０００３】
　回路密度の増大につれ、バイア、接点又はコンタクト及び他の特徴部並びにこれら相互
の誘電体の幅は、２５０nm未満に減少し、これに対し誘電体層の厚さは実質的に一定のま
まであり、その結果、特徴部のアスペクト比、即ち、高さを幅で割った値が増大している
。伝統的な薄膜形成法、例えば物理的気相成長（ＰＣＤ）及び化学的気相成長（ＣＶＤ）
は、アスペクト比が４：１を越える場合、特に１０：１を越える場合、構造的特徴部のフ
ィリング（埋めること）が困難である。したがって、特徴部の高さと幅の比が４．１以上
である高いアスペクト比を備えたボイドフリーのナノメートルサイズの特徴部の形成に向
けて目下多大な努力がなされている。さらに、特徴部の幅の減少につれ、デバイス電流は
、一定のままか又は増大しており、その結果、特徴部の電流密度が増大する。
【０００４】
　金属元素としてのアルミニウム（Ａｌ）及びその合金は、半導体処理においてライン及
びプラグを形成するのに伝統的に用いられている金属である。というのは、アルミニウム
の電気固有抵抗又は抵抗率はかなり低く、二酸化シリコン（ＳｉＯ2　）への密着性が優
れており、パターン形成が容易であり、しかも非常に純粋な形態で得ることができるから
である。しかしながら、アルミニウムは、導電性のより高い他の金属、例えば銅よりは抵
抗率が高く、アルミニウムも又、導体中にボイドを形成する原因となるエレクトロマイグ
レーションを生じるという欠点がある。
【０００５】
　銅及びその合金は、アルミニウムよりも抵抗率が小さく、しかもアルミニウムと比較し
てエレクトロマイグレーションに対する耐性が著しく高い。これらの特徴は、高集積レベ
ル及び高デバイス速度で生じる高い電流密度に耐える上で重要である。銅は又、熱伝導率
が良好であり、非常に高い純度の状態で得ることができる。したがって、銅は、半導体基
板上へのサブクォーターミクロンで高アスペクト比の相互接続特徴部のフィリングに向い
た金属としての一選択肢である。



(8) JP 2009-293134 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

【０００６】
　半導体デバイスの製造に銅を用いることが望ましいことであるにもかかわらず、銅を非
常に高いアスペクト比の構造的特徴部、例えばアスペクト比が４：１で幅が０．３５μｍ
（又はこれ以下）の特徴部中に堆積させる製造方法の選択枝は限られている。これらプロ
セス上の制約の結果として、従来は回路基板上への配線形成に限られていためっき法が今
や、半導体デバイス上のバイア及びコンタクトのフィリングに用いられている。
【０００７】
　金属の電気めっき法は、一般に知られており、種々の手法で達成できる。代表的な方法
では一般に、バリア層を特徴部の表面上に物理的気相成長させ、導電性金属シード層、好
ましくは銅をバリア層上に物理的気相成長させ、次に、導電性金属をシード層上に電気め
っきして構造部／特徴部のフィリングを行う。最終的に、堆積層及び誘電体層を例えば化
学機械研磨（ＣＭＰ）によって平坦化して導電性相互接続特徴部を形成する。
【０００８】
　図１は、コンタクトピンを備えた単純化された代表的なファウンテン（fountain）形め
っき装置１０の断面図である。一般に、ファウンテン形めっき装置１０は、頂部開口部を
備えた電解液入り容器１２、電解液入り容器１２の上に設けられた基板ホルダ１４、電解
液容器１２の底部に設けられた陽極１６及び基板２２に接触する接点リング２０を有して
いる。複数の溝２４が、基板ホルダ１４の下面に形成されている。真空ポンプ（図示せず
）が、基板ホルダ１４に結合されていて、溝２４と連通して処理中、基板２２を基板ホル
ダ１４に固定できる真空条件を生じさせるようになっている。接点リング２０は、中央基
板めっき表面を構成するよう基板２２の周囲部分の周りに分布して設けられた複数の金属
製又は半金属製コンタクトピン２６を有している。複数のコンタクトピン２６は、基板２
２の幅の狭い周囲部分上に半径方向内方に延び、コンタクトピン２６の頂部のところで基
板２２の導電性シード層に接触している。電源（図示せず）が、ピン２６に取り付けられ
、それにより、電気的バイアスを基板２２に与えるようになっている。基板２２は、円筒
形電解液入り容器１２の上に位置決めされ、電解液の流れが、セル１０の動作中、基板め
っき表面上に垂直に当たる。
【０００９】
　今日の電気めっきセル、例えば図１に示すものは、大規模集積基板上に合格レベルの結
果を達成するが、多くの問題点により、ミクロンサイズのアスペクト比の高い構造的特徴
部を備えた基板上への首尾一貫した信頼性の高い電気めっきが損なわれる。一般に、これ
ら問題点は、基板のめっき表面上への一様な電力分布及び電流密度を生じさせて一様な厚
さの金属層を形成すること、望ましくないエッジ及び裏面又は裏側への堆積を防止して処
理中の基板及びその結果得られる基板への汚染を制御すること、及び基板を処理中基板ホ
ルダに固定する真空条件を維持することに関する。また、今日における電気めっきセルは
、他の処理装置の要求に合うのに十分なスループットを生じさせず、将来の設計上のルー
ル及びギャップのフィリング要件に適合するよう拡張できる融通性のあるアーキテクチャ
を備えた状態では設計されてはいない。さらに、現行装置は、電気めっき法の実施前のシ
ード層が不十分又は不連続であるという問題を解決していない。さらに、現在の電気めっ
き装置プラットホームは、同一の電気めっき装置プラットホーム内で堆積又はめっき結果
を向上させるための電気化学的堆積後処理、例えば迅速な熱アニール処理を提供していな
い。
【００１０】
　代表的な電気めっき法で生じる別の特定の問題は、シード層のエッジが、電気めっき中
、過剰の堆積又はめっき量（一般に、エッジビードと呼ばれる）を受けるということであ
る。図１Ａは、シード層３４のエッジ３２のところに過剰堆積部３６を示すウェーハ３０
のエッジの断面図である。図１Ａに示すように、ウェーハ３０上にはシード層３４が被着
されており、このシード層３４上には電気めっき層３８が電気化学的に被着されている。
シード層３４のエッジ３２は、シード層３４の残部よりも電流密度が高く、その結果、シ
ード層３４のエッジ３２のところの蒸着速度が高くなるということが分かっている。シー
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ド層３４のエッジ３２のところの機械的応力もまた、シード層の残部よりも高く、それに
より、シード層のエッジのところの堆積が止まってウェーハ３０の縁部から遠ざかるよう
になる。過剰堆積部３６は一般にＣＭＰ法によって除去される。しかしながら、ＣＭＰ実
施中、ウェーハのエッジのところの過剰堆積部３６は代表的には、シード層のエッジから
剥がれてウェーハの隣接部分を損傷する場合がある。剥がれ落ちた金属も又、ウェーハ上
に形成されるデバイスを損傷させる場合がある。かくして、適正に作られるデバイスの数
は減少し、形成されるデバイス１個当たりのコストが高くなる。
【００１１】
　さらに、電流を用いる電気めっき装置は、周辺コンポーネント及び時間のかかる労力を
用いなければ必要な処理工程を実施することができない。例えば、めっき法の実施中、処
理用の化学薬品の分析が定期的に必要となる。かかる分析により、成分の正しい割合を確
保するための電解液の組成が決定される。従来の分析は、電解液のサンプルを試験ポート
から採取し、このサンプルを遠隔の分析器に送ることにより行われている。次に、電解液
の組成を分析の結果に応じて手作業で調節する。分析は、種々の化学薬品の濃度が一定の
流れ状態にあるので頻繁に行う必要がある。しかしながら、上述の方法は時間がかかり、
実施できる分析の回数が制限される。
【００１２】
　したがって、他の処理装置の要求に合うのに十分なスループットを生じさせず、将来の
設計上のルール及びギャップのフィリング要件に適合するよう拡張できる融通性のあるア
ーキテクチャを備えた設計の電気化学堆積装置が要望されている。また、基板めっき表面
上への一様な電力分布及び電流密度を生じさせて一様な厚さの金属層を形成すると共に基
板を処理中、基板ホルダに固定する真空条件を維持する電気化学堆積装置が要望されてい
る。さらに、かかる装置は、次に行われる電気めっき法のための最初の導電層の品質を高
めることにより構造的特徴部内への堆積又は成膜の信頼性を高める装置を有することが望
ましい。
【００１３】
　電気化学堆積装置は、望ましくないエッジ及び裏面又は裏側への堆積を防止すると共に
（或いは）除去して処理中の基板及びその結果得られる基板への汚染を制御することが望
ましく、しかも、この装置は、過剰の堆積部をウェーハから除去した後にウェーハ洗浄方
法、例えばスピン－リンス－ドライ法を実施できるようになっていることが望ましい。ま
た、電気化学堆積装置は、処理装置と一体化されていて、電解質の組成の実時間分析を可
能にする１又は２以上の化学分析器を有することが望ましい。さらに、電気化学堆積装置
は、堆積又はめっき結果を向上させるための電気化学堆積又は成膜後処理、例えば迅速な
熱アニール処理を可能にすることが望ましい。
【発明の概要】
【００１４】
　本発明は一般に、他の処理装置の要求に合うのに十分なスループットを生じさせず、将
来の設計上のルール及びギャップのフィリング要件に適合するよう拡張できる融通性のあ
るアーキテクチャを備えた設計の電気化学堆積装置を提供する。電気化学堆積装置は一般
に、メインフレームウェーハ搬送ロボットを有するメインフレーム、メインフレームと連
携して設けられたローディングステーション、メインフレームと連携して設けられた１又
は２以上の処理セル及び１又は２以上の電気処理セルに流体連通状態で連結された電解質
供給源を有する。好ましくは、メインフレームは、エッジビード除去（エッジクリーン）
／スピン－リンス－ドライ（ＥＢＲ／ＳＲＤ）ステーション及びシード層補修ステーショ
ンを更に有する。好ましくは、電気化学堆積装置は、ローディングステーションに取り付
けられた迅速熱アニールチャンバ、一体形化学分析器を含む電解液補給装置及び電気化学
堆積方法及び電気化学堆積装置の構成部品を制御するシステム制御装置を更に有する。
【００１５】
　本発明は一特徴として、基板めっき表面上への一様な電力分布及び電流密度を生じさせ
て一様な厚さの金属層を形成すると共に基板を処理中、基板ホルダに固定する真空条件を
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維持する電気化学堆積装置を提供する。
【００１６】
　本発明は別の特徴として、望ましくないエッジ及び裏面又は裏側への堆積を防止すると
共に（或いは）除去して処理中の基板及びその結果得られる基板への汚染を制御する電気
化学堆積装置を提供する。
【００１７】
　本発明の別の特徴は、金属を基板上に電気化学的に堆積又は成膜させる装置であって、
陰極及びウェーハホルダを有するヘッド組立体と、電解液入り容器及び陽極を有する処理
キットと、電解液オーバフローキャッチと、陰極及び陽極に接続された電源とから成る装
置を提供する。好ましくは、陰極は、陰極接点リングを有し、ウェーハホルダは、陰極接
点リングをウェーハに正しく接触させるブラダシステムを有する。好ましくは、電解液に
さらされる陰極接点リングの表面は、親水性表面が得られるよう被覆され又は処理される
。
【００１８】
　本発明は更に別の特徴として、陽極の溶解によって生じる陽極スラッジ及び他の粒子を
除去するようになった透過性の封入陽極を提供する。好ましくは、封入陽極は、汚染要因
物を電解液から捕捉し又は濾過する親水性メンブレンを有する。封入陽極は好ましくは、
封入陽極内での電解液の流れを容易にするバイパス電解液入口及びバイパス出口を更に有
する。
【００１９】
　本発明は更に別の特徴として、実時間化学分析器モジュール及び注入モジュールを有す
る電解液補給装置を提供する。化学分析器モジュールは、制御装置によって作動され、電
気化学堆積装置の制御装置と一体の少なくとも１つ、好ましくは２つの分析器を含む。サ
ンプルラインが、主電解液タンクから化学分析器モジュールへの電解液の連続した流れを
生じさせる。第１の分析器は、電解液中の有機物の濃度を求め、第２の分析器は、無機物
の濃度を求める。次に、注入モジュールを起動化して化学分析器モジュールによって得ら
れた情報に応答して正しい割合の化学薬品を主タンクに送る。
【００２０】
　本発明は更に別の特徴として、実時間化学分析器モジュールを提供する。化学分析器モ
ジュールは、制御装置によって作動され、電気化学堆積装置の制御装置と一体の少なくと
も１つ、好ましくは２つの分析器を含む。サンプルラインが、主電解液タンクから化学分
析器モジュールへの電解液の連続した流れを生じさせる。第１の分析器は、電解液中の有
機物の濃度を求め、第２の分析器は、無機物の濃度を求める。
【００２１】
　本発明は更に別の特徴として、ウェーハ表面上に形成されたデバイスを損傷させないで
、ウェーハのエッジの過剰の堆積部を除去する装置を提供する。この装置は、過剰の堆積
部をウェーハから除去した後にウェーハ洗浄方法、例えばスピン－リンス－ドライ法を実
施できるようになっている。
【００２２】
　本発明は更に別の特徴として、次に行われる電気めっき法のための最初の導電層の品質
を高めることにより構造的特徴部内への堆積又は成膜の信頼性を高める装置を提供する。
【００２３】
　本発明は更に別の特徴として、堆積又はめっき結果を向上させるための電気化学的堆積
後処理法、例えば迅速な熱アニール処理法を提供する。迅速な熱アニール処理を行う装置
は好ましくは、電気化学堆積装置のローディングステーションに隣接して設けられた迅速
熱アニールチャンバを有する。
【００２４】
　本発明は更に別の特徴として、堆積又はめっき具合の一様性を向上させるために処理中
、ウェーハの回転を生じさせる電気めっきセル用の回転自在なヘッド組立体を提供する。
回転自在なヘッド組立体は又、電気めっき法の実施後、残留電解液をウェーハホルダ組立
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体から除去しやすくする。好ましくは、膨らまし可能なブラダ及び陰極接点リングを含む
ウェーハホルダ組立体の構成部品は、残留電解液の滴下及び除去を促進する親水性表面を
有する。
【００２５】
　本発明の上記特徴、利点及び目的を実現又は達成する態様を詳細に理解できるようにす
るために、添付の図面に示された本発明の実施形態を参照して上記発明の概要の項に記載
した本発明について一層具体的な説明を行う。
【００２６】
　しかしながら、添付の図面は、本発明の代表的な実施形態を示しているに過ぎず、本発
明の範囲を限定するものではない。というのは、本発明は、他の均等な形態で実施できる
からである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】コンタクトピンが組み込まれた単純化された代表的なファウンテン形めっき装置
１０の断面図である。
【図１Ａ】ウェーハ３０のエッジの断面図であり、過剰堆積部３６がシード層３４のエッ
ジ３２のところに生じている状態を示す図である。
【図２】本発明の電気めっき装置プラットホーム２００の斜視図である。
【図３】本発明の電気めっき装置プラットホーム２００の斜視図である。
【図４】リンス及び溶解流体入口を備えた本発明のスピン－リンス－ドライ（ＳＲＤ）モ
ジュールの斜視図である。
【図５】図４のスピン－リンス－ドライ（ＳＲＤ）モジュールの側面断面図であり、基板
を流体入口相互間で垂直方向に配置された状態において処理位置で示す図である。
【図６】本発明の電気めっき処理セル４００の断面図である。
【図７】陰極接点リングの部分断面斜視図である。
【図８】陰極接点リングの断面斜視図であり、接触パッドの変形例を示す図である。
【図９】陰極接点リングの断面斜視図であり、接触パッドの変形例及び絶縁ガスケットを
示す図である。
【図１０】陰極接点リングの断面斜視図であり、絶縁ガスケットを示す図である。
【図１１】各コンタクトピン経由の電気めっき装置の電気回路の略図である。
【図１２】本発明のウェーハ組立体４５０の断面図である。１２Ａは図１２のブラダ領域
の拡大断面図である。
【図１３】ウェーハホルダプレートの部分断面図である。
【図１４】マニホルドの部分断面図である。
【図１５】ブラダの部分断面図である。
【図１６】電解液補給装置２２０の略図である。
【図１７】迅速熱アニールチャンバの断面図である。
【図１８】陰極コンタクトリングの変形例を示す斜視図である。
【図１９】ウェーハホルダ組立体の変形例の部分断面図である。
【図２０】封入陽極の第１の実施形態の断面図である。
【図２１】封入陽極の第２の実施形態の断面図である。
【図２２】封入陽極の第３の実施形態の断面図である。
【図２３】封入陽極の第４の実施形態の断面図である。
【図２４】無電気めっき法（ＥＤＰ）セルの断面図である。
【図２５】回転自在なヘッド組立体２４１０を備えた処理ヘッド組立体の変形実施形態を
示す図である。
【図２６Ａ】ゲッターモジュールの一実施形態の断面図である。
【図２６Ｂ】ゲッターモジュールの別の実施形態の断面図である。
【図２７】エッジクリーン兼スピン－リンス－ドライ（ＥＢＲ／ＳＲＤ）モジュールの断
面図であり、基板を流体入口相互間で垂直方向に配置された状態において処理位置で示す
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図である。
【図２８】ＥＢＲ／ＳＲＤモジュールの平面図であり、エッジクリーンのためのノズル位
置の一実施形態を示す図である。
【図２９】処理中のウェーハ２１２２に関連して設けられたノズル２１５０の側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図２は、本発明の電気めっきシステム又は装置のプラットホーム２００の斜視図である
。図３は、本発明の電気めっき装置プラットホーム２００の略図である。図２と図３の両
方を参照すると、電気めっき装置プラットホーム２００は主要構成要素として、ローディ
ングステーション２１０、熱アニールチャンバ２１１、メインフレーム２１４及び電解液
補給装置２２０を有している。好ましくは、電気めっき装置プラットホーム２００は、パ
ネル、例えばプレキシグラスパネルを用いてクリーンな環境中に入れられている。メイン
フレーム２１４は、主要構成要素として、メインフレーム搬送ステーション２１６、スピ
ン－リンス－ドライ（ＳＲＤ）ステーション２１２、シード層補修ステーション２１５及
び複数の処理ステーション２１８を有している。メインフレーム２１４は、電気化学堆積
法を完了させるのに必要な種々のステーションを支持する切欠きを備えたベース２１７を
有している。ベース２１７は好ましくは、種々のステーションを載せて支持できるアルミ
ニウム、ステンレス鋼又は他の剛性材料で作られる。化学保護膜、例えばハラー（Halar 
：登録商標）、エチレンクロロトリフルオロエチレン（ＥＣＴＦＥ）又は他の保護膜が好
ましくは、潜在的な化学的腐食にさらされるベース２１７の表面上に被着される。好まし
くは、金属ベース２１７上に良好な相似被覆材となり、金属ベース２１７に良好にくっつ
き、良好な延性を発揮し、システムの通常の動作条件のもとで耐亀裂性を発揮する。各処
理ステーション２１８は、１又は２以上の処理セル２４０を有している。電界液補給装置
２２０が、処理セル２４０に個々に連結された状態でメインフレーム２１４に隣接して設
けられていて、電気めっき法に用いられる電解液を循環させるようになっている。電気め
っき装置プラットホーム２００は、電力を電気めっき装置に供給する電源ステーション２
