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(57)【要約】
　【課題】研磨装置におけるプラテン等への組込みが容
易で空間分解能が高く、金属残膜を生じさせることなく
金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出する高周波を
用いた金属膜終点検出方法とその装置を提供することを
目的とする。
　【解決手段】本発明は上記目的を達成するために、所
定の金属膜８面に対し、所定の照射面積で且つ照射面が
所定の金属膜８面を横切るように高周波を照射し、研磨
の進行に伴う照射高周波に対する所定の金属膜８からの
反射波もしくは所定の金属膜８及びウェーハＷを透過す
る透過波の少なくともいずれかの特性中に生じる変曲点
を基に所定の金属膜８の研磨終点を検出する高周波を用
いた金属膜終点検出方法を提供するものである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハ表面の所定の金属膜を研磨して適正な厚さが除去されたときの研磨終点を検出
する高周波を用いた金属膜終点検出方法であって、
　前記所定の金属膜面に対し、所定の照射面積で且つ照射面が前記所定の金属膜面を横切
るように高周波を照射し、研磨の進行に伴う照射高周波に対する前記所定の金属膜からの
反射波もしくは前記所定の金属膜及びウェーハを透過する透過波の少なくともいずれかの
変化を基に前記所定の金属膜の研磨終点を検出することを特徴とする高周波を用いた金属
膜終点検出方法。
【請求項２】
　上記所定の金属膜面に対し、複数の上記照射面が同時に上記所定の金属膜面を横切るよ
うに高周波を照射することを特徴とする請求項１記載の高周波を用いた金属膜終点検出方
法。
【請求項３】
　上記所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき、高周波の照射対象となる物質が変わる
ことにより、研磨の進行に伴う反射率及び透過率の各特性には、それぞれ変曲点が生じ、
該変曲点を基に前記所定の金属膜の研磨終点を検出することを特徴とする請求項１又は２
記載の高周波を用いた金属膜終点検出方法。
【請求項４】
　上記変曲点が生じた後の上記反射率及び透過率の各特性中に、前記反射率に対する閾値
及び前記透過率に対する閾値を予め設定し、前記反射率もしくは透過率の少なくともいず
れかの値が前記反射率に対する閾値もしくは前記透過率に対する閾値を超えたときに前記
所定の金属膜の研磨終点を検出することを特徴とする請求項１，２又は３記載の高周波を
用いた金属膜終点検出方法。
【請求項５】
　上記反射率に対する閾値は所定の反射率値もしくは上記反射率特性における所定の傾き
により設定され、上記透過率に対する閾値は所定の透過率値もしくは上記透過率特性にお
ける所定の傾きにより設定されていることを特徴とする請求項１，２，３又は４記載の高
周波を用いた金属膜終点検出方法。
【請求項６】
　上記高周波の周波数帯は、マイクロ波帯であり、上記所定の金属膜面には上記高周波と
してのマイクロ波が導波管開口部から照射されることを特徴とする請求項１，２，３，４
又は５記載の高周波を用いた金属膜終点検出方法。
【請求項７】
　上記反射波及び反射率並びに上記透過波及び透過率の各変化は、上記所定の金属膜の材
質を一因子として決まる表皮効果に依存して生じていることを特徴とする請求項１，２，
３，４，５又は６記載の高周波を用いた金属膜終点検出方法。
【請求項８】
　所定の金属膜が形成されたウェーハを研磨ヘッドに保持し、回転するプラテンの表面に
設けられた研磨パッドに前記研磨ヘッドを回転させながら前記所定の金属膜を押し付けて
該所定の金属膜を研磨する化学機械研磨装置における前記所定の金属膜を監視して適正な
厚さが除去されたときの研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置であって
、
　前記高周波としてのマイクロ波を発振する発振器と、該発振器で発振されたマイクロ波
を受けてその伝播方向を所定の一方向へ切換えて伝播するサーキュレータと、該サーキュ
レータから前記所定の一方向へ切換え伝播されたマイクロ波を受けて該マイクロ波を前記
所定の金属膜面に照射する導波管開口部と、該照射マイクロ波に対する前記所定の金属膜
面からの反射マイクロ波を前記導波管開口部を介して前記サーキュレータで受け該サーキ
ュレータで所定の他方向へ切換え伝播された反射マイクロ波を検波する第１の検波器とを
前記プラテンに組込み、前記照射マイクロ波に対する前記所定の金属膜及びウェーハを透
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過する透過マイクロ波を検波する第２の検波器を前記研磨ヘッドに組込み、研磨の進行に
伴う前記第１の検波器で検波された反射マイクロ波出力もしくは前記第２の検波器で検波
された透過マイクロ波出力の少なくともいずれかの変化を基に前記所定の金属膜の研磨終
点を検出することを特徴とする高周波を用いた金属膜終点検出装置。
【請求項９】
　上記発振器は、ガンダイオードを用いた発振器であることを特徴とする請求項８記載の
高周波を用いた金属膜終点検出装置。
【請求項１０】
　上記発振器で発振されたマイクロ波電力を所要値に調整する可変抵抗減衰器、ステップ
型減衰器もしくは固定減衰器のうちの少なくともいずれかを備えていることを特徴とする
請求項８又は９記載の高周波を用いた金属膜終点検出装置。
【請求項１１】
　上記導波管開口部での反射電力が最小となるように該導波管開口部に送るマイクロ波の
位相を調整する位相変調器を備えていることを特徴とする請求項８，９又は１０記載の高
周波を用いた金属膜終点検出装置。
【請求項１２】
　上記導波管開口部から放射されたマイクロ波はフレネル領域において上記所定の金属膜
における反射電力が最大となるように、前記導波管開口部には所要厚みの溶融石英窓を取
付けてなることを特徴とする請求項８，９，１０又は１１記載の高周波を用いた金属膜終
点検出装置。
【請求項１３】
　上記発振器で発振されたマイクロ波はセパレータで複数に分割され、複数の上記導波管
開口部から上記所定の金属膜面に同時にマイクロ波が照射されることを特徴とする請求項
８，９，１０，１１又は１２記載の高周波を用いた金属膜終点検出装置。
【請求項１４】
　上記所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき、上記マイクロ波の照射対象となる物質
が変わることにより、研磨の進行に伴う上記反射マイクロ波出力特性及び上記透過マイク
ロ波出力特性には、それぞれ変曲点が生じ、該変曲点を基に前記所定の金属膜の研磨終点
を検出することを特徴とする請求項８，９，１０，１１，１２又は１３記載の高周波を用
いた金属膜終点検出装置。
【請求項１５】
　上記変曲点が生じた後の上記反射マイクロ波出力特性及び上記透過マイクロ波出力特性
の各特性中に、前記反射マイクロ波出力に対する閾値及び前記透過マイクロ波出力に対す
る閾値を予め設定し、前記反射マイクロ波出力もしくは前記透過マイクロ波出力の少なく
ともいずれかの値が前記反射マイクロ波出力に対する閾値もしくは前記透過マイクロ波出
力に対する閾値を超えたときに前記所定の金属膜の研磨終点を検出することを特徴とする
請求項８，９，１０，１１，１２，１３又は１４記載の高周波を用いた金属膜終点検出装
置。
【請求項１６】
　上記反射マイクロ波出力に対する閾値は所定の反射マイクロ波出力値もしくは上記反射
マイクロ波出力特性における所定の傾きにより設定され、上記透過マイクロ波出力に対す
る閾値は所定の透過マイクロ波出力値もしくは上記透過マイクロ波出力特性における所定
の傾きにより設定されていることを特徴とする請求項８，９，１０，１１，１２，１３，
１４又は１５記載の高周波を用いた金属膜終点検出装置。
【請求項１７】
　上記反射マイクロ波及び上記透過マイクロ波の各変化は、上記所定の金属膜の材質を一
因子として決まる表皮効果に依存して生じていることを特徴とする請求項８，９，１０，
