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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板を熱処置する装置であって、
　回転可能な基板支持体と、
　前記回転可能な基板支持体の近傍で実質的に均一の強度を有する放射のビームを生成す
ることが可能な放射源であって、放射の前記ビームが前記放射源からビーム入射点で出る
放射源と、
　前記ビーム入射点と光学的に連通して配設される固定光路長ビーム位置アセンブリであ
って、複数の可動光学構成要素を有し、該複数の可動光学構成要素が、第１の鏡と第２の
鏡とを備え、前記第１の鏡が第１のリニアポジショナおよび第１の回転ポジショナに結合
され、前記第２の鏡が第２のリニアポジショナおよび第２の回転ポジショナに結合される
、複数の可動光学構成要素を有する固定光路長ビーム位置アセンブリと、
　前記基板支持体および前記固定光路長ビーム位置アセンブリに結合されるコントローラ
であって、前記コントローラが前記ビーム位置アセンブリの前記光学構成要素および前記
基板支持体上の基板の選択された部分を位置決めするようになされ、そのため前記ビーム
が前記選択された部分を照らし、前記ビームの前記光路長が前記基板の全ての部分につい
て実質的に同一であるコントローラとを備える
　装置。
【請求項２】
　前記第１のリニアポジショナが第１の方向に配向され、前記第２のリニアポジショナが
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前記第１の方向に配向され、各回転ポジショナが前記第１の方向に垂直な軸の周りを回転
する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２の鏡が前記第１の方向と垂直な第２の方向に沿って動き、各回転ポジショナが
前記第１の方向および前記第２の方向に垂直な軸の周りを回転する、請求項２に記載の装
置。
【請求項４】
　前記放射源が前記コントローラに結合される作動開孔を備え、前記コントローラが前記
基板上の前記ビームの前記位置に基づいて前記開孔を位置決めするようにさらになされる
、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記コントローラにビーム位置信号を送信するビーム位置検出器をさらに備える、請求
項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ビームが不均一な断面形状を有し、前記光源の最終的な光学素子の前記アクチュエ
ータが前記開孔を回転して、前記ビームを配向する、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記ビーム位置検出器が前記ビームの強度プロファイルを検出するようになされたカメ
ラを備え、前記最終的な光学素子が可変焦点レンズを備え、前記コントローラが前記ビー
ムの前記強度プロファイルに基づいて前記可変焦点レンズを調整するようにさらになされ
る、請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　レーザアニーリングチャンバのためのビーム位置アセンブリであって、
　ビームターゲッティング光学アセンブリと、
　ビームターゲッティング検出器と、
　レーザ放射のビームを複数の位置に実質的に一定の光路長で連続してターゲッティング
するようになされるコントローラと
を備え、
　前記ビームターゲッティング光学アセンブリが少なくとも２つの作動鏡を備え、前記コ
ントローラが前記鏡に結合され、前記コントローラが前記鏡の位置及び回転を調整するこ
とにより前記ビームを実質的に一定の光路長でターゲッティングするようになされる、ビ
ーム位置アセンブリ。
【請求項９】
　前記コントローラに結合される作動入射開孔をさらに備え、前記コントローラが、レー
ザ放射の前記ビームの伝播の方向に垂直な平面に前記開孔を動かすことにより、前記ビー
ムをターゲッティングするようになされる、請求項８に記載のビーム位置アセンブリ。
【請求項１０】
　前記ビームターゲッティング検出器がＣＣＤマトリックスを備える、請求項９に記載の
ビーム位置アセンブリ。
【請求項１１】
　レーザ放射のビームを表面上のターゲット位置にターゲッティングする方法であって、
　前記表面をアクセス可能な配向に回転することにより、前記ターゲット位置をステージ
ングするステップと、
　前記ターゲット位置の上にビーム捕捉鏡を位置させるステップと、
　ビーム操向鏡および前記ビーム捕捉鏡から前記ターゲット位置に反射する前記ビームの
光路長がターゲット光路長と実質的に等しいように前記ビーム操向鏡の反射点を決定する