２１及び代表的にはプログラマブルマイクロプロセッサから成る制御装置２２２を更に有
している。
【００２９】
　ローディングステーション２１０は好ましくは、１又は２以上のウェーハカセット受入
れ領域２２４、１又は２以上のローディングステーション搬送ロボット２２８及び少なく
とも１つのウェーハオリエンタ２３０を有する。ローディングステーション２１０に設け
られるウェーハカセット受入れ領域、ローディングステーション搬送ロボット２２８及び
ウェーハオリエンタの数は、装置の所望のスループット（処理量）に応じて設定できる。
図２及び図３の一実施形態について示すように、ローディングステーション２１０は、２
つのウェーハカセット受入れ領域２２４、２つのローディングステーション搬送ロボット
２２８及び１つのウェーハオリエンタ２３０を有している。ウェーハ２３４を収納したウ
ェーハカセット２３２が、ウェーハカセット受入れ領域２２４上に載置し、それによりウ
ェーハ２３４を電気めっき装置プラットホーム内に導入する。ローディングステーション
搬送ロボット２２８は、ウェーハ２３４をウェーハカセット２３２とウェーハオリエンタ
２３０との間で搬送する。ローディングステーション搬送ロボット２２８は、当該技術分
野で一般に知られている代表的な搬送ロボットから成る。ウェーハオリエンタ２３０は、
各ウェーハ２３４を所望の向きに位置決めしてウェーハが正しく処理されるようにする。
ローディングステーション搬送ロボット２２８は又、ウェーハ２３４をローディングステ
ーション２１０とＳＲＤステーション２１２との間及びローディングステーション２１０
とサーマルアニールチャンバ２１１との間で搬送する。ローディングステーション２１０
は、装置を通るウェーハの効率的な搬送を容易にするよう必要に応じてウェーハの一時的
な貯蔵を行うための追加のウェーハカセット２３１を更に有している。
【００３０】
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　図４は、リンス流体及び溶解流体入口を備えた本発明のスピン－リンス－ドライ（ＳＲ
Ｄ）モジュールの概略斜視図である。図５は、図４のスピン－リンス－ドライ（ＳＲＤ）
モジュールの側面断面図であり、基板を流体入口相互間で垂直方向に設けられた処理位置
で示している。好ましくは、ＳＲＤステーション２１２は、１又は２以上のＳＲＤモジュ
ール２３６及び１又は２以上のウェーハ通過カセット２３８を有している。好ましくは、
ＳＲＤステーション２１２は、ローディングステーション搬送ロボット２２８の数に一致
した２つのＳＲＤモジュール２３６を有し、ウェーハ通過カセット２３８が各ＳＲＤモジ
ュール２３６の上に位置決めされている。ウェーハ通過カセット２３８は、ローディング
ステーション２１０とメインフレーム２１４との間のウェーハ搬送を容易にする。ウェー
ハ通過カセット２３８は、ローディングステーション搬送ロボット２２８とメインフレー
ム搬送ステーション２１６内のロボットの両方に近付いたり遠ざかることができる。
【００３１】
　図４及び図５を参照すると、ＳＲＤモジュール２３６は、底部３３０ａ，側壁３３０ｂ
及び上部シールド３３０ｃを有し、これらは一緒になって、ＳＲＤモジュールボウル３３
０ｄを構成し、ここではシールドが側壁に取り付けられ、流体をＳＲＤモジュール内に保
持するのに役立っている。変形例として、着脱自在なカバーを用いてもよい。ＳＲＤモジ
ュール内に設けられたペデスタル３３６が、ペデスタル支持体３３２及びペデスタルアク
チュエータ３３４を有している。ペデスタル３３６は、基板３３８（図５に示す）を処理
中、ペデスタル上面上に支持する。ペデスタルアクチュエータ３３４はペデスタルを回転
させて基板をスピンさせ、ペデスタルを以下に説明するように昇降させる。基板は、複数
のクランプ３３７によってペデスタル上の定位置に保持されるのがよい。クランプは、遠
心力で回動し、好ましくは基板のエッジ除外領域に係合する。好ましい実施形態では、ク
ランプは、基板が処理中ペデスタルから持ち上がる場合にのみ基板に係合する。真空通路
（図示せず）を他の保持要素と共に用いてもよい。ペデスタルは、複数のペデスタルアー
ム３３６ａ，３３６ｂを有し、したがって第２のノズルを通る流体が基板の下面上に実際
の場合と同じほど広い表面積にわたって当たるようになる。出口３３９により、流体をＳ
ＲＤモジュールから除去することができる。本明細書で用いる「下」、「上」、「底」、
「頂」、「上」、「下」、「上方」、「下方」その他の位置を表す用語は、図面に記載し
た実施形態に関する用語であり、処理装置の相対的な動きに応じて変わる場合がある。
【００３２】
　第１の流体３４７を流通させる第１の導管３４６が、弁３４７ａに連結されている。導
管は、ホース、管、チューブ又は他の流体収容導管であるのがよい。弁３４７ａは、第１
の流体３４７の流量を制御し、種々の弁から選択されたものであるのがよく、かかる弁と
しては、ニードル弁、グローブ（玉形）弁、蝶形弁又は他の形式の弁が挙げられ、弁３４
７ａは、制御装置３６２で制御できる弁アクチュエータ、例えばソレノイドを更に有する
のがよい。導管３４６は、機械の上方に設けられた第１の流体入口３４０に連結され、こ
の第１の流体入口は、ＳＲＤモジュールに取り付けられる取付け部分３４２及び導管３４
６に取り付けられる連結部分３４４を有している。第１の流体入口は、第１の流体３４７
を加圧下で基板の上面上に送り出す単一の第１のノズル３４８を備えた状態で示されてい
る。しかしながら、多数のノズルを用い、多数の流体ラインをＳＲＤモジュールの内周部
の周りに配置してもよい。好ましくは、基板の上方に配置されるノズルは、ノズルが基板
上に落下する恐れを少なくするために基板の外周部の外に位置するべきである。第１の流
体入口を、種々の位置に配設することができ、かかる配設場所としては、基板上方に位置
決めされたカバーを貫通して設けることが挙げられる。加うるに、ノズルは、関節連結部
材３４３、例えば玉継手を用いて種々の位置に関節連結できる。
【００３３】
　上述の第１の導管及び関連要素と類似して、第２の導管３５２が制御弁３４９ａに連結
され、第２の流体入口３５０が第２のノズル３５１を備えている。第２の流体入口３５０
は、基板の下に位置し、上方に傾斜して第２の流体を第２のノズル３５１を通って基板の
したに差し向ける状態で示されている。第１の流体入口と同様に、第２の流体入口は、複
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数のノズル、複数の流体入口及び取付け場所及び関節連結部材３５３を使用する向きを含
む複数の向きを有するのがよい。各流体入口を種々の位置でＳＲＤモジュール内へ延長さ
せるのがよい。例えば、もし流れが基板のエッジに沿ってＳＲＤモジュールの周囲に向か
って後ろ向きに或る角度をなすことが望ましい場合、ノズルを半径方向内方に延長し、ノ
ズルからの放出が、ＳＲＤモジュールの周囲に向かって後方に差し向けられるようにして
もよい。
【００３４】
　制御装置３６２は、２つの流体及びこれらのそれぞれの流量、圧力及びタイミング、並
びに任意の関連のバルブ動作並びにスピンサイクルを個々に制御できる。制御装置を例え
ば制御盤又は制御室内に遠隔配置するのがよく、給排水設備を遠隔アクチュエータで制御
するのがよい。破線で示す変形実施形態は、第１の導管３４６に連結されていて、導管３
４６ｂ及び制御弁３４６ｃを備えた補助流体入口３４６ａを有し、かかる構成を用いると
溶解流体を流した後に基板の裏面又は裏側にリンス流体を流すことができ、この場合、基
板の向きを変え又は第２の流体入口を通る流れをリンス流体に切り換える必要はない。
【００３５】
　一実施形態では、基板は、堆積又はめっき表面がＳＲＤモジュールボウル内で上向きに
して設けられている。以下に説明するように、かかる構成では、第１の流体入口は一般に
、リンス流体、例えば脱イオン水又はアルコールを流通させる。その結果、基板の裏面は
、下に向いた状態で設けられ、弁の流体入口を通って流れる流体は、溶解流体、例えば酸
であり、かかる酸としては、溶解されるべき物質に応じて、塩酸、硫酸、燐酸、弗化水素
酸又は他の溶解液又は流体が挙げられる。変形例として、所望の工程において処理済みの
基板をリンスしようとする場合、第１の流体及び第２の流体は共にリンス流体、例えば脱
イオン水又はアルコールである。
【００３６】
　動作原理を説明すると、ペデスタルは、図４に示す上昇位置にあり、ロボット（図示せ
ず）は基板をペデスタル上に表側を上にして配置する。ペデスタルは基板を処理位置に下
降させ、ここで基板は第１の流体入口と第２の流体入口との間に垂直方向に配置される。
一般に、ペデスタルアクチュエータは、ペデスタルを約５～約５０００ｒｐｍで回転させ
、典型的な回転数範囲は、２００mm基板の場合、約２０～約２０００ｒｐｍである。回転
により、クランプの下端部３３７ａは、遠心力によりＳＲＤモジュール側壁の周囲に向か
ってピボット３３７ｂの周りに外方に回転する。クランプの回転により、クランプの上端
部３３７ｃは中心に向かって内方且つ下向きに押され、基板３３８は好ましくは基板のエ
ッジに沿ってペデスタル３３６上の定位置に保持される。クランプは、基板に当たらない
で定位置まで回転することができ、基板が処理中ペデスタルから相当持ち上がった場合に
のみ基板をペデスタル上の定位置に保持する。ペデスタルが基板を回転させている状態で
、リンス流体を第１の流体入口３４０を通して基板の表側上に送り出す。第２の流体、例
えば酸を第２の流体入口を通して裏側に送り出して望ましくない堆積物又はデポジットを
除去する。溶解流体は、堆積物と化学的に反応して溶解し、次にこの堆積物を基板の裏側
及び望ましくない堆積物が位置している他の領域から洗い落とす。好ましい実施形態では
、リンス流体は、基板の表側又は表面を溶解流体から保護するのに役立つよう溶解流体よ
りも早い速度で流れるよう調節される。第１及び第２の流体入口は、数ある要因の中で、
基板のサイズ、それぞれの流量、スプレーパターン及び除去されるべき堆積物の量及び種
類に応じて最適性能が得られるよう配置される。場合によっては、リンス流体を溶解流体
が望ましくないデポジットを溶解した後に第２の流体入口に導いて基板の裏側をリンスす
るのがよい。別の場合では、リンス流体を基板の裏側上に流すように連結された補助流体
入口を用いて、溶解流体残留物を裏側からリンスするのがよい。基板の表側及び（又は）
裏側をリンスした後、流体の流れを止め、ペデスタルは回転を続け、基板をスピンさせ、
それにより表面を効果的に乾燥させる。
【００３７】
　流体を一般に、スプレーパターンで送り出し、これは、所望の特定のノズルスプレーパ
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ターンに応じて様々であるのがよく、かかるパターンとして、扇形、ジェット形、円錐形
及び他のパターンが挙げられる。第１及び第２の流体入口をそれぞれ通る第１及び第２の
流体についての１つのスプレーパターンは、第１の流体がリンス流体である場合、扇形の
パターンであり、２００mmウェーハの場合、圧力が約１０～約１５ｐｓｉ（平方インチ当
たりのポンド）及び流量が約１～約３ｇｐｍ（１分間当たりのガロン）である。
【００３８】
　本発明はまた、基板のエッジに沿う望ましくない堆積物を取り除いてエッジ除外領域を
生じさせるのに用いることができる。ノズルの向き及び配置場所を、流体の流量、基板の
回転速度及び流体の化学的組成を調節することにより、望ましくない堆積物を基板のエッ
ジ及び（又は）エッジ除外領域から除去することもできる。かくして、表側の表面上の堆
積物質の溶解を実質的に阻止することは、必ずしも、基板のエッジ又はエッジ除外領域を
含むわけではない。また、表側表面上の堆積物質の溶解を阻止することは、堆積物の付い
た表側が商業的な価値を越えて損なわれないように少なくとも溶解を阻止することを含む
ものである。
【００３９】
　エッジ除外領域の溶解方法を達成する一方法は、溶解流体を基板の裏側上に小出ししな
がらディスクを遅い速度、例えば約１００～約１０００ｒｐｍで回転させることである。
遠心力により、溶解流体が基板のエッジに寄せられ、流体の表面張力によりエッジの周り
に流体の層が生じ、したがって溶解流体が基板のエッジ領域の裏側から表側までオーバー
ラップするようになる。基板の回転速度及び溶解流体の流量を用いると、表側上へのオー
バーラップの度合を求めることができる。例えば、回転速度を減少させ、又は流量を増加
させると、その結果として、反対側の側部、例えば表側への流体のオーバーラップが少な
くなる。さらに、表側に送り出されるリンス流体の流量及び流れ角度を調節すると、基板
のエッジ及び（又は）表側上への溶解流体の層をずらすことができる。場合によっては、
エッジ及び（又は）エッジ除外領域を除去するためにリンス流体を用いないで溶解流体を
まず最初に用い、次に、上述したような本発明のリンス／溶解方法を行ってもよい。
【００４０】
　図２７は、エッジビード除去（エッジクリーンと呼ばれることがある）／スピン－リン
ス－ドライ（ＥＢＲ／ＳＲＤ）モジュールの組み合わせの断面図であり、基板を流体入口
相互間に垂直方向に位置した処理位置で示している。本発明のこの実施形態は、エッジビ
ーム除去（ＥＢＲ）とスピン－リンス－ドライ（ＳＲＤ）法の両方に有用である。ＥＢＲ
／ＳＲＤモジュールは好ましくは、ＳＲＤステーション２１２内に設けられる（図３参照
）。ＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２２００は、容器２１００に、ウェーハホルダ組立体２１
０４及び流体／化学薬品送出し組立体２１０６を有している。容器２１０２は好ましくは
、円筒形側壁２１０８、中央開口部２１１２を備えた容器底部２１１０及び中央開口部２
１１２の周縁部から上方に延びる上向き内壁２１１４を有する。使用済みの流体及び化学
薬品をＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２２００から排出しやすくするために流体出口２１１６
が容器の底部２１１０に連結されている。
【００４１】
　ウェーハホルダ組立体２１０４は、中央開口部２１１２の上方に設けられ、このウェー
ハホルダ組立体は、リフト又は吊上げ組立体２１１８及び中央開口部２１１２を貫通して
延びる回転組立体２１２０を有する。リフト組立体２１１８は好ましくは、ベロータイプ
のリフト又は親ねじステッピングモータタイプのリフト組立体からなり、これらリフト組
立体は当該技術分野では周知であって、市販されている。リフト組立体２１１８は、ウェ
ーハ２１２２の搬送用にすると共に種々の垂直方向位置相互間におけるウェーハホルダ組
立体２１０４上でのウェーハ２１２２の位置決めを容易にする。回転組立体２１２０は好
ましくは、リフト組立体の下に取り付けられた回転モータからなる。回転組立体２１２０
は、ウェーハ２１２２をエッジビード除去中、回転させる。
【００４２】
　ウェーハホルダ組立体２１０４は好ましくは、真空チャック２１２４を有し、この真空
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チャックは、ウェーハ２１２２をウェーハの裏側から固定し、ウェーハエッジ２１２６を
妨害しない。好ましくは、環状シール２１２８、例えば圧縮可能なＯリングが、エッジビ
ード除去中に用いられる流体及び化学薬品から真空チャック２１２４を密封するために真
空チャック表面の周囲部分のところに設けられている。ウェーハホルダ組立体２１０４は
好ましくは、ウェーハを搬送ロボットのロボットブレードからウェーハホルダ組立体２１
０４へ搬送しやすくするウェーハリフト２１３０を有する。ウェーハリフト２１３０は図
２７に示すように、スパイダクリップ組立体を有し、このスパイダクリップ組立体も又、
ウェーハをスピン－リンス－ドライ作業中に固定するのに用いることができる。スパイダ
クリップ組立体は、環状ペース２１３６から延びる複数のアーム２１３４及びアーム２１
３４の末端部に回動自在に設けられたスパイダクリップ２１３８を有する。環状ベース２
１３６は、処理中に用いられる流体を容器２１０２の内側に収容するよう上向き内壁２１
１４とオーバーラップする下方に延びる壁２１３７を有する。スパイダクリップ２１３８
は、ウェーハを受け入れる上面２１４０、ウェーハをクランプするクランプ部分２１４２
及び下方部分２１４４を有し、この下方部分２１４４により、クランプ部分２１４２は、
ウェーハホルダ組立体を回転させた時の遠心力によりウェーハのエッジに係合する。変形
例として、ウェーハリフト２１３０は、種々のウェーハ処理装置において一般に用いられ
るウェーハリフト、例えばリフトプラットホーム上に設けられる１組のリフトピン又はリ
フトフープ又は真空チャック本体内又はその周りに設けられるリフトリングを有する。
【００４３】
　流体／化学薬品送出し組立体２１０６は、１又は２以上のディスペンスアーム２１５２
上に設けられた１又は２以上のノズル２１５０を有する。ディスペンスアーム２１５２は
、容器側壁２１０８を貫通して延び、アクチュエータ２１５４に取り付けられており、こ
のアクチュエータ２１５４は、基板２１２２上のノズル２１５０の位置を変えるよう伸縮
する。伸縮可能なディスペンスアーム２１５２を設けることにより、ノズルをウェーハの
内側部分からウェーハのエッジに差し向けるようノズルをウェーハ上に位置決めすること
ができ、これにより、ウェーハエッジへのエッチング剤／流体の送出しの制御性がよくな
る。変形例として、ディスペンスアーム２１５２は、容器の側壁２１０８にしっかりと取
り付けられ、ノズル２１５０は、容器２１０２内での垂直方向のウェーハ運動を邪魔しな
い位置でディスペンスアームに固定される。
【００４４】
　好ましくは、ディスペンスアーム２１５２は、これを貫通して延びていて、ノズル２１
５０をエッチング剤源に連結する１又は２以上の導管を有する。堆積金属を基板から除去
するための種々のエッチング剤、例えば硝酸及び市販の他の酸が当該技術分野で周知であ
る。変形例として、ノズル２１５０は、ディスペンスアーム２１５２内の導管を通って設
けられた可撓性管２１５６中に連結される。ノズル２１５０を、１又は２以上の化学薬品
／流体源、例えば、脱イオン水源２１６０及びエッチング剤源２１６２に選択的に連結で
き、コンピュータ制御装置２１６４がこの連結状態を、所望のプログラムにしたがって１
又は２以上の流体／化学薬品源相互間で切り換える。変形例として、第１の組をなすノズ
ルが、脱イオン水源に連結され、第２の組をなすノズルがエッチング剤源に連結され、ノ
ズルは流体をウェーハに送るよう選択的に動作状態にされる。
【００４５】
　好ましくは、追加の組をなす下側ノズル２１７０が、好ましくはノズル２１５０の位置
に垂直方向に一致して整列した状態でウェーハの下の位置に設けられる。下方ノズル２１
７０は、脱イオン水源２１６０及びエッチング剤源２１６２に選択的に連結され、ノズル
２１７０によって送り出される流体は、制御装置２１６４によって制御される。好ましく
は、ノズル２１７０は、流体をウェーハの裏側の周囲部分に送り出すよう差し向けられる
。下方ノズル２１７０は好ましくは、ウェーハリフト２１３０の動作を邪魔しない位置に
設けられる。下方ノズル２１７０を、アーム２１７６を介してアクチュエータ２１７４に
取り付けてもよく、このアーム２１７６は、ノズル２１７０を所望位置に位置決めするよ
う伸縮する。変形例として、下方ノズル２１７０を妨害しないようにするためにウェーハ
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リフト２１３０を処理中回転させない。ＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２２００は好ましくは