１１，１２，１３，１４，１５又は１６記載の高周波を用いた金属膜終点検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、高周波を用いた金属膜終点検出方法とその装置に関するものであり、特に、
化学機械研磨加工（ＣＭＰ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉ
ｎｇ）等においてウェーハ上の金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出することが可能
な高周波を用いた金属膜終点検出方法とその装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウェーハの表面に例えば酸化膜を形成し、該酸化膜にリソグラィ及びエッチング
を施して配線パターンに対応した溝パターンを形成し、この上に前記溝パターンを充填す
るためのＣｕ等からなる金属膜を成膜し、該金属膜のうち不要部分をＣＭＰにより研磨除
去して配線パターンを形成するプロセスが知られている。この配線パターン等の形成では
、不要な金属膜が、残膜の生じることなく適正な厚さ除去されたときの研磨終点を確実に
検出して研磨を停止することが極めて重要である。
【０００３】
　これに関連する従来技術として、例えば次のようなウェーハ研磨方法及びその装置が知
られている。この従来技術は、研磨パッドを張り付けたプラテンを回転し、研磨パッド上
にスラリーを供給しつつ、ウェーハ支持板に保持したウェーハを該ウェーハ支持板により
回転させながら押し付け研磨する研磨装置において、プラテンの上面には、中心付近から
周縁近くまで延びた溝が設けられ、該溝の長手方向ほぼ中央に下方が円錐状に拡大した貫
通孔が形成されている。該貫通孔の溝側には、スラリーの漏れを防止するための透明窓材
が嵌め込まれている。
【０００４】
　プラテンの下面側には、該透明窓材の回転路に面してウェーハの研磨面に光を照射しそ
の反射光を受光するプローブが配置されている。該プローブは光ケーブルに接続され、そ
の他端は二股に別れ分光反射率測定装置と測定用光源に接続されている。そして、測定用
光源からウェーハの研磨面に光を照射してその反射光を分光反射率測定装置に入れ、膜が
目標の厚さになったときの分光反射率を予め計算で求めておいて、測定した分光反射率の
特徴が計算と一致した時点で残存する層の膜厚が所望の厚さになったことを検知している
（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、他の従来技術として、例えば、次の（イ）～（ハ）に示すような方法が知られて
いる。（イ）所定の発振周波数の超音波を所定の周期でパルス状に発射してウェーハによ
る表面反射波と裏面反射波との干渉波で膜厚変化を測定して研磨終点を検出するようにし
ている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
　（ロ）研磨剤スラリー廃液に電磁波を与え、その電磁波により励起された共振周波数と
共振電圧を測定して化学機械研磨の研磨終点を検出するようにしている（例えば、特許文
献３参照）。
【０００７】
　（ハ）基板の領域毎に与える押圧力を、膜厚測定装置による当該基板上の膜厚の測定情
報に基づいて調整するようにしたものであり、その膜厚測定装置は、渦電流、光学、温度
、トルク電流、マイクロ波等を利用したセンサとしている。しかし、最後のマイクロ波等
のセンサについては、マイクロ波等の反射信号などの単独又は適切なる組み合わせから、
その半導体ウェーハ等の基板の上にある金属膜としてのＣｕ膜やバリヤ膜、又は絶縁性膜
としての酸化膜等の膜厚を測定する膜厚測定装置としている（例えば、特許文献４参照）
。
【特許文献１】特開平７－５２０３２号公報。
【特許文献２】特開平８－２１０８３３号公報。
【特許文献３】特開２００２－３１７８２６号公報。
【特許文献４】特開２００５－１１９７７号公報。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の従来技術においては、研磨パッドに押し付けられているウェーハ研
磨面からの反射光を分光反射率測定装置に入れ、分光反射率を基に研磨終点を検出するよ
うにしている。しかしながら、この方法は、スラリーによる反射光散乱の問題があり、こ
のためＳＮ比が悪く研磨終点を精度良く検出することが難しい。
【０００９】
　特許文献２に記載の従来技術においては、高周波発振器が備えられているが、これは、
高周波信号を超音波振動子に与えるためのもので、金属膜を備えたウェーハに対する高周
波の透過・反射等の特性を利用して金属残膜を生じさせることなく該金属膜が除去された
状態を検知するという本発明に関する技術に対し、何等近接するものでも、示唆するもの
でもない。
【００１０】
　特許文献３に記載の従来技術においては、電磁波の放射が記載されているが、この記載
は、前記と同様に、本発明に関する技術に対し、何等近接するものでも、示唆するもので
もない。
【００１１】
　特許文献４に記載の従来技術においては、渦電流、光学、温度、トルク電流、又はマイ
クロ波等を利用したセンサにより基板上の金属膜や絶縁性膜の膜厚を測定するようにして
いる。しかし、渦電流を利用したものは、信号の変化が小さく金属膜を高い精度で確実に
測定するのは難しい。光学を利用したものは、システムが大掛かりとなって研磨装置にお
けるプラテン等への組込みが困難である。また、ウェーハにかかるトルク電流を利用した
ものは、ウェーハ全面にかかるトルクの変化しか分からないので空間分解能が悪く局所的
な金属残膜有無の検出は困難である。さらに、マイクロ波を利用したものは、マイクロ波
のどのような性質を利用してセンサとして機能させるのか、その具体的な作用効果の開示
は何もない。この特許文献４においては、マイクロ波は電磁波の一つとして記載されてい
るに過ぎず、言い換えれば、マイクロ波ではなく通常のｋＨｚオーダーの電磁波の利用で
も原理的に差はないとみなしうる。また金属膜等の導電性膜を、酸化膜等の絶縁材料と同
様に膜厚を測定することが記載されている。このことからも、導電性膜と絶縁材料との差
を顕著に判別しうるようなマイクロ波特有の性質を利用したものではない。本発明では、
研磨前は導電性膜の表皮効果により照射されたマイクロ波は殆ど反射する。研磨が進行し
て終点付近の状態になると導電性膜が除去されて殆ど絶縁材料になるため、マイクロ波は
殆ど透過する。このウェーハ上の導電性膜の有無の違いを、高周波の電磁波が有する表皮
効果によって顕著に判別できるとしてマイクロ波を利用したものであり、構成・作用・効
果の上で該従来技術とは、全く異なる。
【００１２】
　上記の他に、空洞共振器で金属膜等の膜厚変化に伴う高周波の変化を見る方法等もある
が、このものは空洞共振器が大きくなるため、前記と同様に、研磨装置におけるプラテン
等への組込みが困難である。
【００１３】
　そして、局所的な金属残膜有無の検出が困難であると、例えばウェーハのエッジ部分等
に局所的に金属膜が残っていても研磨終点が掛かってしまう場合がある。このため、研磨
終点検出後にさらにオーバーポリッシュを行う必要があるが、これを行うと金属配線部の
ディッシングやエロージョンを悪化させることになるという問題がある。
【００１４】
　そこで、研磨装置におけるプラテン等への組込みが容易で空間分解能が高く、金属残膜
を生じさせることなく金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出するために解決すべき技
術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、ウ
ェーハ表面の所定の金属膜を研磨して適正な厚さが除去されたときの研磨終点を検出する
高周波を用いた金属膜終点検出方法であって、前記所定の金属膜面に対し、所定の照射面
積で且つ照射面が前記所定の金属膜面を横切るように高周波を照射し、研磨の進行に伴う
照射高周波に対する前記所定の金属膜からの反射波もしくは前記所定の金属膜及びウェー
ハを透過する透過波の少なくともいずれかの変化を基に前記所定の金属膜の研磨終点を検
出する高周波を用いた金属膜終点検出方法を提供する。