ステップと、
　前記ビーム操向鏡を前記反射点に移動するステップと、
　前記ビーム操向鏡を回転し前記ビームを前記ビーム捕捉鏡に向けるステップと、
　前記ビーム捕捉鏡を回転し前記ビームを前記ターゲット位置に向けるステップと
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を含む方法。
【請求項１２】
　前記ターゲット位置をステージングするステップ、前記ビーム捕捉鏡を前記ターゲット
位置の上に位置させるステップ、前記ビーム操向鏡を動かすステップ、および前記ビーム
操向鏡およびビーム捕捉鏡を回転するステップが同時に実施される、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　開孔をビーム原点において回転することによってビーム配向を調整するステップをさら
に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のリニアポジショナが第１の方向に沿って前記第１の鏡を移動させ、前記第２
のリニアポジショナが前記第１の方向に沿って前記第２の鏡を移動させる、請求項１記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載の実施形態は、半導体基板の熱処理に関する。より詳細には、本明細書
に記載の実施形態は、半導体基板のレーザ熱アニーリングのための方法および装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　レーザ熱処理は、半導体産業で通常使用される技法である。半導体基板は、集積回路、
フラットパネルディスプレイおよびソーラーパネルなど大画面パネル、光媒体、および磁
気媒体に関係する、様々な再結晶化、活性化、およびアニーリングプロセスのためのレー
ザ熱処置を施される。レーザ処理は、高い加熱速度がレーザ手段で達成可能であり、速い
スループットが得られるため、しばしば選択される。
【０００３】
　ほとんどの場合、処理される基板は、レーザ装置内の支持体上に位置決めされ、レーザ
が基板上のスポットに合焦される。次いで、基板上の所望の位置が全て処理されるまで、
レーザスポットを基板上の連続する位置に位置決めするために基板が移動される。位置決
めは、通常、基板を支持するための高精度ｘｙステージを使用して達成される。また基板
をｚ方向に移動し、基板上のレーザスポットの合焦を維持することができる。
【０００４】
　半導体基板上のデバイスのサイズはムーアの法則で減少するので、位置決めおよび合焦
の正確な制御の必要性は増す。レーザを位置決めする際に精度が悪いと、熱処理すること
が望ましいデバイスを外すおそれがあり、一方、熱処理が望ましくない他の位置が照射さ
れる。加えて、デバイスサイズに対し、放射を合焦する際の精度がより悪化するので、均
一な処理がますます困難になる。これらの傾向によって、ステージを、ｘ、ｙ、およびｚ
方向に正確に位置決めすることが、急速に困難になっている。したがって、位置および合
焦の精度の改善をもたらす熱処理装置および方法が引き続き求められている。
【発明の概要】
【０００５】
　本明細書に開示の実施形態は、半導体基板を熱的に処置する装置を提供し、装置は、プ
ロセスチャンバ、プロセスチャンバ内に配設される回転可能な基板支持体、ビーム入射点
においてプロセスチャンバに結合される、実質的に均一な強度を有する光のビームを生成
することのできる光源、ビーム入射点と光学的に連通するチャンバ内に配設される固定光
路長ビーム位置アセンブリであって、複数の可動光学構成要素を有する固定光路長ビーム
位置アセンブリ、および基板支持体および固定光路長ビーム位置アセンブリに結合される
コントローラを有し、コントローラがビーム位置アセンブリの光学構成要素および基板支
持体上の基板の選択された部分を位置決めするように構成され、そのためビームが選択さ
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れた部分を照らし、ビームの光路長が基板の全ての部分について実質的に同一である。
【０００６】
　他の実施形態は、レーザアニーリングチャンバ用のビーム位置装置を提供し、ビーム位
置装置が、ビームターゲッティング光学アセンブリ、ビームターゲッティング検出器、お
よびレーザ放射のビームを複数の位置に実質的に一定の光路長で連続してターゲットとす
るように構成されるコントローラを有する。
【０００７】
　他の実施形態は、レーザ放射のビームを表面上の位置にターゲッティングする方法であ
って、表面をアクセス可能な配向に回転することによってターゲットの位置をステージン
グすること、ターゲットの位置の上にビーム捕捉鏡を位置させること、ビーム操向鏡およ