、脱イオン水をウェーハの上面の中央部分に送り出すよう設けられた専用脱イオン水ノズ
ル２１７２をさらに有する。
【００４６】
　好ましくは、ノズル２１５０は、流体を実質的に接線方向でウェーハの周囲部分の近く
にもたらすような角度に配置されている。図２８は、エッジビーム除去を行うためのノズ
ル位置の一例を示すＥＢＲ／ＳＲＤモジュールの平面図である。図示のように、３つのノ
ズル２１５０は、容器の側壁２１０８の内面の周りに実質的に等間隔をおいて設けられて
いる。角ノズル２１５０は、流体をウェーハのエッジ部分にもたらすよう配置されると共
にウェーハを処理位置と搬送位置との間で垂直方向に運動させることができるのに十分な
スペースを開けるよう位置決めされている。好ましくは、流体送出し又はスプレーパター
ンは、ノズルの形状及び流体の圧力によって制御され、それにより流体の送出しを選択さ
れたエッジ除外領域に限定する。例えば、エッチング剤は、３mm分のエッジ除外を達成す
るためウェーハの外側の３mm環状部分に制限される。ノズルは、エッチング剤を、エッチ
ング剤がウェーハに接触するとエッチングの跳ね掛けを制御するウェーハ表面への入射角
度でもたらすよう位置決めされている。図２９は、処理中のウェーハ２１２２に対して設
けられたノズル２１５０の側面図である。好ましくは、ウェーハに対するエッチング剤の
入射角αは、約０°～約４５°、より好ましくは約１０°～約３０°である。
【００４７】
　ウェーハ２１２２を、エッジビーム除去中、回転させてウェーハの周囲部分のところで
のエッチングに対する暴露を実質的に等しくする。好ましくは、ウェーハ２１２２を、エ
ッチング剤のスプレーパターンの方向と同一方向に回転させてエッジビーム除去の制御を
容易にする。例えば、図２８に示すように、ウェーハを、反時計回りのスプレーパターン
と一致した反時計回りの方向（矢印Ａ）に回転させる。ウェーハを好ましくは、約１００
ｒｐｍ～約１０００ｒｐｍ、より好ましくは約５００ｒｐｍ～約７００ｒｐｍで回転させ
る。有効エッチング速度（即ち、除去に必要な時間で割った銅の除去量）は、エッチング
剤のエッチング速度、ウェーハのエッジに接触するエッチング剤の速度、エッチング剤の
温度及びウェーハの回転速度の関数である。これらパラメータを変化させると、特定の所
望の結果を達成することができる。
【００４８】
　動作原理を説明すると、ウェーハ２１２２をＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２１００のウェ
ーハホルダ組立体２１０４上に配置し、２１３０がウェーハを搬送ロボットのブレードか
ら持ち上げる。ロボットブレードが引っ込み、ウェーハリフト２１３０がウェーハを真空
チャック２１２４上に下降させる。真空装置を作動させてウェーハ２１２２をこの上に固
定し、ウェーハが載っているウェーハホルダ組立体２１０４を、ノズル２１５０がエッチ
ング剤をウェーハ２１２２の周囲部分上に送り出しているときに回転させる。好ましくは
、下方ノズル２１７０もまた、エッチング剤を、エッジビーム除去中、ウェーハの裏側に
送り出す。好ましくは、脱イオン水ノズル２１７２が、エッジビーム除去中、脱イオン水
をウェーハの中央部分に送り出してウェーハ表面の中央部分上に跳ね掛かったエッチング
剤による意図しないエッチングを防止する。エッチング作業を、ウェーハエッジ上の過剰
の堆積部（即ち、エッジビード）を除去するのに十分な所定の期間にわたって実施する。
好ましくは、スピン－リンス－ドライ法で脱イオン水を用いてウェーハをクリーニングす
る。スピン－リンス－ドライ法は代表的には、脱イオン水をウェーハに送り出して残留エ
ッチング剤をウェーハから洗い落とす段階及びウェーハを高速で回転させてウェーハを乾
燥させる工程を含む。スピン－リンス－ドライ作業の場合、好ましくは、ノズル２１５０
，２１７０，２１７２はすべて、脱イオン水を送り出してウェーハの回転中にウェーハを
リンスする。ウェーハのリンス後、ウェーハを回転乾燥させて、次の処理のためにＥＢＲ
／ＳＲＤモジュール２２００から運び出す。
【００４９】
　ＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２２００又はＳＲＤモジュール２３８は、ローディングステ
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ーション２１０に隣接して設けられており、ローディングステーション２１０とメインフ
レーム２１４との間の連結手段として役立つ。図２及び図３に戻ると、メインフレーム２
１４は、図示のように、互いに反対側の側部に設けられた２つの処理ステーション２１８
を有し、各処理ステーション２１８は、２つの処理セル２４０を有している。メインフレ
ーム搬送ステーション２１６は、メインフレーム上における種々のステーション相互間の
基板搬送を可能にするよう中央に設けられたメインフレーム搬送ロボット２４２を有して
いる。好ましくは、メインフレーム搬送ロボット２４２は、複数の個々のロボットアーム
２１０２を有し、これらロボットアーム２４０２は、処理ステーション２１８、ＳＲＤス
テーション２１２、シード層補修ステーション及びメインフレーム上に設けられ又はこれ
と関連して設けられた他の処理ステーション内のウェーハに別個独立に接近できる。図３
に示すように、メインフレーム搬送ロボット２４２は、処理ステーション２１８の１個あ
たりの処理セル２４０の数に一致する２つのロボットアーム２４０２を有している。各ロ
ボットアーム２４０２は、ウェーハ搬送中ウェーハを保持するエンドエフェクタ２４０４
を有している。好ましくは、各ロボットアーム２４０２は、システム中におけるウェーハ
の別個独立の搬送を容易にするよう他のアームとは別個独立に動作可能である。変形例と
して、ロボットアーム２４０２は、１つのロボットアームが延びる際に他のロボットアー
ムが引っ込むようにリンクした状態で動作する。
【００５０】
　好ましくは、メインフレーム搬送ステーション２１６は、メインフレーム搬送ロボット
２４２上に設けられた足ひれ状ロボットエンドエフェクタ２４０４を有し、この足ひれ状
ロボットエンドエフェクタは、ウェーハの面を下にした処理を必要とする処理セル２４０
の場合に、ウェーハを面を上向きにした位置から面を下向きにした位置に移しやすくする
。足ひれ状ロボットエンドエフェクタ２４０４は、足ひれ状ロボットエンドエフェクタ２
４０４に沿う水平方向軸線沿いの回転運動を可能にする。好ましくは、足ひれ状ロボット
エンドエフェクタ２４０４の末端部のところに設けられた真空吸引グリッパ２５４が、ウ
ェーハをひっくり返して足ひれ状ロボットエンドエフェクタ２４０４によって運ばれてい
る時にウェーハを保持する。足ひれ状ロボットエンドエフェクタ２４０４は、面を下にし
た処理が可能になるようウェーハ２３４を処理セル２４０内に位置決めする。本発明の電
気めっき処理セルの詳細については以下に説明する。
【００５１】
　図３は、足ひれ状ロボットが組み込まれたメインフレーム搬送ロボットを示している。
メインフレーム搬送ロボット２４２は図２４に示すように、ウェーハをメインフレームに
取り付けられた種々のステーション相互間で搬送するのに役立ち、かかるステーションと
しては、処理ステーション及びＳＲＤステーションが挙げられる。メインフレーム搬送ロ
ボット２４２は、複数のロボットアーム２４０２（２つ示している）を有し、足ひれ状ロ
ボット２４０２が、ロボットアーム２４０２の各々のエンドエフェクタとして取り付けら
れている。足ひれ状ロボットは当該技術分野で一般に知られており、これをウェーハ取扱
いロボット、例えばカリフォルニア州ミルピタス所在のローゼ・オートメーション・イン
コーポレーテッド（Rorze Automation, Inc.）から入手できるモデルＲＲ７０１のエンド
エフェクタとして取り付けることができる。エンドエフェクタとして足ひれ状ロボットを
備えたメインフレーム搬送ロボット２４２は、基板をメインフレームに取り付けられた種
々のステーション相互間で搬送できると共に搬送中の基板を所望の表面配向状態にひっく
り返すことができ、例えば、基板の処理面は、電気めっき法の場合、下向きになる。例え
ば、足ひれ状ロボットは、基板の処理面を、処理セル２４０内における電気めっきのため
に面を下にひっくり返し、そして他の処理、例えばスピン－リンス－ドライ作業の場合、
基板の処理面を面を上にひっくり返す。好ましくは、メインフレーム搬送ロボット２４２
は、ロボットアーム２４０２によってＸ－Ｙ－Ｚ軸に沿う別個独立のロボット運動を可能
にすると共に足ひれ状ロボットエンドエフェクタ２４０２により別個独立の基板裏返し回
転を可能にする。足ひれ状ロボット２４０４をメインフレーム搬送ロボットのエンドエフ
ェクタとして組み込むことにより、ウェーハ搬送作業は、メインフレーム搬送ロボットか
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ら足ひれ状ロボットへのウェーハの移送段階が省略されるので単純化される。
【００５２】
　好ましくは、１又は２以上の無電気（又は、無電解）めっきセル又はモジュールが、シ
ード層補修ステーション２１５内に設けられる。無電気めっきセル（なお、本明細書にお
いては、無電気めっき処理（ＥＤＰ）セルという）は、無電気めっき法を行う。ＥＤＰセ
ルを、基板の入口から見て遠くに位置した電気めっき装置プラットホーム２００の後方部
分のところに設けるのがよい。図示の実施形態では、２つのＥＤＰセルをスループット量
を多くするため並置するのがよい。
【００５３】
　図２４は、１つのＥＤＰセル３０１０の断面図である。ＥＤＰセル３０１０は、底部３
０１２、側壁３０１４及び斜めに配置された上方シールド３０１６を有し、上方シールド
は、側壁３０１４に取り付けられていて、その中間部は開口している。変形例として、着
脱自在なカバー（図示せず）を用いてもよい。ペデスタル３０１８が、全体としてセル３
０１０の中央部分内に設けられ、ペデスタルアクチュエータ３０２０を有している。ペデ
スタルアクチュエータ３０２０は、ペデスタル３０１８を回転させてこの上に取り付けら
れた基板３０２２を約１０～約２０００ｒｐｍで回転させる。基板の温度が約１５℃～約
１００℃、好ましくは約６０℃になるようにペデスタルを加熱するのがよい。ペデスタル
リフト３０２４が、ペデスタル３０１８を昇降させる。基板３０２２を、ペデスタル３０
１８の頂部に取り付けられた真空チャック３０２６で定位置に保持するのがよい。加うる
に、ペデスタル３０１８は、基板３０２２を、複数のクランプ３０２８と整列した垂直位
置まで下降させることができる。クランプ３０２８は、遠心力で回動して基板３０２２に
好ましくは基板のエッジのところに係合する。ペデスタル３０１８は下方に設けられた環
状シールド３０３０をさらに有し、この環状シールド３０３０は、セル３０１０の底部に
結合された状態でこれに対応して上方に設けられた環状シールド３０３２よりも直径が大
きい。２つの環状シールド３０３０，３０３２の相互作用により、ペデスタル３０１８及
び関連構成部品がセル３０１０内の流体から保護される。少なくとも１つの流体出口３０
３４が、流体をセルから流出させることができるようセル３０１０の底部に設けられてい
る。
【００５４】
　無電気めっき流体を流通させる第１の導管３０３６が、セル３０１０に結合されている
。導管３０３６は、ホース、パイプ、管又は他の流体収容導管であるのがよい。無電気め
っき流体弁３０３８が、無電気めっき流体の流量を制御し、本明細書で開示した弁は、ニ
ードル弁、グローブ弁、蝶形弁又は他の形式の弁であるのがよく、またこれら弁は、弁ア
クチュエータ、例えばソレノイドを有するのがよい。無電気めっき流体容器３０４４が、
制御装置３０４０で制御できる弁３０３８に連結されている。一連の弁３０４２ａ～３０
４２ｆが、種々の化学薬品源（図示せず）に結合されており、この場合、弁３０４２ａ～
３０４２ｆを制御装置３０４０を用いて別個独立に制御することができる。好ましくは、
無電気めっき流体を、必要に応じ、導管３０３６及びこれと関連した要素への時期尚早な
無電気めっきを避けるために堆積前の時間をそれほど長くしないで基板３０２２上への堆
積のための個々の塗布量で混合する。したがって、弁３０３８，３０４２ａ～３０４２ｆ
は好ましくは、セル３０１０に密接して配置される。第１の導管３０３６が、基板を下方
位置に配置したときに基板３０２２の上方に位置する第１の流体入口３０４６に連結され
、好ましくは、関節連結部材３０４８、例えば玉継手に結合され、入口３０４６の運動を
可能にすると共にセル３０１０内における入口３０４６の角度調整を可能にする。第１の
ノズル３０５０が、入口３０４６の端部に連結され、ペデスタル３０１８に差し向けられ
ている。流体は全体として、スプレーパターンで送り出され、かかるスプレーパターンは
、特定の所望ノズルスプレーパターンに応じて様々であるのがよく、かかるパターンとし
ては、扇形、ジェット形、円錐形及び他のパターンが挙げられる。好ましくは、ノズル３
０５０は、基板を妨害しないで昇降させることができるよう基板３０２２の周囲の外部に
設けられる。変形例として、ノズル３０５０を横方向、垂直方向又はこの幾つかの組み合
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わせの方向に移動させて基板を上昇させ又は下降させる時に基板の垂直方向隙間を生じさ
せるアクチュエータ（図示せず）を用いてノズル３０５０をセル３０１０の周囲に向かっ
て関節連結してもよい。
【００５５】
　第１の導管及び関連の要素と同様に、第２の導管３０５２は、側壁３０１４を貫通して
設けられている。第２の導管３０５２は、リンス流体、例えば脱イオン水又はアルコール
の経路となり、このリンス流体は、無電気めっき後、基板３０２２をリンスするのに用い
られる。第２の入口３０５４が、第２の導管３０５２に連結され、第２のノズル３０５６
が第２の入口３０５４に連結されている。関節連結部材３０５９が第２の入口３０５４に
結合され、かかる関節連結部材を用いてセル３０１０に対する入口の運動及び角度調整を
可能にすることができる。第２の弁３０５８が、第２の導管３０５２に連結され、この第
２の弁は好ましくは、リンス流体のタイミング及び流量を制御する。第２の導管はまた、
低濃度の酸又は流体の源及び流体を制御するための弁に結合するのがよい。変形例として
、酸源を別個の導管（図示せず）に結合してもよい。例示の流体としては、塩酸、硫酸、
燐酸、弗化水素酸又は電気めっき法に先立って酸化及び他の汚染要因物から層を保護する
ために無電気めっき後に基板表面を被覆するのに用いることができる他の液体又は流体が
挙げられる。かくして、基板を次に行う処理、例えば「濡れた」状態で電気めっきを行う
よう移送して酸化物及び他の汚染要因物を最小限に抑えるのがよい。もし基板が無電気め
っき法の実施後に所定期間にわたって面を上にした位置に維持されていれば濡れた状態で
の搬送を一段と行いやすくなる。
【００５６】
　制御装置３０４０は好ましくは、各弁及びかくして各流体タイミング及び流量を制御す
る。制御装置３０４０は好ましくは、基板のスピン及びペデスタル、かくしてこの上に載
置された基板の昇降を制御する。制御装置３０４０を、例えば制御盤又は制御室内に遠隔
配置するのがよく、給排水設備を遠隔アクチュエータで制御するのがよい。
【００５７】
　動作原理を説明すると、ロボット（図示せず）は、基板３０２２を上向きにＥＤＰセル
３０１０まで送る。基板３０２２上にはシード層が既に例えばＰＶＤ又はＩＭＰ処理法に
より被着されている。ペデスタル３０１８が上昇し、真空チャック３０２６が基板３０２
２の下面に係合する。ロボットが引っ込み、ペデスタル３０１８が処理高さ位置まで下降
する。制御装置３０４０は、弁３０４２ａ～３０４２ｆを作動させて化学薬品を無電気流
体容器３０４４内に入れ、化学薬品を混合し、制御装置は、無電気めっき流体弁３０３８
を作動させてこれを開き、それにより或る量の無電気めっき流体を第１の入口３０４６に
注入しそして第１のノズル３０５０に通す。好ましくは、ペデスタル３０１８は約１０～
約５００ｒｐｍの比較的遅い速度で回転し、かくしてある量の流体が基板３０２２を一様
に被覆できるようになる。流体を基板全体にわたり一様に広げるのに役立つようにするた
めに基板の方向を交互に逆にするのがよい。無電気めっき流体弁３０３８を閉じる。無電
気めっき流体は、自動触媒作用であらかじめ被着されたシード層上に層を形成し、先に被
着された層の空所を互いに結合して高いアスペクト比の特徴をしていてもより完全な被膜
が得られるようにする。好ましくは、無電気めっき法は、たいていの基板について約１０
０Å～約４００Åのめっきを行う。
【００５８】
　第２の弁３０５８が開き、リンス流体が第２の導管３０５２を通って流れ、第２のノズ
ル３０５６を通って基板３０２２上にスプレーされる。好ましくは、ペデスタル３０１８
は残りの無電気めっき流体を基板３０２２からリンスし、出口３０３４を通って排出して
廃棄しながら、約１００～約５００ｒｐｍの早い速度で回転する。基板を酸又は他の被覆
流体で被覆するのがよい。場合によっては、ペデスタル３０１８は、約５００～約２００
０ｒｐｍの早い速度でスピン（回転）して基板３０２２を回転乾燥させることができる。
【００５９】
　ペデスタル３０１８は、回転を停止し、基板３０２２をＥＤＰセル３０１０の上方の位
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置まで上昇させる。真空チャック３０２６は、基板３０２２を離し、ロボットは電気めっ
きセル内での次の処理のために基板を取り出す。
【００６０】
　図６は、本発明の電気めっき処理セル４００の断面図である。図６に示すような電気め
っき処理セル４００は、図２及び図３に示すような電気めっき処理セル２４０と同一であ
る。処理セル４００は主要構成要素として、ヘッド組立体４１０、処理キット４２０及び
電解液コレクタ４４０を有している。好ましくは、電解質コレクタ４４０は、処理キット
４２０の配設場所を定める開口部４４３を覆った状態でメインフレーム２１４の本体４４
２に固定されている。電解液コレクタ４４０は、内壁４４６、外壁４４８及びこれらの壁
を互いに連結する底部４４７を有している。電解液出口４４９が、電解液コレクタ４４０
の底部４４７を貫通して設けられ、この出口は、管、ホース、パイプ又は他の流体搬送コ
ネクタを介して電解液補給装置２２０（図２参照）に連結されている。
【００６１】
　ヘッド組立体４１０は、ヘッド組立体フレーム４５２に取り付けられている。ヘッド組
立体フレーム４５２は、取付け支柱４５４及び片持ちアーム４５６を有している。取付け
支柱４５４は、メインフレーム２１４の本体４４２に取り付けられ、片持ちアーム４５６
は、取付け支柱４５４の上方部分から側方に延びている。好ましくは、取付け支柱４５４
は、ヘッド組立体４１０の回転を可能にするために取付け支柱に沿う垂直方向軸線に対し
て回転運動を生じさせる。ヘッド組立体４１０は、片持ちアーム４５６の末端部のところ
に設けられた取付けプレート４６０に取り付けられている。片持ちアーム４５６の下端部
は、取付け支柱４５４に取付けられた片持ちアームアクチュエータ４５７、例えば空気圧
シリンダに連結されている。片持ちアームアクチュエータ４５７は、片持ちアーム４５６
と取付け支柱４５４との間の結合部に対する片持ちアーム４５６の回動運動を可能にする
。片持ちアームアクチュエータ４５７を引っ込めると、片持ちアーム４５６はヘッド組立