【００１６】
　この構成によれば、研磨中の所定の金属膜面に高周波が照射されたとき、該所定の金属
膜面からの反射波並びに該所定の金属膜及びウェーハを透過する透過波はほぼ一定の値に
保持される。そして、研磨の進行により所定の金属膜が適正な厚さ除去されると高周波の
照射対象が所定の金属膜から該所定の金属膜下層の他の物質に変わることで、前記反射波
及び透過波が変化する。この反射波もしくは透過波の少なくともいずれかの変化を基に所
定の金属膜の研磨終点が検出される。このとき、高周波は所定の照射面積の照射面が所定
の金属膜面を横切るように照射されることで、金属膜検知の空間分解能が上がってウェー
ハ面内に所定の金属膜の膜残りを生じさせることなく、前記研磨終点の検出が行われる。
【００１７】
　請求項２記載の発明は、上記所定の金属膜面に対し、複数の上記照射面が同時に上記所
定の金属膜面を横切るように高周波を照射する高周波を用いた金属膜終点検出方法を提供
する。
【００１８】
　この構成によれば、ウェーハ面のほぼ全体にわたって、高い空間分解能で所定の金属膜
の膜残りの生じてないことが検知されて研磨終点の検出が確実に行われる。
【００１９】
　請求項３記載の発明は、上記所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき、高周波の照射
対象となる物質が変わることにより、研磨の進行に伴う反射率及び透過率の各特性には、
それぞれ変曲点が生じ、該変曲点を基に前記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を
用いた金属膜終点検出方法を提供する。
【００２０】
　この構成によれば、研磨の進行により所定の金属膜が適正な厚さ除去されると高周波の
照射対象が所定の金属膜から該所定の金属膜下層の他の物質に変わることで、研磨の進行
に伴う反射率（照射高周波電力に対する反射波電力の比率）及び透過率（照射高周波電力
に対する透過波電力の比率）の各特性には、それぞれ明確な変化である変曲点が生じる。
反射率もしくは透過率の少なくともいずれかにおけるこの明確な変化である変曲点を基に
所定の金属膜の研磨終点が確実に検出される。
【００２１】
　請求項４記載の発明は、上記変曲点が生じた後の上記反射率及び透過率の各特性中に、
前記反射率に対する閾値及び前記透過率に対する閾値を予め設定し、前記反射率もしくは
透過率の少なくともいずれかの値が前記反射率に対する閾値もしくは前記透過率に対する
閾値を超えたときに前記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検
出方法を提供する。
【００２２】
　この構成によれば、上記変曲点を基にした所定の金属膜の研磨終点検出は、具体的には
変曲点が生じた後の反射率及び透過率の各特性中にそれぞれ閾値を予め設定し、この閾値
を基にすることで所定の金属膜の研磨終点が一層確実に検出される。
【００２３】
　請求項５記載の発明は、上記反射率に対する閾値は所定の反射率値もしくは上記反射率
特性における所定の傾きにより設定され、上記透過率に対する閾値は所定の透過率値もし
くは上記透過率特性における所定の傾きにより設定されている高周波を用いた金属膜終点
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検出方法を提供する。
【００２４】
　この構成によれば、反射率に対する閾値が所定の反射率値もしくは反射率特性における
所定の傾きにより設定されることで、研磨の進行に伴う反射率が閾値を超えたことが確実
に判断される。また、透過率に対する閾値が所定の透過率値もしくは透過率特性における
所定の傾きにより設定されることで、研磨の進行に伴う透過率が閾値を超えたことが確実
に判断される。そして、前記両判断のうちの少なくともいずれかの判断の基に所定の金属
膜の研磨終点が確実に検出される。
【００２５】
　請求項６記載の発明は、上記高周波の周波数帯は、マイクロ波帯であり、上記所定の金
属膜面には上記高周波としてのマイクロ波が導波管開口部から照射される高周波を用いた
金属膜終点検出方法を提供する。
【００２６】
　この構成によれば、高周波としてマイクロ波を適用し、導波管開口部を所定の金属膜面
に対する該マイクロ波の放射用アンテナとすることで、所定の金属膜面に対し、所定の照
射面積で該マイクロ波を照射することができて金属膜検知の空間分解能を上げることが可
能となる。
【００２７】
　請求項７記載の発明は、上記反射波及び反射率並びに上記透過波及び透過率の各変化は
、上記所定の金属膜の材質を一因子として決まる表皮効果に依存して生じている高周波を
用いた金属膜終点検出方法を提供する。
【００２８】
　この構成によれば、研磨初期に所定の金属膜に照射された高周波の電磁波は、該所定の
金属膜の表皮効果により金属膜内深くまで侵入ことができず、その殆どが反射する。この
ため、研磨初期には反射波及び反射率は大きな値を示し、透過波及び透過率は極く小さな
値を示す。一方、研磨が進行して所定の金属膜の研磨終点付近になると高周波電磁波の照
射対象が所定の金属膜から該所定の金属膜下層の非導電性材料に変わることで、高周波の
電磁波はその殆どが透過する。このため、研磨終点付近では反射波及び反射率は極く小さ
な値を示し、透過波及び透過率は大きな値を示す。このように照射された高周波の電磁波
に対する反射波及び反射率並びに透過波及び透過率は、研磨初期から研磨終点付近にかけ
て所定の金属膜の表皮効果に依存して顕著に変化する。
【００２９】
　請求項８記載の発明は、所定の金属膜が形成されたウェーハを研磨ヘッドに保持し、回
転するプラテンの表面に設けられた研磨パッドに前記研磨ヘッドを回転させながら前記所
定の金属膜を押し付けて該所定の金属膜を研磨する化学機械研磨装置における前記所定の
金属膜を監視して適正な厚さが除去されたときの研磨終点を検出する高周波を用いた金属
膜終点検出装置であって、前記高周波としてのマイクロ波を発振する発振器と、該発振器
で発振されたマイクロ波を受けてその伝播方向を所定の一方向へ切換えて伝播するサーキ
ュレータと、該サーキュレータから前記所定の一方向へ切換え伝播されたマイクロ波を受
けて該マイクロ波を前記所定の金属膜面に照射する導波管開口部と、該照射マイクロ波に
対する前記所定の金属膜面からの反射マイクロ波を前記導波管開口部を介して前記サーキ
ュレータで受け該サーキュレータで所定の他方向へ切換え伝播された反射マイクロ波を検
波する第１の検波器とを前記プラテンに組込み、前記照射マイクロ波に対する前記所定の
金属膜及びウェーハを透過する透過マイクロ波を検波する第２の検波器を前記研磨ヘッド
に組込み、研磨の進行に伴う前記第１の検波器で検波された反射マイクロ波出力もしくは
前記第２の検波器で検波された透過マイクロ波出力の少なくともいずれかの変化を基に前
記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００３０】
　この構成によれば、マイクロ波を所定の金属膜面に照射する導波管開口部が、マイクロ
波の発振器、マイクロ波の伝播方向を切換えるサーキュレータ及び反射マイクロ波を検波
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する第１の検波器等と共に、稼働時に回転するプラテンに組込まれていることで、所定の
金属膜面に対し、マイクロ波が所定の照射面積で且つその照射面が前記所定の金属膜面を
横切るように照射される。これにより金属膜検知の空間分解能が高められる。そして、第
１の検波器で検波された反射マイクロ波出力もしくは第２の検波器で検波された透過マイ
クロ波出力の少なくともいずれかの変化を基に、所定の金属膜の膜残りを生じさせること
なく、前記所定の金属膜の研磨終点が検出される。
【００３１】
　請求項９記載の発明は、上記発振器は、ガンダイオードを用いた発振器である高周波を
用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００３２】
　この構成によれば、発振器を固体マイクロ波発振素子であるガンダイオードを用いた発