びビーム捕捉鏡から表面に反射するビームの光路長がターゲット光路長と実質的に等しい
ようにビーム操向鏡の反射点を決定すること、ビーム操向鏡を反射点に移動すること、ビ
ーム操向鏡を回転しビームをビーム捕捉鏡に向けること、ビーム捕捉鏡を回転しビームを
ターゲット位置に向けることを含む方法を提供する。
【０００８】
　本発明の上記の特徴を詳細に理解することが可能なやり方を、上で簡単に要約された本
発明のより具体的な説明が実施形態を参照することによってわかることができるように、
その一部が添付の図面に示されている。しかし、他の同様に有効な実施形態を本発明が容
認することができるので、添付の図面は、本発明の単に典型的な実施形態を示しており、
したがって本発明の範囲を限定すると考えるべきでないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】一実施形態による、熱処理装置の概略上面図である。
【図１Ｂ】図１Ａの熱処理装置の概略側面図である。
【図２】別の実施形態によるレーザ装置の概略図である。
【図３】別の実施形態による熱処理装置の概略上面図である。
【図４】別の実施形態による基板のレーザ処置のための装置の概略図である。
【００１０】
　理解しやすくするために、可能な場合は、図に共通な同一の要素を指定するため、同一
の参照番号が使用されている。一実施形態で開示される要素は、具体的な記述なしに、他
の実施形態に有利に使用され得ることが意図される。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書に記載の実施形態は、一般に、半導体基板を熱的に処置する装置を提供する。
図１Ａは、一実施形態による、熱処理装置１００の概略上面図である。熱処理装置１００
は、レーザアニーリングチャンバであってもよいが、プロセスチャンバ１０２およびプロ
セスチャンバ１０２内に配設される回転可能な基板支持体１０４を備える。放射源１１０
が、ビーム入射点１３２でプロセスチャンバ１０２に結合される。放射源１１０は、放射
源１１０の最終的な光学素子である、光学素子１１２を特色として備える。放射源１１０
の最終的な光学素子１１２は、チャンバ１０２内にレーザ放射１１４のビームを放出する
。
【００１２】
　ビーム１１４は、一般に、放射源１１０によって形成され、ビーム１１４の断面にわた
って均一である強度プロファイルを有する。一実施形態において、ビーム１１４は、約２
％以下の均一性を有する強度プロファイルを有する。本明細書に開示の実施形態で使用可
能な放射ビームを発生するために使用することができる放射源の例は、参照により本明細
書に組み込まれる、２００９年２月５日公開の米国特許公開第２００９／００３２５１１
号に記載されている。ビーム１１４は、表面上に投射されるとき、一定の輪郭を有する像
に形成することもできる。一実施形態において、ビーム１１４は、円形の断面形状を有す
ることができる。他の実施形態において、ビーム１１４は、正方形、矩形、または卵形の
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断面形状を有することができる。ビーム１１４の断面形状は、放射源１１０の最終的な光
学素子１１２内に所望の形状を有する開孔を含むことにより生成することができる。
【００１３】
　装置１００は、ビーム入射点１３２と光学的に連通するチャンバ内に配設されるビーム
位置アセンブリ１３４をさらに備える。ビーム位置アセンブリ１３４は、回転可能な基板
支持体１０４上に配設される基板上のターゲット位置に放射ビーム１１４を狙う。ビーム
位置アセンブリ１３４は、ビームターゲッティング光学アセンブリであってもよいが、複
数の可動光学構成要素を備える。図１Ａの実施形態において、ビーム位置アセンブリ１３
４は、ビーム捕捉鏡１０８およびビーム操向鏡１２２を備え、ビーム捕捉鏡１０８および
ビーム操向鏡１２２の両方は、回転可能な基板支持体１０４上に配設される基板の選択さ
れた位置上に放射ビーム１１４を向けるように作動される。
【００１４】
　ビーム操向鏡１２２は、リニアアクチュエータ（図１Ａの視野では不可視）により第１
のｙガイド１２０に沿ってｙ方向に移動可能であり、そのため、ビーム操向鏡１２２とビ
ーム入射点１３２の間の距離「ａ」が変わる。ビーム捕捉鏡１０８は、ｘガイド１１６お
よび第２のｙガイド１１８に沿って、ｘ方向およびｙ方向に移動可能である。一実施形態
において、基板支持体１０４が回転し、ビーム捕捉鏡１０８のｘ／ｙ移動を直径Ｄ２の片
側に制限することが可能となる。また、第１のｙガイド１２０に沿ったビーム操向鏡１２
２のｙ方向の移動を、直径Ｄ１の片側に制限することができる。鏡１０８および１２２が