体４１０を処理キット４２０から遠ざけて処理キット４２０を電気めっき処理セル４００
から取り出すと共に（或いは）交換するのに必要な間隔を生じさせる。片持ちアームアク
チュエータ４５７を伸長させると、片持ちアーム４５６はヘッド組立体４１０を処理キッ
ト４２０に近付けてヘッド組立体４１０内のウェーハを処理位置に位置決めする。
【００６２】
　ヘッド組立体４１０は主要構成要素として、ウェーハホルダ組立体４５０及びウェーハ
組立体アクチュエータ４５８を有している。ウェーハ組立体アクチュエータ４５８は、取
付けプレート４６０に取り付けられ、取付けプレート４６０を貫通して下方に延びるヘッ
ド組立体シャフト４６２を有している。ヘッド組立体シャフト４６２の下端部は、ウェー
ハホルダ組立体４５０を処理位置及びウェーハローディング位置に位置決めするようウェ
ーハホルダ組立体４５０に連結されている。
【００６３】
　ウェーハホルダ組立体４５０は主要構成要素として、ウェーハホルダ４６４及び陰極接
点リング４６６を有している。図７は、本発明の陰極接点リング４６６の一実施形態の断
面図である。一般に、接点リング４６６は、複数の導電性部材が設けられた環状本体を有
している。環状本体は、複数の導電性部材を電気的に絶縁するよう絶縁材料で作られてい
る。本体及び導電性部材は一緒になって、直径方向内側基板着座面を形成し、この着座面
は、処理中、基板を支持し、これに電流を流す。
【００６４】
　次に図７を詳細に参照すると、接点リング４６６は主要構成要素として、環状絶縁本体
７７０内に少なくとも部分的に設けられた複数の導電性部材７６５を有している。絶縁本
体７７０は、フランジ７６２及び下方に傾斜した肩部分７６４を備えた状態で示されてお
り、この肩部分は、フランジ７６２の下に位置した基板着座面７６８に通じていて、フラ
ンジ７６２及び基板着座面７６８が、互いにずれて実質的に互いに平行な平面内に位置す
るようになっている。かくして、フランジ７６２は、第１の平面を構成すると考えること
ができ、基板着座面７６８は、第１の平面に平行な第２の平面を定め、肩７６４はこれら
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２つの平面相互間に位置する。しかしながら、図７に示す設計の接点リングは、単なる例
示であることが意図されている。別の実施形態では、肩部分７６４は、フランジ７６２と
基板着座面７６８の両方に実質的に垂直であるように実質的に垂直な角度を含む急角度の
ものであってもよい。変形例として、接点リング４６６は、実質的に平らであってもよく
、それにより肩部分７６４が不要になる。しかしながら、以下に説明する理由で、好まし
い実施形態は、図６に示す肩部分７６４又はその或る程度の設計変更部分を有する。
【００６５】
　導電性部材７６５は、フランジ７６２上に環状に設けられた複数の外側電気接点パッド
７８０、基板着座面７６８の一部上に設けられた複数の内側電気接点パッド７７２及びパ
ッド７７２，７８０を互いに連結する複数の埋め込み状態の導電性コネクタ７７６によっ
て構成されている。導電性部材７６５は、絶縁本体７７０によって互いに絶縁されており
、この絶縁本体は、プラスチック、例えばポリ弗化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ペルフルオ
ロアルコキシ樹脂（ＰＦＡ）、テフロン（Teflon：登録商標）、テフゼル（Tefzel：登録
商標）又は任意他の絶縁材料、例えばアルミナ（Ａｌ2　Ｏ3　）又は他のセラミックスで
作られたものであるのがよい。外側接点パッド７８０は、電源（図示せず）に結合されて
いて、処理中コネクタ７７６を介して電流及び電圧を内側接点パッド７７２に送るように
なっている。内側接点パッド７７２は、基板の周囲部分周りの接触を維持することにより
基板に電流及び電圧を供給する。かくして、動作中、導電性部材７６５は、基板に電気的
に接続された別々の電流路として役立つ。
【００６６】
　抵抗率が低いこと、逆に言えば導電性が高いことは、良好なめっきと直接関連している
。抵抗率を低くするため、導電性部材７６５は好ましくは、銅（Ｃｕ）、プラチナ（Ｐｔ
）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、ステンレス鋼又は他
の導電性材料で作られる。低抵抗率及び低接触抵抗は又、導電性部材７６５を導電性材料
で被覆することによっても達成できる。かくして、導電性部材７６５を例えば、銅（銅の
抵抗率は、約２×１０-8Ω・ｍ）で作り、プラチナ（プラチナの抵抗率は、約１０．６×
１０-8Ω・ｍ）で被覆するのがよい。被膜、例えば窒化タンタル（ＴａＮ）、窒化チタン
（ＴｉＮ）、ロジウム（Ｒｈ）、Ａｕ、Ｃｕ、又はＡｇを導電性基材、例えばステンレス
鋼、モリブデン（Ｍｏ）、Ｃｕ及びＴｉ上に被着させてもよい。さらに、接点パッド７７
２，７８０は代表的には、導電性コネクタ７７６に接着された別個のユニットなので、接
点パッド７７２，７８０は、一方の材料、例えばＣｕ及び他方の導電性部材７６５、例え
ばステンレス鋼から成るのがよい。パッド７７２，７８０のいずれか一方又は両方及び導
電性コネクタ７７６を導電性材料で被覆するのがよい。さらに、めっきの再現性が絶縁体
として働く酸化物によって悪影響を受ける場合があるので、内側接点パッド７７２は好ま
しくは、耐酸化性の材料、例えばＰｔ、Ａｇ又はＡｕから成る。
【００６７】
　各回路の全抵抗は、接点材料の関数であることに加えて、内側接点パッド７７２の幾何
学的寸法又は形状及び接点リング４６６によって供給される力に依存している。これら要
因は、２つの表面相互間の凹凸に起因して内側接点パッド７７２と基板着座面７６８の境
界部のところに集中抵抗ＲCRを定める。一般に、加えられた力が大きいと、見かけの面積
もまた大きい。見かけの面積は、ＲCRに反比例するので見かけの面積が増大すると、その
結果ＲCRが減少する。かくして、全抵抗を最小限に抑えるためには、力を最大にすること
が好ましい。動作中加えられる最大の力は、過度の力及びその結果生じる圧力を受けた状
態で損傷する場合のある基板の降伏強さによって制限される。しかしながら、圧力は力と
面積の両方に関連しているので、耐えることができる最大の力もまた、内側接点パッド７
７２の幾何学的形状に依存している。かくして、接点パッド７７２は、図７に示すような
平らな上面を有するのがよいが、他の形状も又、有利に使用できる。例えば、２つの好ま
しい形状が、図８及び図９に示されている。図８は、刃先（ナイフエッジ）の形をした接
点パッドを示し、図９は、半球形の接点パッドを示している。当業者であれば、他の形状
を有利に使用できることは理解されよう。接触の幾何学的形状、力及び抵抗相互間の関係
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についての一層詳しい説明が、ケニース・イー・ピットニイ（Kenneth E. Pitney ）著“
Ney Contact Manual”（The J. M. Companey, 1973）に記載されており、かかる文献の内
容全体を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００６８】
　コネクタ７７６の数を、所望の接点パッド７７２（図７に示す）の特定の数に応じて様
々であってよい。２００mm基板の場合、好ましくは、少なくとも２４個のコネクタ７７６
が３６０°にわたって等角度間隔に設けられている。しかしながら、コネクタの数が限界
レベルに達すると、接点リング４６６に対する基板のコンプライアンスに悪影響が生じる
。したがって、２５個以上のコネクタ７７６を用いることができるが、最終的には、接点
パッド７７２の地形学的特徴及び基板の剛性に応じて接触の一様性が減少する場合がある
。これと同様に、２３個以下のコネクタ７７６を用いた場合、電流はますます限流されて
局所化され、これによりめっき結果が不良になる。本発明の寸法形状は特定の用途（例え
ば、３００mm基板）に合わせて容易に変えられるので、最適の数を様々な比率及び実施形
態に合わせて容易に決定できる。
【００６９】
　図１０に示すように、基板着座面７６８は、絶縁本体７７０上に設けられていて、接点
リング４６６の内周部を構成するよう内側接点パッド７７２まで直径方向内側に延びる絶
縁ガスケット７８２を有している。絶縁ガスケット７８２は好ましくは、内側接点パッド
７７２の上に僅かに（例えば、数ミル）延び、好ましくは、エラストマ、例えばヴィトン
（Viton ：登録商標）、テフロン（Teflon：登録商標）、ブナラバ（buna rubber:登録商
標）等から成る。絶縁本体７７０も又、エラストマから成る場合、絶縁ガスケット７８２
はこれと同一の材料で作られたものであるのがよい。かかる実施形態では、絶縁ガスケッ
ト７８２及び絶縁本体７７０は、一体形のもの、即ち、単一部品として形成されるのがよ
い。しかしながら、絶縁ガスケット７８２は好ましくは、絶縁本体７７０とは別体であり
、交換又はクリーニングが行えるよう容易に取り外すことができるようになっている。
【００７０】
　図１０は、絶縁ガスケット全体が絶縁本体７７０上に着座する絶縁ガスケット７８２の
好ましい実施形態を示しているが、図８及び図９は、変形実施形態を示している。かかる
変形実施形態では、絶縁本体７７０は部分的に切削されて連結部材７７６の上面を露出さ
せており、絶縁がスケット７８２はこの上に設けられている。かくして、絶縁ガスケット
７８２は、連結部材７７６の一部と接触している。この設計では、内側接点パッド７７２
に用いられる所要材料の量が少なく、これは、材料費が相当高い場合、例えば内側接点パ
ッド７７２が金で作られる場合に有利である。当業者であれば、本発明の範囲から逸脱し
ない他の実施形態を想到できよう。
【００７１】
　処理中、絶縁ガスケット７８２は、基板めっき面の周囲部分との接触状態を保ち、残り
の陰極接点リング４６６と基板との間のシールを構成するよう圧縮される。このシールは
、電解液が基板のエッジ及び裏面に接触しないようにする。上述のように、清浄な接触面
を維持することは、高いめっき再現性を達成する上で必要である。従来設計の接点リング
は、首尾一貫しためっき結果を生じさせない。というのは、接触面の地形学的特徴が時間
の経過につれて変わるからである。本発明の接点リングは、もし本発明のように構成しな
ければ、内側接点パッド７７２上に堆積し、これらの特性を変える場合のあるデポジット
を無くし又は実質的に最小限に抑さえ、それにより、高い再現性、首尾一貫性及び基板の
めっき表面全体上への一様なめっき度が得られる。
【００７２】
　図１１は、接点リング４４６の電気回路の考えられる構成を表す単純化された略図であ
る。導電性部材７６５相互間に一様な電流分布を得るために、外部抵抗器７００が、導電
性部材７６５の各々に直列に接続されている。好ましくは、外部抵抗器７００の抵抗値（
ＲEXT　で表される）は、回路の他のどの構成部品の抵抗よりも非常に大きい。図１１に
示すように、各導電性部材７６５を通る電気回路は、電源７０２に直列に接続された構成
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部品の各々の抵抗によって表される。ＲE　は、電解質の抵抗を表し、これは、一般に、
陽極と陰極接点リングとの間の距離及び電解液の化学的組成に依存している。かくして、
ＲA　は、基板のめっき表面７５４に隣接した電解液の抵抗を表す。ＲS　は、基板のめっ
き面７５４の抵抗を表し、ＲC　は、陰極導電性部材７６５の抵抗に、内側接点パッド７
７２と基板めっき層７５４との間の境界部のところに結果的に得られる集中抵抗を加えた
ものを表す。一般に、外部抵抗器からの抵抗値（ＲEXT　）は、ΣＲよりも少なくとも大
きい（ここで、ΣＲは、ＲE　、ＲA　、ＲS　及びＲC　の合計に等しい）。好ましくは、
外部抵抗器の抵抗値（ＲEXT　）は、ΣＲよりも非常に大きく、ΣＲは無視できる程であ
り、各直列回路の抵抗はほぼＲEXT　である。
【００７３】
　代表的には、一つの電源が、陰極接点リング４６６の外側接点パッド７８０の全てに接
続されていて、その結果、内側接点パッド７７２を通る並列回路が形成されている。しか
しながら、内側接点パッドと基板の境界部の抵抗は、各内側接点パッド７７２で異なるの
で、抵抗が最も低いところでより多くの電流が流れ、かくして多量のめっきが生じること
になろう。しかしながら、外部抵抗器を各導電性部材７６５に直列に設けることにより、
各導電性部材７６５を通って流れる電流の値又は量は、主として外部抵抗器の値によって
制御されるようになる。その結果、内側接点パッド７７２相互間の電気的性質のばらつき
は、基板上の電流分布に影響を及ぼさず、一様な電流密度がめっき面全体に生じ、これは
一様なめっき厚さが得られる原因となる。内部抵抗器はまた、プロセスシーケンスの互い
に異なる基板相互間の一様な電流分布を生じさせる。
【００７４】
　本発明の接点リング４６６は内側接点パッド７７２上のデポジットの発生に抵抗するよ
う設計されているが、多数回の基板めっきサイクルにわたり、基板とパッドの境界部の抵
抗は増大する場合があり、最終的に許容限度を越えるほどの値に達する。電子センサ／ア
ラーム７０４を外部抵抗器７００の両端に接続して外部抵抗器の両端の電圧／電流をモニ
ターしてこの問題を解決するのがよい。外部抵抗器７００両端の電圧／電流が基板とパッ
ドとの間の高い抵抗を表す所定の動作範囲から外れると、センサ／アラーム７０４は是正
措置、例えばめっき法の実施停止をトリガし、ついには問題がオペレータによって是正さ
れるようになる。変形例として、別個の電源を各漏電性部材７６５に接続して、別々に制
御すると共にモニターして基板全体に一様な電流分布を生じさせるようにしてもよい。電
流の流れを調節するためにベリースマートシステム（very smart system ：ＶＳＳ）をさ
らに用いるのがよい。ＶＳＳは代表的には、処理ユニット及び電流を供給すると共に（或
いは）制御するのに用いられる当業界で知られた装置、例えば可変抵抗器、別個の電源等
の任意の組合せから成る。内側接点パッド７７２の物理化学的性質及びそれ故に電気的性
質は時間の経過につれて変わるので、ＶＳＳはデータフィードバックを処理して分析する
。データは、前もって設定した値と比べられ、ＶＳＳは次に、適当な電流及び電圧の変更
を行って一様な堆積又はめっきが得られるようにする。
【００７５】
　図１８は、陰極接点リングの変形実施形態の斜視図である。図１８に示すような陰極接
点リング１８００は、導電性金属又は金属合金、例えばステンレス鋼、銅、銀、金、プラ
チナ、チタン、タンタル及び他の導電性材料、或いは導電性材料、例えばプラチナで被覆
されたステンレンス鋼の組合せからなる。陰極接点リング１８００は、陰極接点リングを
ウェーハホルダ組立体に取り付けるようになった上方取付け部分１８１０及び基板を受け
入れるようになった下方基板受入れ部分１８２０を有している。基板受入れ部分１８２０
は、複数の接点パッド又はバンプ１８２４が好ましくは等角度間隔をおいて設けられた環
状基板着座面１８２２を有している。基板を基板着座面１８２２上におくと、接点パッド
１８２４は、基板の周囲領域に物理的に接触して基板堆積面上の電気めっきシード層に電
気的に接触する。好ましくは、接点パッド１８２４は、酸化に対して耐性がある貴金属、
例えばプラチナ又は金で被覆される。
【００７６】



(25) JP 2009-293134 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

　陰極接点リングの露出面は、基板と接触する接点パッドの表面を除き、好ましくは、親
水性の表面となるよう処理され、或いは、親水性を示す材料で被覆される。親水性物質及
び親水性表面処理は、当該技術分野で公知である。親水性表面処理法を提供する業者の一
つは、マサチューセッツ州レッドフォード所在のミリポア・コーポレーション（Millipor
e Corporation ）である。親水性表面は、陰極接点リングの表面上への電解液のビード形
成を著しく減少させて、陰極接点リングを電気めっき槽又は電解液から取り出した後、陰
極接点リングからの電解液の滑らかな滴下を促進する。電解液を流出させやすくする親水
性表面を陰極接点リングに設けることにより、陰極接点リング上の残留電解液により生じ
るめっき欠陥が著しく減少する。本発明者は、陰極接点リング上への残留電解液によるビ
ード形成及びその結果生じる場合のある後で処理される基板上へのめっき欠陥を減少させ
るために陰極接点リングの他の実施形態にこの親水性処理又は被膜を利用することも計画
している。本発明の電気めっき処理セルでは、他の設計の接点リング、例えば、１９９８
年１１月３０日に出願された譲受人が同一の同時係属米国特許出願第０９／２０１，４８
６号（発明の名称：Cathode Contact Ring For Electrochemical Deposition ）に記載さ
れた設計の接点リングが有用であり、かかる米国特許出願の開示内容全体を本明細書の一
部を形成するものとしてここに引用する。
【００７７】
　図１２及び図１２Ａを参照すると、ウェーハホルダ４６４は好ましくは、陰極接点リン
グ４６６の上に配置され、このウェーハホルダは、ウェーハの裏側に圧力を及ぼし、ウェ
ーハめっき面と陰極接点リング４６６を互いに電気的に接触させるブラダ（袋）組立体４
７０を有している。膨まし可能なブラダ組立体４７０は、ウェーハホルダプレート８３２
上に設けられている。かくして、ウェーハホルダプレート８３２の下面上に設けられたブ
ラダ８３６は、陰極接点リング４６６とこれとの間に介在した基板８２１との接点に隣接
してこの反対側に設けられている。流体源８３８が、流体、即ちガス又は液体をブラダ８
３６に供給してブラダ８３６を様々な度合に膨らますことができる。
【００７８】
　次に図１２、図１２Ａ及び図１３を参照してブラダ組立体４７０の詳細を説明する。ウ
ェーハホルダプレート８３２は、実質的にディスクの形をした状態で示されており、下面
に形成された環状凹部８４０及び中央に設けられた真空ポート８４１を有している。１又
は２以上の入口８４２が、ウェーハホルダプレート８３２に形成され、比較的拡大された
環状取付けチャネル８４３及び環状凹部８４０に通じている。急速脱着式ホース８４４が
、流体源８３８を入口８４２に結合してこれに流体をもたらすようになっている。真空ポ
ート８４１は好ましくは、選択的に基板８２１の裏面に圧力を供給し又は真空を生じさせ
るようになった真空／加圧圧送装置８５９に取り付けられている。図１２に示す圧送装置
８５９は、ポンプ８５８、クロスオーバ弁８４７及び真空エゼクタ８４９（ベンチュリ管
と通称されている）を有している。本発明で有利に使用できる真空エゼクタの一つは、イ
ンディアナ州インディアナポリス所在のエスエムシー・ニューマチックス・インコーポレ
ーテッド（SMC Pneumatics, Inc.）から入手できる。ポンプ８４５は、市販の圧縮ガス源
であるのがよく、ホース８５２の一端に結合され、ホース８５１の他端は、真空ポート８
４１に結合されている。ホース８５１は、加圧ライン８５３と真空ライン８５５に分流関
係で接続され、真空ライン８５５には真空エゼクタ８４９が設けられている。流体の流量
はクロスオーバ弁８４７によって制御され、このクロスオーバ弁８４７は、加圧ライン８
５３と真空ライン８５５にポンプ８４５の連通状態を選択的に切り換える。好ましくは、
クロスオーバ弁は、流体がホース８５１を通っていずれの方向にも流れないようにするＯ
ＦＦ設定位置を有している。遮断弁８６１がホース８５１に設けられており、この遮断弁
