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(57)【要約】
【課題】本実施形態は、ウエハのような対象物を処理す
るのに使用するための方法及びシステム（１２０）を提
供し、ウエハの研磨及び／又は研削を含む。
【解決手段】フロントエンドモジュール（１２４）は、
保管装置（１２６）を連結し、処理のための対象物を保
管する。フロントエンドモジュール（１２４）は、単一
のロボット、搬送ステーション、及び複数のエンドエフ
ェクタを備えることができる。処理モジュール（１２２
）は、単一のロボットが対象物を保管装置から処理モジ
ュール（１２２）へ供給するように、フロントエンドモ
ジュール（１２４）と連結される。処理モジュール（１
２２）は、回転テーブル、及び、供給された対象物を取
り出しそして対象物を回転テーブル上で処理するキャリ
アをもつスピンドルを備える。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理のための対象物を保管する保管装置と連結するフロントエンドモジュールであって
、単一のロボットと、搬送ステーションと、複数のエンドエフェクタとを備えるフロント
エンドモジュールと、
　前記単一のロボットが前記保管装置から対象物を供給するように前記フロントエンドモ
ジュールと連結された処理モジュールであって、回転テーブルと、供給された対象物を取
り出し、前記回転テーブル上で前記対象物を処理するように構成されたキャリアをもつス
ピンドルとを備える処理モジュールと、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記搬送ステーションは、対象物が床に対して垂直に位置決めされるように構成されて
いる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記フロントエンドモジュールは、処理された後の前記対象物を受け入れるウエット容
器をさらに備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記処理モジュールは、前記単一のロボットが前記処理モジュールへウエハを供給する
ロードステーションを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記処理モジュールは、リニアレールアセンブリを備える、請求項４に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記ロードステーションは、面取り面を備えるロードガイドリングを備える、請求項５
に記載のシステム。
【請求項７】
　前記キャリアは、前記ロードガイドリングの面取り面と協働して前記キャリアを前記ロ
ードステーションと整列させる面取りされた保持リングを備える、請求項６に記載のシス
テム。
【請求項８】
　前記リニアレールアセンブリは、ロードステーションの一部分が前記キャリアと協働し
ている際に相対的に中央位置へシフトするのを許容する、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ロードステーションは、前記キャリアが前記ロードステーションから前記対象物を
取り出している際に、前記ロードステーションの前記一部分を実質的に中央位置へ復帰さ
せる付勢ばねを備える、請求項８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエハ処理、より詳細には、ウエハ処理システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化学機械研磨又は化学機械平坦化（ＣＭＰ）は、半導体基板や基板上の膜を含む材料を
研磨する技術であり、高い均一性および平坦性を提供する。この処理は、マイクロエレク
トロニクス回路の製造中に創られる膜上の高い形状を除去するのに用いられ、あるいは、
膜の下部に埋められた回路を露出させるために膜の層を除去するのに用いられる。いくつ
かの場合には、プロセスは、マイクロエレクトロニクス回路の製造に先立って半導体のス
ライスを平坦化することができる。
　いくつかの慣用の化学機械研磨処理は、プラテン上に位置決めされた単一の大きな研磨
パッドを有し、基板が研磨のためにこれに対向して位置決めされる装置を用いる。位置決
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め部材は、研磨される基板を位置決めし回転する研磨パッドに対して付勢する。化学スラ
リーは、研磨材料を有すことがあり、一般的には研磨パッド上に保持されて研磨パッドの
研磨特性を修正し、基板又は膜の研磨を増進する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本実施形態は、ウエハのような対象物を処理するのに使用される方法およびシステムを
提供し、ウエハの研磨及び／又は研削を含む。一部の実施形態は、フロントエンドモジュ
ールと処理モジュールを含むシステムを提供する。フロントエンドモジュールは、処理の
ための対象物を保管する保管装置と連結する。フロントエンドモジュールは、単一のロボ
ットと、移動ステーションと、複数のエンドエフェクタとを備える。処理モジュールは、
単一のロボットは保管装置から処理モジュールへ対象物を引き渡すように、フロントエン
ドモジュールと連結される。処理モジュールは、回転テーブル及び引き渡された対象物を
取り出せるように構成されたキャリアをもつスピンドルを備え、回転テーブル上で対象物
を処理する。
【０００４】
　他の実施形態は、ウエハを処理するのに用いる装置を与える。この装置は、単一のタレ
ット、タレットと協働する第１のスピンドル、タレットと協働する第２のスピンドル、タ
レットと協働してタレットを使用する第１のスピンドルを割り出す第１のモータ、タレッ
トと協働して第１のスピンドルとは独立してタレットを使用する第２のスピンドルを割り
出す第２のモータを備えている。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は一部の実施形態によるシステムの簡略化された構成図を示している。
【図２】図２は図１のウエハ処理システムの上面図を示している。
【図３】図３は図１および図２のシステムのより詳細な上面図を示している。
【図４】図４は一部の実施形態によるロードステーションの斜視図を示している。
【図５】図５は図４のロードステーションの下方からの斜視図を示している。
【図６】図６は一部の実施形態による図４のロードステーションの下部の分解図を示して
いる。
【図７】図７は図６の下部を部分的に切断した上方からの斜視図を示している。
【図８】図８は図４の組み立てられた下部を部分的に切断した下方からの斜視図を示して
いる。
【図９】図９は図８の下部のばねの拡大図を示している。
【図１０】図１０は図８の下部のばねの拡大図を示している。
【図１１】図１１は図８の下部のばねの拡大図を示している。
【図１２】図１２はロードステーションの中間部および上部の分解図を示している。
【図１３】図１３はウエハをつかむばねの拡大図と図１２の中間部および上部のウエハガ
イドリングを共に示している。
【図１４】図１４は一部の実施形態によるキャリアの分解図を示している。
【図１５】図１５はウエハをキャリアにロードするための処理の簡略化したフロー　図を
示している。
【図１６】図１６は図４のロードステーションの中間部に採用される感知アレーの斜視図
を示している。
【図１７】図１７は図１６の感知アレーの拡大図を示している。
【図１８】図１８は一部の実施形態によるロードステーションの側面図を示している。
【図１９】図１９は図１８のロードステーションの断面図を示している。
【図２０】図２０はＺ軸の周りを回転する図１９に示すロードステーションの断面図を示
している。
【図２１】図２１は図１８のロードステーションの上面図を示している。
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【図２２】図２２はウエハチャックアセンブリおよびロードガイドリングと共に図１９の
ロードステーションの断面図を図を示しており、シリンダは伸長位置にある。
【図２３】図２３は一部の実施形態によるロードステーションの等角図を示している。
【図２４】図２４はＺ軸周りに回転する図２３のロードステーションを示している。
【図２５】図２５は図２３および図２４のロードステーションの部分断面図を示している
。
【図２６】図２６は伸長位置にあるシリンダと共にＺ軸周りに回転する図２５のロードス
テーションの部分断面図を示している。
【図２７】図２７は図２３のロードステーションの上面図を示している。
【図２８】図２８は一部の実施形態によるウエハ処理システムのコントロールシステムの
簡略化されたブロック図を示している。
【図２９】図２９はウエハ処理システムのための一部の実施形態によるシステムの上面図
を示している。
【図３０】図３０は図２９のシステムの等角図を示している。
【図３１】図３１はウエハ処理のためのシステムの簡略化された等角図を示している。
【図３２】図３２は一部の実施形態によるシステムの簡略化された等角図を示している。
【図３３】図３３はアンロードステーションの簡略化された断面図を示している。
【図３４】図３４はＣＭＰ研磨中に考慮される３つの力を示している。
【図３５】図３５は　スピンドルの力をキャリブレーションする際に使用するための処理
の簡略化されたフロー図を示している。
【図３６】図３６はスピンドルの力に対するベローズ圧力又はピストン圧力から収集され
たデータを利用して作られたスピンドルキャリブレーション曲線を示している。
【図３７】図３７は保持リング力を生成する膨張式のリングシール圧力あるいは対応する
ウエハ力を生成する膨張式の膜圧力のいずれかに対応するキャリブレーション曲線を示し
ている。
【図３８】図３８は２つのＦＯＵＰフロントエンドモジュールの簡略化された上面から見
たブロック図を示している。
【図３９】図３９は３つのＦＯＵＰフロントエンドモジュールの簡略化された上面から見
たブロック図を示している。
【図４０】図４０は一部の実施形態によるタレットの簡略化した断面図を示している。
【図４１】図４１はパッドコンディショナの等角図を示している。
【図４２】図４２は図４１のパッドコンディショナの上面からの部分的な透視図を示して
いる。
【図４３】図４３は図４１および図４２のパッドコンディショナの断面図を示している。
【図４４】図４４は図４１ないし図４３のパッドコンディショナの下側面図を示している
。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　対応する参照する文字は、いくつかの観点の図面を通じて対応する部品を示す。図にお
ける要素が簡略化及び明確化のために図解されており、一定の縮尺で描かれる必要がない
ことが当業者にとって明らかである。例えば、図面の中のいくつかの要素の寸法は、本発
明の様々な実施形態の理解を改善するのを助けるために、他の要素に対して誇張されてい
る。また、商業的に実現可能な実施形態において、実用的で又は必要である共通のしかし
良く知られた要素は、障害のより少ない見方を促すために、本発明のこれら様々な実施形
態では頻繁に示されない。
【０００７】
　本実施形態は、一又はそれ以上の自動化されたプロセスを通して処理されるべきウエハ
及びその他の対象物を処理するための装置、システム及び方法を与える。たとえば、本実
施形態は、特に、化学機械研磨（ＣＭＰ）に適用され得る。ＣＭＰは、少なくとも部分的
に、シリコンを主体とするウエハ、半導体ウエハ、磁気抵抗効果（ＭＲ）又は巨大磁気抵
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抗効果（ＧＭＲ）ヘッド、及び他の同様の平坦化及び／又は研磨すべき対象物のような平
らな対象物を平坦化及び／又は研磨するのに用いられる。一部の好ましい実施形態は、相
対的にコンパクトで、安価で、高い信頼性のシステムに方向付けられる。本実施形態は、
ＣＭＰ研磨が実行されている間ウエハを保持するキャリアへのウエハの非常に信頼できる
ローディングを提供する。
【０００８】
　図１は、一部の実施形態によるシステム１２０の簡略化された構成図である。このシス
テムは、処理モジュール１２２およびフロントエンドモジュール１２４を含む。フロント
エンドモジュールは、ウエハのような処理される対象物を容器又は保管要素１２６から取
り出し、そして、対象物を処理モジュールへ供給する。処理モジュールは、望まれる結果
の製品に依存して対象物を処理する。一部の実施形態では、処理モジュール１２２はウエ
ハを研磨する。処理モジュールは、一部の実施形態では、付加的に及び／又は択一的に、
ウエハを研削する。フロントエンドモジュール１２４は、以下で十分に記述されるように
、異なるフロントエンドモジュールが異なるタイプの処理モジュールと協働するように、
処理モジュールから引き離され得る。処理モジュール１２２とフロントエンドモジュール
１２４は、一緒に作動し、そして、一般的には、作動中に共に固定される。システムは、
一般的には、構造用の鋳物と処理モジュール及びフロントエンドモジュールを囲むフレー
ムをさらに含む。
【０００９】
　図２は、一部の実施形態による図１のウエハ処理システム１２０の簡略化された上面図
をフロントエンドモジュール１２４に固定された処理モジュール１２２およびフロントエ
ンドモジュールに固定された２つの保管要素１２６とともに示している。図３は、一部の
実施態様による図１及び図２のウエハ処理システム１２０のさらなる詳細な上面図を示し
ている。図２及び図３を参照すると、保管要素１２６は、実質的に処理のための対象物を
保管する装置であり、フロントエンドモジュールによりアクセスされ得る。たとえば、保
管要素は、ウエハを保管するために容器のドアのオープナをもつ前方が開口したユニット
化された容器（ＦＯＵＰ）、標準機械インターフェース（ＳＭＩＦ）、開放カセットロー
ダをもつカセット、ウエハが保管される液体を収容する容器、及び、他の同様な装置であ
ってもよい。他の実施形態では、容器を運搬するカートは、フロントエンド１２４内に挿
入され、容器がフロントエンド内に位置づけられるようにし、処理されたウエハが容器に
挿入され及び／又はウエハが容器から取り出されるようにする。フロントエンドモジュー
ルは、一般的には、ＦＯＵＰ、ＳＭＩＦ、カセット及び他の保管装置をフロントエンドモ
ジュールに取り付ける一またはそれ以上の取り付け面（たとえば、Ｂｏｘ　Ｏｐｅｎｅｒ
／Ｌｏａｄｅｒ　ｔｏ　Ｔｏｏｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＢＯＬＴＳ）　インターフェース
）を含む。一部の実施形態では、取り付け面は、保管装置との位置あわせのために上下左
右の調整が可能である。
【００１０】
　フロントエンドモジュール１２４は、ウエハや他の対象物を保管要素１２６から取り出
すロボット２２０のような運搬装置を含む。ロボット制御は、ウエハを取り出し、ウエハ
を処理モジュール１２２へ運搬し、そして、処理されたウエハを保管要素へ復帰させる。
一部の好適な実施形態は、フロントエンドモジュールを単一のロボットに限定している。
システムを単一のロボットに限定することにより、フロントエンドモジュールは、範囲又
は設置面積が大きく減少し、コストが低減され、複雑性が低減され、信頼性が増加するよ
うに構成され得る。しかしながら、単一のロボットの実施は、処理速度、処理能力を制限
するが、寸法、コスト、および複雑性の削減と信頼性の増加の利益は、処理能力の削減の
トレードオフを補償する。フロントエンドモジュールの択一的な実施形態は、しかしなが
ら、上述した処理モジュール１２２と協働し得る複数のロボットで構成されていてもよい
