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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エピタキシャル層堆積プロセスにより生じる、複数のウエハでの反りを予測する方法で
あって、
　プロセッサによって、複数のウエハのうち第１ウエハの測定した抵抗率を受信するステ
ップと、
　プロセッサによって、研削プロセスおよびエッチングプロセスの少なくとも１つの後、
第１ウエハの測定した形状を受信するステップと、
　プロセッサを用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際のウエハ形状の変化を計算す
るステップと、
　プロセッサを用いて、計算した形状変化を、第１ウエハの測定した形状に重ね合わせて
、エピタキシャル後ウエハ形状を決定するステップと、
　プロセッサを用いて、決定したエピタキシャル後ウエハ形状に基づいて、エピタキシャ
ル後反り値を計算するステップとを含む方法。
【請求項２】
　プロセッサを用いて、第１ウエハのエピタキシャル後湾曲と第１ウエハのエピタキシャ
ル前湾曲との間の湾曲差を決定するステップをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　ウエハ形状の変化を計算する前記ステップは、プロセッサを用いて、決定した湾曲差を
用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際のウエハ形状の変化を計算することを含む請
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求項２記載の方法。
【請求項４】
　湾曲差を決定する前記ステップは、プロセッサを用いて、下記の式を用いて、第１ウエ
ハのエピタキシャル後湾曲と第１ウエハのエピタキシャル前湾曲との間の湾曲差を決定す
ることを含む請求項３記載の方法。
【数１】

　ここで、"resistivity"は、測定した抵抗率である。
【請求項５】
　プロセッサを用いて、測定した抵抗率を用いて、第２ウエハの曲率半径を決定するステ
ップをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　ウエハ形状の変化を計算する前記ステップは、プロセッサを用いて、決定した曲率半径
を用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際のウエハ形状の変化を計算することを含む
請求項５記載の方法。
【請求項７】
　第２ウエハの曲率半径を決定する前記ステップは、プロセッサを用いて、下記の式を用
いて、第２ウエハの曲率半径を決定することを含む請求項６記載の方法。

【数２】

　ここで、"resistivity"は、測定した抵抗率である。
【請求項８】
　第１ウエハの測定した形状を受信する前記ステップは、研削プロセスおよびエッチング
プロセスの少なくとも１つの後、キャパシタンスツール、レーザツールおよび干渉計プロ
ーブツールの少なくとも１つを用いて、第１ウエハの形状を測定することを含む請求項６
記載の方法。
【請求項９】
　エピタキシャル後反り値を計算する前記ステップは、プロセッサを用いて、最小２乗法
均等効果水平化を用いて、エピタキシャル後反り値を計算することを含む請求項１記載の
方法。
【請求項１０】
　エピタキシャル層堆積プロセスが施される複数のウエハにおいて反りを制御する方法で
あって、
　プロセッサによって、複数のウエハのうち第１ウエハの研削プロセスおよびエッチング
プロセスの少なくとも１つの後、第１ウエハの測定した形状を受信するステップと、
　プロセッサを用いて、エピタキシャル層堆積プロセスにより生じる、第１ウエハの反り
値を予測するステップと、
　ここで反り値を予測するステップは、
　プロセッサを用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際のウエハ形状の変化を計算す
るステップと、
　プロセッサを用いて、計算した形状変化を、第１ウエハの測定した形状に重ね合わせて
、エピタキシャル後ウエハ形状を決定するステップと、
　予測した反り値に基づいて同時両面ウエハグラインダを調整するステップと、
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　同時両面ウエハグラインダを用いて複数のウエハのうち第２ウエハを研削するステップ
とを含む方法。
【請求項１１】
　同時両面ウエハグラインダを調整する前記ステップは、水平傾きおよび垂直傾きの少な
くとも１つを調整することを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　同時両面ウエハグラインダを調整する前記ステップは、同時両面ウエハグラインダの水
平傾きでの平行変化を生じさせることを含む請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　同時両面ウエハグラインダを調整する前記ステップは、同時両面ウエハグラインダの左
側ホイールおよび右側ホイールの少なくとも１つを調整することを含む請求項１０記載の
方法。
【請求項１４】
　エピタキシャル層堆積プロセスにより生じる、第１ウエハの反りを予測する前記ステッ
プは、
　プロセッサによって、第１ウエハの測定した抵抗率を受信するステップと、
　プロセッサを用いて、決定したエピタキシャル後ウエハ形状に基づいて、エピタキシャ
ル後反り値を計算するステップとを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサを用いて、第１ウエハのエピタキシャル後湾曲と第１ウエハのエピタキシャ
ル前湾曲との間の湾曲差を決定するステップをさらに含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　ウエハ形状の変化を計算する前記ステップは、プロセッサを用いて、決定した湾曲差を
用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際のウエハ形状の変化を計算することを含む請
求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　湾曲差を決定する前記ステップは、プロセッサを用いて、下記の式を用いて、第１ウエ
ハのエピタキシャル後湾曲と第１ウエハのエピタキシャル前湾曲との間の湾曲差を決定す
ることを含む請求項１６記載の方法。
【数３】