振器とすることで、プラテン内への容易組込み性が得られると共に、所要のマイクロ波出
力が得られる。
【００３３】
　請求項１０記載の発明は、上記発振器で発振されたマイクロ波電力を所要値に調整する
可変抵抗減衰器、ステップ型減衰器もしくは固定減衰器のうちの少なくともいずれかを備
えている高周波を用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００３４】
　この構成によれば、発振器でマイクロ波電力の調整は難しいので、各種減衰器により金
属膜の研磨終点を精度よく検出する上で最適なマイクロ波電力値に設定される。
【００３５】
　請求項１１記載の発明は、上記導波管開口部での反射電力が最小となるように該導波管
開口部に送るマイクロ波の位相を調整する位相変調器を備えている高周波を用いた金属膜
終点検出装置を提供する。
【００３６】
　この構成によれば、マイクロ波の放射用アンテナとして機能する導波管開口部から所定
の金属膜面に向けて効率よくマイクロ波が放射される。
【００３７】
　請求項１２記載の発明は、上記導波管開口部から放射されたマイクロ波はフレネル領域
において上記所定の金属膜における反射電力が最大となるように、前記導波管開口部には
所要厚みの溶融石英窓を取付けてなる高周波を用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００３８】
　この構成によれば、導波管開口部に所要厚みの溶融石英窓を取付けることで、高空間分
解能で反射マイクロ波出力及び透過マイクロ波出力が得られて所定の金属膜の研磨終点が
確実に検出される。
【００３９】
　請求項１３記載の発明は、上記発振器で発振されたマイクロ波はセパレータで複数に分
割され、複数の上記導波管開口部から上記所定の金属膜面に同時にマイクロ波が照射され
る高周波を用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００４０】
　この構成によれば、所定の金属膜面に対し、マイクロ波が、それぞれ所定の照射面積で
且つ複数の照射面が同時に前記所定の金属膜面を横切るように照射される。そして、ウェ
ーハ面のほぼ全体にわたって、高い空間分解能で金属膜の膜残りの生じてないことが検知
されて所定の金属膜の研磨終点の検出が確実に行われる。
【００４１】
　請求項１４記載の発明は、上記所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき、上記マイク
ロ波の照射対象となる物質が変わることにより、研磨の進行に伴う上記反射マイクロ波出
力特性及び上記透過マイクロ波出力特性には、それぞれ変曲点が生じ、該変曲点を基に前
記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００４２】
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　この構成によれば、研磨の進行により所定の金属膜が適正な厚さ除去されるとマイクロ
波の照射対象が所定の金属膜から該所定の金属膜下層の他の物質に変わることで、研磨の
進行に伴う反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性には、それぞれ明確な変
化である変曲点が生じる。反射マイクロ波出力特性もしくは透過マイクロ波出力特性の少
なくともいずれかにおけるこの明確な変化である変曲点を基に所定の金属膜の研磨終点が
確実に検出される。
【００４３】
　請求項１５記載の発明は、上記変曲点が生じた後の上記反射マイクロ波出力特性及び上
記透過マイクロ波出力特性の各特性中に、前記反射マイクロ波出力に対する閾値及び前記
透過マイクロ波出力に対する閾値を予め設定し、前記反射マイクロ波出力もしくは前記透
過マイクロ波出力の少なくともいずれかの値が前記反射マイクロ波出力に対する閾値もし
くは前記透過マイクロ波出力に対する閾値を超えたときに前記所定の金属膜の研磨終点を
検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置を提供する。
【００４４】
　この構成によれば、上記変曲点を基にした所定の金属膜の研磨終点検出は、具体的には
変曲点が生じた後の反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性の各特性中にそ
れぞれ閾値を予め設定し、この閾値を基にすることで所定の金属膜の研磨終点が一層確実
に検出される。
【００４５】
　請求項１６記載の発明は、上記反射マイクロ波出力に対する閾値は所定の反射マイクロ
波出力値もしくは上記反射マイクロ波出力特性における所定の傾きにより設定され、上記
透過マイクロ波出力に対する閾値は所定の透過マイクロ波出力値もしくは上記透過マイク
ロ波出力特性における所定の傾きにより設定されている高周波を用いた金属膜終点検出装
置を提供する。
【００４６】
　この構成によれば、反射マイクロ波出力に対する閾値が所定の反射マイクロ波出力値も
しくは反射マイクロ波出力特性における所定の傾きにより設定されることで、研磨の進行
に伴う反射マイクロ波出力が閾値を超えたことが確実に判断される。また、透過マイクロ
波出力に対する閾値が所定の透過マイクロ波出力値もしくは透過マイクロ波出力特性にお
ける所定の傾きにより設定されることで、研磨の進行に伴う透過マイクロ波出力が閾値を
超えたことが確実に判断される。そして、前記両判断のうちの少なくともいずれかの判断
の基に所定の金属膜の研磨終点が確実に検出される。
【００４７】
　請求項１７記載の発明は、上記反射マイクロ波及び上記透過マイクロ波の各変化は、上
記所定の金属膜の材質を一因子として決まる表皮効果に依存して生じている高周波を用い
た金属膜終点検出装置を提供する。
【００４８】
　この構成によれば、研磨初期に所定の金属膜に照射されたマイクロ波は、該所定の金属
膜の表皮効果により金属膜内深くまで侵入することができず、その殆どが反射する。この
ため、研磨初期には反射マイクロ波は大きな値を示し、透過マイクロ波は極く小さな値を
示す。一方、研磨が進行して所定の金属膜の研磨終点付近になるとマイクロ波の照射対象
が所定の金属膜から該所定の金属膜下層の非導電性材料に変わることで、マイクロ波はそ
の殆どが透過する。このため、研磨終点付近では反射マイクロ波は極く小さな値を示し、
透過マイクロ波は大きな値を示す。このように照射されたマイクロ波に対する反射マイク
ロ波及び透過マイクロ波は、研磨初期から研磨終点付近にかけて所定の金属膜の表皮効果
に依存して顕著に変化する。
【発明の効果】
【００４９】
　請求項１記載の発明は、所定の金属膜面に対し、所定の照射面積で且つ照射面が前記所
定の金属膜面を横切るように高周波を照射し、研磨の進行に伴う照射高周波に対する前記
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所定の金属膜からの反射波もしくは前記所定の金属膜及びウェーハを透過する透過波の少
なくともいずれかの変化を基に前記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金
属膜終点検出方法としたので、高周波が所定の照射面積で所定の金属膜面を横切るように
照射されることで、金属膜検知の空間分解能が高くなってウェーハ面内に金属残膜を生じ
させることなく研磨の進行に伴う反射波もしくは透過波の少なくともいずれかの変化を基
に所定の金属膜の研磨終点を確実に検出することができるという利点がある。
【００５０】
　請求項２記載の発明は、上記所定の金属膜面に対し、複数の上記照射面が同時に上記所
定の金属膜面を横切るように高周波を照射する高周波を用いた金属膜終点検出方法とした
ので、ウェーハ面のほぼ全体にわたって、高い空間分解能で金属残膜の生じてないことが
検知されて、所定の金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出することができるという利
点がある。
【００５１】
　請求項３記載の発明は、上記所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき、高周波の照射