。システム１２０の全体の寸法は、ユーザにとって限界的であってもよく、システムによ
り占有される床面積又は設備スペースは、クリーンルーム内であるように、非常に限られ
ていてもよく、一般的には相対的に価値が高い。
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【００１１】
　ロボットは、一部の実施形態では、６軸ロボットを通して実施される。６軸ロボットは
、他のシステム、例えば、共通極スタイルのロボットを採用する他のＣＭＰシステムが実
行できない、あるいは、複数のロボットを包含なしでは実行できない機能をフロントエン
ドモジュールに実行させる。一般的には、標準的な極スタイルロボットを用いると、ロボ
ットは水平方向に作動し、ウエハ及びウエハを受容する部品の位置決めの実質的にあらゆ
る面は実質的に水平に位置決めされる（例えば、地面に平行）。この水平の制限は、ウエ
ハの動きを制約し、装置の構成及び／又はそれを位置づけるものは、ウエハを受容する（
システムの寸法が増大する）。
【００１２】
　択一的には、本実施形態に利用される６軸ロボットは、ウエハの水平方向の動きと配置
、ウエハの垂直方向の動き及び配置を可能にし、その上に、実質的にあらゆる方向を可能
にする。システムの部品及びカート又はシステムと協働するＦＯＵＰは、６軸ロボットと
正確には位置あわせの必要がなく、不整合を調整及び／又は補償するように移動させ得る
。システムのセットアップの間、ロボットは手動で望ましい位置へ操作され、手動操作で
設定される位置、傾斜、角度及び他のパラメータは作動中のロボットによる将来の同定の
ために記憶される。
【００１３】
　ロボット２２０は、搬送中のウエハを把持するためにエンドエフェクタを利用する。一
部の実施形態では、ロボットは、ツールチェンジャ３７０,３７２を使用することにより
実施される２つの分離したエンドエフェクタを利用する。さらに以下で記述されるように
、第１のエンドエフェクタ３７０は、ドライウエハを把持し搬送するために使用され、第
２のエンドエフェクタ３７２は、ウエットウエハを把持し搬送するために使用される。搬
送ステーション２２２は、フロントエンドモジュール内の一部の実施形態に包含され、そ
こでロボットはエンドエフェクタを切り替えながらウエハを位置決めする。搬送ステーシ
ョンは、一部の実施態様においては、地面又は研磨テーブルに対して概略的に垂直な方向
にウエハを受け入れ、一部の実施形態では、わずかな角度でウエハを受け入れる（例えば
、垂直方向から約１５度）。
【００１４】
　フロントエンドモジュール１２４の一部の実施形態は、選択的に、一又はそれ以上の単
一のステーションウエハクリーナ２２４及び／又は測定ステージ２２６を含む。例えば、
測定装置は、Ｎｏｖａ設備及び／又は他の設備を包含することができる。単一のステーシ
ョンウエハクリーナ２２４には、ウエハをカセット又はＦＯＵＰ又は保管具に戻す前に処
理されたウエハの複数ステージでの洗浄及び清掃を実行するものを含めることができる。
単一のステーションウエハクリーナの利用は、一般的には処理能力を犠牲にして設置空間
を節約する。一般的には、他のＣＭＰシステムは、スループットを最適化しようと努め、
そして、システムのサイズには特には関心がない。システム１２０の他の実施形態は、ス
ループットを増大させるために複数の単一のステーションウエハクリーナを含めることが
でき、あるいは、フロントエンドモジュール１２４のサイズが一般的に増大するのを犠牲
にして異なるステージの清浄を実行するために一連のステーションを含めることができる
。
【００１５】
　一又はそれ以上の電気キャビネット及び／又は制御回路２２８もまたフロントエンドモ
ジュール内に包含され、電力を供給し、制御し、フロントエンドモジュール１２４の部品
を駆動する。フロントエンドモジュールは、清浄された空気をシステム内へ導くフィルタ
リングシステムのような付加的な特徴及び／又は装置を含めることができ、例えば、高効
率微粒子空気（ＨＥＰＡ）フィルタリングシステムのようなものである。プリアライメン
ト方法は、フロントエンドモジュール１２４を処理モジュール１２２と共に整列させるの
と同様に、カセット、ＦＯＵＰ、又は他の装置をフロントエンドモジュールと共に整列さ
せ、固定する際に補助することに包含され得る。同様に、ウエハ識別表示（ＩＤ）リーダ
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は、ウエハからのＩＤを読み取りそして多くの異なる使用のためにウエハの処理を記録す
ることに含められ得る。例えば、処理モジュールを通して実行する処理のタイプを照合及
び／又は同定、記録保存、在庫計算、及び／又は他の目的である。フロントエンドモジュ
ールの一部の実施形態はさらにユーザインターフェース２７４（一般的には、キーボード
又は他の入力装置及びモニタ）を含む。一部の実施形態は、択一的に及び／又は付加的に
外部ユーザインターフェースをシステム１２０と遠方から協働させるデータポートを与え
る。ユーザインターフェースは、ユーザがシステム１２０の作動を制御し、システムをモ
ニタし、システムからの報告とデータを回収し、そして、システムの作動を修正するのを
許容する。
【００１６】
　上で紹介したように、フロントエンドモジュール１２４は、ウエット容器及び／または
カセットと共に構成され得る（例えば、図３２のカセット３２１４は以下でより十分に記
述される）。ウエット容器は、処理モジュール１２２における処理に続くウエハを受け取
り、ウエハのウエットを維持し、その結果、スラリー及び／又は他の処理用化学薬品及び
物質はウエハ上で乾かない。ウエット容器は、容器を上昇及び下降させることができる容
器ホルダ内に位置づけられる。一部の実施態様では、ウエット容器及びホルダは、クリー
ナ及び／又は測定システム２２６の代わりに組み込まれ、再び望ましい設置面積を維持す
る。
【００１７】
　フロントエンドモジュール１２４は、処理モジュール１２２から取り外し可能で、そし
て、多くの異なる特徴及び機能性を組み込むことができるため、フロントエンドモジュー
ルは、特定のユーザのニーズに合致する異なる定義の仕様のために構成され得る。フロン
トエンドモジュール１２４のカスタマイジングは、異なる定義された仕様のために、シス
テム１２０が異なるユーザの要求に合致するのを許容し、代替の増進を与え、カスタマイ
ズされた処理を許容する。
【００１８】
　処理モジュール１２２はロードモジュール２３０、アンロードモジュール２３２、一又
はそれ以上の研磨テーブル２３４，２３６及び一又はそれ以上のスピンドル２４０，２４
２を含む。図２に示す実施形態では、２つの研磨テーブル２３４及び２３６と２つのスピ
ンドル２４０及び２４２を含む。他の実施形態は、３又はそれ以上の研磨テーブル及びス
ピンドル、あるいは、唯一の研磨テーブル及びスピンドルを含むことができる。スピンド
ル２４０，２４２は、キャリア２４４，２４６を回転させ位置決めする回転タレット２４
８と独立に固定される。キャリアコントローラ２５０は、スピンドル／キャリアの一方に
固定され、両方のスピンドルの回転を駆動する。キャリアコントローラは、各スピンドル
の回転を独立に駆動して両方のスピンドルは同時に回転することができ、第１のスピンド
ル２４０は第２のスピンドル２４２が静止している間回転することができ、逆もまた同様
である。処理モジュール１２２は、選択的にさらにバフテーブル２５４及び／又は洗浄ス
テーション２５６を含むことができる。電気回路、電源、電源制御及び動作制御２６０は
、電気キャビネットの中に含まれる。電気キャビネットは、図のように、分離したキャビ
ネットとして処理モジュール１２２から装着又は離脱され得る。この回路は、処理モジュ
ールの各部品と連結されて電源を供給し、及び／又は部品の動作を制御する。パッドコン
ディショナ２６２もまた含めることができる。フロントエンドモジュール１２４及び処理
モジュール１２２は、当該技術分野で周知のように、ウエハ処理のための他の部品を付加
的に含めることができる。
【００１９】
　作動中、ロボット２２０は、一部の実施形態において、２つの異なるエンドエフェクタ
であるウエットエンドエフェクタ及びドライエンドエフェクタを利用する。このロボット
は、エンドエフェクタを把持されたウエハの処理の段階に依存して切り換える。２つの分
離したエンドエフェクタを利用することにより、本実施形態は、単一のロボット運搬手段
２２０を通して作動する。システムを単一のロボットに制限することはコスト、複雑性を
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削減し、他の利益を与える。しかしながら、一部の選択的な実施形態は、複数のロボット
を含んでいてもよい。
【００２０】
　一部の実施形態では、ロボットは第１のエンドエフェクタ（例えば、ウェットエフェク
タ）をエフェクタ保管場所に位置決めし、第１のエンドエフェクタから離れ、そして、第
２のエフェクタ（例えば、ドライエフェクタ）にその保管場所から係合する。エンドエフ
ェクタに係合することにより、ロボットは電気的又は空圧的に連結し、そして、エンドエ
フェクタに係合し、電力及び／又は電気信号を供給する。一部の実施形態では、ツール交
換装置がロボット２２０に組み込まれ、エフェクタの係合及び離脱を許容する。ツール交
換は、機械的なラッチ機構を含み、一部の実施形態では、電気及び空気圧の接続の双方を
与えるエンドエフェクタに係合する。作動中、例えば、ロボットはドライエンドエフェク
タを利用して処理されるべきＦＯＵＰカセットからウエハを取り出し、カセットのクリー
ンな環境を汚染するのを避けるように処理されたウエハを戻す。ロボットは、ドライウエ
ハを搬送ステーション２２２に一時的に置き、ウェットエンドエフェクタに切り替え、ウ
エハを把持し、処理モジュール１２２のロードステーション２３０へウエハを搬送する。
図２及び図３に示す実施形態では、搬送ステーションは、ウェットウエハクリーナ２２４
と測定システム２２６の間に位置づけられる。
【００２１】
　ウエハは、ロードステーション２３０内に正確に位置決めされる。以下において詳細が
記述されるように、精度は、いくつかの有利な特性とエンドエフェクタ及びロードステー
ションの部品とを通して達成される。ロードステーションにおいて一旦位置決めされると
、ウエハセンサ２６（図１６参照）はウエハの存在を検出し、スピンドルの一つ、例えば
、スピンドル２４６の動作を起動する。タレット及びスピンドルコントローラ２５０（一
部の実施形態ではそれぞれ図２８に示すコントローラ２８１２及び２８３６を通して実行
される）は、タレット２４８の一つにロードステーションを越えた適切な位置でスピンド
ル２４６を回転させ、ウエハを取り上げ、ウエハを研磨のために第１の研磨テーブル２３
４へ移動する（あるいは研削等の他の処理）。ロボット２２０は、ロボットがロードステ
ーションに対して新たなウエハを取り出し及び供給するように、ロードステーションが空
であることを、キャリア及びロードステーション内でウエハセンサにより知らされる。タ
レット及びスピンドルコントローラ２５０（例えば、図２８のコントローラ２８１２及び
２８３６）はそれから第２のスピンドルを回転させ、処理のために第２のウエハを取り出
す。本実施形態のデザインが原因で、スピンドルは独立に作動し、固定されたタレットを
越える改良された動作を許容する。例えば、一のタレット／スピンドルは、他のタレット
／スピンドルが回転してウエハをロード又はアンロードしている間に研磨することができ
る。
【００２２】
　ウエハの研磨及び／又は処理が第１の研磨テーブルで一旦完了すると、タレットは付加
的な処理のために回転する。例えば、互換性がない研磨スラリがウエハが洗浄される分離
した研磨テーブル２３４，２３６上で使用された場合には、第１のスピンドル２４０は選
択的な洗浄ステーション２５６に対して回転されてもよい。選択的なリンシングは、粒子
汚染、処理化学薬品の乾燥、及び／又は処理中のウエハの傷を防ぐのに役立つ。洗浄ステ
ーション２５６はさらに採用されて、迅速な洗浄を提供し、迅速に乾燥するスラリーを洗
浄し、ウエハを冷却し、ウエハ上の粒子を削減し、キャリアを清浄し、及び／又は、処理
が行き詰った場合、第２の研磨テーブル上の処理が第１の研磨テーブル上の処理よりも長
時間要している場合、及び／又は他の理由の場合には、ウエハを一時的に置く第２の場所
を提供する。タレットは、さらなる研磨及び／又は処理のために第２の研磨テーブル２３
６に対して回転される。第１のスピンドルが第１のウエハの配置を変更している間、第２
のスピンドル２４２は独立に回転して第２のウエハを取り出し、第２のウエハを第１の研
磨テーブル２３４に位置決めする。一旦第２の研磨テーブル２３６において第１のウエハ
の処理が完了すると、第１のスピンドル／キャリア２４４はウエハをバフテーブル２５４
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へ供給してウエハをバフし（任意のバフテーブルが存在するとき）、例えば、ウエハを洗
浄するための水バフを通して、及び／又はウエハをアンロードステーション２３２へ搬送
する。一部の実施形態では、ロードステーション内のセンサ２６と同様なセンサがアンロ
ードステーションにおいてウエハの存在を確認するために使用される。ロボット２２０は
、処理されたウエハをウェットエンドエフェクタと共に取り出して、ウエハを測定ツール
２２６又はクリーナ２２４（存在するとき）へ移動する。測定が完了しウエハがあらかじ
め定義された基準に合致したのち、ウエハはクリーナ２２４（存在するとき）へ移され、
そこで洗浄されて乾燥される。ロボットはドライエンドエフェクタへ切り換えて洗浄され
乾燥されたウエハを取り上げ、そして、処理されたウエハをＦＯＵＰ１１２６へ戻す。選
択的に、クリーナステーション２２４が存在しないとき、ロボットはウェットエフェクタ
を使用し続け、ウエハをウェット保管装置へ配置する。
【００２３】
　スピンドル２４０，２４２は、一連のウエハの処理のために、一般的には単一方向（例
えば、時計回り）に回転し続ける。このことは、“シリアル処理”と称される。選択的に
、各スピンドルは、特定の研磨テーブルに専用となることができ、一般には、“パラレル
処理”と称される。例えば、第１及び第２のスピンドルは、所定の位置決め動作のために
構成され得る。例えば、第１のスピンドルは、ロードステーション２３０からウエハを取
り出すように構成され、第１のテーブル２３４上で第１の処理を実行し、そして、ウエハ
を洗浄ステーションに移動する。第２のスピンドルは、第２のテーブル２３６上で第２の
処理を実行することができ、そして、処理されたウエハをアンロードステーション２３２
内に配置する。
【００２４】
　システム１２０は、ウエハが処理のために供給される限り、継続的に動作し得る。スピ
ンドルは、以下において十分に記述されるように、システムは流動体をスピンドルに結合
するための回転結合体と電力及び／又は制御信号を結合するためのスリップリングを採用
しているため、巻きが解けている必要はない。
【００２５】
　一部の実施態様では、タレット２４８は、同心状の分離したベアリングシステムにおい
て実施される。例えば、第１のスピンドル２４０のための第１のベアリングシステムは、
第２のスピンドル２４２のための第２のベアリングシステム内で同心状に位置決めされ得
る。第１の頑丈な柱又はタワーは、第２のベアリングシステムを収容することができ、第
１のベアリングシステムは第２のベアリングシステム内に収容され得る。さらに、管はタ
ワー内に含められ、流動体を回転結合体を通して供給する。
【００２６】
　各タレットは、分離したモータ、ハーモニックドライブ及びギア減速システム（図示せ
ず）により別々に駆動され、キャリア２４４，２４６を移動し位置決めする。図４０は、
一部の実施形態によるタレット２４０の簡略化された断面図を示している。モータは、キ