　ここで、"resistivity"は、測定した抵抗率である。
【請求項１８】
　プロセッサを用いて、測定した抵抗率を用いて、第３ウエハの曲率半径を決定するステ
ップをさらに含む請求項１４記載の方法。
【請求項１９】
　ウエハ形状の変化を計算する前記ステップは、プロセッサを用いて、決定した曲率半径
を用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際のウエハ形状の変化を計算することを含む
請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　第２ウエハの曲率半径を決定する前記ステップは、プロセッサを用いて、下記の式を用
いて、第３ウエハの曲率半径を決定することを含む請求項１９記載の方法。
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【数４】

　ここで、"resistivity"は、測定した抵抗率である。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には半導体ウエハを処理することに関し、特にウエハのエピタキシャル
後反りの予測および制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハが、集積回路チップの生産において基板として広く使用される。各ウエハ
から最大数のチップが製造できることを確保するため、チップ製造者は、非常に平坦かつ
平行な表面を有するウエハを必要とする。インゴットからスライスした後、ウエハは、典
型的には、特定の表面特徴、例えば、平坦度および平行度を改善するように設計された研
削(grinding)および研磨プロセスを受ける。
【０００３】
　同時両面研削がウエハの両面に対して同時に行い、高く平行化された表面を持つウエハ
を生産する。両面研削を実施するグラインダは、例えば、光洋機械工業株式会社によって
製造されたものなどである。これらのグラインダは、研削中に半導体ウエハを保持するた
めのウエハクランプ装置を使用する。クランプ装置は、典型的には、一対の静圧パッドと
、一対の研削ホイールとを備える。パッドおよびホイールは、対向する関係で配向し、両
者の間にウエハを垂直配向で保持する。静圧パッドは、堅いパッドが研削中にウエハと物
理的に接触することなく、ウエハを保持するために、個々のパッドとウエハ表面との間に
流体バリアを有益に生成する。これは、物理的クランプによって生じ得るウエハへのダメ
ージを低減し、ウエハを、少ない摩擦でパッド表面に対して接線方向に移動（回転）させ
ることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この研削プロセスは、研削したウエハ表面の平坦度及び／又は平行度を改善できるが、
後続のプロセスが、ウエハに影響を与えて、トポロジー(topology)低下を生じさせること
がある。例えば、重くドープした基板と軽くドープしたエピタキシャル層との間の格子不
整合の結果として、エピタキシャル層の堆積後、ウエハの湾曲(bow)および反り(warp)が
かなり変化する。こうした反り変化が極端になることがあり、ウエハの能力劣化及び／又
は歩留まり損失をもたらす。こうしてエピタキシャル層の堆積によってウエハに導入され
る不要なトポロジー特性が制御できない。
【０００５】
　この背景セクションは、以下に説明及び／又は権利請求している本開示の種々の態様に
関連した技術の種々の態様を読者に紹介することを意図している。この議論は、読者に背
景情報を提供して、本開示の種々の態様のより良い理解を促進するのに役立つと考える。
従って、これらの記述は、先行技術の自白としてではなく、こうした観点で読むべきであ
ると理解すべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様において、エピタキシャル層堆積プロセス後、複数のウエハでの反りを予測する
方法が提供される。該方法は、プロセッサによって、複数のウエハのうち第１ウエハの測
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定した抵抗率を受信するステップと、プロセッサによって、研削プロセスおよびエッチン
グプロセスの少なくとも１つの後、第１ウエハの測定した形状を受信するステップと、プ
ロセッサを用いて、エピタキシャル層堆積プロセスの際、ウエハ形状の変化を計算するス