は、流体が真空エゼクタ８４９を通って加圧ライン８５５から上流側に流れるのを阻止す
る。流体の所望の流れ方向は矢印で示されている。
【００７９】
　当業者であれば、本発明の精神及び範囲から逸脱しない他の構成例を容易に想到できよ
う。例えば、流体源８３８がガス供給源である場合、これをホース８５１に結合し、それ
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により、別個の圧縮ガス供給源、即ちポンプ８５８を不要にしてもよい。さらに、別個の
ガス供給及び真空ポンプが、背圧及び真空条件を提供することができる。背圧と裏側に加
えられる真空の両方に対応することが望ましい場合、単純化された実施形態は、裏面への
真空だけを供給できるポンプを有するのがよい。しかしながら、以下に説明するように、
処理中に裏側への圧力を生じさせた場合、めっきの一様性が向上する。したがって、真空
エゼクタ及びクロスオーバ弁を含む上述の構成が好ましい。
【００８０】
　次に、図１２Ａ及び図１４を参照すると、実質的に円形リングの形をしたマニホルド８
４６が環状凹部８４０内に設けられている。マニホルド８４６は、内側肩８４８と外側肩
８５０との間に設けられた取付けレール８５２を有している。取付けレール８５２は、環
状取付けチャネル８４３内へ少なくとも部分的に挿入されるようになっている。マニホル
ド８４６に形成された複数の流体出口８５４が、入口８４２とブラダ８３６を互いに連通
させる。シール８３７、例えばＯリングが、入口８４２及び出口８５４と整列した状態で
環状マニホルドチャネル８４３内に設けられていて、機密シールが得られるようウェーハ
ホルダプレート８３２によって固定されている。従来型締結具（図示せず）、例えばねじ
を用いて、マニホルド８４６及びウェーハホルダプレート８３２にこれと協働関係をなす
ように形成されたねじ穴（図示せず）を介してマニホルド８４６をウェーハホルダプレー
ト８３２に固定するのがよい。
【００８１】
　次に、図１５を参照すると、ブラダ８３６は、各エッジのところに環状リップシール８
５６又は突起を備えた細長い実質的に半管状の材料片として断面で示されている。図１２
Ａでは、リップシール８５６は、内側肩８４８及び外側肩８５０に設けられた状態で示さ
れている。ブラダ８３６の一部は、マニホルド８３６によって環状凹部８４０の壁に押し
付けられ、このマニホルドは、環状凹部８４０よりも幅が僅かに（例えば、数mm）小さい
。かくして、マニホルド８４６とブラダ８３６と環状凹部８４０は互いに協働して、流体
密シールを形成する。流体の損失を防止するため、ブラダ８３６は好ましくは、電解液に
対して化学的に不活性であり、高信頼度の弾性を示す或る流体不浸透性材料、例えばシリ
コンゴム又はこれと同等な任意のエラストマで作られる。必要があれば、柔軟性のある被
覆材８５７を図１５に示すようにブラダ８３６上に被せ、接着剤又は熱による接着法を用
いて固定するのがよい。被覆材８５７は好ましくは、エラストマ、例えばヴィトン（Vito
n ：登録商標）、ブナゴム（buna rubber 登録商標）等から成り、これらを例えばケブラ
ー（Kevlar：登録商標）によって補強するのがよい。一実施形態では、被覆材８５７とブ
ラダ８３６は、同一材料からなる。被覆材８５７は、ブラダ８３６が破裂しがちな場合、
特に利用される。変形例として、ブラダ８３６の厚さをその製造中、増大させるだけでも
破裂の恐れが低くなる。好ましくは、ブラダ８３６の露出面（被覆されていない場合）及
び被覆材８５７の露出面は、ヘッド組立体を処理セルの上方に持ち上げた後、残留電解液
の滴下及び除去を促進する親水性表面（陰極接点リングの表面について上述した）を備え
るよう被覆され又は処理される。
【００８２】
　入口８４２及び出口８５４の正確な数は、本発明の範囲から逸脱することなく特定の用
途に応じて変えることができる。例えば、図１２は、２つの入口及びこれに対応した出口
を示しているが、変形実施形態は、流体をブラダ８３６に供給する単一の流体入口を採用
してもよい。
【００８３】
　動作原理を説明すると、基板８２１をこれをウェーハホルダプレート８３２の下側側部
に固定することにより容器本体８０２内へ導入する。これを達成するには、圧送装置１５
９を連携させて基板８２１とウェーハホルダプレート８３２との間の空間をポート８４１
を介して排気し、それにより、真空条件を生じさせる。次に、流体源８３８から流体、例
えば空気又は水を入口８４２に供給することにより、ブラダ８３６を膨らます。マニホル
ド出口８５４を介して流体をブラダ８３６内へ送り込み、それにより、基板８２１を陰極
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接点リング４６６のコンタクトに一様に押し付ける。次に、電気めっき法を実施する。次
に、電解液を基板８２２に向けて処理キット４２０内へ圧送し、露出した基板めっき面８
２０に当てる。電源は、陰極接点リング４６６を介して負のバイアスを基板めっき面８２
０にかける。電解液を基板めっき面８２０全体にわたり流しているとき、電解溶液中のイ
オンが表面８２０に引き付けられて表面８２０上に付着し、それにより所望のフィルムが
形成される。
【００８４】
　ブラダ８３６は、可撓性があるので、基板の裏側及び陰極接点リング４６６のコンタク
トの凹凸に順応するよう変形し、それにより、導電性陰極接点リング４６６との整列不良
状態があってもかまわないようにする。柔軟性のあるブラダ８３６は、基板８２１の裏側
の周囲部分のところに流体密シールを形成することにより、電解液が基板８２１の裏面を
汚染しないようにする。いったん膨らませると、一様な圧力を陰極接点リング４６６に向
かって下方に送って基板８２１と陰極接点リング４６６が境界を接するあらゆる箇所のと
ころに実質的に等しい力を生じさせるようにする。力を流体源８３８によって加えられる
圧力の関数として変化させることができる。さらに、ブラダ組立体４７０の有効性は、陰
極接点リング４６６の形状で左右されることはない。例えば、図１２は、複数の別々の接
点を備えたピン構造を示しているが、陰極接点リング４６６は連続した表面であってもよ
い。
【００８５】
　ブラダ８３６によって基板８２１に伝えられた力は可変的であるので、接触環４６６に
よって供給される流れに対して、調整がなされうる。上述のとおり、オキシド層は、カソ
ード接触環４６６の上に形成され、および流れを制限するように振舞ってもよい。しかし
ながら、ブラダ８３６の圧力を増加させることは、酸化によって流れの制限に、反対に作
用するかもしれない。圧力が増加すると、可鍛性のオキシド層が傷つけられ、カソード接
触環４６６と基板８２１との間に上質の接触が生じる。この性能におけるブラダ８３６の
有効性は、カソード接触環４６６の形状を変えることによって、さらに向上するかもしれ
ない。例えば、ナイフ・エッジ（knife-edge）形状は、切れ味が悪い丸いエッジや、平坦
なエッジよりも、簡単にオキシド層を貫通するであろう。
【００８６】
　さらに、膨張したブラダ８３６によって供給される流体タイト・シール（fluid tight 
seal）によって、ポンプ８４５は、処理の前、処理中、および処理後に、選択的にまたは
継続的に、裏面真空または圧力を維持することができる。しかしながら、一般的に、ブラ
ダ８３６は、継続的なポンピングをすることなく、処理中に、裏面真空状態を維持するこ
とができることがわかっているので、ポンプ８４５は、電気めっき処理セル４００へ、お
よびそこからの基板の移動中のみ、真空を維持するようにランする。このように、上述の
通り、ブラダ８３６を膨張させる間に、裏面真空状態は、例えば、交差バルブ８４７にお
いてオフ位置を選択することによって、ポンピング・システム８５９を離すことによって
、同時に解放される。ポンピング・システム８５９を離すことは、突然であるかもしれず
、真空状態が勾配を成す、漸次的処理を含むかもしれない。勾配によって、膨張ブラダ８
３６と、同時に低下した裏面真空状態との間に、制御された交換が可能になる。この交換
は、手動またはコンピュータによって制御されてもよい。
【００８７】
　上述のとおり、ブラダ８３６が膨張している間の、継続的な裏面真空ポンピングは必要
ではなく、実際に、基板８２０を歪めたり、曲げたりさせて、好ましくない堆積結果を導
くかもしれない。しかしながら、基板の「バウイング（bowing）」効果が処理されるよう
にするために、裏面圧を基板８２０に与えることが望ましいかもしれない。本発明の発明
者は、バウイング効果が、上質な堆積を生むことを発見した。ポンピング・システム８５
９は、選択的に、真空または圧力状態を、基板裏面に与えることができる。２００ミリメ
ートルのウェーハに対して、５ｐｓｉまでの裏面圧は、基板を曲げるのに好ましい。基板
は、典型的にはある程度の柔軟性を示すので、裏面圧によって、前記基板は曲がり、また
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は電解液の上方への流れに対して、窪んだ形状を呈する。曲がりの程度は、ポンピング・
システム８５９によって供給される圧力に従って、可変的である。
【００８８】
　当業者は、本発明が意図する他の実施形態を、容易に理解するであろう。例えば、図１
２Ａは、カソード接触環４６６に実質的に等しい直径で、基板裏面の比較的小さい周囲部
分を覆うのに十分な表面領域を有する好ましいブラダ８３６を示す一方で、ブラダ・アセ
ンブリ４７０は、形状的に変化してもよい。このように、ブラダ・アセンブリは、基板８
２１の増加した表面領域を覆うために、流体をより浸透させない素材を使用して構成され
てもよい。
【００８９】
　図１９は、ウェーハ・ホルダ・アセンブリ（wafer holder assembly）の代替的実施形
態の部分的横断面図である。代替的なウェーハ・ホルダ・アセンブリ１９００は、上述の
とおり、中間ウェーハ・ホルダ・プレート１９１０の後面に取り付けられた、膨張可能ブ
ラダ８３６を有するブラダ・アセンブリ４７０を具備する。好ましくは、膨張可能ブラダ
８３６の一部は、粘着性または他の接合物質を使用して、中間ウェーハ・ホルダ・プレー
ト１９１０の後面１９１２に密着して取り付けられる。中間ウェーハ・ホルダ・プレート
１９１０の前面１９１４は、処理されるべきウェーハまたは基板８２１を受けるように適
応しており、エラストマ・オーリング（elastomeric o-ring）１９１６は、ウェーハ後面
の周辺部分に接触するように、中間ウェーハ・ホルダ・プレート１９１０の前面１９１４
上の、環状溝１９１８に配置される。エラストマ・オーリング１９１６は、中間ウェーハ
・ホルダ・プレートのウェーハ後面と前面との間にシールを供給する。好ましくは、中間
ウェーハ・ホルダ・プレートは、前記ウェーハの後面に加えられる真空力（vacuum force
）を使用して、前記ウェーハ・ホルダ上にウェーハを固定するのを容易にするために、真
空ポート８４１と流体接触（fluid communication）している、プレートを通して伸びて
いる複数の穴１９２０を含む。ウェーハ・ホルダ・アセンブリの、この代替的な実施形態
に従って、膨張可能ブラダは、処理されているウェーハに直接接触せず、ウェーハ移動中
に膨張可能ブラダを切り、または損害を与えるリスクは、顕著に低減される。エラストマ
・オーリング１９１６は、好ましくは、ウェーハに接触するための親水性の表面（カソー
ド接触環に関して上述されたとおり）を供給するようにコートされまたは処理されており
、エラストマ・オーリング１９１６は、前記ウェーハへの適切な接触およびシールを確実
にするために必要とされれば、取り替えられる。他のブラダ・システムは、本発明に従っ
て、例えば共通して譲渡され、係属中のアメリカ合衆国特許出願第０９／２０１，７９６
号、「膨張コンプライアント・ブラダ・アセンブリ（Inflatable Compliant Bladder Ass
embly）」、１９９８年１１月３０日提出、に記述されたブラダ・システム等、本発明に
従った電気めっき処理セルにおいて有用であり、前記発明は、参照のために、そのすべて
がここに採用されている。
【００９０】
　図２５は、回転ヘッド・アセンブリ（rotatable head assembly）２４１０を有する処
理ヘッド・アセンブリの代替的実施形態である。好ましくは、回転アクチュエータは、カ
ンチレバード・アーム（cantilevered arm）に配置され、およびウェーハ処理中に、前記
ヘッド・アセンブリを回転させるために、前記ヘッド・アセンブリに取り付けられている
。回転ヘッド・アセンブリ２４１０は、ヘッド・アセンブリ・フレーム２４５２に搭載さ
れている。代替的ヘッド・アセンブリ・フレーム２４５２および回転ヘッド・アセンブリ
２４１０は、図６および上述のとおり、ヘッド・アセンブリ・フレーム４５２およびヘッ
ド・アセンブリ４１０に類似したメインフレームに搭載されている。ヘッド・アセンブリ
・フレーム２４５２は、搭載ポスト２４５４、ポスト・カバー２４５５、およびカンチレ
バー・アーム２４５６を含む。搭載ポスト２４５４は、メインフレーム２１４の本体に搭
載され、ポスト・カバー２４５５は搭載ポスト２４５４の上部を覆っている。好ましくは
、搭載ポスト４５４は、ヘッド・アセンブリ・フレーム２４５２の回転を可能にするため
に、搭載ポストに沿った縦軸に関して、回転する動き（矢印Ａ１で記載）を供給する。カ
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ンチレバー・アーム２４５６は、搭載ポスト２４５４の上部から横に伸びており、旋回ジ
ョイント（pivot joint）２４５９において、ポスト・カバー２４５５に、旋回するよう
に接続されている。回転ヘッド・アセンブリ２４１０は、カンチレバー・アーム２４５６
の遠位端部に配置された搭載スライド（mounting slide）２４６０に取り付けられている
。搭載スライド２４６０は、ヘッド・アセンブリ２４１０の縦の動きを導く。ヘッド・リ
フト・アクチュエータ２４５８は、ヘッド・アセンブリ２４１０の縦の移動を供給するた
めに、搭載スライド２４６０の頭部に配置される。
【００９１】
　カンチレバー・アーム２４５６の低位端部は、例えば搭載ポスト２４５４に搭載された
、空気シリンダまたは親ねじアクチュエータ等、カンチレバー・アーム・アクチュエータ
２４５７のシャフト２４５３に接続される。カンチレバー・アーム・アクチュエータ２４
５７は、カンチレバー・アーム２４５６とポスト・カバー２４５４との間のジョイント２
４５９に関して、カンチレバー・アーム２４５６の旋回する動き（矢印Ａ２で記載）を供
給する。カンチレバー・アーム・アクチュエータ２４５７が引き込まれると、カンチレバ
ー・アーム２４５６は、電気めっき処理セル２４０から処理キット４２０を除去しおよび
／または取りかえるために必要とされる空間を供給するために、処理キット４２０からヘ
ッド・アセンブリ２４１０を離す。カンチレバー・アーム・アクチュエータ２４５７が伸
びると、カンチレバー・アーム２４５６は、ヘッド・アセンブリ２４１０におけるウェー
ハを処理位置に配置するために、ヘッド・アセンブリ２４１０を処理キット４２０へと動
かす。
【００９２】
　回転ヘッド・アセンブリ２４１０は、搭載スライド２４６０に、スライドするように接
続された回転アクチュエータ２４６４を含む。ヘッド・リフト・アクチュエータ２４５８
のシャフト２４６８は、回転アクチュエータ２４６４の本体に取り付けられたリフト・ガ
イド２４６６を通して挿入される。好ましくは、シャフト２４６８は、様々な縦の位置の
間でリフト・ガイドを動かす（矢印Ａ３で記載）親ネジ・タイプのシャフトである。回転
アクチュエータ２４６４は、シャフト２４７０を通してウェーハ・ホルダ・アセンブリ２
４５０に接続され、およびウェーハ・ホルダ・アセンブリ２４５０を回転させる（矢印Ａ
４で記載）。ウェーハ・ホルダ・アセンブリ２４５０は、図１２乃至１５ならびに１９に
関して上述された実施形態等のブラダ・アセンブリ、および図７乃至１０ならびに１８に
関して上述された実施形態等のカソード接触環を含む。
【００９３】
　電気めっき処理中のウェーハの回転は、通常堆積結果を促進させる。好ましくは、ヘッ
ド・アセンブリは、電気めっき処理中、約２ｒｐｍから約２０ｒｐｍの間で回転する。ヘ
ッド・アセンブリは、処理セルにおいて電解液からウェーハを除去するために持ち上げら
れる時と同様に、処理中に電解液に接触するように、ウェーハを配置するために下げられ
るときも、回転しうる。ヘッド・アセンブリは、好ましくはヘッド・アセンブリにおける
残余電解液の除去を促進するために、処理セルからヘッド・アセンブリが持ち上げられた
後、高速で回転する（すなわち、＞２０ｒｐｍ）。
【００９４】
　一つの実施形態において、標準電気めっき処理は、通常最善で約５．５％以内の均一性
を達成する一方で、本発明者は、堆積したフィルムの均一性を、約２％以内に向上させた
（すなわち、堆積したフィルムの厚みの最大偏差は、平均のフィルムの厚みの約２％であ
る）。しかしながら、ある例において、特に、電気めっき堆積の均一性が、電解液の化学
的作用、電解液の流れおよび他のパラメータ等、処理パラメータを調節することによって
達成される場合、均一した電気めっき堆積を達成するためには、ヘッド・アセンブリの回
転は必要ではない。
【００９５】
　図６に戻って参照してみると、電気めっき処理セル４００の横断面図であり、ウェーハ
・ホルダ・アセンブリ４５０は処理キット４２０の上に配置されている。処理キット４２
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０は通常、ボウル（bowl）４３０、コンテナ本体４７２、アノード・アセンブリ（anode 
assembly）４７４およびフィルタ４７６を具備する。好ましくは、アノード・アセンブリ
４７４は、コンテナ本体４７２の下に配置され、コンテナ本体４７２の低位部分に取り付
けられ、およびフィルタ４７６は、アノード・アセンブリ４７４とコンテナ本体４７２と
の間に配置される。コンテナ本体４７２は、セラミック、プラスチック、プレキシガラス
（アクリル性）、レキセイン（lexane）、ＰＶＣ、ＣＰＶＣ、およびＰＶＤＦ等、電気的
絶縁物質でできた円筒形本体である。代替的に、コンテナ本体４７２は、ステンレス・ス
チール、ニッケル、およびチタン等の金属で作ることができ、それはテフロン（登録商標
）、ＰＶＤＦ、プラスチック、ゴム、および電解液で溶解せず、電気的に電極（すなわち
、電気めっきシステムのアノードおよびカソード）から絶縁されうる物質の他の組み合わ
せで覆われている。コンテナ本体４７２は、好ましくは、ウェーハめっき表面および前記
システムを通して処理されるウェーハの形状、通常は円形または長方形の形状に適合する
ような大きさであり、およびそのように適応している。コンテナ本体４７２の一つの好ま
しい実施形態は、ウェーハの直径とおよそ同じ大きさまたはやや大きい内径を有する、円
筒形セラミック管を具備する。本発明者は、通常の電気めっきシステムで求められる回転
動作は、コンテナ本体のサイズが、ウェーハめっき表面の大きさにおよそ適合する時は、
均一なめっき結果を達成するためには、必要とされないことを発見した。
【００９６】
　コンテナ本体４７２の上部は、環状堰４７８を形成するように、放射状に外側に向かっ
て伸びる。堰４７８は、電解液コレクタ４４０の内壁４４６の上へ伸び、電解液が電解液
コレクタ４４０へと流れ込むようにする。堰４７８の上位表面は、好ましくは、カソード
接触環４６６の低位表面に適合する。好ましくは、堰４７８の上位表面は、内側環状平坦
部分４８０、中間傾斜部分４８２、および外側下方傾斜部分４８４を含む。ウェーハが処