ャリア２４４，２４６の独立した動作の双方を実行し、さらにウエハがテーブル２３４，
２３６に押し付けられているときに、独立的にキャリアを振動させることができる（例え
ば、ウエハが回転テーブルに接触しているときに、研磨テーブルを越えてウエハを約１／
２インチ、あるいは、１インチ又は他の距離振動させる）。振動は、様々な割合で実施さ
れ（例えば、振動周波数（１分あたりのサイクル）は変更される）テーブルに対する移動
量は制御され、テーブルの半径方向に沿ったウエハの位置決めもまた独立に制御され得る
。独立の振動及び位置決めは、ウエハの研磨、研削又は他の処理に関してより大きな制御
を与える。同様に、研磨の割合は、研磨パッドの速度の関数であり、テーブル上でウエハ
の位置決めの制御は、システムに回転パッドの中心から半径方向の距離の関数として、研
磨パッドの回転速度の相違を利用させる。先行技術システムの単一の中央のタレットのデ
ザインは、ウエハの独立した位置決めを許容せず、ウエハの位置が変更された際に他のウ
エハ又はキャリアの位置決めは同様に変更される。
【００２７】
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　回転結合体（図示せず）は、流動体をスピンドル２４０，２４２へ及び／又はスピンド
ル２４０，２４２からならびにスピンドルの間で流通させる管と連結されている。流動体
は、実質的にはあらゆる流動体、例えば、空気、窒素、真空、水、及びその他の流動体を
含むことができる。スリップリング２８３４（図２８参照）は、タレットと共に含まれ、
電力（様々な電圧）及び電気信号をスピンドルコントローラ２５０とスピンドル間で伝達
する。一部の実施形態では、電気信号は、イーサーネット接続を通じ、スリップリングを
通してスピンドルコントローラへ伝達される。スリップリングと協働する代わりに、シス
テムは一部の実施形態では、無線コミュニケーション（例えば、ラジオ周波数（ＲＦ）、
赤外線、ブルーツース、及び他の無線結合）及び／又は光ファイバ結合のような光通信を
採用する。さらに、誘導カプラ、バッテリ電力及び／又は他の同様な電力スキームがスピ
ンドルに電力を供給してスピンドルを継続的に回転させるのに採用される。
【００２８】
　一部の実施態様では、システムは一のスピンドルコントローラ２５０を含む。流動体と
電気信号の双方は、単一のスピンドル（例えば、第２のスピンドル２４２）に伝達される
。第２のスピンドルから、第１のスピンドル２４０は、電気的に第２のスピンドル及び流
動体を搬送する管類に連結され、第２のスピンドルから第１のスピンドルへ向かう流動体
を接続することが含められる。例えば、ケーブルキャリアは、一部の実施態様に含められ
、２つのスピンドル間の電気的接続を確立し、制御信号がスピンドルコントローラ２５０
から第１のスピンドル２４０へ伝達されるのを許容する。そのようなものとして、第１の
スピンドルは、第２のスピンドルから連結されている。実施形態において、システム１２
０は第３のスピンドルを含み、この第３のスピンドルは、第２のスピンドルから第１のス
ピンドルと並列して連結され、あるいは、さらに第１のスピンドルから連結されて電気制
御信号及び電力及び流動体を受ける。
【００２９】
　一部の好適な実施形態では、システムは商業的に市販されている構成部品と共に実施さ
れ、システムに組み込まれる構成部品の数は、高度の信頼性及び一貫性を維持する一方で
、システムのサイズを削減し、パーツを削減し、簡素なデザイン、簡素な動作を達成する
ために制限される。これらの基準を達成する際に、こられの特定の実施態様は単一のロボ
ット２２０と２つのみのスピンドル／キャリア２４２と研磨テーブル２３４，２３６に制
限される。単一のロボット２２０は、エフェクタが切り換えられ、単一のステーションク
リーナ２２４は、デザインを簡素化し、システム１２０の寸法を削減する。さらに、削減
された構成部品は、製造及び維持コストを大きく削減する。
【００３０】
　本実施形態は、複数の処理／研磨テーブル２３４，２３６の間で処理が動きを要求する
とき、バックアップの必要性を取り除いた（回転カウンタ）独立のスピンドル割り出しを
採用する。回転は、バックアップなしでタレットの回りのウエハの連続的な３６０度の動
きを許容する。しかしながら、スピンドルは、必要に応じて、バックアップされる。例え
ば、スピンドル２４２はウエハを時計回りの方向に回転させ、アンロードステーション２
３２又はバッファテーブル２５４にウエハを置くために、スピンドルを時計回りに回転さ
せるのに先立って、第２の研磨テーブル２３６における研磨に続く選択的な洗浄ステーシ
ョン２５６に戻る。独立した動きは、ウエハを研磨する一のスピンドルに与えられ、一方
で、第２のスピンドルは他のウエハを研磨又は洗浄し、及び／又はロードあるいはアンロ
ードする。この能力は、オペレータのための処理オプションと同様にスループットを改善
する。なぜならば、各ステップは、同じ継続期間である必要がないからである。他の以前
のシステムは、一つに連携した複数のスピンドルをもち、その結果、それらは同時に動く
ことを要求され、スループット及び／又は処理オプションを制限していた。本実施形態で
は、より大きなフレキシビリティと改善されたスループットを与え、一方でより少ないス
ピンドルを採用し、コストを節約し、複雑性を減じている。スピンドルの独立の動作は、
さらにシステムにスピンドルを利用するステーションに対して後方又は前方にいずれかに
回転させ、処理中又は処理の中断中に、ウエハが乾燥するのを回避し、及び／又はウエハ
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のウエットを維持する。なぜならば、ウエハ上で乾燥を許可した際に、一部の処理化学薬
品はウエハにダメージを与えるからである。例えば、第１のスピンドル２４０は、ウエハ
を洗浄ステーション２５６へ移し、第２のスピンドル２４２は、近接性及び利用可能性に
依存して、ウエハをバッファテーブル、アンロードステーション２３２又はロードステー
ション２３０へ配置するために回転させることができる。
【００３１】
　独立スピンドル割り出しは、一部の実施形態では、エンコーダモータ、クローズドルー
プサーボコントロール、タレット２４８のタワーの頂上において電気信号及び電力（例え
ば、４００Ｖと２４Ｖの電力とイーサネット信号）のためのスリップリング２８３４（図
２８参照）の組み合わせ、及び、タワーの底部において一又はそれ以上の流動体の供給及
び回収を提供する回転結合体、及び／又は、スリップリングを通してより少ない信号線が
送られるように一のスピンドルアセンブリ（例えば、第２のスピンドル）に配置されたＭ
ＭＣ（マシーン　モーション　コントローラ）とをもつ分散型の制御、を通して実施され
る。スピンドルは、配線及び配管され、一部の実施態様では、各スピンドルに電気信号と
流動体を搬送する。光ファイバ、ＲＦ，赤外線、無線ブルーツース、及び／又は他の供給
方法が、付加的に及び／又は選択的に採用される。一部の実施態様では、回転結合体は、
水、空気、真空及び窒素の４つの通路に役立つシステムである。実施形態では、第３のス
ピンドルアセンブリが付加され、第５（又はそれ以上）の流動体の通路が付加されて適切
な容積を達成する。選択的に、４つの通路の回転結合体の能力は増大する。３又はそれ以
上のスピンドルの実施物は、例えば、研磨時間が相対的に短い期間の一部からなるときに
、より高いスループットを望まれる。
【００３２】
　割り出しを利用することにより、キャリアとウエハの正確な位置決めが達成される。本
実施形態は、各モータの回転及び／又はタレット２４８の回転の割り出しを含む。さらに
、ステーションからステーションへの割り出しは、ウエハとキャリアの配置とウエハの処
理をモニタすることが採用され、キャリアの振動を制御する。一部の実施形態では、コン
トローラ２８１０，２８１２（図２８を参照）はステーションからステーションへの割り
出しとスピンドルの振動を制御する。スピンドルコントローラ２５０は、スピンドルの回
転、キャリアとウエハの上下動、背圧、リング力、及び、研磨中にウエハ上にキャリアに
より適用される下向きの力のレベルを制御する。スピンドルコントローラ２５０は、プロ
グマラブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）、マイクロプロセッサ、又は他の制御装置を
通して実施される。スリップリングを通じたイーサネット接続は、スリップリングを通し
て伝達されるべき配線及び／又はチャンネルの数を削減した。信号伝達は、スピンドルコ
ントローラ２５０により受けられ、このスピンドルコントローラ２５０は第１及び第２の
スピンドルの双方をスピンドル間のケーブルキャリアを通して制御する。一部の実施形態
では、キャリア２３４，２２３６を付勢する付勢ばねをさらに含み、したがって、ウエハ
は研磨テーブル２３４，２３６の上方の位置又は離れた位置にある。キャリアをテーブル
から離れるように付勢することにより、システムは安全な機構を与え、一時的又は長期間
の電力ロスの場合によるウエハへのダメージ、あるいは、ウエハの処理の制御を中断させ
る他の問題を減少させる。スピンドルは、さらに空気駆動されるブーツを含み、これは以
下でさらに記述するように、キャリア及びウエハの下向きの移動と力を実施する。他の機
構は、上昇位置と下降位置との間でキャリアを移動させるのに採用され、処理中に下向き
の力を行使する、例えば、油圧、ねじ駆動、又は他の関係ある機構である。
【００３３】
　図４は、一部の本実施形態によるロードステーションの斜視図を示している。図５は、
図４のロードステーションを下方から見上げた斜視図を示している。この実施形態では、
ロードステーションは、エッジ－コンタクトロードステーションであり、このロードステ
ーションは、エッジ（ウエハの２つの一般的な平面の面の間に延在する遷移領域により定
義される）、及び／又は、ウエハの平面の面の周囲付近の比較的小さな領域の周り（例え
ば、一般的にはエッジから中心に向けて伸びるウエハの直径の約０．００５倍以下）にお
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いてウエハに接触する。一部の実施形態は、さらにセンサ２６（図１２及び図１６を参照
）を含み、これはウエハが適切にロードステーションに位置決めされているかを確認する
。本実施形態のロードステーション２３０は、単純化し、ロードガイド内にウエハの高く
正確な配置を与え、さらに、単純化し、スピンドル２４０，２４２のキャリア２４４，２
４６と共にウエハの正確な配置を保証する。この正確な配置は、少なくとも一部において
ロードステーション２３０とキャリア２４４との間の不整合及び／又はロードステーショ
ン２３０とロボットとの間の付勢後の範囲を許容することにより達成される。
【００３４】
　さらに図４及び図５を参照すると、ロードステーション２３０は第１の又は下部セクシ
ョン２９、第２の又は中間部セクション３０及び第３の又は上部セクション３１を含む。
下部セクション２９は、リニアレールを含み、これは一部の実施態様では、リニアベアリ
ングレール装置を含む。ロードステーションは、これらのリニアレールアセンブリに搭載
され、Ｘ及びＹ方向におけるロードステーションの配置調整を許容する。リニアレールア
センブリ１１は、レールベース１４に搭載されている。一の又は両方のレールベースは、
ロードステーションベース３２に固定され、このロードステーションベース３２は全体の
ロードステーション２３０をシステム１２０へ接続する。下部セクション２９もまたばね
１３を含み、このばね１３はロードステーションを付勢し、以下で詳述するように、Ｘ及
びＹ方向におけるロードステーション２３０の位置の調整を許容する。これらのばね１３
は、少なくとも部分的には、ロードステーションを既知の又は中心の位置に復帰させる。
調整ノブ１２は、さらに一部の実施形態に含まれ、調整装置を位置決めのために付勢し、
ロードステーションをキャリア２４４及び／又はロボット２２０と整列させる。シリンダ
ベース１５は、一又はそれ以上のレールアセンブリ及び／又はレールベース１４に固定さ
れ、それによりシリンダベースはＸ及びＹ方向に変位する。一又はそれ以上のばね１３は
、レールベース１４に固定され、シリンダベース１５を中心位置（調整ノブの調整を通し
て規定される）に付勢される。付勢ばねとリニアベアリングレールアレイアセンブリ１１
は、ロードステーション２３０とロボット２２０との間の不整合のみならず、ロードステ
ーション２３０とスピンドルキャリア２４４，２４６の間の相対的に大きな量の不整合を
許容する。
【００３５】
　図７は、組み立てられそしてロードステーションベース３２に固定された、シリンダー
ベース１５、リニアレールアレイ１１、及びレールベース１４を備える下部セクションの
上方から見た一部切断した斜視図を示している。図８は、リニアレールアレイを選択され
た中央位置へ押しやるばね１３を備える組み立てられた下部セクション２９の一部切断し
た斜視図を示している。図９ないし図１１は、リニアレールアレイに連結され、延在し及
び／又はレールベース１４に固定されたばね１３の拡大図である。
【００３６】
　図１２は、それぞれ中間及び上部セクション３０及び３１の分解図を示している。中間
セクション３０は、ウエハチャックアセンブリ２を含む。一部の実施形態では、ウエハチ
ャックアセンブリは、ウエハチャック４及びウエハガイドリング５を含む。ロボット２２
０は、キャリア２４４へローディングするのに備えて、ウエハをウエハチャック４へ配置
する。ウエハチャック４は、ウエハガイドリング５内に座している。ウエハチャック４及
びウエハガイドリング５は、スプリング９で共に力を受けている（ばね９がチャクウエハ
４とウエハガイドリング５に一緒に力を加えている拡大図を示す図１３を参照）。ウエハ
チャック４及びウエハガイドリング５は一緒にロボットからウエハを受け取るためのポケ
ットを作る。さらに一部の実施形態では、ウエハチャック４及びウエハガイドリング５は
、ウエハがウエハのエッジの周りでウエハチャックに接触するだけとなるように構成され
ている。ウエハチャック４は、ベースプレート６を通してシリンダ８へ搭載され、シリン
ダ８は、ウエハをキャリア２４４に向けて及び／又は中へ上昇させ、ウエハチャックアセ
ンブリ２を退避させる。シリンダ８は、油圧リフト（例えば、ダブルロッドの油圧シリン
ダ）、ねじ駆動又はその他の機構又は機構の組み合わせのような実質的に相当するリフト
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を通して実施される。
【００３７】
　シリンダ８の固定ボディは、ベースプレート６に搭載され、このベースプレートは、下
部セクション２９、中間セクション３０及び上部セクション３１を一緒に接続する。一部
の実施形態は、ウエハが適切に及び／又は不適切にウエハチャック４に配置されたときを
検出する一又はそれ以上のウエハセンサアセンブリ２６を中間セクション３０をさらに含
む。シールド７は、水や他の汚染物質を防ぐ中間セクションの底にもまた含まれる。
【００３８】
　上部セクション３１は、ロードガイドリング１、孤立した分離部材３及び噴霧器４０（
図４を参照）を含む。図４及び図１２を参照すると、ロードガイドリング１は、内周面に
沿った面取り面２２を含む。内部の出っ張りは、キャリアロードポケット２１を画定して
いる。潜在的に処理化学薬品に曝されるロードステーション２３０の構成部品は、一般に
は、プラスチック、ステンレス鋼、チタン、アルミニウム、他の相当する耐腐食性材料等
の腐食に耐える材料から構成されている。処理化学薬品から保護される他の構成部品は、
同様の耐腐食性の材料又は鋼及び他の相当する材料のような他の材料で構成される。
【００３９】
　図１４は、一部の実施形態によるキャリア２２４の分解図を示している。キャリアは、