、鏡１０８および１２２のそれぞれのリニアガイド１１６、１１８、および１２０に沿っ
て移動すると、２つの鏡の間の距離「ｂ」は変化する。距離「ａ」および「ｂ」は、放射
１１４のビームがビーム入射点からターゲット位置に進行する、光路長の部分を画定する
。図１Ａおよび図１Ｂは、平坦な平面鏡を示しているが、パラボラ、球形、楕円、または
円筒形の鏡など曲面鏡を使用することができる。
【００１５】
　ビーム位置アセンブリ１３４は、一般に、固定経路長ビーム位置アセンブリとして構成
される。そのため、ビーム位置アセンブリ１３４の鏡１０８および１２２は、鏡１０８お
よび１２２のリニアアクチュエータに結合されるコントローラ１０６により制御される。
コントローラ１０６は、鏡１０８および１２２を移動し、基板支持体１０４を回転して、
放射１１４のビームをターゲット位置に位置決めし、一方放射ビーム１１４用に固定光路
長を維持する。固定経路長は、放射ビーム１１４の断面積および強度プロファイルを維持
するのに有用である。露光間の経路長の変動は、ダイ間で、または単一のダイの異なる位
置間で、不均一な処置をもたらす可能性がある。
【００１６】
　放射源１１０は、連続波レーザもしくはパルスレーザまたは複数の連続波レーザもしく
はパルスレーザであってもよい。放射源１１０は、任意の好都合な方法、例えば、所望の
周波数および位相差を有する複数のレーザからパルスを生成すること、パルス伸張光学系
を使用してパルスを混合し、任意の形状および時間的なエネルギープロファイルのエネル
ギーパルスを作ることによって、複数のレーザの出力を混合、形成、または組み合わせる
ことができる。放射源１１０は、加えて、偏光光学系を含むことができる。レーザ熱アニ
ーリング装置内の動作において、放射ビーム１１４を鏡１０８／１２２の連続した移動に
よって基板の表面全体にわたってスキャンすることができ、または、ビーム１１４が基板
を照射するとき鏡が静止し、ステッピングプロセス中にビーム１１４が遮断されるとき鏡
を動かすことができ、またはこれらの任意の組合せであってもよい。
【００１７】
　図１Ｂは、図１Ａの装置１００の概略側面図である。図１Ｂの視界では、装置１００を
ｙ方向に沿って見ている。回転アクチュエータ１３０は、コントローラ１０６と通信し、
基板支持体１０４に結合され、回転が可能になる。図１Ａの第１のｙガイド１２０は、支
持体１２８により支持され、支持体１２８は、レールまたはロッドであってもよく、第１
のｙガイド１２０用にアクチュエータを含むことができる。ビーム捕捉鏡１０８は、リニ
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アガイド１１６および１１８から、コントローラ１０６と通信する回転アクチュエータ１
２４を有する回転支持体１２６によって支持される。アクチュエータ１２４は、ビーム捕
捉鏡１０８を回転させ、ビーム操向鏡１２２を、ビーム１１４がターゲット位置に向かう
のに好適な角度の方に向ける。ビーム操向鏡１２２は、同じく、ビーム操向鏡１２２のリ
ニアガイド（図１Ｂの視界では不可視）から、コントローラ１０６と通信する第２の回転
アクチュエータ１３０で、同様の回転支持体によって支持される。
【００１８】
　回転アクチュエータ１２４および１３０は、特定の実施形態により要求される自由度に
依存して、１つ、２つ、または３つの軸の周りに鏡１２２および１０８を回転させること
ができる。例えば、ビーム捕捉鏡がｘｙ平面内で移動する、図１Ａおよび図１Ｂの実施形
態などの実施形態において、鏡１２２および１０８のそれぞれは、ｘｙ平面に垂直な、ｚ
方向に平行な軸の周りに回転するよう制限される場合があり、ビーム捕捉鏡１０８用の回
転の軸が、ビーム捕捉鏡１０８の中心または質量中心など、ビーム捕捉鏡１０８の中心部
を通って延び、ビーム操向鏡１２２用の回転の軸が、ビーム操向鏡１２２の直径に沿って
延び、そのため、ビーム操向鏡１２２がｚ方向に沿って配向される。そのような実施形態
において、２つの鏡１０８および１２２は一緒に回転し、そのため、２つの鏡１０８およ
び１２２が、常に光学的に連通し、ビーム１１４を直径Ｄ２の片側上の全てのターゲット
位置に向け（図１Ａ）、その後、基板支持体１０４を１８０度回転して、基板上の全ての
他のターゲット位置にアクセスすることを可能にすることができる。
【００１９】
　そのような実施形態は、基板が基板の半径に沿って配向されないダイを有するとき、有
用な場合がある。例えば、シリコンウエハは、ウエハの表面全体にわたって、直線の格子
状に配向される矩形のダイを有する場合がある。矩形のダイが矩形のレーザスポットを使
用して処理される場合、レーザスポットの配向がダイの配向と位置合せすることが、一般
的に求められる。基板支持体１０４を、１８０度の倍数でない任意の角距離回転すること