理位置に配置されると、ウェーハめっき表面は、コンテナ本体４７２の円筒形開口部の上
に配置され、電解液の流れのための間隙が、カソード接触環４６６の低位表面と、堰４７
８の上位表面との間に形成される。カソード接触環４６６の低位表面は、堰４７８の内側
平坦部分４８０および中間傾斜部分の上に配置される。外側下方傾斜部分４８４は、容易
に電解液が電解液コレクタ４４０へと流れ込むようにするために、下方に傾斜している。
【００９７】
　コンテナ本体４７２の低位部分は、コンテナ本体４７２をボウル４３０に固定するため
の、低位環状フランジ（lower annular flange）を形成するように、放射状に外側に向か
って伸びる。環状フランジ４８６の外側の大きさ（すなわち、周囲）は、処理キット４２
０の、電気めっき処理セル４００からの除去および取り替えを可能にするために、電解液
コレクタ４４０の開口部４４４および内周の大きさよりも小さい。好ましくは複数のボル
トが、環状フランジ４８６に固定されており、ボウル４３０にある適合するボルト穴を通
して下方に伸びる。複数の取り外し可能ファスナ・ナット４９０は、処理キット４２０を
ボウル４３０に固定する。エラストマ・オーリング等のシール４８７は、処理キット４２
０からのリークを防ぐために、ボルト４８８から内側へと放射状に、コンテナ本体４７２
とボウル４３０との間に配置される。ナット／ボルトの組み合わせによって、メンテナン
ス中の処理キット４２０の構成要素の、迅速かつ容易な除去および取り替えが促進される
。
【００９８】
　好ましくは、フィルタ４７６は、コンテナ本体４７２の低位開口部に取り付けられ、お
よびそれを完全に覆い、およびアノード・アセンブリ４７４は、フィルタ４７６の下に配
置される。スペーサ（spacer）４９２は、フィルタ４７６とアノード・アセンブリ４７４
との間に配置される。好ましくは、フィルタ４７６、スペーサ４９２、およびアノード・
アセンブリ４７４は、ネジおよび／またはボルト等、取り外し可能ファスナを使用して、
コンテナ本体４７２の低位表面に取り付けられる。代替的に、フィルタ４７６、スペーサ
４９２、およびアノード・アセンブリ４７４は、取り外すことができるように、ボウル４
３０に固定される。フィルタ４７６は、好ましくは、基板めっき表面への、電解液の流れ
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のパターンを制御するようにも機能する、セラミック・ディフューザ（ceramic diffuser
）を具備する。
【００９９】
　アノード・アセンブリ４７４は、好ましくは、電解液において金属ソース（metal sour
ce）として機能する消耗アノードを具備する。代替的には、アノード・アセンブリ４７４
は非消耗アノードを具備し、および電気めっきされるべき金属は、電解液補充システム２
２０から、電解液内に供給される。図６に記載のとおり、アノード・アセンブリ４７４は
、好ましくは銅等、電気めっきされるべき金属と同じ金属で作られている多孔質アノード
・エンクロージャ（porous anode enclosure）４９４を有する自己内包モジュールである
。代替的に、アノード・エンクロージャ４９４は、セラミックまたは重合膜（polymeric 
membranes）等、多孔質物質で作られている。銅の電気化学的堆積のための高純度の銅等
、可溶性金属４９６が、アノード・エンクロージャ４９４の中に配置される。可溶性金属
４９６は、好ましくは金属粒子、ワイヤまたは穿孔シート（perforated sheet）を具備す
る。多孔質アノード・エンクロージャ４９４はまた、アノード・エンクロージャ４９４内
の溶解金属によって生成される粒子を保持するフィルタとしても機能する。非消耗アノー
ドと比較して、消耗（すなわち、可溶性）アノードは、ガスを生成しない電解液を供給し
、および電解液において、金属を継続的に補充する必要性を最小限にする。
【０１００】
　アノード電極接触子４９８は、電源から可溶性金属４９６への電気的接続を供給するた
めに、アノード・エンクロージャ４９４を通して挿入される。好ましくは、アノード電極
接触子４９８は、チタン、プラチナ、およびプラチナめっきされたステンレス・スチール
等、電解液において不可溶性である伝導性物質から作られる。アノード電極接触子４９８
は、ボウル４３０を通って伸びており、電源に接続されている。好ましくは、アノード電
気接触子４９８は、アノード電気接触子４９８をボウル４３０に固定するために、ファス
ナ・ナット４９９のためのスレッデド部分（threaded portion）４９７を含み、エラスト
マ・ウォッシャ（elastomer washer）等、シール４９５は、処理キット４２０からのリー
クを防ぐために、ファスナ・ナット４９９とボウル４３０との間に配置される。
【０１０１】
　ボウル４３０は通常、円筒形部分５０２および底部５０４を具備する。上部環状フラン
ジ５０６は、円筒形部分５０２の上部から、放射状に外側に向かって伸びる。上部環状フ
ランジ５０６は、コンテナ本体４７２の低部環状フランジ４８６からのボルト４８８の数
に適合する複数の穴５０８を含む。ボウル４３０の上部環状フランジ５０６およびコンテ
ナ本体４７２の低部環状フランジ４８６を固定するために、ボルト４８８は、穴５０８を
通して挿入され、およびファスナ・ナット４９０は、ボルト４８８へと固定される。好ま
しくは、上部環状フランジ５０６の外側の大きさ（すなわち、円周）は、低部環状フラン
ジ４８６の外側の大きさ（すなわち、円周）とほぼ同じである。好ましくは、ボウル４３
０の上部環状フランジ５０６の低位表面は、処理キット４２０がメインフレーム２１４に
配置されている時は、メインフレーム２１４の支持フランジに載っている。
【０１０２】
　円筒形部分５０２の内周は、アノード・アセンブリ４７４およびフィルタ４７６を収容
する。好ましくは、電解液の相当な部分を、フィルタ４７６を通って流れる前に、最初に
アノード・アセンブリ４７４を通して強制的に流すために、フィルタ４７６およびアノー
ド・アセンブリ４７４の外側の大きさは、円筒形部分５０２の内側の大きさよりもやや小
さい。ボウル４３０の底部５０４は、電解液補充システム２２０からの電解液供給線に接
続している電解液流入口５１０を含む。好ましくは、アノード・アセンブリ４７４は、底
部５０４において、アノード・アセンブリと電解液流入口５１０との間に、電解液の流れ
のための間隙を供給するために、ボウル４３０の円筒形部分５０２の中間部分の辺りに配
置される。
【０１０３】
　電解液流入口５１０および電解液供給線は、好ましくは、処理キット４２０の簡単な除
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去および取り替えを促進する、解放可能コネクタによって接続される。処理キット４２０
がメンテナンスを必要とする時、電解液は、処理キット４２０から排出され、および電解
液供給線における電解液の流れは、停止され、排出される。電解液供給線のためのコネク
タは、電解液流入口５１０から解放され、アノード・アセンブリ４７４への電気的接続も
切断される。ヘッド・アセンブリ４１０は、処理キット４２０の一掃除去を供給するため
に、持ち上げられまたは回転させられる。処理キット４２０は、メインフレーム２１４か
ら取り除かれ、新しいまたは再調整された処理キットが、メインフレーム２１４へと取り
替えられる。
【０１０４】
　代替的に、ボウル４３０は、メインフレーム２１４の支持フランジへと固定されること
ができ、およびコンテナ本体４７２は、アノードおよびフィルタとともに、メンテナンス
のために除去される。この場合、アノード・アセンブリ４７４およびコンテナ本体４７２
をボウル４３０に固定しているナットは、アノード・アセンブリ４７４およびコンテナ本
体４７２の除去を容易にするために取り除かれる。新しい、または再調整されたアノード
・アセンブリ４７４およびコンテナ本体４７２は、メインフレーム２１４へと取りかえら
れ、およびボウル４３０に固定される。
【０１０５】
　図２０は、封入アノード（encapsulated anode）の第一の実施形態の横断面図である。
封入アノード２０００は、金属がアノード・プレート２００４から溶解するときに生成さ
れる「アノード・スラッジ（anode sludge）」または粒子をフィルタにかけ、または捕え
る、透過性アノード・エンクロージャを含む。図２０に記載のとおり、消耗アノード・プ
レート２００４は、固体の銅、好ましくは、親水性アノード封入メンブレン２００２に包
まれた高純度の、無酸素銅を含む。アノード・プレート２００４は、ボウル４３０の底部
を通って伸びる複数の電気接触子またはフィードスルー２００６によって固定されおよび
支持されている。電気接触子またはフィードスルー２００６は、アノード封入メンブレン
２００２を通って、アノード・プレート２００４の底面へと伸びる。電解液の流れは、矢
印Ａによって、ボウル４３０の底部に配置された電解液流入口５１０から、アノードとボ
ウル側壁との間の間隙を通るように、示されている。電解液はまた、矢印Ｂで示されたと
おり、アノード封入メンブレンとアノード・プレートとの間の間隙へ、またはそこから出
る透過によって、アノード封入メンブレン２００２を通っても流れる。好ましくは、アノ
ード封入メンブレン２００２は、改質ポリビニリデン・フッ素メンブレン等、およそ６０
％から８０％の間、より好ましくは約７０％の多孔度を有し、および孔の大きさは、およ
そ０．０２５μｍおよび約１μｍの間、より好ましくは約０．１μｍから約０．２μｍの
間である、親水性多孔質メンブレンを具備する。親水性多孔質メンブレンの一例は、マサ
チューセッツ州、ベッドフォードにあるＭｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎか
ら入手可能である、デュラポア・ハイドロフィリック・メンブレン（Durapore Hydrophil
ic Membrane）である。電解液が封入メンブレンを通って流れると、溶解アノードによっ
て生成されるアノード・スラッジおよび粒子は、封入メンブレンによってフィルタにかけ
られ、または捕えられる。このように、封入メンブレンは、電気めっき処理中の電解液の
純度を向上させ、およびアノード・スラッジおよび汚染粒子によって生じる、電気めっき
処理中の基板上の欠陥形成（defect formation ）が、顕著に低減される。
【０１０６】
　図２１は、封入アノードの第二の実施形態の横断面図である。封入アノードの第一の実
施形態と類似して、アノード・プレート２００４は、電気フィードスルー２００６に固定
されおよび支持されている。それぞれアノード・プレート２００４の上および下に配置さ
れた、上部封入メンブレン２００８および底部封入メンブレン２０１０は、アノード・プ
レート２００４周辺に配置されたメンブレン支持環２０１２に取り付けられる。上部およ
び底部封入メンブレン２００８、２０１０は、封入されたアノードの第一の実施形態の封
入メンブレンのための、上記リストからの物質を具備する。メンブレン支持環２０１２は
、好ましくは、プラスチックまたは他の重合体等、（封入メンブレンと比較して）相対的
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に硬い物質を含む。バイパス流体流入口２０１４は、電解液を、封入メンブレンとアノー
ド・プレートとの間の間隙に導くために、ボウル４３０の底部を通って、および底部封入
メンブレン２０１０を通って配置される。バイパス流出口２０１６は、メンブレン支持環
２０１２へと接続され、および封入されたアノードから出たアノード・スラッジまたは生
成された粒子を伴った、過剰な電解液の、排出ドレイン（図示されていない）への流れを
容易にするために、ボウル４３０を通って伸びる。
【０１０７】
　好ましくは、バイパス流体流入口２０１４および主電解液流入口５１０の中の電解液の
流れは、それぞれ流入口に接続された流体ラインに沿って配置された、フロー制御バルブ
２０２０、２０２２によって個別に制御され、およびバイパス流体流入口２０１４におけ
る流体圧は、好ましくは、主電解液流入口５１０における圧力よりも高圧に維持される。
主電解液流入口５１０からの、ボウル４３０内での電解液の流れは、矢印Ａによって示さ
れ、封入アノード２０００の内側の電解液の流れは、矢印Ｂによって示される。封入アノ
ードへと導かれる電解液の一部は、封入アノードから出て、バイパス流出口２０１６を通
って流れる。封入アノードへの専用バイパス電解液供給を供給することによって、溶解消
耗アノードから生成されるアノード・スラッジまたは粒子は、継続的にアノードから除去
され、それによって電気めっき処理中の電解液の純度は向上する。
【０１０８】
　図２２は、封入アノードの第三の実施形態の横断面図である。封入アノード２０００の
第三の実施形態は、複数の電気フィード・スルー２００６に固定されおよび支持されたア
ノード・プレート２００４と、メンブレン支持環２０１２に取り付けられた上部ならびに
底部封入メンブレン２００８、２０１０と、およびメンブレン支持環２０１２に接続され
、ボウル４３０を通って伸びるバイパス流出口２０１６とを含む。この、封入アノードの
第三の実施形態は、好ましくは、封入アノードの第一および第二の実施形態に関して上述
された物質を含む。第三の実施形態に従った底部封入メンブレン２０１０は、主電解液流
入口５１０の上に実質的に配置された一つ以上の開口部２０２４を含む。開口部２０２４
は、主電解液流入口５１０からの電解液の流れを受けるように適応しており、好ましくは
主電解液流入口５１０の内周とおよそ同じ大きさである。主電解液流入口５１０からの電
解液の流れは、矢印Ａによって示され、封入アノード内の電解液の流れは、矢印Ｂによっ
て示される。電解液の一部は、封入アノードから出て、バイパス流出口２０１６を通って
流れ、アノード溶解から生成されるノード・スラッジおよび粒子の一部を運搬する。
【０１０９】
　図２３は、封入アノードの第四の実施形態の横断面図である。封入アノード２０００の
第四の実施形態は、複数の電気フィードスルー２００６に固定されおよび支持されたアノ
ード・プレート２００２と、メンブレン支持環２０１２に取り付けられた上部ならびに底
部封入メンブレン２００８、２０１０と、および封入メンブレンとアノード・プレートと
の間の間隙に電解液を導くために、ボウル４３０の底部を通って、ならびに底部封入メン
ブレン２０１０を通って配置された、バイパス流体流入口２０１４とを含む。この、封入
アノードの第四の実施形態は、好ましくは、封入アノードの第一ならびに第二の実施形態
に関して上述された物質を含む。好ましくは、バイパス流体流入口２０１４および主電解
液流入口５１０を通る電解液の流れは、それぞれ制御バルブ２０２０、２０２２によって
個別に制御される。主電解液流入口５１０からの電解液の流れは、矢印Ａによって示され
る一方で、封入アノードを通る電解液の流れは、矢印Ｂによって示される。この実施形態
に関して、溶解アノード・プレートによって生成されるアノード・スラッジおよび粒子は
、電解液がメンブレンを通過する時に、封入メンブレンによってフィルタにかけられ、お
よび捕えられる。
【０１１０】
　図１６は、電解液補充システム２２０の概要図である。電解液補充システム２２０は、
電気めっき処理のために、電気めっき処理セルに電解液を供給する。電解液補充システム
２２０は、通常、主電解液タンク６０２、ドージング・モジュール（dosing module）６
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０３、ろ過モジュール６０５、化学的アナライザ・モジュール６１６、および電解液廃液
ドレイン６２０によって解析モジュール６１６に接続された、電解液廃液廃棄システム６
２２を含む。一つ以上のコントローラが、主タンク６０２における電解液の合成および電
解液補充システム２２０のオペレーションを制御する。好ましくは、前記コントローラは
、個別に操作可能であるが、電気めっきシステム・プラットフォーム２００の制御システ
ム２２２と統合されていてもよい。
【０１１１】
　主電解液タンク６０２は、電解液のための貯蔵槽を供給し、および一つ以上の流体ポン
プ６０８ならびにバルブ６０７を通って、電気めっき処理セルの各々に接続される、電解
液供給ライン６１２を含む。主タンク６０２と熱的に接続するように配置された熱交換器
６２４またはヒータ（heater）／チラー（chiller）は、主タンク６０２に貯蔵された電
解液の温度を制御する。熱交換器６２４は、コントローラ６１０に接続され、およびそれ
によって操作される。
【０１１２】
　ドージング・モジュール６０３は、供給ラインによって主タンク６０２に接続されてお
り、複数のソース・タンク６０６、またはフィード・ボトル（feed bottle）、複数のバ
ルブ６０９、およびコントローラ６１１を含む。ソース・タンク６０６は、電解液を合成
するために必要な化学物質を含み、通常は、電解液を合成するための脱イオン水源タンク
および硫酸銅（ＣｕＳＯ4）ソース・タンクを含む。他のソース・タンク６０６は、硫酸
水素塩（Ｈ2ＳＯ4）、塩酸塩（ＨＣＬ）およびグリコール等の様々な添加物を含んでもよ
い。各ソース・タンクは、好ましくは色でコード化され、およびドージング・モジュール
における適合流入コネクタに接続するように適応した、独自の接続流出コネクタを備える
。ソース・タンクを色でコード化し、およびソース・タンクに独自のコネクタを備えるこ
とによって、ソース・タンクを交換し、または取りかえる時に、人間のオペレータによっ
て生じる誤りが、顕著に低減される。
【０１１３】
　脱イオン水源タンクは、好ましくは、脱イオン水を、メンテナンス中のシステムの清浄
のためのシステムにも供給する。各ソース・タンク６０６と関連するバルブ６０９は、主
タンク６０２への化学物質の流れを調整し、およびバタフライ・バルブ（butterfly valv
es）、スロットル・バルブ（throttle valves）等、数多くの商業上入手可能なバルブの
いずれでもよい。バルブ６０９の作動は、好ましくはそこからの信号を受信するために、
システム制御２２２に接続された、コントローラ６１１によって達成される。
【０１１４】
　電解液ろ過モジュール６０５は、複数のフィルタ・タンク６０４を含む。電解液返送ラ
イン６１４は、処理セルの各々と、一つ以上のフィルタ・タンク６０４との間に接続され
る。フィルタ・タンク６０４は、再利用のために、電解液を主タンク６０２に戻す前に、
使用された電解液における望ましくない含有物を除去する。主タンク６０２は、主タンク
６０２における電解液の再循環およびろ過を容易にするために、フィルタ・タンク６０４
にも接続されている。主タンク６０２からフィルタ・タンク６０４を通して電解液を再循
環させることによって、電解液内の望ましくない含有物は、一定のレベルの純度を維持す
るために、フィルタ・タンク６０４によって継続的に除去される。さらに、主タンク６０
２とろ過モジュール６０５との間で電解液を再循環させることで、電解液内の様々な化学
物質が、完全に混合される。
【０１１５】
　電解液補充システム２２０は、電解液の化学的合成の、リアルタイムな化学的解析を供
給する、化学的アナライザ・モジュール６１６も含む。アナライザ・モジュール６１６は
、サンプル・ライン６１３によって主タンク６０２へと、および流出ライン６２１によっ
て廃液廃棄システム６２２へと流体的に結合される。アナライザ・モジュール６１６は、
通常、アナライザを操作するために、少なくとも一つのアナライザおよびコントローラを