保持リング２４を有し、この保持リング２４は保持リング２４の外周部先端で画定される
面取り面２８を有している。キャリアポケット２５は、保持リング内で画定され、ロード
ステーションからウエハを受け取る。作動中は、キャリア２４はロードステーション２３
０のロードガイドリング１へ座しており、ロードステーションからウエハを取り出す。保
持リング２４の面取り面２８は、ロードガイドリング１の面取り面２２と協働し、キャリ
ア２４４とロードステーション２３０との間の不整合の補償を与える。
【００４０】
　ロードガイドリング１の面取り２２は、一部分においてキャリアとの不整合を補償する
が、さらに、ロボット２２０に対するロードステーションの不整合のための補償を少なく
とも一部与える。ロードステーション２３０へのウエハの供給において、ロボットはウエ
ハをウエハガイドリング５内に配置する。ロードステーションの構成は、予め定義された
量のロボットとの不整合を許容し、一部分においてウエハガイドリング５の面取りされた
上部エッジ２２は一部の不整合の補償を許容する。同様に、ばね１３もまた不整合に対す
る一部の調整を与える。しかしながら、ロボット２２０とロードステーション２３０との
間の不整合の許容量は、一般的には、キャリア２４４とロードステーション２３０との間
で本実施形態を通して許容される不整合の許容量よりも小さい。例えば、一部の実施態様
では、ロボット２２０とロードステーション２３０との間の不整合の許容量は、０．１イ
ンチよりも小さく、好ましい実施形態では、０．０５インチよりも小さい。
【００４１】
　一部の実施態様では、ロードステーション２３０は、中央位置に規定されている調整ノ
ブ１２を使用してキャリア２４４，２４６と最初に整列される。ロボット２２０及び／又
はロボット制御は、定義された中央位置へ移動するようにプログラムされる。そのような
ものとして、キャリアは、一部の実施形態では、ロードステーション２３０の中央位置を
決定する。ロードステーション２６０及びキャリア２４４，２４６上の面取り面２２及び
２８は、それぞれロードステーションの位置を高い程度の精度に調整する技術者を要する
ことなく、ロードステーションの調整を簡単にする。また、システム１２０が作動してい
るとき、キャリア２４４，２４６は、ロードステーションに対して不整合となってもよい
。ロードステーションは、相対的に大きな程度の不整合の許容量を与え、これらの不整合
を受容するので、システムは、再整列される前により長い時間作動を続けることができる
。
【００４２】
　一部の実施形態では、調整ノブ１２は付加的に及び／又は選択的にロードステーション
２３０とロボット２２０を定義された不整合の許容量（例えば、約０．０５インチ以下）
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の範囲内に正確に整列するのに利用される。この調整された整列は、ロードステーション
の中央位置を定義及び／又は再定義する。
【００４３】
　スピンドル２４０のキャリア２４４は、キャリアがウエハを取り出そうとする際にロー
ドステーション２３０を越えて位置決めされる。キャリアは、ウエハを取り出すために備
えてロードステーション上にアーチ状の動きで下方に方向付けられている。キャリアはさ
らに保持リング２４の外側エッジに面取り面２８を含み、ロードステーション２３０はロ
ードガイドリング１の内側の面取り２２を含む。２つの面取り面の二重の協働は、少なく
とも一部分において、キャリアとロードステーションが不整合されるのを許容する。さら
に、リニアレールアセンブリ１１上のウエハチャックアセンブリ２とロードガイドリング
１を位置決めすることにより、ロードステーションは、リニアレールアレイの長さに依存
して予め定められた量だけＸ及びＹ方向に変位する。ばね１３は、ロードステーションを
望ましい中央位置へ付勢する。一部の実施形態では、キャリア２４０とロードステーショ
ン２３０との間の不整合の許容量は、約０．２５インチであり、なぜならば、キャリア２
４４は、許容量の範囲内の不整合の際には、十分な力をロードステーションに与え、ばね
１３からのばね力を克服して、ロードウエハチャクアセンブリ２及びロードガイドリング
１の位置を整列させるからである。
【００４４】
　ロボット２２０とロードステーション２３０の間の不整合の許容量は、一般的にはキャ
リア２４４とロードステーションとの間の不整合よりも少ないので、本実施形態は、これ
ら２つの変化に富む相違を、ロードステーションをリニアレールアレイ１１に搭載するこ
とにより補償する。リニアレールは、ロードステーションがＸ及びＹ軸の双方にスライド
するのを許容する。結果として、キャリア２４４とロードステーション２３０の不整合が
許容量の範囲内にあるときは、ロードガイドリング１及び保持リング２４双方の面取り２
２及び２８はそれぞれロードステーションをリニアレールアレイに沿ってＸ及び／又はＹ
方向に回転させてキャリア２４４とロードステーション２３０とを整列させる。しかしな
がら、このロードステーションの位置の変位は、逆にロボット２２０と共にロードステー
ション３０の整列に影響する。それゆえに、ロードステーションは、予め定義された中央
位置にロボットと共に整列のために付勢される。キャリア２４４によるロードステーショ
ン２３０の変位に続いて、キャリアがロードステーションから一旦後退すると、ロードス
テーションは付勢を通して中央位置へ復帰する。
【００４５】
　一部の実施形態では、ロードステーションは、付勢を実施するための、一又はそれ以上
の、一般的には複数のばね１３を含む。ロードステーションはさらに、調整ノブによる調
整することにより中央位置（一般的にはキャリアとの整列により定義される）に集められ
、付勢ばね１３の固着の位置、及び／又は、一又はそれ以上のばね１３上の張力を変位さ
せ、以下において十分に記述されるように予め定義された許容量の範囲内にロードステー
ション２３０をロボット２２０と整列するように集める。
【００４６】
　一部の先行技術のシステムでは、ねじは緩んでいる必要があり、ステーションの位置が
調整されるのを許容し、そして、ねじが位置を維持するように固定される。
　本実施形態は、この複雑で面倒な処理を張力がロードステーション２３０の付勢が調整
される範囲内で許容することにより回避する。
【００４７】
　ロードステーションからウエハを除去する際、キャリアはロードガイドリング１に関し
て位置決めされ、キャリアロードポケット２１へ押圧される（整列に協働する面取り２２
及び２８と共に）。シリンダ８は、ロードガイドリング１の中の反転した先端が切り取ら
れた円錐を通してウエハチャックアセンブリ２及びウエハを駆動又は上昇させ、ウエハを
キャリアと共にキャリアポケット２５へ整列させる。ロードガイドリング１の中の反転し
た先端が切り取られた円錐は、ガイドリングを通過するときに、ウエハがキャリアと整列
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されるように、ウエハ、ウエハチャック及びロードガイドリングの間の不整合を与える。
一部の実施形態では、ロードガイドリング１は、さらに一又はそれ以上の切欠き又は凹み
４２０、一般的には、ロードリングの周囲の周りに位置決めされる複数の切り欠きを含む
。切り欠き４２０は、流動体の吸収及び／又は熱による拡大の結果として頻繁に、ロード
ガイドリング１および保持リング２４の一方又は両方の膨張又は拡大が原因でキャリア２
４４の保持リング２４が拡大する付加的な領域を与える。ロードガイドリング１の内径と
保持リング２４の外径との間の間隔許容量は、正確である。切り欠きは、ロードステーシ
ョンからのウエハの取り出し中に保持リング２４が折れ曲がる又は出っ張る領域を与える
ことができ、保持リングがより容易にロードガイドリングから取り除かれるように保持リ
ング２４とロードガイドリング１との間の摩擦を減じ、保持リングがロードガイドリング
１に引っ掛かり、動きがとれなくなる可能性を減少させる。
【００４８】
　他のシステムでは、信頼性のあるローディングは、ロードステーションの水平平面内に
おけるＸ及びＹ方向のスピンドル（及びキャリア）中心とロードステーション中心との究
極に正確な整列を頻繁に要求した。一般的には、これら他のシステムのスピンドルとロー
ドステーションの中心は、互いにほとんど約１／６４インチの許容量の範囲内に整列され
る必要がある。そのようなものとして、信頼性のあるローディングを維持し、高価なウエ
ハが破損するのを避けるために、これらの構成部品の頻繁な再整列が製造作業中にこれら
他のシステムの中で要求される。
【００４９】
　本実施形態は、非常に大きな不整合許容量を与える。例えば、一部の実施態様では、キ
ャリア２４４とロードステーション２３０との間の不整合許容量は、約１／４インチであ
り、これは他のシステムよりも約１６倍許容範囲が大きい。このことは、背一列を単純化
し、周期的な再整列の頻度を減少させ、スループットを改善し、信頼性を改善し、無駄な
ウエハを減少させ、他の重要な利益を与える。
【００５０】
　キャリアとロードステーションとの間の不整合を扱うための能力は、少なくとも一部分
において、整合する面取り面２２及び２８をロードガイドリングのロードポケット２１と
キャリアの保持リング２４へそれぞれ加工することにより、達成される。保持リングの外
径は、ロードポケットの中のキャリアに係合し整列する。面取り面２２，２８は、予め定
義された許容量（例えば、約０．２５インチ）の範囲内の付勢後を許容し、付加的にウエ
ハチャックアセンブリ２及びロードガイドリング１はリニアレールアセンブリ１１上でＸ
及びＹ方向に自由に動くことができ、ロードステーションが自由に動きキャリアと整列す
るのを許容する。ロードシーケンスの後、ロードステーション２３０は、ばね１３の使用
により既知の中央位置に戻る。キャリアにウエハをロードした後のロードステーションの
既知の位置への復帰は、ロードステーション２３０をロボット２２０と予め定義された不
整合許容量の範囲内に整列し、次のウエハがウエハロボット２２０によりロードステーシ
ョン２３０へロードされるのを確実にする。本実施形態は、システム１２０の継続的な動
作を与え、他のシステムで頻繁に要求されるように、最小限、好ましくはゼロの失敗で、
繰り返しの再整列をすることなく、ウエハをキャリア２４４，２４６へロードさせる。
【００５１】
　図１５は、キャリア２４４へウエハをロードするための処理１５１０の簡略化したフロ
ー図を示している。キャリアにウエハをロードするときは、いくつかの移動可能な機械的
要素がうまくいくウエハのロードを達成するように、間隙を介して時間内に協調する。ス
テップ１５２０では、ウエハはロボット２２０により保管要素１２６からエッジコンタク
トエンドエフェクタにより選択される。一部の実施形態では、ウエハの裏面の真空保持も
また使用され得るが、一部の処理では望ましくない。ステップ１５２２では、ウエハはロ
ボットによりウエハチャック４へ移動され、ウエハガイドリング５へ配置される。ウエハ
チャック４とウエハガイドリング５は、他の好ましい実施形態では、エッジコンタクトエ
ンドエフェクタを収容するレリーフカットを備えるように設計される。ステップ１５２４
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では、ウエハセンサアセンブリ２６がウエハが正しく配置されたかを確認したかが決定さ
れる。センサアセンブリは、結果を中央制御センタ（例えば、電子機器２６０内の制御セ
ンタ）と通信する。一部の実施形態では、ウエハセンサ２６は、非常にウエットな環境の
中で動作する受動タイプのセンサである。ウエハセンサ２６は、以下で詳細に記述される
。
【００５２】
　ウエハが存在しない場合、処理はステップ１５２４へ戻り、ウエハの検出を待つ。ウエ
ハが一旦センサ２６によりステップ１５２４において検出されると、処理はステップ１５
２６に続き、そこでキャリア（例えば、第１のキャリア２４４）がロードステーション２
３０とロードガイドリング１の上方の位置へ移動される。ステップ１５２６では、キャリ
ア２４４はロードガイドリングへ下がり、それをロードステーションのキャリアロードポ
ケットの中に座らせる。一部の実施形態では、処理は選択的なステップ１５３０を含み、
そこで、ウエハは、噴霧器４０（図４参照）を使用した脱イオン水が噴霧される。ウエハ
の裏側が濡れると、処理中に有用な影響を有するだけでなく、キャリア２４４へ水分張力
を介してロードするのを助ける。
【００５３】
　ステップ１５３２では、シリンダ８はウエハ、ウエハチャック４及びウエハガイドリン
グ５をウエハガイドリングがロードガイドリング１の底に接触するまで上昇させる。ウエ
ハ、ウエハチャック４及びウエハガイドリング５は、一緒に上昇されるので、ウエハはウ
エハチャック上でウエハガイドリング内で中心に位置したままである。ウエハガイドリン
グ５が現在停止したとしても、一部の実施形態では、ロードガイドリングの底に対して位
置決めされ、ウエハチャック４はウエハをロードガイドリング１を通して上方へ上昇させ
続ける。ウエハチャク４及びウエハガイドリングは、分離に適合するように伸長するテン
ションばね９又は一部の他の付勢手段により接続されるからである。ウエハがロードガイ
ドリング１を通り過ぎるとき、それはキャリア２４４と整列される。ステップ１５３４で
は、ウエハはそれがウエハキャリアポケット２５に座るまで押し上げられる。スプライン
の、セグメント化された、及び傾斜したロードガイドリング１及びウエハチャック４への
接触は、一部の実施形態に含められ、キャリア上のウエハの位置決めと信頼性のある整列
を与え、一方で、ウエハのエッジにのみ接触する。
【００５４】
　ステップ１５３６では、キャリア保持方法がウエハを適切な位置にキャリアポケット２
５内で保持するのに適用される。一部の実施形態では、保持方法は、真空を通して実施さ
れるが、他の保持方法を採用することができる。ステップ１５４０では、ウエハの正確な
ロードがキャリアセンサ（例えば、真空レベルセンサ）により確認され、そして、位置決
めは、制御センタと通信される。ステップ１５４２では、ロードステーション２３０のシ
リンダ８は、下方位置にへ下降する。シリンダが下降するとき、ウエハガイドリング５及
びウエハチャック４は付勢手段（例えば、ばね９を通して）押し戻される。キャリアはロ
ードステーションからウエハと共に下降し（一部の実施形態ではシリンダの下降と同時に
）、研磨位置へ移動し、したがって、キャリア２４４上のウエハのロード動作を完了する
。キャリアがロードステーションから上昇するとき、ばね１３はウエハチャックアセンブ
リ２及びロードガイドリング５（及び／又はロードステーション２３０）を既知の及び／
又は中央の位置に移動させる。チャック及びガイドリングは、下降する。ロードステーシ
ョンは、次のウエハを受け取る用意ができている。
【００５５】
　図１６は、一部の実施形態による感覚アレイ２６の斜視図を示しており、これはロード
ステーション２２０の中間セクション３０に採用される。図１７は、図１６の感覚アレイ
２６の拡大図を示している。一部の実施形態では、感覚アレイ２６は大変ウエットな環境
で信頼性高く作動し、水が供給する圧力の変化に耐えるように設計されている。このタイ
プの他のセンサは、液体の供給圧力に対して敏感である。しかしながら、本感覚アセンブ
リは、広い範囲の圧力の中で正確に作動し、例えば、約１０から８０ｐｓｉの間の圧力、
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そして、一般には、２０から６０ｐｓｉ（公称が３０ｐｓｉである）の間で作動する。
【００５６】
　センサアセンブリ２６は、センサチューブ１９の上に搭載されたセンサキャップ１６か
らなり、センサチューブ１９はセンサベース２０に搭載される。作動中、水がセンサチュ