テップとを含む。該方法はさらに、プロセッサを用いて、計算した形状変化を、第１ウエ
ハの測定した形状に重ね合わせて、エピタキシャル後ウエハ形状を決定するステップと、
プロセッサを用いて、決定したエピタキシャル後ウエハ形状に基づいて、エピタキシャル
後反り値を計算するステップとを含む。
【０００７】
　他の態様において、エピタキシャル層堆積プロセスが施されるウエハにおいて反りを制
御する方法が提供される。該方法は、プロセッサを用いて、エピタキシャル層堆積プロセ
ス後、複数のウエハのうち第１ウエハの反り値を予測するステップと、予測した反り値に
基づいてウエハグラインダを調整するステップと、ウエハグラインダを用いて複数のウエ
ハのうち第２ウエハを研削するステップとを含む。
【０００８】
　上述した態様に関連して記述した特徴について種々の改良が存在する。更なる特徴を、
上述した態様に組み込んでもよい。これらの改良および追加の特徴は、個別にまたは任意
の組合せで存在してもよい。例えば、図示した実施形態の何れかに関連して後述する種々
の特徴が、上述した態様の何れかに、単独または任意の組合せで組み込んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】半導体ウエハを処理するためのシステムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】静圧パッドを有するグラインダの概略側面図である。
【図３】図２の研削ホイールの概略側面図であり、研削ホイールの垂直傾きを示す。
【図４】研削ホイールの概略平面図であり、研削ホイールの水平傾きを示す。
【図５】測定装置によるライン走査プロセスを示す図である。
【図６】ウエハの側面図であり、ウエハの反りパラメータおよび湾曲パラメータを示す。
【図７】ウエハを処理する方法の一実施形態を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　一般に、ここで説明するシステムおよび方法は、エピタキシャル後反りを予測し、研削
プロセスを調整することによって、処理したウエハのエピタキシャル後の反りを改善し、
エピタキシャル後反りを最適化し、ウエハ品質および歩留まりを改善している。後述する
ように、一実施形態でのアルゴリズムが、研削プロセス及び／又はエッチングプロセスの
後に測定したデータを用いて、エピタキシャル後反りを予測するために適切に用いられる
。そして、予測したエピタキシャル後反りに基づいてグラインダを調整し、後続のウエハ
の表面を修正して、製品ウエハのエピタキシャル後反りを低減する。
【００１１】
　図１は、半導体ウエハを処理するための一実施形態のシステム１００のブロック図を示
す。限定ではなく説明の目的のため、システム１００は、グラインダ１０２と、測定装置
１０４と、関連したメモリを有するプロセッサ１０６とを含む。グラインダ１０２は、ウ
エハを研削し、測定装置１０４は、研削したウエハのプロファイルを示すデータを測定す
る。この段階で、研削したウエハは、未エッチングで未研磨（例えば、研磨前ウエハ）で
ある。代替として、測定装置１０４は、エッチングプロセス後のウエハのプロファイルを
示すデータを測定してもよい。プロセッサ１０６は、測定したデータに基づいて研削パラ
メータを調整するためのフィードバックを提供するように構成される。例えば、エピタキ
シャル層堆積装置１１６においてエピタキシャル層堆積プロセスを施す前に、グラインダ
１０２によって研削されるウエハのナノトポグラフィ(nanotopography)を改善するために
、グラインダ１０２の研削ホイールの１つ以上が移動してもよい。
【００１２】
　代替の実施形態において、システム１００は、複数のグラインダ１０２を含み、それぞ
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れが図１のシステムに従って更なる処理のためにウエハを研削する。測定装置１０４は、
複数のグラインダ１０２の各々によって研削したウエハのプロファイルを示すデータを測
定する。プロセッサ１０６は、複数のグラインダ１０２の各々に対応した測定したデータ
に基づいて、複数のグラインダ１０２の各々のためのフィードバックを提供するように構
成される。
【００１３】
　本実施形態において、システム１００は、下記の研削後装置、即ち、研削したウエハを
エッチングするためのエッチングシステム１１０と、エッチングしたウエハの表面を測定