対象となる物質が変わることにより、研磨の進行に伴う反射率及び透過率の各特性には、
それぞれ変曲点が生じ、該変曲点を基に前記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を
用いた金属膜終点検出方法としたので、所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき反射率
及び透過率の各特性には、それぞれ明確な変化である変曲点が生じることから、この明確
な変化である変曲点を基に所定の金属膜の研磨終点を確実に検出することができるという
利点がある。
【００５２】
　請求項４記載の発明は、上記変曲点が生じた後の上記反射率及び透過率の各特性中に、
前記反射率に対する閾値及び前記透過率に対する閾値を予め設定し、前記反射率もしくは
透過率の少なくともいずれかの値が前記反射率に対する閾値もしくは前記透過率に対する
閾値を超えたときに前記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検
出方法としたので、上記変曲点が生じた後の反射率及び透過率の各特性中にそれぞれ閾値
を予め設定し、この閾値を基にすることで所定の金属膜の研磨終点を高い精度で一層確実
に検出することができるという利点がある。
【００５３】
　請求項５記載の発明は、上記反射率に対する閾値は所定の反射率値もしくは上記反射率
特性における所定の傾きにより設定され、上記透過率に対する閾値は所定の透過率値もし
くは上記透過率特性における所定の傾きにより設定されている高周波を用いた金属膜終点
検出方法としたので、研磨の進行に伴う反射率が閾値を超えたことを確実に判断すること
ができ、また、透過率が閾値を超えたことを確実に判断することができる。そして、前記
両判断のうちの少なくともいずれかの判断の基に所定の金属膜の研磨終点を高い精度で一
層確実に検出することができるという利点がある。
【００５４】
　請求項６記載の発明は、上記高周波の周波数帯は、マイクロ波帯であり、上記所定の金
属膜面には上記高周波としてのマイクロ波が導波管開口部から照射される高周波を用いた
金属膜終点検出方法としたので、高周波としてマイクロ波を適用し、導波管開口部を所定
の金属膜面に対する該マイクロ波の放射用アンテナとすることで、所定の金属膜面に対し
所定の照射面積でマイクロ波を照射することができて、金属膜検知の空間分解能を高める
ことができるという利点がある。
【００５５】
　請求項７記載の発明は、上記反射波及び反射率並びに上記透過波及び透過率の各変化は
、上記所定の金属膜の材質を一因子として決まる表皮効果に依存して生じている高周波を
用いた金属膜終点検出方法としたので、照射された高周波の電磁波に対する反射波及び反
射率並びに透過波及び透過率は、研磨初期から研磨終点付近にかけて所定の金属膜の表皮
効果に依存して顕著に変化することから、これらの変化のうちの少なくともいずれかを基
に所定の金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出することができるという利点がある。
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【００５６】
　請求項８記載の発明は、高周波としてのマイクロ波を発振する発振器と、該発振器で発
振されたマイクロ波を受けてその伝播方向を所定の一方向へ切換えて伝播するサーキュレ
ータと、該サーキュレータから前記所定の一方向へ切換え伝播されたマイクロ波を受けて
該マイクロ波を前記所定の金属膜面に照射する導波管開口部と、該照射マイクロ波に対す
る前記所定の金属膜面からの反射マイクロ波を前記導波管開口部を介して前記サーキュレ
ータで受け該サーキュレータで所定の他方向へ切換え伝播された反射マイクロ波を検波す
る第１の検波器とをプラテンに組込み、前記照射マイクロ波に対する前記所定の金属膜及
びウェーハを透過する透過マイクロ波を検波する第２の検波器を研磨ヘッドに組込み、研
磨の進行に伴う前記第１の検波器で検波された反射マイクロ波出力もしくは前記第２の検
波器で検波された透過マイクロ波出力の少なくともいずれかの変化を基に前記所定の金属
膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置としたので、導波管開口部が
、稼働時に回転するプラテンに組込まれていることで、マイクロ波が所定の照射面積で所
定の金属膜面を横切るように照射される。したがって、金属膜検知の空間分解能が高くな
ってウェーハ面内に金属残膜を生じさせることなく研磨の進行に伴う反射マイクロ波出力
もしくは透過マイクロ波出力の少なくともいずれかの変化を基に所定の金属膜の研磨終点
を確実に検出することができる。また、前記導波管開口部、発振器、サーキュレータ及び
第１の検波器を含むマイクロ波回路はプラテン内に組込むことができ、第２の検波器は研
磨ヘッドに組込むことができるという利点がある。
【００５７】
　請求項９記載の発明は、上記発振器は、ガンダイオードを用いた発振器である高周波を
用いた金属膜終点検出装置としたので、固体マイクロ波発振素子であるガンダイオードを
用いた発振器はプラテン内へ容易に組込むことができると共に、所要のマイクロ波出力を
得ることができるという利点がある。
【００５８】
　請求項１０記載の発明は、上記発振器で発振されたマイクロ波電力を所要値に調整する
可変抵抗減衰器、ステップ型減衰器もしくは固定減衰器のうちの少なくともいずれかを備
えている高周波を用いた金属膜終点検出装置としたので、マイクロ波電力を、金属膜の研
磨終点を精度よく検出する上で最適値に設定することができるという利点がある。
【００５９】
　請求項１１記載の発明は、上記導波管開口部での反射電力が最小となるように該導波管
開口部に送るマイクロ波の位相を調整する位相変調器を備えている高周波を用いた金属膜
終点検出装置としたので、導波管開口部から所定の金属膜面に向けて効率よくマイクロ波
を放射することができるという利点がある。
【００６０】
　請求項１２記載の発明は、上記導波管開口部から放射されたマイクロ波はフレネル領域
において上記所定の金属膜における反射電力が最大となるように、前記導波管開口部には
所要厚みの溶融石英窓を取付けてなる高周波を用いた金属膜終点検出装置としたので、所
定の金属膜から高空間分解能で反射マイクロ波及び透過マイクロ波を得ることができて該
所定の金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出することができるという利点がある。
【００６１】
　請求項１３記載の発明は、上記発振器で発振されたマイクロ波はセパレータで複数に分
割され、複数の上記導波管開口部から上記所定の金属膜面に同時にマイクロ波が照射され
る高周波を用いた金属膜終点検出装置としたので、所定の金属膜面に対し、マイクロ波が
それぞれ所定の照射面積で且つ複数の照射面が同時に前記所定の金属膜面を横切るように
照射される。したがって、ウェーハ面のほぼ全体にわたって高い空間分解能で金属残膜の
生じてないことが検知されて、所定の金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出すること
ができるという利点がある。
【００６２】
　請求項１４記載の発明は、上記所定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき、上記マイク
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ロ波の照射対象となる物質が変わることにより、研磨の進行に伴う上記反射マイクロ波出
力特性及び上記透過マイクロ波出力特性には、それぞれ変曲点が生じ、該変曲点を基に前
記所定の金属膜の研磨終点を検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置としたので、所
定の金属膜が適正な厚さ除去されたとき反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力