ーブ１９の下方端部に供給され、それはセンサチューブを上方へ流れ、センサチューブの
上端から流れ出る（図示せず）。この流れは、センサキャップ１６をその下方位置から上
向きに押しやり、止め具１７に突き当たる。一部の好適な実施形態では、少量の水圧のみ
がセンサキャップを止め具へ上昇させるのに要求される。水圧が増加するときなので、止
め具１７は広い範囲の圧力が使用されるのを許容し、センサキャップは止め具により適切
な位置にさらに保持される。止め具１７は、センサキャップ１６の望ましい上昇を達成す
るように調整可能である。
【００５７】
　一部の実施形態では、センサキャップは、上端に小さなオリフィス又はオリフィス及び
／又は多孔性の材料を有し、いくらかの量の水が上端から流れるのを許容する。ウエハ１
７２０（図１７参照）が下方へセンサキャップ１６に対して下降するとき、ウエハの重量
はセンサキャップを下方へ押す。水が穴／複数の穴及び／又は多孔性材料を通して抜ける
ため、水がキャップに接触しないように、ウエハは水の表面に保持され、水だけがウエハ
に接触する。ターゲットフランジ１８はセンサキャップのベースとしっかりと固定されれ
ている。ベース上に近接センサ７０が存在し、ターゲットの存在を感知する。近接センサ
は、実質的にあらゆる近接センサを通して実施され、例えば、誘導センサや他のそのよう
なセンサである。センサキャップ１６及びターゲット１８が上方位置にあるとき、近接セ
ンサ７０はターゲットを感知せず、ウエハ１７２０が存在しないことを意味する。選択的
に、センサキャップ及びターゲットが下方位置にあるとき、近接センサ７０はターゲット
１８を検知し、ウエアがロードステーション２３０内に存在することを確認する。
【００５８】
　一部の好適な実施形態は、それぞれウエハガイドリング１及び保持リング２４上の面取
りされたエッジ２２及び２８を採用し、ロボット２２０及びウエハキャリア２４４は、ロ
ードステーション２３０に対する位置決めにおいていくらかの自由度を有する。ウエハチ
ャック４及びロードガイドリング１は、一部の実施態様において、セグメント化されたシ
ョルダを含み、ウエハはウエハのエッジにのみ接触し、一方で、ロード中のキャリア２４
４へのウエハの正確な配置を許容する。
【００５９】
　一部の実施形態では、低摩擦のレールアセンブリ１１によるキャリアとの低摩擦のＸ－
Ｙ自己整列が採用される。加えて、正確なＸ－Ｙ整列が調整ノブ１２を通して達成される
。ウエハロードステーションのＸ－Ｙ位置の機械的な調整が一部の実施態様において、ロ
ードステーションベース３２の支持構造がシステム又はツール１２０の堅いフレームにし
っかりと搭載されることにより、実施される。そして、調整ノブ１２は、ロードステーシ
ョン２３０を望ましい中央位置に設定するのに使用され、一又はそれ以上のスピンドルの
ロードを保証し、ロードステーションセンタに対するスピンドルの整列は、予め定義され
たしきい値の範囲内にある（例えば、約１／４インチ）。同様に、調整ノブ１２は、ロー
ドステーションを望ましい中央位置に位置決めするのに使用され、ロボット２２０との整
列を予め定義された許容量の範囲内で保証し、したがって、ロードステーション２３０の
中で適切なウエハの配置を与える。
【００６０】
　リニアレールアセンブリ１１は、一部の実施形態では、レールベース１４の反対側に直
角に位置決めされる２つのレールを通して実施される。各レールは、レールに沿ってスラ
イド又は回転するレールブロックと協働する。一部の実施形態では、レールブロックは、
レールが転がるための一又はそれ以上のボールベアリングを含む。第１のレール（例えば
、最もベース３２に近いレール）は、第１の軸（例えば、Ｘ軸）に沿って位置決めされ、
一方、第２のレールは、第１の軸に直角な第２の軸（例えば、Ｙ軸）に沿って位置決めさ
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れる。レールは、レールブロックと結合するように構成され、レールは、例えば、ブロッ
ク内のテーパ溝を通してブロックと係合する。テーパ溝は、ブロックの溝と対応する同様
にテーパのついたレールを受け入れる。第１レールブロックは、第１のレールベース（例
えば、下部セクションベース３２に近いレールベース）と固定され、そして、第１のレー
ルは、第２のレールベースが第１の軸に沿って移動するように、第２のレールベースと固
定される。第２のレールは、さらに第２のレールベースと第１のレールとは反対側で固定
されている。第２のレールと協働する第２のレールブロックは、シリンダベース１５と固
定され、シリンダベースが第２の軸に沿って移動し、第２のレールベース１４の動きを通
して直角な２方向のロードステーション２３０の動きを達成する。
【００６１】
　リニアレールアセンブリのレール及びレールブロックは、鋼、ステンレス鋼、アルミニ
ウム、プラスチック、合金、一又はそれ以上のポリマ、複合材料、及び／又は他の相当す
る材料で構成される。一部の例では、レールブロックは、ベアリング又はその他の摩擦低
減手段、例えば、プラスチック、テフロン又は他のコーティングを含み、ブロックを通じ
たレールの回転又はスライドに役立つ。レール及び／又はレールブロックは、ブロック及
び／又はレールベース１４に対するレールの過剰な動きを防止する止め具を含む。一般的
には、レールアセンブリ１１は、ロードステーションアセンブリ２８の下部セクションに
位置決めされ、腐食性又はダメージを与える化学物質と潜在的に接触するのを制限及び／
又は回避するために、処理モジュール１２２の処理領域のデッキ又は床の下に位置決めさ
れる。さらに、一部の実施態様では、レールアセンブリ１１は、アセンブリをさらに保護
する保護カバー内に入れられる。
【００６２】
　調整ノブは、一部の実施形態では、付勢ばね１３の固着材９２０とねじで係合するねじ
部品を通して実施される。図７、図９及び図１１を参照すると、調整ノブを回転させるこ
とにより、ねじ切りは、付勢ばねの固着材９２０の正確な調整を溝９２２に沿って与え、
付勢ばねの一方側において、中央付勢位置及びロードステーション２３０のキャリアロー
ドポケット２１の位置を変更する。ロードステーションアセンブリ２８の下部セクション
２９は、付勢ばね１３の一方側の固着位置を調整する一又はそれ以上の調整ノブを含む。
【００６３】
　ばね復帰システムは、一部の実施形態では、付勢ばね１３及びリニアレールアセンブリ
１１を通して実施され、ウエハがキャリアの中にロードされた後にロードステーション２
３０を既知の位置に復帰させ、ロボット２２０が次のウエハをウエハガイドリングへロー
ドするのを許容する。図８及び図１０を参照すると、一部の実施形態では、付勢ばね１３
は、ロードステーションが中央位置にあるときに、一方向又はもう一つの方向に向かって
不意のけん引を減らす又は回避するために、鉛直に対してわずかな角度で位置決めされて
いる。
【００６４】
　図４、図１２及び図１３を参照すると、ウエハチャック４とウエハガイドリング５とを
接続する付勢又はばねシステム９は、チャックとガイドリングを付勢し、シリンダが下方
位置にあるときに、ポケット９がウエハを受け止めるように画定する。ばねシステム９は
、さらに、ウエハチャック４（及びロードステーション内に位置決めされたときのウエハ
）をロードガイドリングへそしてキャリア２４４まで伸長させ、シリンダ８による上昇中
に、シリンダを伸縮させる位置へ引く又は付勢する。ウエハセンサアセンブリ２６（図１
２及び図１６参照）は、好適な実施形態では、水圧が入ってくるときの変化に影響を受け
ず、正確にウエハの存在と位置を検出し、そして、ウエハに水だけで接触し、引っかき傷
や粒子によるダメージを防止し、一方で、水の流れは、センサがつまらないように、セン
サを勢い良く流し、又は一掃する。
【００６５】
　本実施形態は処理のために異なる対象物のために容易に、そして速く調整されることが
できる。例えば、本実施形態は、ロードステーション２３０における少数の部品とキャリ
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アサイズを単に変えることによって、種々の直径（例えば、１００から４００ ｍｍ の直
径及び他の直径）のウエハのために速く変えられる。一般的に、交換される部品は、ロー
ドガイドリング１、ウエハーチャック４、ウエハーガイドリング５とキャリア２４４を含
む。
【００６６】
　図１８は、一部の実施形態によるロードステーション２３０の側面図を示している。ウ
エハーチャック４とウエハーガイドリング５は、ロードガイドリング１から分離された下
方位置にある。図１９は、図１８のロードステーション２３０の横断面図を示している。
図２０は、Ｚ軸の回りに回転された、図１９のロードステーション２３０の横断面図を示
している。図２１は、図１８のロードステーション２３０の上面図を示している。図２２
は、ウエハーチャック４をロードガイドリング１へ駆動する伸長位置でのシリンダ８と、
ロードガイドリング１と接触しているウエハーガイドリング５と共に、ウエハチャックア
センブリ２とロードガイドリング１の横断面図を示している。ベローズシール２３２０は
、シリンダ８の一部の周りに示され、シリンダを保護し、そして、水とスラリーがベアリ
ングレールアセンブリ、テーブル及びシステム１２０の下に浸透するのを制限する、ある
いは、防止する。
【００６７】
　図２３は、一部の実施形態によるロードステーション２３０の等角投影図を示している
。図２４はＺ軸を中心に回転させた図２３のロードステーション２３０の側面図を示して
いる。図２５は、図２３及び図２４のロードステーション２３０の部分的な横断面図を示
している。図２６は、図２５のロードステーション２３０の部分的な横の部の図を示し、
伸長位置のシリンダ８と共にＺ軸の回りに回転している。図２７は、図２３のロードステ
ーション２３０の上面図を示している。
【００６８】
　アンロードステーション２３２は、ロードステーション２３０のそれと同様に構成され
る。しかしながら、一部の実施形態では、アンロードステーションは、ステーションの一
部を上昇及び／又は下降させるためのシリンダを含まない。アンロードステーション２３
２は、一部の実施態様では、一又はそれ以上の噴霧器２７６を含まず（図２を参照）、エ
ンドエフェクタを使用するロボット２２０によって取り出されるまで、処理されたウエハ
をウエットに保つ。噴霧器は、さらにキャリア２４４，２４６を洗うことができる。例え
ば、噴霧器は、アンロードステーションの周囲に位置決めされ、ウエハ及び／又はキャリ
アに噴霧し、及び／又は、アンロードステーションの中央で一又はそれ以上の噴霧器がウ
エハの裏側を噴霧する。ロボット２２０は、一部の実施態様においていくつかの測定及び
／又はクリーニングに続いて、ウエハをアンロードステーションから取り出し、保管場所
にウエハを配置する。６軸ロボットを通してロボットを実施することは、システムにディ
スクを傾斜させてがディスクの表面上に堆積した水を流出させるようにする。システムの
一部の実施形態は、アンロードステーションに隣接した容器又はドレーンを含み、そこで
、たまった又は堆積した水が傾いているウエハ上に受容され、処理中及び／又はフロント
エンドモジュールに滴る水又は他の液体の量を制限するように、ウエハは傾けられる。
【００６９】
　システム１２０は、一部の実施態様において、キャリア２４４，２４６を通して適用さ
れる、スピンドル力、ウエハ力及び／又は保持リング力を測定又はキャリブレートするた
めの構成部品をさらに含む。例えば、アンロードステーション２３２は、一部の実施形態
において、以下で十分に記述されるように、キャリアが処理されたウエハをアンロードス
テーションに置いたとき、キャリア及び／又はウエハにより適用される圧力の検出に使用
される一又はそれ以上のロードセル２７６（図２参照）を含む。
【００７０】
　図２８は、システム１２０のために制御システム２８００の単純化された構成図を示し
ている。制御システム２８００は、中央制御装置２８０２を含み、これはプロセス、マイ
クロプロセス、コンピュータ、他の制御システム、および、その他のそのような制御装置
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及び／又はそれらの組み合わせを通して実行されることができる。中央制御装置２８０２
は、 複数の入力／出力ポート、例えば、ＳＢＣビデオ、キーボード、マウス及び他のユ
ーザインタフェース入力／出力ポート２８０４、及び、外部通信ポート２８０６（例えば
、イーサネットポート）を含む。中央制御装置は、処理回路及び／又はソケット、例えば
、ＭＭＣ／ＰＣブロックＩ／Ｏソケット２８１０，ＭＭＣ／ＰＣアナログソケット２８１
２，ＲＳ－４８６ＰＣＩ カードソケット２８１４、及び他のそのような機能を含むこと
ができる。
【００７１】
　中央制御装置は、オペレーターインタフェース２８２０と結合し、中央制御装置と他の
そのようなアクセスによって記憶されたデータを取り出すために、ユーザにシステムを制
御させ、動作を変更させ、システムをアップグレードさせる。イーサネットハブ２８２２
は、中央制御装置のイーサネットコネクタ２８０６を、フロントエンドモジュール内のウ
エハクリーナ２２４を制御するクリーナ制御システム２８と、測定ステージ２２６を制御
する測定制御システム２８２６と、ロボット２２０の動作を制御するロボットコントロー
ラ２８３０と、Ｆａｂサービス接続と、及び他の同様な制御装置とへ分配された制御信号
と結合する。一部の好適な実施形態では、イーサネットハブ２８２２は、さらにキャリア
２４４、２４６をスピンドル２４０、２４２に電力を供給して、及び／又はコントロール
するためのタレット２４８のスリップリング２８３４と結びつける。スリップリングは、
ＭＭＣスタンドアローンモーション制御装置とＰＬＣ２８３６（一部の実施形態では、図
２の制御装置２５０のために実行される）を通して、制御信号をスピンドルの駆動、例え
ば、第１のインバータ２８４０及びモータ２８４２に分配し、スピンドルの回転を制御す
る。制御信号は、第２のモータ２８４６に分配されるべく、第１のインバータから第２の
インバータ２８４４へデイジーチェーン方式で接続される。デイジーチェーンは、あらゆ
るスピンドルに対して続けることができる。スリップリングはさらに制御を他の構成部品
、例えば、ブロックＩ/Ｏ２８５０及び他の部品に方向付けることができる。一の実施形
態では、イーサネットハブ２８２２は、４つあるいは８つのポートハブ又はスイッチを通
して実行されるが、他のそのようなスイッチ装置が用いられることができる。
【００７２】
　光ファイバリンクのような通信チャンネル２８５２は、コントローラのアナログポート
をタレットモータ２８５８と２８６０を制御するタレットコントローラ２８５４，２８５
６に結合することができる。一部の実施形態では、ＭＭＣアナログ２８１２は、タレット
の回転の少なくとも一部の制御を与える。パッド清掃コントローラ２８６２、２８６４も
また、ファイバーリンクと結合してパッド清掃モータ２８６６、２８６８を制御すること
ができる。同様に、パッド回転子コントローラ２８７０、２８７２は、パッド回転モータ
２８７４，２８７６を制御するために、中央制御装置２８２２とファイバリンクを通して
通信することができる。データ発生ターミナル２８８０、２８８２、２８８４は、研磨テ
ーブルインバータ２８８６及び２８８８とバフテーブルインバータ２８９０へ制御を分配
するために、中央制御装置２８２２のＰＣＩカードポート２８３４と結合することができ
る。
【００７３】
　図２９は、ウエハを処理するための一部の実施形態によるシステム２９１０の上面図を
示している。図３０は、図２９のシステム２９１０の等角図を示している。システム２９
１０は、処理モジュール１２２とフロントエンドモジュール１２４を含む。処理モジュー
ル１２２は、それぞれ、キャリア２９２０、２９２２及び２９２４と共に、３つのスピン