するための表面測定装置１１２（例えば、表面平坦度測定ツール）と、エッチングしたウ
エハを研磨するための研磨装置１１４と、研磨したウエハ上にエピタキシャル層を堆積す
るためのエピタキシャル層堆積装置１１６と、生産したウエハのナノトポグラフィを測定
するためのナノトポグラフィ測定装置１１８のうちの１つ以上を含む。
【００１４】
　図２は、グラインダ１０２（例えば、両面グラインダ２００）を示す。両面グラインダ
２００は、一対の静圧パッド２０２と、一対の研削ホイール２０４とを備える。研削ホイ
ールはほぼ同一であり、各ホイール２０４は全体的に平坦である。研削ホイール２０４お
よび静圧パッド２０２は、相互に独立した半導体ウエハＷを保持し、クランプ面２０６，
２０８をそれぞれ規定する。ウエハＷへの研削ホイール２０４のクランプ圧力が、ホイー
ル２０４の回転軸２１０を中心に位置決めされるとともに、ウエハＷへの静圧パッド２０
２のクランプ圧力が、ウエハＷの中心ＷＣの近くを中心に位置決めされる。
【００１５】
　静圧パッド２０２は、動作中に静止状態のままであり、一方、駆動リング２１２が、ウ
エハＷをパッド２０２および研削ホイール２０４に対して回転するように移動する。静圧
パッド２０２は、静圧ポケットと、流体を外部流体源から受け入れる流体注入ポート（不
図示）とを含んでもよい。流体は、ウエハＷをパッドクランプ面２０６，２０８内で垂直
に保持するが、研削時に極めて低い摩擦抵抗でウエハをパッド２０２に対して回転できる
潤滑ベアリングエリアまたはスライドバリアを提供する。パッド２０２のクランプ力が、
主として静圧ポケットに供給される。
【００１６】
　本実施形態において、駆動リング２１２の戻り止め(detent)２１４が、ウエハの周辺に
形成されたノッチＮにおいて全体としてウエハＷと係合し、ウエハを中心軸ＷＣの周りに
回転移動させる。同時に、研削ホイール２０４がウエハＷと係合し、相互に反対方向に回
転する。ホイール２０４の一方がウエハＷと同じ方向に回転し、他方がウエハＷとは反対
方向に回転する。クランプ面２０６，２０８が、研削中に一致して保持されている限り、
ウエハＷは、平面のまま（即ち、曲がらない）であり、ホイール２０４によって均一に研
削される。
【００１７】
　本実施形態のホイール２０４が、３つの向きに調整可能である。図２に示すように、ホ
イール２０４は、回転軸２１０に沿った並進の際、静圧パッド２０２に対して横方向シフ
トＳを受けることがある。図３に示すように、ホイール２０４の垂直傾きＶＴが、個々の
研削ホイール２０４の中心を通る水平軸Ｘの周りに調整できる。図４に示すように、ホイ
ール２０４の水平傾きＨＴが、個々の研削ホイール２０４の中心を通る垂直軸Ｙの周りに
調整できる。これらの調整が、図面において誇張して概念を説明しており、実際の調整が
小さく、例えば、ミクロンオーダであることは理解されよう。さらに、各ホイール２０４
が他方から独立して移動可能であり、その結果、左ホイールの水平傾きＨＴが、右ホイー
ルのものと異なることがあり、２つの研削ホイール２０４の垂直傾きＶＴについても同様
である。
【００１８】
　本実施形態において、測定装置１０４が、プロセッサ１０６とインタフェ－ス接続する
ように構成された反り測定装置１０４である。反り測定装置１０４は、ウエハについての
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反りデータを取得（例えば、検出）し、反りデータに基づいてウエハの反りを測定する。
一実施形態において、反り測定装置１０４は、反りデータを取得するための１つ以上の容
量センサを含む。取得した反りデータは、支持されたウエハのプロファイル（例えば、ウ
エハ形状）を示す。
【００１９】
　例えば、反り測定装置１０４は、図５に示すように、全体ウエハ走査またはライン走査
プロセスを実行できる。ライン走査プロセスによれば、ウエハＷは、ウエハの第１表面５
０４と接触した１つ以上のサポートピン５０２によって支持される。無重力状態でのウエ
ハ形状（参照符号５０６で示す）と、支持状態でのウエハ形状（参照符号５０８で示す）
との比較によって示すように、支持されたウエハ形状５０８は、重力およびウエハＷの質
量の関数として偏向している。
【００２０】
　反り測定装置１０４は、支持されたウエハ５０８の直径に沿って、第１センサ５１０と
第１表面５０４との間の複数の距離Ｂを測定するための第１静電容量センサ５１０を含む
。同様に、反り測定装置１０４は、支持されたウエハ５０８の直径に沿って、第２センサ