具備する。特定の処理ツールに必要となるアナライザの数は、電解液の合成による。例え
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ば、第一のアナライザは、有機物質の濃度を監視するために使用されてもよい一方で、第
二のアナライザは、無機化学物質に必要とされる。図１６に記載の特定の実施形態におい
て、化学的アナライザ・モジュール６１６は、自動滴定アナライザ６１５およびサイクリ
ック・ボルタメトリック・ストリッパ（cyclic voltametric stripper）（ＣＶＳ）６１
７を具備する。どちらのアナライザも、様々な供給者から商業的に入手可能である。効果
的に使用されてもよい自動滴定アナライザは、Ｐａｒｋｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓから入手可
能であり、サイクリック・ボルタメトリック・ストリッパは、ＥＣＩから入手可能である
。自動適定アナライザ６１５は、塩化銅等の無機物質および酸の濃度を決定する。ＣＶＳ
６１７は、電解液において使用されるかもしれない様々な添加物、および処理セルから主
タンク６０２に戻される、処理から生じる副産物等、有機物質の濃度を決定する。
【０１１６】
　図１６に記載のアナライザ・モジュールは、単なる例示である。他の実施形態において
、各アナライザは、個別の供給ラインによって主電解液タンクに結合され、および個別の
コントローラによって操作されてもよい。当業者は、他の実施形態を認識するであろう。
【０１１７】
　操作において、電解液のサンプルが、サンプル・ライン６１３を介してアナライザ・モ
ジュール６１６へと流れる。サンプルは周期的に取られてもよいが、好ましくは、アナラ
イザ・モジュール６１６へ、電解液の継続的な流れが維持される。サンプルの一部は、自
動滴定アナライザ６１５に運ばれ、および一部は、適切な解析のためにＣＶＳ６１７に運
ばれる。コントローラ６１９は、データを生成するために、アナライザ６１５、６１７を
操作するためのコマンド信号を開始する。化学的アナライザ６１５、６１７からの情報は
、制御システム２２２に送られる。制御システム２２２は前記情報を処理し、およびユー
ザが定義する化学的適正量パラメータ（chemical dosage parameters）を含む信号を、ド
ージング・コントローラ６１１に送信する。受信された情報は、バルブ６０９のうち一つ
以上を操作することによって、ソース化学物質補充速度へのリアルタイムな調整を供給す
るために使用され、それによって、電気めっき処理の間、電解液の所望の、好ましくは一
定した化学的合成を維持する。アナライザ・モジュールからの廃液電解液は、流出ライン
６２１を介して廃液廃棄システム６２２へと流れる。
【０１１８】
　好ましい実施形態は、電解液のリアルタイムな監視および調整を利用するが、様々な代
替例が本発明に従って採用されてもよい。たとえば、ドージング・モジュール６０３は、
化学的アナライザ・モジュール６１６によって供給される出力値を見ているオペレータに
よって、手動で制御されてもよい。好ましくは、システム・ソフトウェアによって、オペ
レータ（手動）モードと同様に、自動リアルタイム調整モードの両方が可能になる。さら
に、複数のコントローラが図１６に記載されているが、一つのコントローラが、化学的ア
ナライザ・モジュール６１６、ドージング・モジュール６０３、および熱交換器６２４等
、システムの様々な構成要素を操作するために使用されてもよい。他の実施形態は、当業
者には明らかであろう。
【０１１９】
　好ましくは、アナライザは、アナライザにおける電極またはセンサが、繰り返して使用
されることによって腐食されると、コントローラが、計測におけるドリフト（drift）を
補うことを容易にする標準および基準体系を含む。標準および基準体系は、好ましくは、
アナライザによって解析されている物質に従って分類される。例えば、自動滴定アナライ
ザ６１５は、無機物質のための標準および基準体系を含み、およびＣＶＳ６１７は、有機
物質のための標準および基準体系を含む。例えば、表１に記載のとおり、三つの標準が、
電解液における銅および塩化物含有の解析のために示される。
【０１２０】
　　　　　　　　　　表１：銅および塩化物含有に関する標準
　　　　　　　　　　　　　　　　銅　　　　　　　塩化物
　　　　標準１（低）　　　　４９ｇ／ｌ　　　　４０ｐｐｍ
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　　　　標準２（中）　　　　５０ｇ／ｌ　　　　７０ｐｐｍ
　　　　標準３（高）　　　　６０ｇ／ｌ　　　１００ｐｐｍ

　アナライザは、銅および塩化物含有に関するアナライザのための電極またはセンサが、
繰返しの使用によって腐食されるにつれて、電極またはセンサの偏差または計測ドリフト
を決定するために、前記標準を使用する。標準における既知の含有物と、アナライザによ
る計測との間に、線形関係（linear relationship）を補間することによって、アナライ
ザは、電解液サンプルにおける物質の正確な解析を供給するために基準化される。電解液
サンプルから計測されたデータは、正確な計測を供給するために、電極またはセンサの計
測ドリフトに関して補われる。標準および基準体系を使用することによって、本発明は、
電解液の、正確でリアルタイムな、オンライン解析を供給し、前記システムに取り付けら
れたアナライザによって実行されうる閉ループ解析を容易にする。本発明はまた、電極ま
たはセンサの有効寿命を延長し、およびこれらの構成要素の取り替えによるシステムの遮
断の頻度を下げる。
【０１２１】
　電解液補充システム２２０はまた、使用された電解液、化学物質、および電気めっきシ
ステムにおいて使用された他の流体の安全な廃棄のための、電解液廃液廃棄システム６２
２へと接続された、電解液廃液ドレイン６２０も含む。好ましくは、電気めっきセルは、
電解液補充システム２２０を通して電解液を戻すことなく、電気めっきセルを排出するた
めに、電解液廃液ドレイン６２０または電解液廃液廃棄システム６２２への直接ライン接
続を含む。電解液補充システム２２０は、好ましくは、過剰な電解液を、電解液廃液ドレ
イン６２０に抜き取るための、ブリード・オフ接続（bleed off connection）も含む。
【０１２２】
　好ましくは、電解液補充システム２２０はまた、電解液から望ましくないガスを除去す
るように適応した、一つ以上のガス抜きモジュール６３０も含む。ガス抜きモジュールは
、通常、解放されたガスを除去するためのガス抜きモジュールおよび真空システムを通過
する流体から、ガスを分離するメンブレンを具備する。ガス抜きモジュール６３０は、好
ましくは、処理セル２４０に隣接する電解液供給ライン６１２に一列で配置される。ガス
抜きモジュール６３０は、好ましくは、電解液補充システムからのガスのほとんどが、電
解液が処理セルに入る前に、ガス抜きモジュールによって除去されるように、処理セル２
４０のできるだけ近くに配置される。好ましくは、各ガス抜きモジュール６３０は、ガス
抜きされた電解液を、各処理ステーション２１８の二つの処理セル２４０に供給するため
の二つの流出口を含む。代替的に、ガス抜きモジュール６３０は、各処理セルのために供
給される。ガス抜きモジュールは、多くの他の場所に配置されうる。例えば、ガス抜きモ
ジュールは、電解液補充システムにおける他の場所に、例えばフィルタ・セクションとと
もに、または主タンクまたは処理セルを伴う閉ループ・システムに配置されうる。他の例
として、一つのガス抜きモジュールは、ガス抜きされた電解液を、電気化学堆積システム
の処理セル２４０のすべてに供給するために、電解液供給ライン６１２と、一列で配置さ
れる。さらに、個別のガス抜きモジュールは、直列に、または脱イオン水供給ラインを伴
う閉ループに配置され、および脱イオン水源から酸素を除去することに専念する。脱イオ
ン水は処理された基板を洗うために使用されるので、遊離酸素ガスは、好ましくは、電気
めっきされた銅が、洗う処理によって酸化しにくいように、ＳＲＤモジュールに到達する
前に、脱イオン水から除去される。ガス抜きモジュールは、当業界ではよく知られており
、商業的実施形態が、様々な応用における使用に関して利用可能であり、適応している。
商業的に入手可能なガス抜きモジュールは、マサチューセッツ州、ベッドフォードにある
、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能である。
【０１２３】
　図２６ａに記載のとおり、ガス抜きモジュール６３０の一つの実施形態は、メンブレン
６３２の一方に流体（すなわち、電解液）通路６３４を、およびメンブレンの反対側に配
置された真空システム６３６を有する、疎水性メンブレン６３２を含む。ガス抜きモジュ
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ールのエンクロージャ６３８は、流入口６４０および一つ以上の流出口６４２を含む。電
解液が、ガス抜きモジュール６３０を通過すると、電解液におけるガスおよび他の微小バ
ブル（micro-bubbles）が、疎水性メンブレンを通る電解液から分離され、および真空シ
ステムによって除去される。ガス抜きモジュール６３０’の他の実施形態は、図２６ｂに
記載のとおり、疎水性メンブレンの管６３２’および疎水性メンブレンの管６３２’の周
辺に配置された真空システム６３６を含む。電解液は、疎水性メンブレンの管の内側に導
かれ、電解液が前記管における流体通路６３４を通過すると、電解液におけるガスおよび
他の微小バブルが、疎水性メンブレンの管６３２’を通る電解液から分離され、および前
記管を取り巻く真空システム６３６によって除去される。ガス抜きモジュールのより複雑
な設計が本発明によって意図されており、それは、メンブレンを横切る電解液の蛇行した
パス（paths）を有する設計、およびガス抜きモジュールの、他のマルチ・セクションな
（multi-sectioned）設計を含む。
【０１２４】
　図１６には記載されていないが、電解液補充システム２２０は、多くの他の構成要素を
含んでもよい。例えば、電解液補充システム２２０は、好ましくは、ウェーハ清浄システ
ム、例えばＳＲＤステーションに関する化学物質の貯蔵のための一つ以上の付加的タンク
も含む。有害物質コネクション（hazardous material connection）のための二重包含さ
れたパイピング（piping）も、前記システム全体における化学物質の安全な輸送を供給す
るために採用されてもよい。任意で、電解液補充システム２２０は、電気めっきシステム
への付加的な電解液供給を供給するために、付加的なまたは外部の電解液処理システムへ
の接続を含む。
【０１２５】
　図１７は、本発明に従った、急速熱アニール・チャンバ（thermal anneal chamber）の
横断面図である。急速熱アニール（ＲＴＡ）チャンバ２１１は、好ましくはローディング
・ステーション（loading station）２１０に接続され、および基板は、ローディング・
ステーション移送ロボット２２８によって、ＲＴＡチャンバ２１１へ、またはそこから移
送される。電気めっきシステムは、図２および３に記載のとおり、好ましくは、ローディ
ング・ステーション２１０の対称的な設計に対応して、ローディング・ステーションの反
対側に配置された、二つのＲＴＡチャンバ２１１を具備する。熱アニール処理チャンバは
、当業界で一般的によく知られており、急速熱アニール・チャンバは、典型的には、堆積
した物質の属性を向上させるために、基板処理システムにおいて利用される。本発明は、
電気めっきの結果を向上させるために、ホット・プレート設計および熱ランプ設計を含む
、様々な熱アニール・チャンバ設計を利用することを意図する。本発明に有効な、一つの
特定的な熱アニール・チャンバは、カリフォルニア州、Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａにある、
Ａｐｐｌｉｅｄ　ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｉｎｃ．，から入手可能な、ＷｘＺチャンバである
。本発明は、ホット・プレート急速熱アニール・チャンバを使用して記述されているが、
本発明は、他の熱アニール・チャンバのアプリケーションも、同様に意図する。
【０１２６】
　ＲＴＡチャンバ２１１は、通常、エンクロージャ９０２、ヒータ・プレート９０４、ヒ
ータ９０７および複数の基板支持ピン９０６を具備する。エンクロージャ９０２は、基盤
９０８、側壁９１０、および上部９１２を含む。好ましくは、冷プレート９１３が、エン
クロージャの上部９１２の下に配置される。代替的には、冷プレートは、エンクロージャ
の上部９１２の一部として、一体的に形成される。好ましくは、反射絶縁皿（reflector 
insulator dish）９１４は、基盤９０８上のエンクロージャ９０２の内側に配置される。
反射絶縁皿９１４は、典型的には、石英、アルミナ、または高温（すなわち、約５００℃
以上）に耐えることができ、およびヒータ９０７とエンクロージャ９０２との間の熱絶縁
体として機能することができる他の物質で作られる。皿９１４は、熱をヒータ・プレート
９０６に戻るように導くために、金等の反射性物質で覆われていてもよい。
【０１２７】
　ヒータ・プレート９０４は、好ましくは、システムで処理されている基板と比較して質
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量が大きく、好ましくは、例えば、炭化ケイ素、石英、またはＲＴＡチャンバにおける周
囲のガスに反応せず、または基板素材と反応しない他の物質等、の物質から製造される。
ヒータ９０７は、典型的には、抵抗性加熱素子または伝導性／放射性熱源を具備し、およ
び被加熱プレート９０６と反射絶縁皿９１４との間に配置される。ヒータ９０７は、ヒー
タ９０７を熱するために必要なエネルギを供給する電源９０６に接続される。好ましくは
、熱電対９２０は、コンジット９２２に配置され、基盤９０８および皿９１４を通るよう
に配置され、ヒータ・プレート９０４へと伸びる。熱電対９２０は、コントローラ（すな
わち、後述のシステム・コントローラ）に接続され、前記コントローラに温度計測を供給
する。コントローラは、温度計測および所望のアニール温度に従って、ヒータ９０７によ
って供給される熱を上げたり下げたりする。
【０１２８】
　エンクロージャ９０２は、好ましくは、エンクロージャ９０２を冷却するために、側壁
９１０と熱的に接触するエンクロージャ９０２の外側に配置された、冷却メンバ９１８を
含む。代替的には、一つ以上の冷却チャネル（図示されていない）が、エンクロージャ９
０２の温度を制御するために、側壁９１０内に形成される。上部９１２の内側表面に配置
された冷プレート９１３は、冷プレート９１３の近くに配置されている基板を冷却する。
【０１２９】
　ＲＴＡチャンバ２１１は、ＲＴＡチャンバへの、およびそこからの基板の移送を容易に
するために、エンクロージャ９０２の側壁９１０に配置されたスリット・バルブ（slit v
alve）９２２を含む。スリット・バルブ９２２は、選択的に、ローディング・ステーショ
ン２１０と通じているエンクロージャの側壁９１０にある開口部９２４を密閉する。ロー
ディング・ステーション移送ロボット２２８（図２参照）は、開口部９２４を通って、Ｒ
ＴＡチャンバへと、およびそこから基板を移送する。
【０１３０】
　基板支持ピン９０６は、好ましくは、石英、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、または他
の高温耐性物質で作られた、末端に向かって先細りになったメンバを具備する。各基板支
持ピン９０６は、管状コンジット９２６の中に配置され、好ましくは、熱および酸化耐性
素材で作られており、ヒータ・プレート９０４を通って伸びる。基板支持ピン９０６は、
統一的な方法で、基板支持ピン９０６を動かすためのリフト・プレート９２８に接続され
ている。リフト・プレート９２８は、ＲＴＡチャンバ内の様々な縦の位置に基板を配置す
ることを容易にするためにリフト・プレート９２８を動かす、リフト・シャフト９３２を
通って、ステッパ・モータ（stepper motor）等、アクチュエータ９３０に取り付けられ
る。リフト・シャフト９３２は、エンクロージャ９０２の基盤９０８を通って伸び、前記
シャフト周辺に配置された密閉フランジ（sealing flange）９３４によって密閉される。
【０１３１】
　基板をＲＴＡチャンバ２１１に移送するために、スリット・バルブ９２２は開けられ、
ローディング・ステーション移送ロボット２２８は、そこに配置された基板を持っている
そのロボット・ブレード（robot blade）を、開口部９２４を通って、ＲＴＡチャンバへ
と伸ばす。ローディング・ステーション移送ロボット２２８のロボット・ブレードは、前
記基板を、ヒータ・プレート９０４の上のＲＴＡチャンバに配置し、および基板支持ピン
９０６は、基板をロボット・ブレードの上に持ち上げるために、上方へと伸びる。ロボッ
ト・ブレードは、ＲＴＡチャンバから引き込まれ、スリット・バルブ９２２は開口部を閉
じる。基板支持ピン９０６は、ヒータ・プレート９０４から所望の距離だけ、前記基板を
下げるために引き込まれる。任意で、基板支持ピン９０６は、基板がヒータ・プレートに
直接接触するように配置するために、完全に引き込まれてもよい。
【０１３２】
　好ましくは、ガス流入口９３６は、アニール加工処理中に、ＲＴＡチャンバ２１１へ、
選択されたガスが流れ込むようにするために、エンクロージャ９０２の側壁９１０を通し
て配置される。ガス流入口９３６は、ＲＴＡチャンバ２１１へのガスの流れを制御するた
めのバルブ９４０を通してガス・ソース（gas source）９３８に接続される。ガス流出口
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９４２は、好ましくは、ＲＴＡチャンバにおけるガスを排出するために、エンクロージャ
９０２の側壁９１０の低位部分に配置され、および好ましくはチャンバの外側からの大気
のバックストリーム（backstreaming）を防ぐために、リリーフ／チェック・バルブ（rel
ief/check valve）９４４に接続される。任意で、ガス流出口９４２は、アニール加工中
、所望の真空レベルに、ＲＴＡチャンバを排気するために、真空ポンプ（図示されていな
い）に接続される。
【０１３３】
　本発明に従って、基板は、電気めっきセルにおいて電気めっきされ、ＳＲＤステーショ
ンにおいて清浄された後、ＲＴＡチャンバ２１１においてアニールされる。好ましくは、
ＲＴＡチャンバ２１１は、およそ大気圧に維持され、ＲＴＡチャンバ２１１内の酸素含有
量は、アニール加工処理中は、およそ１００ｐｐｍ以下に制御される。好ましくは、ＲＴ
Ａチャンバ２１１内の周辺環境は、窒素（Ｎ2）または窒素（Ｎ2）化合物および約４％以
下の水素（Ｈ2）を含み、ＲＴＡチャンバ２１１への周辺ガスの流れは、酸素含有量を１
００ｐｐｍ以下に制御するために、２０リットル／分（20 liters/min）以上に維持され
る。電気めっきされた基板は、好ましくは、約３０秒から３０分間、約摂氏２００度から
約摂氏４５０度の間の温度で、より好ましくは、約１分から５分間、約摂氏２５０度から
約摂氏４００度の温度でアニールされる。急速熱アニール処理は、典型的には、少なくと
も摂氏５０度毎秒の温度上昇を必要とする。アニール加工中、基板のために必要とされる
速度の温度上昇を供給するために、ヒータ・プレートは、好ましくは、約摂氏３５０度か