特性には、それぞれ明確な変化である変曲点が生じることから、この明確な変化である変
曲点を基に所定の金属膜の研磨終点を確実に検出することができるという利点がある。
【００６３】
　請求項１５記載の発明は、上記変曲点が生じた後の上記反射マイクロ波出力特性及び上
記透過マイクロ波出力特性の各特性中に、前記反射マイクロ波出力に対する閾値及び前記
透過マイクロ波出力に対する閾値を予め設定し、前記反射マイクロ波出力もしくは前記透
過マイクロ波出力の少なくともいずれかの値が前記反射マイクロ波出力に対する閾値もし
くは前記透過マイクロ波出力に対する閾値を超えたときに前記所定の金属膜の研磨終点を
検出する高周波を用いた金属膜終点検出装置としたので、上記変曲点が生じた後の反射マ
イクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性の各特性中にそれぞれ閾値を予め設定し、
この閾値を基にすることで所定の金属膜の研磨終点を高い精度で一層確実に検出すること
ができるという利点がある。
【００６４】
　請求項１６記載の発明は、上記反射マイクロ波出力に対する閾値は所定の反射マイクロ
波出力値もしくは上記反射マイクロ波出力特性における所定の傾きにより設定され、上記
透過マイクロ波出力に対する閾値は所定の透過マイクロ波出力値もしくは上記透過マイク
ロ波出力特性における所定の傾きにより設定されている高周波を用いた金属膜終点検出装
置としたので、研磨の進行に伴う反射マイクロ波出力が閾値を超えたことを確実に判断す
ることができ、また、透過マイクロ波出力が閾値を超えたことを確実に判断することがで
きる。そして、前記両判断のうちの少なくともいずれかの判断の基に所定の金属膜の研磨
終点を高い精度で一層確実に検出することができるという利点がある。
【００６５】
　請求項１７記載の発明は、上記反射マイクロ波及び上記透過マイクロ波の各変化は、上
記所定の金属膜の材質を一因子として決まる表皮効果に依存して生じている高周波を用い
た金属膜終点検出装置としたので、照射されたマイクロ波に対する反射マイクロ波及び透
過マイクロ波は、研磨初期から研磨終点付近にかけて所定の金属膜の表皮効果に依存して
顕著に変化することから、該両変化のうちの少なくともいずれかを基に所定の金属膜の研
磨終点を高い精度で確実に検出することができるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６６】
　研磨装置におけるプラテン等への組込みが容易で空間分解能が高く、金属残膜を生じさ
せることなく金属膜の研磨終点を高い精度で確実に検出するという目的を達成するために
、ウェーハ表面の所定の金属膜を研磨して適正な厚さが除去されたときの研磨終点を検出
する高周波を用いた金属膜終点検出方法であって、前記所定の金属膜面に対し、所定の照
射面積で且つ照射面が前記所定の金属膜面を横切るように高周波を照射し、研磨の進行に
伴う前記照射高周波に対する前記所定の金属膜からの反射波もしくは前記所定の金属膜及
びウェーハを透過する透過波の少なくともいずれかの変化を基に前記所定の金属膜の研磨
終点を検出することにより実現した。
【実施例１】
【００６７】
　以下、本発明の好適な一実施例を図面に従って詳述する。図１は高周波としてのマイク
ロ波を用いた金属膜終点検出装置が組込まれた化学機械研磨装置の斜視図、図２は化学機
械研磨装置におけるプラテン等に組込まれた金属膜終点検出装置を示す構成図である。
【００６８】
　ます、本実施例に係る金属膜終点検出装置の構成を、化学機械研磨装置の概略構成から
説明する。図１において化学機械研磨装置１は、主としてプラテン２と、研磨ヘッド３と
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から構成されている。
【００６９】
　前記プラテン２は、円盤状に形成され、その下面中央には回転軸４が連結されており、
モータ５の駆動によって矢印Ａ方向へ回転する。前記プラテン２の上面には研磨パッド６
が貼着されており、該研磨パッド６上に図示しないノズルから研磨剤と化学薬品との混合
物であるスラリーが供給される。前記研磨ヘッド３は、本体部が円盤状に形成され、その
上面中央に回転軸７が連結されており、図示しないモータで駆動され矢印Ｂ方向に回転す
る。
【００７０】
　該化学機械研磨装置１は、金属膜が形成されたウェーハを、研磨ヘッド３で吸着保持し
て図示しない移動機構によりプラテン２上に運び、該ウェーハを金属膜が研磨パッド６に
対接するようにプラテン２上に載置する。次いで、研磨ヘッド３内の図示しないエアバッ
クにエアーを供給して該エアバックを膨らませる。前記エアバックの膨らみによって、ウ
ェーハ表面部の金属膜が所定の圧力で研磨パッド６に押し付けられる。
【００７１】
　この状態でプラテン２を図１の矢印Ａ方向に回転させるとともに研磨ヘッド３を図１の
矢印Ｂ方向に回転させ、回転する研磨パッド６上に図示しないノズルからスラリーを供給
してウェーハ表面部の金属膜を研磨する。
【００７２】
　そして、図２に示すように、化学機械研磨装置１におけるプラテン２及び研磨ヘッド３
の部分に、該研磨ヘッド３に吸着保持されたウェーハＷにおける表面部の金属膜８が適正
な厚さ研磨除去されたときの研磨終点を検出する金属膜終点検出装置９が組込まれている
。
【００７３】
　該金属膜終点検出装置９は、固体マイクロ波発振素子であるガンダイオードを用いた発
振器１０と、該発振器１０で発振されたマイクロ波の電力を所要値に設定する可変抵抗減
衰器１１と、マイクロ波を前記金属膜８面に照射するアンテナとしての機能を持つ導波管
開口部１２と、該導波管開口部１２での反射電力を最小にして放射効率を高めるため前記
可変抵抗減衰器１１で所要電力値に設定されたマイクロ波の位相を調整する位相変調器１
３と、該位相調整されたマイクロ波を受けてその伝播方向を所定の一方向である前記導波
管開口部１２側へ切換えるとともに前記金属膜８面からの反射マイクロ波を前記導波管開
口部１２を介して受けその伝播方向を所定の他方向である第１の検波器１４側へ切換える
サーキュレータ１５と、前記導波管開口部１２からの照射マイクロ波に対する前記金属膜
８を含むウェーハＷを透過する透過マイクロ波を検波する第２の検波器１６とを備えて構
成されている。なお、前記可変抵抗減衰器１１の部分は、該可変抵抗減衰器１１、ステッ
プ型減衰器もしくは固定減衰器のうちの少なくともいずれかで構成することもできる。
【００７４】
　高周波としてのマイクロ波を適用することで、前記導波管開口部１２の開口面積を小さ
くすることができて金属膜検知の空間分解能が高められている。しかし、開口面積が小さ
過ぎると、ウェーハＷ上の回路等のパターンも認識してしまい、波長が短か過ぎると研磨
パッドの種類による距離の変化に敏感になり過ぎてしまうという不具合が生じる。このた
め、前記導波管開口部１２の開口面積は、ウェーハＷ上に金属残膜を生じさせることなく
金属膜８の研磨終点を確実に検出しうるような所要の面積値に設定されている。
【００７５】
　また、前記導波管開口部１２には、該導波管開口部１２から放射されたマイクロ波はフ
レネル領域において前記金属膜８面における反射電力が最大となるように所要厚みの溶融
石英窓１７が取付けられている。マイクロ波がフレネル領域で金属膜８に作用することで
、高空間分解能で反射マイクロ波及び透過マイクロ波が得られる。
【００７６】
　前記第１の検波器１４は反射マイクロ波を検波して直流の反射マイクロ波出力とし、前



(14) JP 2009-49147 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

記第２の検波器１６は透過マイクロ波を検波して直流の透過マイクロ波出力とする。
【００７７】
　上記のように構成された金属膜終点検出装置９のうち、発振器１０、可変抵抗減衰器１
１、導波管開口部１２、位相変調器１３、第１の検波器１４及びサーキュレータ１５を含
む立体回路は、前記プラテン２内に組込まれ、第２の検波器１６は、研磨ヘッド３側に組
込まれている。前記第１の検波器１４の反射マイクロ波出力は、図示しない同軸ケーブル