によって、レーザスポットの配向に対するダイの配向が変化する。したがって、直径Ｄ２

の片側上の全てのダイの処理を可能にする、ビーム位置アセンブリの実施形態が、そのよ
うなプロセスにとって有用な可能性がある。
【００２０】
　円形の断面を有するレーザスポットなど、レーザスポットが特定の配向を有さない実施
形態において、鏡１２２および１０８の自由度は、例えばビーム捕捉鏡１０８がビーム操
向鏡１２２とともにｙ方向に移動することを制限することによって、さらに制限される場
合がある。処理される各ターゲット位置について決定された量だけ基板支持体１０４を回
転することによって、ビーム１１４の固定経路長を、そのような実施形態で維持すること
ができる。そのような実施形態において、熱処理を望まない基板の部分が、レーザスポッ
トのプロファイルとターゲット位置の形状の間の不一致に起因して、レーザスポットから
のアニーリング放射に曝される可能性がある。例えば高放射率コーティングで基板を覆う
ことによって、基板上のそのような位置を保護することができる。
【００２１】
　交互に、放射源は、例えば放射源１１０の最終的な光学素子１１２に含まれる回転可能
な開孔を含み、ターゲット位置の配向の回転に追従するように回転可能な、例えば矩形の
レーザスポットといった、配向されたレーザスポットをもたらすことができる。コントロ
ーラ１０６は、回転アクチュエータを介して回転可能な開孔と通信することができる。放
射源１１０から出るビーム１１４を形成する開孔は、一般的に、セラミックなど、熱的に
安定な材料または高融点材料を含み、長時間および／または繰り返される照射に耐える。
放射源１１０の内側に面する開孔の表面は、一般的に、放射源に収納されるレーザまたは
複数のレーザによって、長時間および／または繰り返して照射を受けることになる。した
がって、開孔の内側表面または開孔全体のいずれかが、耐熱または高融点材料を含む。い
くつかの実施形態において、開孔の内側表面に入射する放射の熱的影響は、粗面から放射
を散乱させることにより、または表面を反射性材料または高放射率材料でコーティングす
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ることにより、緩和することができる。他の実施形態において、回転可能な開孔は、開孔
の部分を通る冷却流体用にチャネルを形成することにより冷却することができる。
【００２２】
　図１Ｂの視界で、ｘｚ平面上に投影される、ビーム操向鏡１２２からビーム捕捉鏡１０
８への距離を、「ｂ」と示す。ビーム捕捉鏡１０８からの距離「ｃ」に、ビーム操向鏡１
２２からビーム捕捉鏡１０８への距離「ｂ」、およびビーム入射点１３２からビーム操向
鏡１２２への距離「ａ」に加えたものが、チャンバ内のビーム１１４の光路長である。コ
ントローラ１０６は、必要に応じて、それぞれのリニアガイド１１６／１１８／１２０に
沿った各鏡１０８／１２２の位置、各鏡１０８／１２２の回転、および基板支持体１０４
の角配向を調整して、ａ＋ｂ＋ｃの合計を実質的に一定に維持する。光路長を実質的に一
定に維持することによって、ビーム１１４の均一な強度プロファイルを保持し、単一のタ
ーゲット位置の全体にわたる処置の均一性およびターゲット位置全ての間の処置の均一性
を向上させる。
【００２３】
　鏡１０８／１２２が一緒にｙ方向に移動する実施形態において、ビーム捕捉鏡１０８が
ｘ方向に移動し、ビーム入射点からビーム操向鏡１２２への距離「ａ」を補正する。この
実施形態において、鏡を回転することは要求されず、ターゲット位置が基板支持体の半径
に沿って、装置のｘ軸に対して４５°の角度で移動する。基板支持体上の基板の、全ての
可能なターゲット位置に到達するため、支持体が回転し、ビームアクセス線に沿ってター
ゲット位置を持って行く。そのような場合、配向されないビームを使用して、または回転
可能な開孔を使用してビーム配向を調整するように、基板支持体を回転することによって
、ターゲット位置の配向を回転することができる。
【００２４】
　放射源用に、増分位置決め調整、回転調整、および焦点調整をもうけることにより、い
くつかの実施形態において、精度を向上させることができる。図２は、焦点調整装置の実
施形態を組み込んだレーザ装置２００の概略図である。レーザ装置２００は、基板２１４
に対して仮想的な配向で、ビーム操向鏡１２２およびビーム捕捉鏡１０８に関係して示さ
れる。装置２００は、任意の所望のやり方で光学的に組み合わされた複数のレーザであっ
てもよいレーザ源２０２を備え、レーザ源２０２は、可変焦点レンズ２０６の焦点を調整
するアクチュエータ２１２と通信する可変焦点レンズ２０６を通してレーザ放射のビーム
を放射する。
【００２５】