ドル２９３０、２９３２及び２９３４を含む。それぞれのスピンドルは、それぞれのスピ
ンドルが独立して操作され、割り出されるように、タワー内でタレットと結合されている
。システム１２０は、図１ないし図３に示されるシステム、例えば、保管要素１２６、ロ
ードステーション２３０、第１及び第２のパッド２３４、２３６と他のそのような構成部
品としてさらに他の同様な構成部品を含む。フロントエンドモジュール１２４は、さらに
スキャナーを含み、しかしながら、スキャナーによって占められた領域は他の装置をシス
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テム２９１０へ組み込むのに利用され、例えば、スピンステーション、メトロロジー、又
はその他の装置である。さらに、移送ステーションは、システムのデッキに対して概ね垂
直（例えば、垂直から１５度）に位置決めされる。
【００７４】
　一部の実施形態では、システム１２０及び／又は２９１０は、十分に自動化され、カセ
ットからカセットへ、ウエハ改善のための化学機械ウエハ研磨を提供するように採用され
ることができる。例えば、一実施態様では、システム１２０／２９１０は、直径が３００
ｍｍの寸法で、刻み目を付けられ、約８００ミクロンに等しい公称厚さのウエハ、及び／
又は、直径が２００ｍｍで、刻み目を付けられ、約７２５ミクロンと等しい公称厚さのウ
エハ上で動作するように構成することができる。システムは、約２.８×２．０メートル
、５．６平方メートルのツール設置面積を有し、そして、２０８ボルト３相で、１５０の
全ロードアンペア、５０－６０ヘルツ、６.２バールのクリーンドライ空気、１７０Ｌ／
分、５.５ｂａｒの窒素、１４Ｌ／分、５０８ ｍｍ の水銀柱の真空、８５Ｌ／分、１２
５パスカルで約１４ｍ３／時間の排気で動作し、そして、２．１ｂａｒ、１１Ｌ／分の脱
イオン水を利用する。このシステムは、ＳＥＭＩ　Ｓ２，Ｓ８及びＣＥに適合する。
【００７５】
　さらに、システムは、２００ｍｍの直径のウエハの処理から他のサイズのウエハ（例え
ば、３００ｍｍの直径のウエハに）へ容易に変えられることができる。例えば、システム
１２０を再構成することにおいて、ユーザは、ロードステーション２３０の中ではロード
ガイドリング１、チャック４及びウエハガイドリング５、アンロードステーション２３２
の中ではアンロードガイドリング、キャリア２４４，２４６の中では保持リング、そして
、フロントエンドモジュールの中ではエンドエフェクタ及びカセットを交換する。少なく
ともアンロードステーション２３２を変更するときには、噴霧器３２６０（図３２参照）
は、対応する直径に変更され、ロード及びアンロードステーションを変更するときは、セ
ンサはセンサ位置間（例えば、それぞれ３００ｍｍと２００ｍｍの直径のウエハのための
３２８０及び３２８２（図３２参照））で変更される。作動中、このように構成されるシ
ステムは、一時間当たり約３０から４０のウエハの単一サイドの研磨のためのスループッ
トを達成することができ、第１の研磨テーブル（プラテン１）２３４では約６０秒に等し
い時間で、そして、第２の研磨テーブル（プラテン２）２３６では約３０秒の時間である
。同様に、システムは、上に挙げたように同じ研磨時間でダブルサイド研磨のために一時
間当たり約１５から２０の割合のウエハスループットを与えることができる。このシステ
ムは高い信頼度を有することを要求することがあり得る。例えば、システムは、少なくと
も５００時間のＭＴＢＦの間連続的に動作し、そして、８０パーセントの信頼期間を維持
し、ＳＥＭＩ仕様につき計算されるとき、約４時間よりも少ないＭＴＴＲをもつ。一部の
好適な実施形態では、システムは、イーサネットで稼働して、レシピがアップロードする
という状態で、ＳＥＣＳ／ＧＥＭプロトコルを使用する工場ホストコミュニケーションを
含むであろう。
【００７６】
　システム１２２／２９１０の一部の実施形態は、花こう岩面をもち、約３２インチ（８
１２ｍｍ）の直径をもち、約１０から９０℃の間のテーブル温度制御で、そして約１０か
ら１８０ｒｐｍの速度範囲で動作する研磨テーブル（例えば、２それぞれ）を採用するこ
とができる。
【００７７】
　パッドコンディショナ２６２が一部の実施態様において利用されることができる。図４
１ないし図４４は、一部の実施形態によるパッドコンディショナのそれぞれ等角投影図と
、部分的に透明な上面図と、横断面図と、底面図を示している。コンディショナは、各テ
ーブルに使用される研磨又は研削パッドのタイプに依存して、ダイヤモンドディスク、ナ
イロンブラシと他の適切なコンディショナを通して実施される。コンディショナは、相対
的に低いプロフィール４１２０を有するギアボックス２８４、２８６を含み、一般的に独
立して制御された、そして回転させられたスピンドル２４０，２４２にコンディショナに
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接触しないで回転することを許容する。ギアボックスは、コンディショニングディスク又
はブラシを操作してウォーム駆動タイプのギアボックスとして実施され得る。さらに、コ
ンディショニングディスク又はブラシを操作又は回転させるモータ２８７及び２８８は、
モータとギアボックスの間で協働する柔軟性のある軸と共にコンディショニングの端部か
らアームに沿って後ろに移動する。
一部の他の以前のシステムは、コンディショナのコンディショニング端部でモータとギア
ボックスを一般に採用し、それは、スピンドルとキャリアの一方又は両方の動きと干渉す
る。この構成はまた、モータが含まれることを許容し、研磨処理の要素から
離れている。
【００７８】
　下方への力は、テーブル２３４，２３６を調整するためにコンディショニングディスク
又はブラシに適用され、ベローズ４３２２又は他の関連する装置を通じ、それは一部の実
施態様ではモータと共通に設置される。例えば、一の金属ベロー４３２２は、膨張してア
ームを下方へ押しやり、そして、一のベロー４３２０は、アームを持ち上げるのに使用さ
れることができる。ベローズを採用することは、迅速な応答、正確なキャリブレーション
を与え、ヒステリシスを回避する。アームは、デッキの下のサーボモータ及びハーモニッ
クドライブにより回転され、そして、コンディショニングが起きるはずであるところ、デ
ィスクまたはブラシがどのくらい速く回転させられるか、そして力がどれぐらい用いられ
るかのためにプログラムされる。
【００７９】
　一部の実施形態は、さらに、それの中に、使用されていなくそして停止位置にある間に
、コンディショニングディスクあるいはブラシが置かれるウエット皿を含む。ウエット皿
は、例えば、水又は他の適切な液体の皿は、コンディショナが乾くのを回避し、コンディ
ションのクリーニングを許容する。水皿は、付加的にコンディショナを清浄するためにコ
ンディショナに対して回転させられる又は擦りあわされるブラシ又は棒を含む。一部の実
施態様では、超音波クリーナが水皿と協働してさらにコンディショナのクリーニングに役
立つ。
【００８０】
　例えば、パッドコンディショナ（２それぞれ、プラテン毎に１）は、一部の実施形態で
は、４インチのダイアモンドディスク又はナイロンブラシタイプであり、これは、例えば
約０．５から６０ポンド（２から１３３Ｎ）又はそれ以上の下方の力の範囲で、ユーザが
プログラムできるスイープ及び力のパラメータと共に約５から１００ＲＰＭの間の装置速
度範囲で作動する。
【００８１】
　システムは、一部の好適な実施形態では、一般的にはスピンドル２４０，２４２を通じ
たスラリー供給を含む。スラリー供給は、例えば、標準では；テーブル当たり２つの蠕動
タイプのポンプ、脱イオン水洗浄を用い、テーブル当たり６つのポンプのオプションで、
閉ループ流れ制御で、スラリーの流れの範囲が約５０から１０００ｍＬ／分、そして、約
２から１２のスラリーｐＨ範囲である。リンスステーション２５６は、さらにウエハとテ
ーブル１及び２の間に位置しているウエハとウエハキャリアのために、ユーザが構成可能
なスプレーレシピと共に、さらにクリーニングスプレーと共に含まれることができる。
【００８２】
　それぞれのテーブル上で同時に又は別々に１本のスピンドルより多くが研磨のためのそ
れぞれのタレットに設けられるけれども、システムは、一般的には、それぞれのスピンド
ルのためのタレットを含む。これらのタレットは、独立に制御され、割り出され、そして
、振動され、連続する回転を与える。研磨スピンドル２４０，２４２は、約１０から１８
０ＲＰＭの間の速度範囲で、約２５から１０００ポンド（１１１から４４４８Ｎ）の間の
下方の力の範囲を利用する。それぞれのスピンドルは、この実施形態では、ウエハキャリ
ア２４４，２４６を含み、これは約２００及び／又は３００ｍｍの間のウエハを球形のジ
ンバル機構を用いて搬送する。これらのキャリアは、約１から３（均等性制御のために）
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の圧力ゾーンを有し、そこで、ウエハ研磨及び保持リングの力はコントロールされる配合
表である。
【００８３】
　システムは、水ホバーノズルウエハ接触と共にウエハアンロードステーション２３２を
さらに含む。一部の好適な実施形態では、アンロードステーションは、統合化されたスピ
ンドル及び保持リングのダウンフォースキャリブレーションを含む。このダウンフォース
キャリブレーションは、アンロードステーション２３２へ又は他のユーザが特定した時間
にウエハをアンロードしている間、スピンドルのダウンフォースのキャリブレーションを
与える。ウエハー表及び裏サイドスプレーがさらにキャリアクリーニングスプレーととも
に含まれることができる。アンロードステーションは、ウエハセンサ２６もまた利用する
ことができる。
【００８４】
　一部の実施形態では、研磨は、研磨レシピを通して実施される。レシピは、研磨テーブ
ル当たり１０のプログラム可能なステップであり、研磨時間、ダウンフォース、テーブル
速度、スピンドル速度、力の傾斜、保持リング力、及び、スラリーの流れについて、それ
ぞれのステップ、ユーザ設定可能である。
【００８５】
　フロントエンドモジュール１２２は、ロボット２２０を含んで、そして、エンドエフェ
クタを装着するための迅速な交換のツールチェンジャと互換性のあるクリーンルームと共
に、ウエハの移送のための実質的にあらゆる適切なロボット、例えば、ＡｄｅｐｔＳｉｘ
　３００ＣＲ　ＣＳ、６軸ロボットを通して実施され得る。エンドエフェクタは、一部の
実施形態では、３００ｍｍ又は２００ｍｍ、エッジコンタクトタイプ又は２００ｍｍ、１
５０ｍｍ、又はより小さく、バックサイドに真空で接触するタイプである。ウエハの入力
及び出力は、一部の実施形態では、フロントエンドモジュールと機械的にドッキングする
ウエハカート１２６を利用し、そこでは、入力はドライで、出力はウエットである。
【００８６】
　一部の実施形態では、システムは、例えば、４色（赤、黄、緑及び青）及び／又は異な
る処理条件を示す音響信号を有する軽量のタワーを含む。付加的に及び／又は択一的に、
カラータッチスクリーン制御のようなグラフィカルユーザインターフェース
が採用され得る。
【００８７】
　図３１は、上で特定されたパラメータに従って実施されるシステム３１１０の簡略化さ
れた等角図である。システム３１１０は、処理モジュール３１２２及びフロントエンドモ
ジュール３１２４を含む。フロントエンドモジュールは、さらにロボット及びエンドエフ
ェクタ３１２６と、送出及び受取カセット３１３０，３１３２を含む。処理モジュールは
、ロード及びアンロードステーション３１４０，３１４２、第１及び第２のテーブル３１
４４，３１４６、及び、第１及び第２のスピンドルをウエハキャリア３１５０，３１５２
と共に含む。
【００８８】
　図３２は、一部の実施形態によるシステム３２１０の簡略化された等角図を示している
。このシステムは、ウエハがインプットカセット３２１２からドライで取り出されて、そ
して、ウエットなアウトプットカセット３２１４に置かれることを許容する。ロボット（
不図示）は、ドライエンドエフェクタを利用し、インプットカセット３２１２からウエハ
を取り出しそして移送ステーション３２１６へそれを移送する。ロボットは、エンドエフ
ェクタを交換し、ウエハを取り出し、ウエハをロードステーション３２２０へ供給する。
スピンドル／キャリア３２２２，３２３４の一つは、ウエハをロードステーションから集
め、そして、例えば、第１の研磨テーブル３２３２上のウエハを研磨することにより、処
理を起動する。研磨に続いて、ウエハは、選択的なリンスステーション３２３６の中で洗
浄され、そして、研磨テーブル３２３４上で再び研磨される。研磨に続いて、ウエハは選
択的に再び洗浄され、そして、アンロードステーション３２４０へ供給される。ウエハは



(24) JP 2012-199558 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

さらにアンロードステーションで再び洗浄されても良い。一部の実施形態では、研磨パッ
ド３２３２，３２３４は、研磨中（ＩＮＳＩＴＵ）、又は、研磨の間（ＥＸＳＩＴＵ）に
パッドコンディショナ３２４２で調整される。一部の実施形態では、ロボットは、反対側
に処理のためにウエハを反転させ得る。ロボットは、研磨されたウエハをアンロードステ
ーション３２４０からウエットなエンドエフェクタと共に取り出し、例えば、ウエハスキ
ャナを用いて、含まれるとき、又はさらに乾燥されることなしにアウトプットカセット３
２１４をウエット容器へウエハを単に位置決めして、選択的にウエハを測定することがで
きる。一部の実施形態は、容器が再配置され及び／又は一杯になっている間、
処理されたウエハが垂直に保管されることを許容する一時的なウエットバッファ３２５２
を付加的に含む。再び、６軸ロボット２２０は、垂直な位置へのディスクの回転を許容す
る。度々ウエハを垂直に保管することが好ましい場合には、特に、ウエハをウエットな状
態で保管するときに、粒子が表面に付着しない。付加的なエンドエフェクタ３２６０は、
一部の実施形態に含められ、例えば、使用すべきロボットのツールチェンジャ上の多くの
異なる構成を許容するウエハスキャニング棒である。
【００８９】
　システム１２０は、一部の実施態様では、キャリア２４４，２４６を通して適用される
スピンドル力、ウエハ力、及び／又は保持リング力を測定及び／又はキャリブレートする
ための構成部品をさらに含む。例えば、アンロードステーションは、一部の実施形態では
、キャリアが処理されたウエハをアンロードステーションへ置いたときに、キャリア及び
／又はウエハにより適用される圧力を検出するのに用いるための一又はそれ以上のロード
セルを含む。図３３は、ウエハキャリア２４４及びスピンドル２４０の構成部品により適
用される力を決定するのに使用するためのロードセルを組み込む一部の実施態様によるア
ンロードステーションの簡略化した横断面図を示している。ロードセルは、ロードセルに
作用する荷重を電気信号に変換するトランスデューサである。ロードセルは、一又はそれ
以上の合計のスピンドル力、保持リング力成分、及びウエハ力成分を測定及び／又は計算
するのに使用されることができる。
【００９０】
　アンロードステーション２３２は、２つのロードセル３３２２及び３３２４を含むこと
ができ、そして、スピンドル２４０からの合計の下向きの力とウエハに作用する力との間
で区別するように設計されている。第１のロードセル３３２２は、駆動システム、例えば
、ベローズ、ピストン、シリンダ及び／又は他のそのような駆動システムを通してウエハ
キャリア２４４へスピンドルにより適用される合計の下向きの力を測定する。第２のロー
ドセル３３２４又は複数の第２のロードセル（図２のアンロードステーション２３２は３
つの第２のロードセル３３２４を示している）は、キャリアの中でバックプレート又は膨