５１２と第２表面５１４（例えば、裏面）との間の複数の距離Ｆを測定するための第２静
電容量センサ５１２を含む。得られた反りデータは、直径に対応したライン走査データセ
ットを含む。ライン走査データセットは、支持されたウエハ５０８の直径に沿って第１セ
ンサ５１０によって測定された複数の距離と、支持されたウエハ５０８の直径に沿って第
２センサ５１２によって測定された複数の距離とを含む。ライン走査データセットは、直
径に沿ったウエハプロファイルを示す。
【００２１】
　本実施形態において、反り測定装置１０４は、「自己質量」補償アルゴリズムを使用し
て、無重力状態でのウエハ形状５０６を決定する。自己質量補償は、ライン走査データセ
ット、ウエハ密度、弾性定数、ウエハの直径、およびサポートピン５０２の位置の関数と
して、ウエハの形状を決定する。反り測定装置１０４は、下記の項目、即ち、反り(warp)
、湾曲(bow)、ＴＴＶ（全体厚さ変動）、およびＧＢＩＲ（グローバル裏面理想範囲）の
１つ以上を測定する。図６に示すように、反りおよび湾曲は、一般に基準面に関して決定
される。基準面は、サポートピン５０２と第１ウエハ表面５０４との間の接触ポイントの
関数として定義される。詳細には、反りは、基準面からのメジアンエリアの最大偏差と最
小偏差との間の差の絶対値として定義される。メジアンエリアは、ウエハ表面５０４およ
びウエハ裏面５１４から等距離であるポイントの軌跡である。湾曲は、ウエハ中心での基
準面からの偏差量として定義される。
【００２２】
　図１を再び参照して、ウエハの反り及び／又は湾曲を測定するための測定装置１０４に
よって得られるデータは、プロセッサ１０６へ伝送される。例えば、ライン走査データセ
ット及び／又は決定したウエハ形状は、プロセッサ１０６へ伝送できる。プロセッサ１０
６は、データを受信し、受信したデータを処理するための複数の演算を実施するためのコ
ンピュータ実行可能な命令を実行する。特に、プロセッサ１０６は、受信したデータに基
づいて、エピタキシャル層堆積プロセス後のウエハＷの形状変化を予測し、変化した形状
の反りおよび湾曲を決定し、ウエハＷの予測した形状および決定した反りおよび湾曲に基
づいて、研削パラメータを決定する。それに応じてグラインダ１０２の動作が調整される
。例えば、プロセッサ１０６は、１つ以上のソフトウエアアプリケーション、アプリケー
ションまたはソフトウエア内のコンポーネント、実行可能なライブラリーファイル、実行
可能なアプレットなどに埋め込まれたコンピュータ実行可能な命令を実行できる。プロセ
ッサ１０６と関連したストレージメモリ１０８は、プロセッサ１０６でアクセスするため
の情報およびデータを保存する。例えば、メモリ１０８は、プロセッサ１０６によって使
用され、またはアクセスされるデータ、例えば、ソフトウエア、アプリケーション、デー
タなどを保存できる。
【００２３】
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　一実施形態において、ストレージメモリ１０８は、揮発性または不揮発性の媒体、取り
外し可能または取り外し不可能な媒体、及び／又はコンピュータまたはコンピュータの集
合（不図示）によってアクセスできる任意の利用可能な媒体でもよい。一例として、限定
ではないが、コンピュータ読み取り可能な媒体が、例えば、コンピュータ読み取り可能な
命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの情報の保存のための
任意の方法または技術であるコンピュータストレージ媒体を含む。例えば、コンピュータ
ストレージ媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたは他のメモリ
技術、ＣＲ－ＲＯＭ、ＤＶＤまたは他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気デー
ブ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージ装置、または所望の情報を保存す
るために使用でき、そして、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を含ん
でもよい。
【００２４】
　プロセッサ１０６およびメモリ１０８は、１つ以上のコンピュータ装置の中に適切に内
蔵してもよい。当業者に知られているように、コンピュータ装置は、下記の構成、即ち、