及びスリップリング等の回転接続手段を介して外部に導出され、図示しない出力測定器で
測定される。これとほぼ同様に、前記第２の検波器１６の透過マイクロ波出力は、前記研
磨ヘッド３側において図示しない同軸ケーブル及びスリップリング等の回転接続手段を介
して外部に導出され、前記出力測定器で測定される。
【００７８】
　次に、上述のように構成された金属膜終点検出装置の作用及び金属膜終点検出方法を説
明する。金属膜８に照射されたマイクロ波の挙動から説明する。一般に、高周波の電磁波
が金属材料に照射された場合、表皮効果によって金属材料内深くまで侵入することはでき
ない。この侵入できる深さ（表皮深さδ）は、適用される電磁波の周波数ｆ並びに金属材
料の導電率σ及び透磁率μ等によって決まり、式（１）によって与えられる。

【００７９】
　　ここで、ω＝２πｆであり、表皮深さδは電磁波の周波数ｆが高くなるほど、小さく
なる。上記のように評価する電磁波の周波数ｆ、金属膜の導電率σ、透磁率μ等によって
一意に決定される前記表皮深さδにおいて、評価する金属膜の膜厚が表皮深さδ以上であ
る場合、その電磁波は表皮深さδ以上金属膜内を原理的に浸透しない。このため、殆どの
電磁波が反射されることになる。逆に、低周波であれば、表皮深さδは非常に大きくなる
ため、殆どの電磁波が透過するようになる。本実施例におけるＣｕ膜等のＣＭＰのように
、金属膜の除去プロセスにおいては、その研磨終点付近で信号波形を大きく変化させて精
度よく測定するのがよく、設定する表皮深さδは非常に薄くした方がよい。そのため、適
用する電磁波の周波数ｆは、通常１００ＭＨｚ以上であればよく、さらには１ＧＨｚ以上
のマイクロ波とすることで、表皮深さδがミクロンオーダとなって研磨終点の検出が精度
よく行えるものである。
【００８０】
　そして、マイクロ波を金属膜８面に照射する導波管開口部１２が、稼働時に回転するプ
ラテン２に組込まれていることで、金属膜８面に対し、マイクロ波が所定の照射面積で且
つその照射面が前記金属膜８面を横切るように照射される。これにより、金属膜８検知の
空間分解能が高められて、第１の検波器１４で検波された反射マイクロ波出力及び第２の
検波器１２で検波された透過マイクロ波出力により、金属膜８の研磨状態が監視される。
【００８１】
　金属膜８の研磨中においては、前記反射マイクロ波出力及び透過マイクロ波出力は、そ
れぞれほぼ一定の値に保持される。研磨が進行して金属膜８が適正な厚さ除去されるとマ
イクロ波の照射対象が金属膜８から該金属膜８下層の他の物質（殆どの場合、絶縁膜）に
変わることで、研磨の進行に伴う反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性に
は、それぞれ明確な変化である後述するような変曲点が生じる。
【００８２】
　この反射マイクロ波出力特性もしくは透過マイクロ波出力特性の少なくともいずれかに
おける明確な変化である前記変曲点を基にウェーハＷ面内に金属膜８の膜残りを生じさせ
ることなく該金属膜８の研磨終点が検出される。さらに、具体的には前記変曲点が生じた
後の反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性の各特性中のそれぞれに予め設
定した閾値を基にすることで金属膜８の研磨終点が一層確実に検出される。
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【００８３】
　図３は、並設された３個の導波管開口部から金属膜面に同時にマイクロ波が照射された
ときの照射軌跡例を示す図である。前記図２において、発振器１０で発振されたマイクロ
波が図示しないセパレータを用いることで３個の回路に分割され、該分割された各マイク
ロ波が並設された３個の導波管開口部にそれぞれ与えられている。そして、図３に示すよ
うに、前記３個の導波管開口部から金属膜８面に放射された各マイクロ波が、それぞれ所
定の照射面積で且つ３つの照射面が円弧を描きつつ金属膜８面を横切るように照射されて
いる。
【００８４】
　図３の例は、ウェーハＷの直径は３００ｍｍ、プラテン２の中心からウェーハＷ中心ま
での距離は２００ｍｍ、ウェーハＷの回転速度及びプラテン２の回転速度はそれぞれ１０
０ｒｐｍに設定した場合である。図３中、照射軌跡Ｌ1はプラテン２の中心から１００ｍ
ｍの位置に設置されている導波管開口部からのもの、照射軌跡Ｌ2はプラテン２の中心か
ら１５０ｍｍの位置に設置されている導波管開口部からのもの、照射軌跡Ｌ3はプラテン
２の中心から２００ｍｍの位置に設置されている導波管開口部からのものである。
【００８５】
　図３に示した例のように、金属膜８面に対し、マイクロ波を、それぞれ所定の照射面積
で且つ複数の照射面が同時に金属膜８面を横切るように照射すると、ウェーハＷ面の全体
にわたって、高い空間分解能で金属残膜を生じさせることなく、金属膜の研磨終点を精度
よく検出することができる。
【００８６】
　図４の（ａ）～（ｇ）を用いて金属膜終点検出のアルゴリズム例を説明する。同図（ａ
）～（ｄ）は研磨の進行に伴う反射波信号の変化を順に示す図、（ｅ）は研磨の進行に伴
うウェーハ上の全領域で検出される反射波信号の面内平均値の変化を示す特性図、（ｆ）
は研磨の進行に伴ないウェーハ上に残っている金属膜から検出される反射波信号の平均値
Ｙの変化を示す特性図、（ｇ）は研磨の進行に伴なう反射波信号の平均値Ｙの変化を傾き
ｄＹ／ｄｔの変化に置き換えて示す特性図である。
【００８７】
　このアルゴリズム例は、ウェーハＷのエッジ部に膜が残りやすいプロセスで金属膜８と
してのＣｕ膜を研磨した場合について、前記第１の検波器１４で検波された反射マイクロ
波出力（図４の（ａ）～（ｄ）では、反射波信号と記載してある）により研磨終点検出を
行う場合について述べてある。
【００８８】
　研磨の進行に伴うウェーハＷ上のＣｕ膜から検出される反射波信号の変化は、図４の（
ａ）～（ｄ）のように予想される。同図（ａ）はウェーハＷ上の全面にＣｕ膜ありのとき
の反射波信号、同図（ｂ）はウェーハＷ中心部のＣｕ膜が薄くなり始めたときの反射波信
号、同図（ｃ）はウェーハＷのエッジ部にＣｕ膜が残っているときの反射波信号、同図（
ｄ）はウェーハＷ上の全面についてＣｕ膜がクリア（研磨除去）されたときの反射波信号
を示している。
【００８９】
　このとき、ウェーハＷ上の全領域でサンプリングされる反射波信号の和をサンプリング
数で割った反射波信号の面内平均値をＸとし、研磨の進行に伴う該Ｘの変化を示すと同図
（ｅ）のようになる。図（ｅ）から反射波信号の面内平均値Ｘの値が予め設定した閾値よ
り下になるか、又は傾きが変曲点Ｐにさしかかった所でトリガをかける。
【００９０】
　次に反射波信号をサンプリングする領域を、前記ウェーハＷ上の全領域からＣｕ膜が残
っている領域のみに絞り、このＣｕ膜の残り領域でサンプリングされる反射波信号の和を
サンプリング数で割った値をＹとする。Ｃｕ膜が残っている領域は、“Ｘ＋ｘ”のレベル
でスレッショルドをかけ、そのスレッショルドレベルより反射波信号値が大きい区間とす
る。この区間は固定する。ｘはＣｕ膜が全て研磨除去されてオールクリアになった際、反
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射波信号の誤差でスレッショルドが掛からないようにマージンを持たせる値である。
【００９１】
　このときのＣｕ膜の残り領域における反射波信号の平均値Ｙの研磨時間ｔに対する変化
は、図（ｆ）に示すようになる。ここで、前記Ｙの値が予め設定した閾値Ｓより下がるか
、又は図（ｇ）に示す傾き（ｄＹ／ｄｔ）の値が閾値Ｓより大きくなったら研磨終点とす
る。
【００９２】
 ［２８ＧＨｚマイクロ波を用いた金属残膜検出実験］
　マイクロ波の反射率及び透過率が物質により異なることを利用して、ウェーハＷ上の金
属残膜の検出が可能であることを実験した結果を、図５及び図６を用いて説明する。図５
は金属残膜検出装置の構成図、図６はウェーハＷ上に金属残膜が存在することによる反射
マイクロ波出力及び透過マイクロ波出力の各変化を示す特性図である。なお、図５の金属
残膜検出装置において、前記図２における機器等と同一ないし均等のものは、前記と同一