ら約摂氏４５０度の間に維持され、および基板は、好ましくは、アニール加工処理中、ヒ
ータ・プレートから約０ｍｍ（すなわち、ヒータ・プレートに接している）から約２０ｍ
ｍの間で配置される。好ましくは、制御システム２２２は、ＲＴＡチャンバにおける所望
の周辺環境およびヒータ・プレートの温度を維持することを含む、ＲＴＡチャンバ２１１
のオペレーションを制御する。
【０１３４】
　アニール加工処理が完了した後、基板支持ピン９０６は、ＲＴＡチャンバ２１１からの
移送のための位置に、前記基板を持ち上げる。スリット・バルブ９２２が開き、ローディ
ング・ステーション移送ロボット２２８のロボット・ブレードは、ＲＴＡチャンバの中へ
と伸び、前記基板の下に配置される。基板支持ピン９０６は、前記基板をロボット・ブレ
ードへと下げるために引き込まれ、ロボット・ブレードは、ＲＴＡチャンバから引き込ま
れる。ローディング・ステーション移送ロボット２２８は、電気めっき処理システムから
の除去のため、処理された基板をカセット（cassette）２３２の中へと移送する（図２お
よび３参照）。
【０１３５】
　図２に戻って参照すると、電気めっきシステム・プラットフォーム２００は、前記プラ
ットフォームの各構成要素の機能を制御する制御システム２２２を含む。好ましくは、制
御システム２２２は、メインフレーム２１４の上に搭載され、およびプログラム可能マイ
クロプロセッサを具備する。プログラム可能マイクロプロセッサは、典型的には、電気め
っきシステム・プラットフォーム２００のすべての構成要素を制御するために、特に設計
されたソフトウェアを使用してプログラムされる。制御システム２２２は、前記システム
の構成要素へ電力も供給し、およびオペレータが、電気めっきシステム・プラットフォー
ム２００を監視しおよび操作することができるようにする制御パネル２２３を含む。制御
パネル２２３は、図２に記載のとおり、ケーブルを通して制御システム２２２に接続され
、オペレータに簡単なアクセスを供給する、スタンドアロン・モジュールである。通常は
、制御システム２２２は、ローディング・ステーション２１０、ＲＴＡチャンバ２１１、
ＳＲＤステーション２１２、メインフレーム２１４および処理ステーション２１８のオペ
レーションを調整する。さらに、制御システム２２２は、電気めっき処理のための電解液
を供給するために、電解液補充システム２２０のコントローラと調整される。
【０１３６】
　以下の記述は、図２に記載されたとおり、電気めっきシステム・プラットフォーム２０
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０を通した、典型的なウェーハ電気めっき処理シーケンスの記述である。後述の処理シー
ケンスは、本発明に従って、電気化学堆積システムを利用して実行されうる、様々な他の
処理シーケンスまたは組み合わせの例示である。複数のウェーハを含むウェーハ・カセッ
トは、電気めっきシステム・プラットフォーム２００のローディング・ステーション２１
０におけるウェーハ・カセット受け取り領域２２４へとロードされる。ローディング・ス
テーション移送ロボット２２８は、ウェーハ・カセットにおけるウェーハ・スロット（wa
fer slot）からウェーハを取り上げ、前記ウェーハをウェーハ・オリエンタ（wafer orie
ntor）２３０に配置する。ウェーハ・オリエンタ２３０は、前記システムを通した処理の
ための所望の位置に、前記ウェーハを決定しおよび向ける。ローディング・ステーション
移送ロボット２２８はそれから、位置付けされたウェーハをウェーハ・オリエンタ２３０
から移送し、前記ウェーハを、ＳＲＤステーション２１２におけるウェーハ通過カセット
２３８におけるウェーハ・スロットの一つに配置する。メインフレーム移送ロボット２４
２は、前記ウェーハを、ウェーハ通過カセット２３８から取り上げ、および前記ウェーハ
をフリッパ・ロボット・エンド・イフェクタ２４０４（flipper robot end effector）２
４０４に固定する。メインフレーム移送ロボット２４２は、前記ウェーハをＥＤＰセル３
０１０へ移送し、シード層修復処理（seed layer repair process）は、無電解堆積を利
用して実行される。
【０１３７】
　シード層修復処理の後、メインフレーム移送ロボットは、電気めっき処理のために、前
記ウェーハを処理セル２４０に移送する。フリッパ・ロボット・エンド・イフェクタ２４
０４は、ウェーハの表面が下になるように、ウェーハ・ホルダ・アセンブリ４５０におい
て回転させ、配置する。前記ウェーハは、ウェーハ・ホルダ４６４の下に配置されるが、
カソード接触環４６６の上に配置される。フリッパ・ロボット・エンド・イフェクタ２４
０４はそれから、ウェーハをカソード接触環４６６へと配置するために、前記ウェーハを
解放する。ウェーハ・ホルダ４６４は、前記ウェーハに向かって動き、真空チャック（va
cuum chuck）は、前記ウェーハをウェーハ・ホルダ４６４に固定する。ウェーハ・ホルダ
・アセンブリ４５０上にあるブラダ・アセンブリ４７０は、ウェーハめっき表面とカソー
ド接触環４６６との間に電気的接触を確保するために、ウェーハの裏面に対して圧力をか
ける。
【０１３８】
　ヘッド・アセンブリ４５２は、処理キット４２０の上の処理位置へと下げられる。この
点において、ウェーハは、堰４７８の上面（upper plane）の下にあり、処理キット４２
０に含まれる電解液と接触する。電源は、電気めっき処理を可能にするために、電力（す
なわち、電圧および電流）をカソードおよびアノードに供給するように稼動する。電解液
は、典型的には、電気めっき処理中、処理キットへと継続的に汲み込まれる。カソードお
よびアノードに供給される電力、および電解液の流れは、所望の電気めっき結果を達成す
るために、制御システム２２２によって制御される。好ましくは、ヘッド・アセンブリは
、ヘッド・アセンブリが下がると、また電気めっき処理中も回転する。
【０１３９】
　電気めっき処理が完了した後、ヘッド・アセンブリ４１０は、ウェーハ・ホルダ・アセ
ンブリを持ち上げ、前記ウェーハを電解液から除去する。好ましくは、ヘッド・アセンブ
リは、ウェーハ・ホルダ・アセンブリからの残余電解液の除去を促進するために、一定時
間、回転する。真空チャックおよびウェーハ・ホルダのブラダ・アセンブリは、ウェーハ
・ホルダからウェーハを解放し、およびウェーハ・ホルダは、フリッパ・ロボット・エン
ド・イフェクタ２４０４が、カソード接触環から処理されたウェーハを取り上げることが
できるようにするために、持ち上げられる。フリッパ・ロボット・エンド・イフェクタ２
４０４は、カソード接触環における処理されたウェーハの裏面の上の位置に動かされ、お
よびフリッパ・ロボット・エンド・イフェクタ上の真空吸入グリッパ（vacuum suction g
ripper）を使用して、前記ウェーハを取り上げる。メインフレーム移送ロボットは、処理
セル２４０から、ウェーハとともにフリッパ・ロボット・エンド・イフェクタを引き込み
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、フリッパ・ロボット・エンド・イフェクタは、表面が下を向いた位置から、表面を上に
向けた位置へと、前記ウェーハをめくる。
【０１４０】
　前記ウェーハは、ＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２２００へと移送される。ＥＢＲ／ＳＲＤ
ウェーハ支持は前記ウェーハを持ち上げ、およびメインフレーム移送ロボットは、ＥＢＲ
／ＳＲＤモジュール２２００から引き込まれる。ウェーハは、ＥＢＲ／ＳＲＤセルにおけ
る真空ウェーハ・ホルダへと配置され、詳細に上述されたとおり、ウェーハのエッジ部分
での過剰な堆積を除去するために、エッジ・ビード除去処理（edge bead removal proces
s）が実行される。ウェーハは、詳細に上述されたとおり、脱イオン水、または脱イオン
水と清浄流体との組み合わせを使用して、ＥＢＲ／ＳＲＤモジュールにおいて、スピン・
リンス・ドライ処理（spin-rinse-dry process）を使用して清浄される。ウェーハは、Ｅ
ＢＲ／ＳＲＤモジュールからの移送のために配置される。
【０１４１】
　ローディング・ステーション移送ロボット２２８は、ＥＢＲ／ＳＲＤモジュール２３６
からウェーハを取り上げ、堆積した物質の属性を向上させるための、アニール加工処理の
ために、ＲＴＡチャンバ２１１へと処理されたウェーハを移送する。アニールされたウェ
ーハは、ローディング・ステーション・ロボット２２８によってＲＴＡチャンバ２１１か
ら移送され、電気めっきシステムからの除去のために、ウェーハ・カセットへと戻され、
配置される。上述されたシーケンスは、本発明の電気めっきシステム・プラットフォーム
２００において、実質的に同時に、複数のウェーハに関して実行されうる。また、本発明
に従った電気めっきシステムは、マルチスタック（multi-stack）のウェーハ処理を供給
するように適応しうる。
【０１４２】
　前述の内容は、本発明の好ましい実施形態のためのものである一方で、本発明の他の、
およびさらなる実施形態が、その基本的な範囲から逸脱することなく考案されてもよい。
【図１】 【図１Ａ】
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【図２８】

【図２９】

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月17日(2009.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）　一つ以上の電気化学処理セルと流体で通じている電解液供給タンクと；および
　ｂ）　前記電解液供給タンクと通じている一つ以上の化学アナライザを具備する化学ア
ナライザ・モジュールと
を具備し、前記一つ以上の化学アナライザは、有機化学アナライザおよび無機化学アナラ
イザを具備する、電気化学堆積システム。
【請求項２】
　前記一つ以上の化学アナライザに接続されたコントローラをさらに具備することを特徴
とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記電解液供給タンクに接続された一つ以上のフィルタを含むろ過モジュールを、さら
に具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記有機化学アナライザは、サイクリック・ボルタメトリック・ストリッパを具備する
ことを特徴とする、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記無機化学アナライザは、自動滴定アナライザを具備することを特徴とする、請求項
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３に記載のシステム。
【請求項６】
　ｃ）　前記電解液供給タンクと流体で通じている化学供給モジュール
をさらに具備することを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　ｄ）　前記化学アナライザ・モジュールおよび前記化学供給モジュールに結合された、
電気化学堆積処理を操作するための制御システム
をさらに具備することを特徴とする、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記化学供給モジュールに接続されたコントローラをさらに具備することを特徴とする
、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記化学供給モジュールおよび前記化学アナライザ・モジュールに接続されたコントロ
ーラをさらに具備することを特徴とする、請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　主電解液供給タンクと通じる一つ以上の処理セルを具備する、電気化学堆積システムに
おける電解液を解析するための方法であって：
　ａ）　前記電解液の少なくとも一部を、前記主電解液供給タンクから、一つ以上の化学
アナライザへ流し；および
　ｂ）　前記電解液を解析して無機物質および有機物質の濃度を決定する
ステップを具備し、前記電解液を解析するステップは、自動滴定アナライザおよびサイク
リック・ボルタメトリック・ストリッパを操作するステップを具備する前記方法。
【請求項１１】
　ｃ）　一つ以上の化学物質を、一つ以上のソース・タンクから、前記主電解液供給タン
クへと流す
ステップをさらに具備することを特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ｃ）　前記電解液の少なくとも一部を、一つ以上の処理セルへと流す
ステップをさらに具備することを特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　プロセッサによって実行される時には、一つ以上のコントローラに：
　ａ）　電解液の少なくとも一部を、電解液供給タンクから一つ以上の化学アナライザへ
と流すステップと；および
　ｂ）　前記電解液の合成を評価するデータを生成するステップと
を実行させるプログラムを含み、ステップ（ｂ）は、自動滴定アナライザおよびサイクリ
ック・ボルタメトリック・ストリッパを操作するステップを具備する単一ベアリング媒体
（a single-bearing medium）。
【請求項１４】
　ステップ（ｂ）は、無機物質および有機物質の濃度を決定するステップを具備すること
を特徴とする、請求項１３に記載の単一ベアリング媒体。
【請求項１５】
　（ｃ）　ステップ（ｂ）において生成されたデータに基づいて、一つ以上の化学物質を
、一つ以上のソース・タンクから前記電解液供給タンクへと流す
ステップをさらに具備することを特徴とする、請求項１３に記載の単一ベアリング媒体。
【請求項１６】
　ａ）
　　１）カソードと；および
　　２）前記カソードの上に配置されたウェーハ・ホルダと
　を具備するヘッド・アセンブリと
　ｂ）
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　　１）堰および電解液流入口を有する電解液コンテナと；および
　　２）前記電解液コンテナに配置されたアノードと
　を具備する、前記ヘッド・アセンブリの下に配置された処理キットと
　ｃ）　電解液流出口を有する、前記堰の下に配置された過剰電解液受けと；および
　ｄ）　前記カソードおよび前記アノードに接続された電源と
を具備する、金属を基板に電気化学的に堆積させるための装置。
【請求項１７】
　前記カソードは、カソード接触環を具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装
置。
【請求項１８】
　前記カソード接触環は、複数のウェーハ接触パッドを有するウェーハ・シーティング表
面（wafer seating surface）を具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記カソード接触環は、親水性表面を有することを特徴とする、請求項１６に記載の装
置。
【請求項２０】
　前記処理キットは、前記アノードの上の前記電解液コンテナに配置されたフィルタをさ
らに具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　ｅ）
　　１）ポンプを通して、前記電解液コンテナ上の前記電解液流入口へと接続された主タ
ンクと；
　　２）前記主タンクに接続された一つ以上のフィルタ・タンクと；および
　　３）前記主タンクに接続された一つ以上のソース・タンクと
　を具備する電解液供給
をさらに具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項２２】
　前記アノードは：
　ａ）　消耗アノード・プレートと；および
　ｂ）　前記消耗アノード・プレートを包囲する透過性封入メンバと
を具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記アノードは：
　ｃ）　前記封入メンバを通して前記アノード・プレートへと伸びる複数の電気接触メン
バであって、その各々は前記電解液コンテナを通して伸び、およびそれに固定されている
前記電気接触メンバ
をさらに具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項２４】
　前記封入メンバは、親水性膜を具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項２５】
　前記封入メンバは、それらの間に配置された膜支持環に取り付けられた、上部親水性膜
および底部親水性膜を具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項２６】
　前記底部親水性膜は、前記封入メンバと前記アノード・プレートとの間の間隙への、電
解液の流れを容易にするように適応した開口部を含むことを特徴とする、請求項２５に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記アノードは：
　ｄ）　前記膜支持環に接続され、および前記電解液コンテナを通って伸びるバイパス流
出口
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をさらに具備することを特徴とする、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記アノードは：
　ｄ）　前記底部親水性膜を通って接続されるバイパス電解液流入口
をさらに具備することを特徴とする、請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
　前記アノードは：
　ｅ）　前記膜支持環に接続され、および前記電解液コンテナを通って伸びるバイパス流
出口
をさらに具備することを特徴とする、請求項１８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記バイパス流入口は、フロー制御バルブを含むことを特徴とする、請求項１８に記載
の装置。
【請求項３１】
　前記電解液流入口は、フロー制御バルブを含むことを特徴とする、請求項２０に記載の
装置。
【請求項３２】
　ｅ）　前記ヘッド・アセンブリに接続され、および前記ヘッド・アセンブリを回転させ
るように適応した回転アクチュエータ
をさらに具備することを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項３３】
　前記ウェーハ・ホルダは、ブラダ・アセンブリを具備することを特徴とする、請求項１
６に記載の装置。
【請求項３４】
　前記ブラダ・アセンブリは、中間ウェーハ・ホルダ・プレートの裏面に取り付けられた
膨張可能ブラダと、および前記中間ウェーハ・ホルダ・プレートの前面にある環状溝に配
置されたオーリングとを具備することを特徴とする、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記中間ウェーハ・ホルダ・プレートは、前記プレートを通して伸び、および真空ポー
トと流体で通じるように配置された複数の穴を含むことを特徴とする、請求項３４に記載
の装置。
【請求項３６】
　前記オーリングの一つ以上の表面および前記中間ウェーハ・ホルダ・プレートは、親水
性表面を具備することを特徴とする、請求項３４に記載の装置。
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