　ほとんどの実施形態で有用な可変焦点レンズは、調整が速く、一般的に耐熱性となる。
一実施形態において、レンズを通して液体を流すためのコンジットを有する、液体セル可
変焦点レンズを使用することができる。別の実施形態において、可変焦点レンズは、液体
セルの外にレンズを通して冷却流体を流すためのチャネルまたはコンジットを組み込むこ
とができる。他の実施形態において、液晶レンズを使用することができる。
【００２６】
　アクチュエータ２１２は、図１Ａおよび図１Ｂのコントローラ１０６などのコントロー
ラによって制御することができる。コントローラは、エミッタ２０４から放出される放射
の閃光またはビームを検出するように構成される検出器２１０からの、焦点距離を表す信
号を受信することができる。エミッタ２０４は、検出器２１０によって識別可能な放射を
放出するように構成されるレーザまたは他の源であってもよい。エミッタ２０４は、レー
ザ放射が可変焦点レンズ２０６から基板２１４にたどる光路と実質的に同一の光路に沿っ
て、開孔２０８を通ってビームまたは閃光を放出する。基板２１４からの反射光は、検出
器２１０により検出される。コントローラは、光路長を登録し、アクチュエータ２１２を
介して可変焦点レンズ２０６を調整する。開孔２０８に対する検出器２１０の近接度を最
小化して、可変焦点レンズ２０６の自動合焦で確実に最高の精度にする。
【００２７】
　検出器２１０は、カメラを含む、任意の好都合なタイプのフォトン検出器であってもよ
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い。使用することができるフォトン検出器のタイプとしては、ＣＣＤマトリックスおよび
フォトダイオードアレイが挙げられる。検出器２１０は、いくつかの実施形態において、
加えて光強度均一性検出器であってもよい。
【００２８】
　代替実施形態において、基板支持体は、高精度ｘｙステージ上に取り付けられる高精度
回転子を備え、支持体上に配設される基板の、ｘｙ移動および回転運動を可能にすること
ができる。ｘｙ位置決めを追加することにより、ｘｙステージによる粗い位置決めおよび
本明細書に記載の高精度光学系による精細な位置決めを可能にすることによって、いくつ
かの実施形態では、処理のスループットを改善することができる。別の代替実施形態にお
いて、放射源１１０の開孔または最終的な光学素子を通る放射ビームの光路を見るための
撮像デバイスを使用することによって、ビーム位置決めおよび合焦を向上することができ
る。ＣＣＤマトリックスが放射源１１０とともに組み込まれ、例えば、基板から光の経路
に沿って反射される放射を集めることができる。コントローラ１０６がＣＣＤマトリック
スからのデータを使用して、本明細書に記載の作動デバイスのいずれかのための制御信号
を生成し、ビームの位置決めおよび合焦を改善することができる。
【００２９】
　図３は、別の実施形態による熱処理装置３００の概略上面図である。装置３００は、上
の図１Ａおよび図１Ｂに関連して記載した同一の構成要素の多くを特色として備える。装
置３００は、第１の回転可能な基板支持体３０４Ａおよび第２の回転可能な基板支持体３
０４Ｂを備える筐体３０２を有する。各基板支持体は、処理するため基板を保持すること
ができる。放射源１１０を使用して、ビーム１１４Ａの場合のように、第１の基板支持体
３０４Ａの全体にわたって、または破線の鏡１２２からの反射して示されているビーム１
１４Ｂの場合のように、第２の基板支持体３０４Ｂの全体にわたってビームを向けるため
、ビーム操向鏡１２２を回転することによって、２つの基板を同時にまたは連続して処理
する。各基板支持体は、それぞれのリニアガイド３１６Ａ／Ｂおよび３１８Ａ／Ｂを使用
して位置決めされるそれぞれのビーム捕捉鏡３０８Ａおよび３０８Ｂを備えるそれぞれの
ビーム位置アセンブリを有する。そのような装置において、ビーム操向鏡１２２は、ビー
ムを第１および第２の基板支持体３０４Ａ／Ｂの全体にわたって交互に向けるため回転す
ることができ、こうして、基板を同時に処理し、または基板を連続して処理して、一方の
処理ステーションが活発に処理する間、他方が基板をロードおよびアンロードすることが
できる。
【００３０】
　他の実施形態において、複数のビーム捕捉鏡およびビーム操向鏡を単一の基板支持体と
ともに使用して、基板を回転することなく、基板上の全ての点でターゲット位置をアドレ
ス指定することができる。一例示的な実施形態において、第１のビーム操向鏡を第１のビ
ーム捕捉鏡とともに使用して、基板の半分にわたってターゲット位置をカバーし、上記の
ように動かして、第１の固定経路長を維持することができる。次いで、第１のビーム操向
鏡を、所定の位置に置き、ビームを第２のビーム操向鏡に操向することができ、第２のビ