プロセッサ１０６、１つ以上のコンピュータ読み取り可能な媒体、コンピュータ装置内の
種々のコンポーネントと結合する内部バスシステム、入力／出力デバイス、ネットワーク
デバイス、および他のデバイスの組合せを含む。例示のコンピュータ装置は、下記の構成
、即ち、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、デジタル媒体プレイヤ、および
任意の他のデジタルデバイスのうちの１つまたは組合せを含む。他の実施形態において、
プロセッサ１０６は、ストレージメモリ１０８で保存されたデータにネットワークを経由
してアクセスする。
【００２５】
　一実施形態において、プロセッサ１０６は、受信した反りデータを処理するためのフィ
ードバックプログラムにアクセスする。受信した反りデータは、研削したウエハについて
のライン走査データセット及び／又は決定したウエハ形状を含んでもよい。特に、プロセ
ッサ１０６は、受信したデータに基づいてウエハの形状を予測する。ウエハの形状は、実
際に測定するのではなく、予測している。その理由は、測定装置１０４がウエハＷを測定
する場合、ウエハは未だエピタキシャル層堆積を施していないからである。プロセッサ１
０６は、予測したウエハ形状に基づいて１つ以上の研削パラメータを決定する。
【００２６】
　一実施形態において、プロセッサ１０６は、シフトパラメータを決定する。シフトパラ
メータは、ウエハＷにエピタキシャル層堆積を施す前に所望のウエハ形状を生成するため
に、一対の研削ホイール２０４を移動するための大きさおよび方向を示すものである。他
の実施形態において、プロセッサ１０６は、追加または代替として、傾きパラメータを決
定する。傾きパラメータは、ウエハＷにエピタキシャル層堆積を施す前に所望のウエハ形
状を生成するために、ウエハに対して一対の研削ホイール２０４を位置決めするための角
度を示すものである。
【００２７】
　本実施形態において、グラインダ１０２の動作は、決定した研削パラメータに基づいて
調整される。例えば、研削ホイール２０４は、決定したシフトパラメータ及び／又は傾き
パラメータによって特定されたように調整してもよい。一実施形態において、研削ホイー
ル２０４は、決定したシフトパラメータ及び／又は傾きパラメータの関数として調整され
る。グラインダ１０２は、決定した研削パラメータを受信し、決定した研削パラメータの
関数として、グラインダ１０２の１つ以上のコンポーネントを調整するように構成される
。他の実施形態において、決定した研削パラメータは、オペレータに提供され、オペレー
タは、決定した研削パラメータの関数として、グラインダ１０２の１つ以上のコンポーネ
ントを調整するようにグラインダ１０２を構成する。
【００２８】
　図７は、ウエハを処理する方法７００を示す。処理の際、エピタキシャル層をウエハ上
に堆積することから、反りが発生する。エピタキシャルプロセスから由来する反りは制御
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することができず、エピタキシャルプロセス以前のウエハ形状およびウエハ抵抗率に大き
く依存する。ここで説明するモデルまたはアルゴリズムが、ウエハの研削プロセス及び／
又はエッチングプロセスの後に測定した測定データを用いて、エピタキシャル後反りを予
測するのを支援するために使用される。そして、予測したエピタキシャル後反りデータは
、研削プロセスを調整し、エピタキシャル後反りを最適化するために使用できる。例えば
、エピタキシャル層堆積プロセスは、ウエハ内で正の湾曲(bow)を生成する。研削プロセ
スは、ウエハ基板内で負の湾曲(bow)を生成し、生成された正の湾曲を中和するように調
整できる。
【００２９】
　本実施形態において、７０２では、第１ウエハの抵抗率が決定される。ウエハ抵抗率は
、形成したウエハのドーパント濃度に大きく依存し、抵抗率は、周知の手法及び／又は装
置を用いて測定できる。７０４において、グラインダ１０２が第１ウエハを研削する。７
０６において、エピタキシャルプロセス前の湾曲とエピタキシャルプロセス後の湾曲との
間の湾曲変化が、保存したデータ（例えば、歴史的経験データ）を用いて決定される。ウ
エハ湾曲は、形成したウエハのドーパント濃度に大きく依存する。７０８において、プロ
セッサ１０６は、湾曲変化とウエハの抵抗率との間の関係を決定する。本実施形態におい
て、プロセッサ１０６は、湾曲変化と抵抗率との間の関係が下記の式であることを決定す
る。
【００３０】
【数１】