符号を以って示してある。
【００９３】
　図５に示す立体回路からなる金属残膜検出装置２０において、発振器１０は２８ＧＨｚ
マイクロ波を発振する。アイソレータ（不可逆回路）１８は反射マイクロ波が発振器１０
に入るのを防ぐ。２０ｄＢ方向性結合器１９は反射マイクロ波のみを第１の検波器１４側
へ－２０ｄＢで結合する。該第１の検波器１４の前段には可変抵抗減衰器１１ａが接続さ
れ、第２の検波器１６の前段には可変抵抗減衰器１１ｂが接続されている。可変抵抗減衰
器１１ａは第１の検波器１４に入射する反射マイクロ波の電力を適当な大きさに減衰させ
る。可変抵抗減衰器１１ｂは第２の検波器１６に入射する透過マイクロ波の電力を適当な
大きさに減衰させる。溶融石英窓１７は厚さ２．７５ｍｍに設定されている。ウェーハＷ
（ＳＥＭＡＴＥＣＨ７５４）の表面部には幅２３ｍｍのＣｕ残膜が付いている。研磨パッ
ド６はＩＣ１４００（Ａ２１）である。
【００９４】
　そして、ウェーハＷにおける幅２３ｍｍのＣｕ残膜が付いた表面側を研磨パッド６に密
着させた状態で一定のスピードでスライドさせる。このスライドしているウェーハＷの表
面部に対し、発振器１０で発振された２８ＧＨｚマイクロ波を、アイソレータ１８及び方
向性結合器１９を介して導波管開口部１２から所定の照射面積となるようにして照射する
。
【００９５】
　この照射マイクロ波に対するウェーハＷ表面部からの反射マイクロ波は方向性結合器１
９で伝播方向が切り換えられ可変抵抗減衰器１１ａで適当な電力に減衰された後、第１の
検波器１４で検波されて反射マイクロ波出力とされる。一方、前記照射マイクロ波に対す
る前記Ｃｕ残膜及びウェーハＷを透過した透過マイクロ波は可変抵抗減衰器１１ｂで適当
な電力に減衰された後、第２の検波器１６で検波されて透過マイクロ波出力とされる。
【００９６】
　図６は、上記の操作で得た反射マイクロ波出力Ｒ及び透過マイクロ波出力Ｔの各変化を
示す特性図である。反射マイクロ波及び透過マイクロ波の各電力は、可変抵抗減衰器１１
ａ，１１ｂで適当な大きさに減衰されているため、図６の縦軸で示される反射マイクロ波
出力Ｒ及び透過マイクロ波出力Ｔの絶対値は意味を持たない。
【００９７】
　図６の結果より、反射マイクロ波出力ＲはＣｕ残膜により強められ、透過マイクロ波出
力ＴはＣｕ残膜により殆どゼロになることが分かる。また、幅２３ｍｍのＣｕ残膜が途切
れる部分、即ちＣｕ膜が全て研磨除去されてオールクリアに相当する部分における反射マ
イクロ波出力Ｒ及び透過マイクロ波出力Ｔの各特性には、それぞれ変曲点Ｐ1、Ｐ2が生じ
ている。したがって、反射マイクロ波出力Ｒ及び透過マイクロ波出力Ｔは、共に金属膜の
終点検出に有効であることが分かる。
【００９８】
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　上述したように、本実施例に係る高周波を用いた金属膜終点検出方法とその装置におい
ては、高周波としてマイクロ波を適用し、導波管開口部１２を所定の金属膜８面に対する
該マイクロ波の放射用アンテナとして機能させるとともに該導波管開口部１２を稼働時に
回転するプラテン２側に組込んだことで、マイクロ波を所定の照射面積で所定の金属膜８
面を横切るように照射させることができる。したがって、金属膜検知の空間分解能が高く
なってウェーハＷ面内に金属残膜を生じさせることなく研磨の進行に伴う反射マイクロ波
出力もしくは透過マイクロ波出力の少なくともいずれかの変化を基に所定の金属膜８の研
磨終点を確実に検出することができる。
【００９９】
　所定の金属膜８が適正な厚さ除去されたとき、マイクロ波の照射対象となる物質が変わ
ることで、研磨の進行に伴う反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性には、
それぞれ明確な変化である変曲点が生じる。この明確な変化である変曲点を基に所定の金
属膜８の研磨終点を確実に検出することができる。
【０１００】
　前記変曲点が生じた後の反射マイクロ波出力特性及び透過マイクロ波出力特性の各特性
中にそれぞれ閾値を予め設定し、この閾値を基にすることで所定の金属膜８の研磨終点を
高い精度で一層確実に検出することができる。
【０１０１】
　ガンダイオードを用いた発振器１０、可変抵抗減衰器１１、位相変調器１３、サーキュ
レータ１５、第１の検波器１４及び導波管開口部１２を備えたマイクロ波の立体回路は小
形に構成しうるので、プラテン２内に容易に組込むことができる。
【０１０２】
　マイクロ波回路に可変抵抗減衰器１１を備えさせたので、発振器１０で発振されたマイ
クロ波の電力を金属膜８の研磨終点を検出する上で最適値に設定することができる。
【０１０３】
　マイクロ波回路に位相変調器１３を備えさせ、導波管開口部１２に送るマイクロ波の位
相を調整するようにしたので、該導波管開口部１２から所定の金属膜８面に向けて効率よ
くマイクロ波を放射することができる。
【０１０４】
　導波管開口部１２に所要厚みの溶融石英窓１７を取付け、フレネル領域で所定の金属膜
８における反射電力を大きくするようにしたので、所定の金属膜８から高空間分解能で反
射マイクロ波及び透過マイクロ波を得ることができる。
【０１０５】
　複数の導波管開口部から所定の金属膜８面に同時にマイクロ波を照射させるようにした
ときには、複数のマイクロ波照射面が同時に所定の金属膜８面を横切るように照射される
ことから、ウェーハＷ面の全体にわたって高い空間分解能で金属残膜の生じてないことが
検知されて、所定の金属膜８の研磨終点を高い精度で一層確実に検出することができる。
【０１０６】
　なお、金属膜終点検出装置９は、導波管開口部１２の部分を除いて、導波管を用いた立
体回路として構成する場合に限らず、マイクロ波モノリシックＩＣや、基板等の上に構成
したマイクロ波ハイブリッドＩＣとすることもできる。
【０１０７】
　また、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変をなすことができ、そして
、本発明が該改変されたものにも及ぶことは当然である。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
　図は本発明の実施例に係る高周波を用いた金属膜終点検出方法とその装置を示すもので
ある。　
【図１】金属膜終点検出装置が組込まれた化学機械研磨装置の斜視図。
【図２】化学機械研磨装置におけるプラテン及び研磨ヘッドの部分に組込まれた金属膜終
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点検出装置を示す構成図。
【図３】並設された３個の導波管開口部から金属膜面に同時にマイクロ波が照射されたと
きの照射軌跡例を示す図。
【図４】金属膜終点検出のアルゴリズム例を説明するための図であり、（ａ）～（ｄ）は
研磨の進行に伴う反射波信号の変化を順に示す図、（ｅ）は研磨の進行に伴うウェーハ上
の全領域で検出される反射波信号の面内平均値の変化を示す特性図、（ｆ）は研磨の進行
に伴ないウェーハ上に残っている金属膜から検出される反射波信号の平均値Ｙの変化を示
す特性図、（ｇ）は研磨の進行に伴なう反射波信号の平均値Ｙの変化を傾きｄＹ／ｄｔの
変化に置き換えて示す特性図。
【図５】金属残膜の検出実験に使用した金属残膜検出装置の構成図。
【図６】図５の金属残膜検出装置を用いた実験の結果得られた反射マイクロ波出力及び透
過マイクロ波出力の各変化を示す特性図。
【符号の説明】
【０１０９】
　　１　　化学機械研磨装置
　　２　　プラテン
　　３　　研磨ヘッド
　　４　　回転軸
　　５　　モータ
　　６　　研磨パッド
　　７　　回転軸
　　８　　金属膜
　　９　　金属膜終点検出装置
　１０　　発振器
　１１　　可変抵抗減衰器
　１２　　導波管開口部
　１３　　位相変調器
　１４　　第１の検波器
　１５　　サーキュレータ
　１６　　第２の検波器
　１７　　溶融石英窓
　１８　　アイソレータ
　１９　　方向性結合器
　２０　　金属残膜検出装置
　　Ｗ　　ウェーハ
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