ーム操向鏡が、第２のビーム捕捉鏡とともに動いて、第１の固定経路長と異なる第２の固
定経路長で、残りのターゲット位置をカバーすることができる。
【００３１】
　本明細書に開示の実施形態は、レーザ放射のビームを表面上の位置にターゲティングす
る方法も提供する。方法は、ターゲット位置がビーム位置光学アセンブリにアクセス可能
な配向に表面を回転することによってターゲット位置をステージングすること、ターゲッ
トの位置の上にビーム捕捉鏡を位置させることを含む。ビーム捕捉鏡は、光源からターゲ
ット位置にレーザ放射のビームを反射することになる。
【００３２】
　一実施形態において、放射ビームの光路長は、表面上の全てのターゲット位置について
、実質的に一定を保つ。ビーム捕捉鏡上に当たるビームの光源位置は、ビーム操向鏡の反
射点を決定することにより識別され、そのため、ビーム操向鏡およびビーム捕捉鏡からタ



(9) JP 5791699 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

ーゲット位置へ反射するビームの光路長は、ターゲット光路長と実質的に等しい。ビーム
は、固定点からビーム操向鏡に向けられており、したがって、光路長は、ビーム操向鏡の
場所、ビーム捕捉鏡、およびターゲットの位置にのみ依存する。ビーム操向鏡を識別した
反射点に動かし、２つの鏡を必要に応じて回転し、光学的に連通して位置合せする。コン
トローラを使用して、様々な要素の動きを同時に同期させ、ターゲティングの速度を改善
することができる。
【００３３】
　ターゲティングの精度を改善するため、様々なバーニア調整をすることができる。例え
ば、ビームの固定点光源を、最初の位置決めの正確さを検知した後で調整することができ
る。特定の焦点距離を維持することが求められる場合、光路の長さは、本明細書に記載の
方法のいずれかなど、任意の好都合な検知器を使用して検知することができ、焦点は、コ
ントローラと通信する可変焦点レンズを使用して調整することができる。最後に、ビーム
が所望の回転の配向を有する場合、その配向は、コントローラの制御の下で、回転可能な
開孔をもうけることによって、高精度に調整することができる。
【００３４】
　他の実施形態において、ビームがターゲット位置に到達する前の、ビームの最終的な調
整としてレンズを使用することができる。レンズは、ビームの伝播の方向に対しある角度
で傾けた平坦なプリズムなど、位置調整レンズのみであってもよく、またはレンズは、投
影レンズなど、光学的に活性なレンズであってもよい。レンズまたはプリズムをターゲッ
ト位置にわたって移動して、本明細書に記載の鏡のいずれかなどの光源からの放射のビー
ムを受け、ビームをターゲット位置に高精度に向けることができる。レンズまたはプリズ
ムは、本明細書に記載のように位置決めすることができ、回転して、必要な配向を達成す
ることができる。
【００３５】
　図４は、別の実施形態による基板のレーザ処置のための装置４００の概略図である。レ
ーザビーム４０２は開始点４０４を有し、開始点４０４は、チャンバ内への入射開孔、ま
たは単に装置に関して定義したレーザビームの開始点であってもよい。ビーム４０２は、
第１の鏡４０６から第２の鏡４１４に反射し、第２の鏡４１４は、回転可能な基板支持体
４１０上に配設される基板４１６の表面上のダイ４０８にビームを向ける。基板４１６が
処理期間に回転されるので、各ダイ４０８は、例えば処理前のダイ４０８の位置である基
準位置４０８ｒ、処理期間のダイ４０８の位置であるターゲット位置４０８ｔという２つ
の関連する位置を有する。基板４１６および基板支持体４１０のそれぞれは、中心４１２
を有する。
【００３６】
　図４の実施形態において、レーザビーム４０２がビーム入射点４０４から第２の鏡４１
４に一定の距離進行するように、基板支持体４１０の回転位置は、直線的位置および第１
の鏡４０６の回転および第２の鏡４１４の回転とともに決定される。加えて、ダイ４０８
は、ダイ４０８の形状に一致するように設計された、レーザビーム４０２の断面形状と位
置合せされる。ダイ４０８をビーム４０２と位置合せすることによって、ダイ４０８は、
その全領域を光エネルギーにより確実に均一に照射される。ビーム４０２は、いくつかの
実施形態において、矩形などの選択された断面形状でビームを表示するようにデザインさ
れたビームカッタ（図示せず）を通過することにより、形成することができる。いくつか
の実施形態において、ビームカッタは、ビーム入射点４０４に置かれる。図４の実施形態
において、ビームカッタは、微調整および／または合焦およびサイズ調整をすること以外
に移動または回転されず、そのため、ビーム４０２は、特定の軸に沿って整合して基板４
１６に達し、ダイ４０８を回転してその同じ軸に沿って整合する。