【００３１】
　ここで、"resistivity"は、ウエハの抵抗率である。７１０において、プロセッサ１０
６は、ほぼ平坦な第２ウエハ（例えば、反り＝０、湾曲＝０）の曲率半径を決定する。本
実施形態において、プロセッサ１０６は、プロセッサ１０６は、曲率半径が下記の式であ
ることを決定する。
【００３２】

【数２】

【００３３】
　ここで、"resistivity"は、所定のウエハの抵抗率である。
【００３４】
　７１２において、研削プロセス後の第１ウエハの形状（即ち、第１プロファイル）は、
測定装置１０４を用いて測定される。代替として、第１ウエハの形状は、キャパシタンス
装置、レーザ装置および干渉計プローブ装置の少なくとも１つを用いて測定される。７１
４において、プロセッサ１０６は、適切な曲率半径（例えば、ステップ７１０で決定した
曲率半径）を用いて、エピタキシャル層堆積プロセス後の第２ウエハの形状変化（即ち、
第２プロファイル）を決定する。例えば、平坦なウエハの形状は、決定した曲率半径を用
いてモデル化される。７１６において、プロセッサ１０６は、第２プロファイルを第１プ
ロファイルに重ね合わせて、エピタキシャル層堆積プロセス後の第１ウエハの形状変化（
即ち、第３プロファイル）を予測し、第３プロファイルと関連した反りデータを決定する
。
【００３５】
　７１８において、プロセッサ１０６は、第３プロファイルの反りデータを水平にして、
第１ウエハのエピタキシャル後反り値（即ち、湾曲および反り）を予測する。一実施形態
において、形状データは、最小２乗法を用いて水平にし、第１ウエハの予測した反り値を
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１０６は、予測した反り値に基づいて、調整される研削パラメータを決定し、後続のウエ
ハのエピタキシャル後反りを最適化し改善して、最終ウエハ製品での反りを低減する。７
２２において、プロセッサ１０６は、グラインダ１０２の研削パラメータを調整する。本
実施形態において、プロセッサ１０６は、決定した研削パラメータに従って、研削ホイー
ル２０４の水平傾きＨＴを平行に調整する。本実施形態において、プロセッサ１０６は、
研削ホイール２０４の水平傾きＨＴを３ミクロン以下に調整する。７２４において、後続
のウエハ（例えば、第３ウエハ）が、調整した研削パラメータを用いて、グラインダ１０
２によって研削される。
【００３６】
　より詳細に説明すると、ステップ７０８は、湾曲変化とウエハの抵抗率との間の関係を
決定する。図７に示すように、抵抗率と△Ｂｏｗとの関係は、保存したデータを用いてプ
ロットされ、下記の式を作り出す。
【００３７】

【数３】

【００３８】
　ステップ７１０は、幾何学的計算を用いることによって、曲率半径「Ｒ」を決定する。
以下の式で「ａ」の値は、弧のなす角、「ｈ」の値は、ウエハの曲率半径と関連した幾何
学的パラメータである。ステップ７１０の際、第１式　ａＲ＝diameterが確立している。
ここで、"diameter"はウエハの直径である。本実施形態において、直径は３００である。
下記の第２式を用いて、ｃｏｓのテーラー級数展開を行う。
【００３９】
【数４】

【００４０】
　そして、高次の項を無視すると（「ａ」は極めて小さいため）、下記の式が得られる。
【００４１】
【数５】

【００４２】
　そして、第１式を「Ｒ」に代入すると、下記の第３式が得られる。
【００４３】
【数６】

【００４４】
　本実施形態において、「ｈ」の値は、最小２乗法レベルモデルで推定され、△Ｂｏｗを
決定する。保存データを用いて、「ｈ」と△Ｂｏｗとの間のプロットした関係により、下
記の式が得られる。
【００４５】
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【００４６】
　第１式および△Ｂｏｗと抵抗率との関係を用いて、曲率半径「Ｒ」は、下記の式によっ
て決定される。
【００４７】

【数８】

【００４８】
　計算した曲率半径を用いて、平坦なウエハの形状変化は、モデル化され、第１ウエハの
研削後形状に重ね合わせて、エピタキシャル後ウエハ形状を予測する。これは、グライン
ダ１０２を調整するために使用できる。
【００４９】
　本発明またはその実施形態の要素を導入する場合、冠詞（"a", "an", "the", "said"）
は、１つ以上の要素が存在することを意味すると意図している。用語「備える(comprisin
g)、含む(including)、有する(having)」は、包括的であって、列挙した要素以外の追加
の要素が存在してもよいことを意味すると意図している。
【００５０】
　上述の構造および方法において、本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更が可能
であるが、上記記載に含まれ、添付図面に示される全ての事項が、例示として解釈すべき
であり、限定する趣旨として解釈すべきでないことを意図している。
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