張式の膜を通してもたらされるウエハに作用する力成分、ウエハ力を測定する。スタンド
オフ又はオフセット３をもつロードプレート３３２６（図２に不図示）は、ロードステー
ション内に配置される。以下にさらに詳述されるように、スピンドル力のキャリブレーシ
ョンの間、保持リング又は膨張式の膜の圧力はゼロに設定される。キャリア２４４は、メ
カニズム上にもたらされて、スピンドルの駆動システムにより発生される下向きの力と共
に、アンロードステーションのガイドリング３３３０の内径回りの出っ張りとロードプレ
ート３３２６の両方と接触して配置される。
【００９１】
　第１のロードセル３３２２は、この下向きの力を測定し、そして、ローカルプロセッサ
、中央制御装置又はコンピュータは、下向きの力に対応するスピンドルのベローズ内での
測定と対応する流体圧力を記録する。ベローズ内の流体圧力は、例えば、電気―空気トラ
ンスデューサにより測定される。スピンドルに作用するベローズからの結果として生じる
力もまた、スピンドル組立体内に配置されるビームロードセルにより測定される。ビーム
ロードセルからの測定は、スピンドル力の計算に使用されることができる。ビームロード
セルからの測定もまた、第１のロードセル３３２２からの測定と比較される。
【００９２】
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　ロードプレート３３２６は、キャリア内のウエハに作用する下向き力を第２のロードセ
ル３３２４へ移動させるのにさらに使用される。ウエハ力成分は、バックプレート又は膜
圧力を有する膨張式の膜から生成されてもよい。第２のロードセル３３２４は、下向き力
のウエハ力成分を測定可能である。スピンドル及びウエハからの力測定は、コントローラ
又はコンピュータへ送信される。スピンドル力、ウエハ力及び保持リング力は、スピンド
ル力方程式を使用する相当する圧力を用いて適切にキャリブレートされる。
　　　　　　　（Ｆspindle－Ｆwafer＋Ｆretaining ring）
【００９３】
　図３４は、ＣＭＰ研磨中に考慮される３つの力を図解している。これらの力は、スピン
ドル力３４２０、ウエハ力３４２２、及び保持リング力３４２６を含む。スピンドル２４
０からの下向き力は、ウエハキャリア２４４に作用する。キャリアに作用する力は、ウエ
ハキャリア内で保持リング力３４２６成分とウエハ力３４２２成分とに分けられる。こら
れの力の力釣り合い方程式は、以下のように表される。
　　　　　　　Ｆspindle＝Ｆwafer－Ｆretaining ring；
　ここで、Ｆspindleは、キャリアに作用するスピンドルからの力に等しく、Ｆwaferは、
ウエハに作用するスピンドルからの一部の力に等しく、そして、Ｆretaining ringは、保
持リングに作用するスピンドルからの一部の力に等しい。ウエハ力３４２２に保持リング
力３４２６を加えると、実質的に合計のスピンドル力３４２０に等しくなるので、これら
の力の値の一つは、方程式において３つの力の他の２つの値を知ることにより、計算され
得る。
【００９４】
　システム１２０は、スピンドル力を望ましく設定された値で適用する。スピンドルの実
際の力は、第１のロードセル３３２２で測定される。システムはまたウエハ力成分を第２
のロードセル３３２４を用いて測定することができる。保持リング力は、ウエハ力成分を
合計の下向きスピンドル力から減じることにより計算され得る（例えば、Ｆretaining ri
ng＝Ｆspindle－Ｆwafer）。保持リング力は、保持リングシール圧力に関連するキャリブ
レーション曲線を生成して計算され得る。
【００９５】
　スピンドル力は、一般的には、駆動システムから発生する。駆動システムは、空気圧式
、油圧式又はいくつかの他のシステムであってもよい。例えば、油圧駆動のスピンドルは
、ベローズの使用を通して達成され得る。ベローズは、キャリアに結合されたスピンドル
を研磨中に研磨パッドに向けて、及び／又は、アンロード中にアンロードステーションに
向けて押す。スピンドル力は、キャリア内で保持リング力成分とウエハ力成分とに分けら
れる。キャリアからのこれら２つの成分は、研磨中に研磨テーブルに作用する。
【００９６】
　保持リングを利用する一部のウエハキャリアは、保持リングの背後をシールする。一部
のウエハキャリア、例えば、ストラスバーグのＶｉＰＲＲキャリアでは、保持リングの背
後に位置づけられた保持リングシールが加圧される間、半導体ウエハがキャリアにより保
持される。加圧された保持リングシールは、保持リング力に影響する保持リングに向かっ
て押圧している。方程式及び表は、ウエハ処理の間保持リング上の望ましい量の力を発生
するために、膨張式のリングシールの中で使用される空気圧の量を決定するのに使用され
る。本実施形態の本キャリブレーションシステムは、保持リング力をウエハ力の測定を獲
得することにより達成するために、スピンドル力が既知の値に設定された時、膨張式シー
ルからの圧力がキャリブレートされるのを許容する。他のウエハキャリアでは、保持リン
グはキャリアにより保持され、一方で、膨張式の膜はウエハの背後に圧力を適用するのに
使用される。この構成における膨張式膜は、ウエハ力を発生させ、これは、ウエハに作用
する下向きの力の成分である。他のウエハキャリア構成は、ウエハ力を適用するバックプ
レートを使用してもよい。方程式又は表は、研磨中に膜の中に供給して望ましい力を適用
するウエハ空気圧の量を決定するのに使用されることができる。
【００９７】
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　キャリブレーションシステムは、迅速かつ正確な方法がスピンドルベローズ又は他の駆
動システム、膨張式シール及び膨張式圧力を、研磨前又は後のシステムにおける対応する
スピンドル力、保持リング力、及びウエハ力と共に、キャリブレートすることを許容する
。このキャリブレーション方法及びシステムは、ウエハを研磨中に、より正確な力の使用
をもたらす。図３５は、スピンドル力をキャリブレートするのに使用するための処理３５
２０の簡略化したフロー図である。キャリブレーションが採用されたとき、オフセット３
をもつロードプレート３３２６は、アンロードステーション２３２の中に配置される。一
般的に、ロードプレート３３２６のオフセット３は、アンロードステーションの中に配置
されたロードセル又は複数のロードセル３３２４の上方に位置する。オフセット３は、調
整可能で、ロードプレート３３２６の高さは、ウエハの厚さを補償するのに調整される。
保持リングシール又は膨張式膜内の圧力は、キャリアのタイプに依存してゼロに設定され
る。このようにして、リングシール圧力又は膜圧力により影響されないスピンドル力測定
が取られ得る。スピンドル２４０は、そのときキャリア２４４と共にステップ３５２２で
アンロードステーションの上方に位置決めされる。ウエハキャリアは、テストウエハと共
にロードされることができ、あるいは、選択的に、ウエハキャリアは、ロードプレートの
構成に依存して空であることができる。
【００９８】
　ステップ３５２４では、スピンドルの駆動システムは、加圧される。ステップ３５２６
では、ウエハキャリアは、アンロードステーションの上へある量の下向き力で下方に持っ
ていかれる。アンロードステーションは、一部の実施形態では、ｘ及びｙ方向の水平方向
にいくつかの自由度を有し（例えば、リニアベアリングレールアセンブリを通して）、そ
して、その構成は、スピンドルとキャリアと自身を中心とするようになっている。このこ
とは、キャリアがアンロードステーションの中心とそれ自身とを整列させることを可能に
している。ウエハキャリアがアンロードステーションの上へ下方に持っていかれるとき、
それはアンロードステーション内のガイドリングの周りでロードプレート及び出っ張り３
３３０と接触して配置される。
【００９９】
　ステップ３５３０では、コントローラは、駆動システムを起動して、スピンドル力をキ
ャリブレートするために、スピンドルの下向きの力を作り出す特定の圧力にする。ウエハ
キャリアの膨張式リングシール又は膨張式膜内の圧力はゼロである。ステップ３５３２で
は、駆動システムは、ウエハキャリアをアンロードステーションまで下がって持って行き
、そして、第１のロードセル３３２はそのとき駆動システムにより作り出された結果とし
て生じたスピンドル力を測定するのに使用される。ステップ３５３４では、コントローラ
は、第１のロードセル及びそれぞれスピンドル力を生じさせるベローズ圧力からの測定を
記録する。ステップ３５３６では、コントロールコンピュータは、そのとき、駆動システ
ム内で様々な圧力に対するこのプロセスを繰り返し、そして、圧力と対応するスピンドル
力を記録する。ステップ３５４０では、スピンドル力曲線に対するベローズ圧力又はピス
トン圧力が生成される。図３６は、スピンドル力に対するベローズ圧力又はピストン圧力
のための収集されたデータを使用して作り出されたスピンドルキャリブレーション曲線を
図解している。
【０１００】
　ステップ３５４２では、スピンドル力をアンロードステーション上へウエハキャリアを
運ぶ特定の量に指令し、保持リング力又はウエハ力のようなウエハキャリア内の力成分に
対応する流体圧力をキャリブレートする。ステップ３５４４では、コントローラはコマン
ドを送って保持リングシールを膨張させ、又は、膨張式膜を膨張させ、キャリアの構成に
依存して、かなりの量の圧力にする。ステップ３５４６では、第１のロードセルは、スピ
ンドル力の合計量を測定し、第２のロードセルは、スピンドル力のウエハ力成分を測定す
る。ステップ３５５０では、コントローラは、様々なリングシール又は膜圧力のための力
データを試験し記録する。コントローラは、合計のスピンドル力及びウエハ力成分を保持
リング力を計算するために使用する。ステップ３５５２では、処理は繰り返されてたくさ
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んの力を生成する。ステップ３５５４では、リング圧力に対するシール圧力又はウェーブ
力曲線に対する膜圧力が生成される。図３７は、保持リング力を生成する膨張式リングシ
ール圧力又は対応するウエハ力を生成する膨張式膜圧力のいずれかに対応するキャリブレ
ーション曲線を示している。
【０１０１】
　上記の手順で生成された図３６および図３７のキャリブレーション曲線は、一般的には
、テストされたウエハキャリア及びスピンドルに対して特有である。キャリブレートされ
たスピンドル及びキャリアは、ウエハの研磨処理の間使用される。キャリブレーションは
、スピンドル力、ウエハ力、及び保持リング力がウエハ処理中に正しいことを保証する試
みに役立つ。
【０１０２】
　キャリブレーションは、望まれる又は必要とされるときに発生すべきである。キャリア
２が異なるキャリアと共に配置されるとき、保持リング及び／又は保持リングシールが再
配置されるとき、又は、キャリアの高さが調整されるときにキャリブレーションは実行さ
れ得る（保持リング高さはリングウエアとしてシムを使用して設定され、高さはシムで上
昇されなければならない）。ウエハキャリアは、周期的なサービスで生じる多くの消耗ア
イテム（保持リング及び保持リングシールを含む）を有している。そのようなものとして
は、キャリアが除去され、再構成され、そして周期的に再配置されることが一般的である
。キャリブレーションは一般的にはキャリアを改修した後に実行される。同様に、キャリ
ブレーション処理は、ウエハキャリアがシステム内で変更されたときに実行されうる。加
えて、キャリブレーションは、時間の経過によりドリフトする傾向にある。周期的なキャ
リブレーションは、キャリアが変更又は改修されていないときにおいても有益である。
【０１０３】
　ウエット容器３２１４は、容器ホルダから持ち上げられる。フロントエンドモジュール
１２２は、ウェットカートがフロントエンドモジュールとドッキングされ、及び／又は挿
入されることを許容するように構成され得る。カートは、クリーニング、更なるクリーニ
ング及び／又は他の処理のためにウエハを移送するために、処理され、そして、まだ濡れ
ているウエハを収容するウエット容器を受容する。
【０１０４】
　本実施形態によるシステムの一部の実施態様は、仕様書、例えば、ドキュメント　Ｔｉ
ｔｅｌ　５０（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｓｃｈｅ　Ａｕｓｒｕｓｔｕｎｇ　ｆｕｒ　Ｗａｆ
ｅｒｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｎ）’Ｌｏｓ　５０．８．００に適合するように構成される
。これらのシステムは、箱の中でウエハを反転することなく、表及び／又は裏側の研磨を
許容する開発されたＣＭＰシステムを通して、例えば、３００ｍｍシリコンウエハのヘイ
ズフリー研磨を与えることができる。一部の好適な実施形態では、システムは、ウエハは
ロボットにより反転され、第２のサイドの研磨能力を与えるように、単一サイドポリッシ
ャとして実施される。これらのシステムは、例えば、２つの研磨テーブル２３４，２３６
、２つのウエハチャック２４４，２４６、ハンドリングロボット２２０、ロードステーシ
ョン２３０（ドライインプット）、ポリッシャ２３４，２３６及びアンロードステーショ
ン２３２（ウエットアウトプット）、各テーブルのためのパッドコンディショナ２６２（
シリコンのヘイズフリー研磨のためのナイロンブラシ及びダイアモンド）及びチャックと
ウエハクリーニングのためのクリーニングステーション２２４／２５６を含む。キャリア
及び／又はウエハクリーニングステーション２５６は、テーブル１及びテーブル２の上で
の研磨の間で利用される。クリーニングステーションは、スプレー洗浄を採用する、しか
し、一部の実施形態は、ブラシクリーニングを利用する。アウトプットステーションは、
ロボット及びエンドエフェクタにより処理されたウエハを置くためにさらに含められる。
一部の実施形態では、２つのエンドエフェクタが利用され、そこでは少なくとも一つが水
中用である。“浮動式”及び“固定式”の保持リング技術を利用する保持リングが用いら
れ、一部の実施形態では、同じキャリアと共に、１０分以内の変換を与える。約６５０－
７８０μｍの間の厚さをもつウエハは、キャリアツール（浮動式及び固定式保持リング）
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を交換することなしに処理され得る。パッドコンディショナは、コンディショニング処理
の後で十分なブラシのクリーニングと共に、ブラシの場所（最大距離１０ｍｍ）で十分な
水のサプライヤを利用する。ブラシは、一部の実施態様において、スタンバイモーダスの
間ウエットを維持される。
【０１０５】
　ウエハは一部の実施形態で処理され、第１の研磨テーブル２３４ウエハ、研磨チャック
洗浄（ウエハプリクリーン）、ウエットアンロードステーション２３２及びチャッククリ
ーンにウエハを配置することを含む。選択的な処理シーケンスは、研磨後に、ウエハがウ
エットバッファに保管され、そこでウエハが標準的なシリコン洗浄によりクリーニングす
ることができることを含むことができる。
【０１０６】
　好適な実施形態は、連続的な操作を許容する。システムの連続的な操作は、連続するボ
ックス間でブレーキがなく、一部の実施態様では、２つのインプットステーションと２つ
のアウトプットステーション、又は、一つのアウトプットステーションと少なくとも２つ
のウエハバッファのための代替物／アウトプットバッファにより、達成される。システム
は、２つのインプット及び２つのアウトプットステーションと共に、あるいは、ウエハバ
ッファ（最少で２枚のウエハ収容可能数）と共に、供給され、連続的な途切れない機械の
操作を保証する。一部の実施形態では、アプトプットのために供給された“カート”は、
水と空のカセットを収容していなければならない。