【００３７】
　上記の構成を条件として、基板支持体４１０の回転位置は、以下のように決定される。
ビーム入射点４０４から第２の鏡４１４に、基板表面に平行に進行するビーム４０２を用
い、基板表面に平行でビーム中心を通る直交座標平面４１８を定義する。ｘ軸およびｙ軸
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が基準位置４０８ｒ内のダイ４０８の側面に平行であるように、座標平面４１８が定義さ
れる場合、計算は簡単になる。（ｘｓ，ｙｓ）を、ビーム入射点４０４におけるビームの
中心の座標位置であるとする。（ｘ１，ｙ１）を第１の鏡４０６の中心のターゲット位置
であるとする。（ｘｃ，ｙｃ）を基板支持体４１０の回転の中心４１２であるとする。（
ｘ２，ｙ２）をターゲット位置４０８ｔにおけるダイ４０８の中心の位置であるとする。
（ｘ０，ｙ０）を基準位置４０８ｒにおけるダイ４０８の中心の位置であるとする。処理
前に回転することにより、ダイ４０８が基準位置４０８ｒとなる基準位置に基板４１６を
配向することができる。交互に、基板の配向と基準配向の間で、オフセットを検出するこ
とができる。
【００３８】
　位置（ｘ２，ｙ２）は、（ｘｓ，ｙｓ）から（ｘ１，ｙ１）および（ｘ１，ｙ１）から
（ｘ２，ｙ２）への距離の合計が一定であり、かつターゲット位置４０８ｔにおけるダイ
４０８の側面がレーザビーム４０２の矩形の断面形状に整合されるように計算される。一
定のビーム長をＢＬで示すこととする。基板４１６がダイ４０８を基準位置４０８ｒから
ターゲット位置４０８ｔに動かすための回転角θは、次式のように計算される。

ここで、

位置（ｘ２，ｙ２）は、極座標から直交座標に単に変換することにより、位置（ｘ０，ｙ

０）から計算することができる。基板が基準配向に物理的に配向されていなかった場合、
位置（ｘ２，ｙ２）を決定する前に、検出されるオフセット角度を、適宜、回転角θに加
算または減算することができる。
【００３９】
　第２の鏡４１４は、ｘｙポジショナにより（図１Ａのように）位置（ｘ２，ｙ２）に動
かされる。第１の鏡４０６のｘ位置、ｘ１を用いて、定数ｙ１が次式で計算される。
ｙ１＝ｙ２＋（ｘ２－Ｘｓ）ｔａｎθ
第１の鏡４０６は、リニアポジショナにより位置（ｘ１，ｙ１）に動かされる。
【００４０】
　第２の鏡４１４は、ｘｙ平面に関して４５°の一定角度で保持され、回転アクチュエー
タによりｘｙ平面に垂直な軸の周りで回転されて、第１の鏡４０６から反射されるビーム
を係合する。ｘ軸に関する第２の鏡４１４の回転角αは、角度θと同じである。第１の鏡
４０６は、ｘｙ平面に関し一定の垂直配向で保持され、回転アクチュエータによりｘｙ平
面に垂直な軸の周りで回転され、ビーム４０２を第２の鏡４１４に反射する。ｘ軸に関す
る第１の鏡４０６の回転角γは、次式で与えられる。

上記の方法にしたがって基板および鏡を位置決めすることによって、ビームの光路長を、
基板上の全ての処理位置について、確実に一定に保つ。コントローラ４２０は、鏡４０６
および４１４、ならびに基板支持体４１０に結合され、上式により決定される動きを達成
することができる。コントローラは、上の計算を実施するようにデザインされるソフトウ
ェアとともに構成され、計算される位置に基づいて、鏡４０６および４１４、ならびに基
板支持体４１０を動かすアクチュエータに制御信号を送信することができる。
【００４１】
　基板支持体４１０は、一般的に、一定の定められた精度で、高精度回転アクチュエータ
によって回転される。アクチュエータによって与えられる回転位置の不正確さが、３００
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ｍｍウエハの実施形態において、最大約４０μｍの位置決め誤差に変換される可能性があ
る。一実施形態において、そのような誤差を、上記のビーム形成開孔またはビームカッタ
の位置を微調整することにより補正することができる。開孔がビーム入射点４０４に置か
れる場合、開孔を回転または２つの方向に横方向に動かして、微細な位置決め誤差を補正
することができる。そのような微調整のため、ピエゾアクチュエータを使用することがで
きる。基板を位置決めする際の誤差を、カメラ、ＣＣＤマトリックス、またはフォトダイ
オードアレイなどのフォトン検出器を使用して検出および測定することができる。
【００４２】
　上記が本発明の実施形態を対象とする一方、本発明の他のさらなる実施形態が、本発明
の基本範囲から逸脱することなく考案され得る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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