【０１０７】
　一部の実施形態では、インプットステーションは、クリスタルＰＡＫ１３（Ｅｎｔｅｇ
ｒｉｓ）であり、アウトプットステーションは、輸送可能なウエットバッファである。ウ
エハは、低質量のキャリアへ配置され、例えば、一の低質量キャリアは、垂直な配置で２
６枚のウエハを収容する。輸送可能なウエットバッファは、ウエハクリーニングツールに
ドッキングされる。
【０１０８】
　システムは、スタンバイモードを含むことができる。一部の実施形態では、システムは
、重要な構成部品、例えば、研磨テーブル、ウエハクリーンステーション、チャッククリ
ーニングステーション、チャック（ウエハバックフィルム）を濡らし、そして、研磨コン
ディショナは、スタンバイモードの間、噴霧され、あるいは、そうでなければ、ウエット
が保たれる。
【０１０９】
　研磨テーブルへ供給されたスラリーの流れは、一部の実施形態では、約１０－１５００
ｍｌ／分の間の割合で両方のテーブルにおいて供給され得る。一部の実施態様では、スラ
リーの流れは、２００－３００ｍｌ／分の間である。２つのスラリーポンプは、約４．８
－４８０ｍｌ／分の範囲でくみ上げられる主要な研磨テーブルのそれぞれのために、与え
られ得る。一部の実施態様において、それぞれのタイプのポンプの一つは、それぞれのテ
ーブル上で供給され、最大の柔軟性を与える。
【０１１０】
　研磨コントロールは、研磨圧力、流量、及び温度の測定を含み、特定されたデータ転送
のためのインターフェースをもつ（通信プロトコル、データサンプリング周波数等）。シ
ステムは、マシーン内でログファイルの中でデータを収集し、そして保存し、サードパー
ティのソフトウエア又は工場のホストへデータファイルをダウンロードするＳＥＣＳ／Ｇ
ＥＭ通信能力を含む。ＳＥＣＳ／ＧＥＭは、工場のホストと通信するため、及びデータ転
送のための標準的なプラットフォームである。ＸＭＬ通信は、付加的に及び／又は選択的
に一部の実施態様において与えられる。
【０１１１】
　測定手段（検査、測定及び試験装置及びソフトウエア）は、システムを一定の間隔をお
いてコントロール及びキャリブレーションのための品質要求に適合させ、これらのキャリ
ブレーションは受け入れられた国際の及び国内の標準に対して一般的には追跡が可能であ
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る。誤ったキャリブレーションの場合には、一部の実施形態は、装置（ハードウエア及び
／又はソフトウエア）を調整する調整特性を含む。これらの調整は、一般的には、変更に
対して保護されている。調整プロセスは、一部の実施形態では、標準（例えば、ＤＫＤ，
ＮＩＳＴ，ＰＴＢ等）に対して保証された追跡が可能な自動的に特別な試験対象物（高さ
標準、ゲージブロック等）上で自己調整を実行する。
【０１１２】
　一部の実施形態は、少なくとも以下の規準を満足するようにウエハ処理を達成する。平
均ヘイズ＜０．０８ｐｐｍ（３ｍｍ　エッジエクスクルージョン）；ヘイズ均一性：最大
値０．０８ｐｐｍ、デルタヘイズ０．０１ｐｐｍ（３ｍｍ　エッジエクスクルージョン）
；コンタミネーションなし、チャックマークなし、表と裏面に傷なし（エッジエクスクル
ージョン領域を含む）；ウエハエッジ：ダメージなし、コンタミネーションなし；及び金
属コンタミネーション（ＶＰＤ－ＡＡＳ，３枚のウエハ）：Ｎａ，Ａｌ，Ｋ，Ｃｒ，Ｆｅ
，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｃａ＜５Ｅ９　１／ｃｍ２。同様に、ウエハ品質は、クリーニング
後の検査のために、５０枚のウエハを利用して試験され得る。ヘイズフリー研磨処理（シ
リコン除去≧２．０μｍ）の前と後の形状（厚さ、ｂｏｗ、ｗａｒｐ、ＴＴＶ）の測定。
ウエハにより達成される仕様は含む：ＴＴＶの変化＜０．２μｍ、Ｓｉｔｅ　ｆｌａｔｎ
ｅｓｓ　ＳＦＱＲ＜０．３０μｍ（受け入れウエハＳＦＱＲ＜又は＝０．２μｍ）；ウエ
ハの不均一性の範囲ＷＩＷＮＵ（１シグマ）＜５％、上記の仕様は３ｍｍのエッジエクス
クルージョンにおいてである。
【０１１３】
　図２９に戻って参照すると、システム２９１０は、ウエハがカセット、ＦＯＵＰＳ又は
他の保管ユニット１２６からドライで取り出され、同じ又は異なる保管ユニットに戻され
るように、ドライ－イン－ドライ－アウト（ＤＩＤＯ）システムとして構成される。ＤＩ
ＤＯフロントエンド１２４を実施するときは、フロントエンドモジュールは、処理中に使
用される予期される化学物質に関係のある腐食耐性の材料から構成され、工業及び安全標
準に合致し、ユーザインターフェースを与え、設置面積又は断面積を削減し、クリーンレ
ベルをＩＳＯのクラス２又はそれ以上を満足し、容易にウエハを取り出して保管ユニット
へ戻し、分離したウエット及びドライのエンドエフェクタを利用し、極限電力に適合し、
システム通信を提供し、レポート又はレポートを生成するための外部装置との協働を提供
する。一部実施態様は、選択的に、測定システム、ウエットバッファステーション及び／
又はクリーナを含む。図３８及び３９は、上記したＤＩＤＯフロントエンド基準を満たす
一部の実施態様にそれぞれよる、２つのＦＯＵＰフロントエンドモジュール３８２０と３
つのＦＯＵＰフロントエンドモジュール３９２０の簡略化した上から見た構成図である。
【０１１４】
　化学物質及び脱イオン水に曝されるため、フロントエンドモジュール３８２０及び３９
２０を構成する及び組み立てるのに使用される材料は、そのような化学物質及び脱イオン
水との接触に耐えるように選択される。例えば、構成部品は、次のものから構成される。
予想される化学物質に耐性があるプラスチックに含まれ、これに限定されないが、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリフェ
ニレン硫化物（ＰＰＳ）、ステンレススチール（例えば、３００シリーズステンレススチ
ール、１７－４ＰＨステンレススチール等）、陽極酸化及び／又はテフロンコートアルミ
ニウム、パウダーコートされたアルミニウム、パウダーコートされたスチール缶（例えば
、フレームのような濡れない構成部品）及び他のそのような材料である。同様な材料もま
た、フロントエンドモジュール３８２０及び３９２０と協働する研磨モジュール１２２に
おいて、これに限定されないが、例えば、器具、バルブ、管類、ハードウエア、及び他の
構成部品のような構成部品のために使用される。
【０１１５】
　ＤＩＤＯフロントエンドモジュール及びそれらの構成部品は、期待される工業上の安全
基準に適合及び／又は超えるように設計及び構成され、例えば、セミコンダクタ　エクイ
ップメント　アンド　インターナショナル（ＳＥＭＩ）基準Ｓ２，Ｓ８及びＦ４７、ＣＥ
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基準、ファクトリ　ミューチュアル　リサーチ　コーポレーション（ＦＭＲＣ）（例えば
、ＦＭ４９１０）及び／又は他の基準である。さらに、フロントエンドモジュールは、使
用される電気部品が化学物質及び／又は脱イオン水の飛び散り及び滴りに曝されないよう
に構成される。フロントエンドのクリーナ及びハンドリングセクションは、緊急停止（Ｅ
ＭＯ）回路のための接続を統合する（ＣＥ適合装置を通して）コネクタを搭載したパネル
を与えることができる。ＥＭＯ回路の起動、フロントエンド（及び処理モジュールの一部
の実施態様）は、一般的には、構成部品を潜在的に危険にさらす電力を除去する。一般的
には、フロントエンドモジュールは、処理モジュールと同様に、フロントエンド（及び処
理モジュール）内に適切なレベルの電光を与える光源（例えば、ユーザ設定可能なライト
タワー）を含む。ＣＥ適合インターロックシステムは、フロントエンドモジュールへのド
ア入り口へ組み込まれ、これらはＥＭＯ回路から分離している。
【０１１６】
　ユーザインターフェースは、一部の実施形態では、グラフィカルユーザインターフェー
ス（ＧＵＩ）モニタを通して実施される。一部の実施形態では、ストラスバーグＧＵＩモ
ニタが使用され（例えば、パーツ番号３００６３７、１１０Ｖ交流を供給し、タッチスク
リーン動作し、１５インチ最小モニタ、カラーディスプレイ、配置に関してＳＥＭＩに適
合）、取り外し可能な記憶装置（例えば、コンパクトディスクドライブ、デジタルバーサ
タイルディスクドライブ、フロッピードライブ及び／又は他のドライブ）を含み、データ
、ソフトウエア等（例えば、レシピポータビリティ）の保存及び取り込みを許容している
。一部の実施形態では、主要なＧＵＩがフロントエンドモジュールに配置され、第２のＧ
ＵＩが処理モジュール内又はシステムから離れて配置され得る。スイッチは、一のＧＵＩ
から他へツールのトグル制御に使用されることができ、しかしながら、一般的には、一の
ＧＵＩが所定の時間でツールを制御する。ＧＵＩは、固定された単位で、メートル法、英
語及び／又はＳＩ単位の混合で必要に応じて表示する。一部の実施形態では、ＧＵＩはさ
らにシステム１２０内のウエハが存在する場所で、グラフィックのウエハ追従指示を提供
する。
【０１１７】
　フロントエンドモジュール３８２０，３９２０の設置面積は、相対的に小さく、一部の
例では、最小に保たれる。例えば、２つのＦＯＵＰ　ＦＥＭ３８２０（選択的なクリーナ
及び微粒子測定システムを含まない）は、７９．５インチ（幅）×３１．５インチ（深さ
）×８９インチ（高さ）であり得る（これらの寸法は、筐体の前部からのポッドドアオー
プナの突出部を含まない）。
【０１１８】
　上記したように、一部のフロントエンドモジュールは、ウエハがフロントエンド内で追
従するところの領域又は場所に沿ってウエハ表面の４インチ上で測定されたとき、ＩＳＯ
の清浄度のクラス２又はそれよりも良い（クラス１０００未満又はそれより良い周囲条件
）を持つように構成される。この清浄度の検査は、フロントエンドでドライで実行され得
る。フロントエンドが清浄を維持し、そして、研磨モジュールによって汚染されないよう
に、あるいは、オペレータドアが開いているときに、積極的な加圧及び空気流が採用され
得る。フロントエンドの内側と外側との間の最小の圧力差が維持され、例えば、メインテ
ナンスドアが閉じた状態で約０．０１インチ水、そして、メインテナンスドアが開いてい
るときに約０．００４インチ水の圧力差である。
【０１１９】
　ＤＩＤＯフロントエンドモジュール３８２０，３９２０のためのウエハのインプット及
びアウトプットは、一般的には、ＦＯＵＰ及び他の同様なキャリアである。一部の実施形
態は、ＦＯＵＰドア開放機構へ統合されたウエハカセット走査をさらに含む。走査方法は
、例えば、スルービームタイプで実施され得る。同様に、他のツールの構成は、ＳＭＩＦ
又はオープンカセット（ウエット及びドライ）を使用しても良い。
【０１２０】
　上述したように、ロボットは、ウエハをＦＯＵＰから取り出し、ウエハを搬送し、そし
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て、ウエハをＦＯＵＰに戻すために、一又はそれ以上のエンドエフェクタを使用する。複
数軸ロボットは、フロントエンドモジュール内でウエハを様々なステーションへ向けて及
び様々なステーションから移動するのに使用される。ロボットは、ＦＯＵＰ内の２枚の他
のウエハの間でウエハを取り出し又は配置するように構成され得る。一般的に動作中は、
ロボットは最も高い又は最も低いウエハ（例えば、カスタマー選択可能である）を引き、
それぞれＦＯＵＰのウエハを通して下又は上に進む。一般的には、エンドエフェクタは、
エッジ接触エフェクタとして実施される。ウエハスロットの完全性が維持される。ロボッ
トは、さらに、清浄を汚染するのを回避するように構成され、水と共にウエハを乾燥させ
る。それゆえに、クリーンでドライなエンドエフェクタが開放されたＦＯＵＰに入るのに
使用される。以下の構成及び／又は方法はこれを達成するのに使用され得る： 一又は２
つのアームに搭載されたドライ及びウエットハンドリングのための２つの別々のエンドエ
フェクタの使用；一つがドライのため一つがウエットウエハハンドリングのための２つの
別々のロボットの使用；及び／又は、一のエンドエフェクタの使用及びそのエンドエフェ
クタをクリーニングしそして乾燥させる方法を組み込む。一般的には、ウエットエンドエ
フェクタは、ウエハを１８０度反転させることができるように構成される。ウエットエン
ドエフェクタは、機械の研磨セクションへ到達したとき、脱イオン水及び希薄なスラリー
で満たされることができ、そして、したがって、一般的にはウエット／腐食性の環境の中
で相性がよいように構成される（しかし、選択的なエンドエフェクタ及び反転メカニズム
が採用されたときにより少ない程度までは曝されても良い）。
【０１２１】
　測定システムは、ウエハの研磨前後の測定のためにフロントエンドモジュールへ組み込
まれるＮｏｖａ測定システム（例えば、Ｎｏｖａ３０３０測定システム）のような一又は
それ以上の装置を通して実施される。測定装置は、一般的には選択的な特徴である。測定
レシピは、ソフトウエア（例えば、Ｎｏｖａソフトウエア）を通してユーザ設定可能であ
る。測定装置のためのＧＵＩは、ＧＵＩタッチスクリーンの中で統合される。マニュアル
スイッチ又はキーのいずれかは、測定システムがスクリーンを制御するのに使用される。
測定システムの上に配置されたハンドリング部品は、上はを水へ及び水の中から下降及び
上昇させ、ロボットのためのウエハＩ／Ｏポイントを提供する。測定システムハンドラは
、エッジにより及び／又は真空スタイルチャック又はエンドエフェクタを用いることによ
りウエハに接触し、ウエハハンドリング部品はウエハのためのウエットバッファステーシ
ョンとしても使用され、ドライからウエットエンドエフェクタハンドリングを搬送する配
置もまた同様である。一部の実施形態は、機械が測定システムにおけるバックアップが原
因で停止したとき、オペレータに設定可能なアラームを介して知らせ、及び／又は閉ルー
プ制御（ＣＬＣ）を含めることができる。
【０１２２】
　選択的なウエットバッファステーションは、ウエハがクリーニングされる前に乾燥する
のを回避することに含められることができる。バッファステーションは、少なくとも十分
なスロットを含んでおり、いつでも製造過程であり得る定義された最大量のウエハを保持
する。例えば、６ＥＨに関して、バッファのためのこのウエハの数は８である。噴霧器は
、緩衝化されたウエハの表面をウエットに維持するために、バッファに対して効果的に配
置される。ウエットバッファステーションは、クリーナ又は測定システムが直ちにウエハ
のクリーニング又は測定に利用できないときに使用され、マシーン故障の場合に、自動化
されたシーケンスは、ウエットバッファ内の処理中のウエハを配置し、それは、そのとき
、クリーニングされ、そして、ＦＯＵＰ及び他の状況又は計画へ戻される。
【０１２３】
　選択的なクリーナは、一部の実施形態では、例えば、コントレイドのコルウェットクリ
ーナを通して実施される。コルウェットは、それ自身のコントローラとソフトウエアを含
み、コントローラに使用するクリーナを統合する、及び、システムでコントローラを使用
するユニットをコントロールすることのいずれかを許容する。クリーナＧＵＩは、システ
ムＧＵＩへ統合されている。マニュアルスイッチ又はキーは、クリーナとシステムＧＵＩ
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環境の間で切り換える。コルウェットのソフトウエアは、システムソフトウエハへ統合さ
れてもよい。クリーナは、ＨＦ化学物資を安全に取り扱うように構成され得る。
【０１２４】
　研磨前のウエハのためのウエハシーケンスプロセスは、以下が含まれる：ドライエンド
エフェクタ使用するＦＯＵＰカセットからウエハを取り出す（ウエハはＦＯＵＰにおいて
装置サイドが上であると仮定する）；ウエハを搬送ステーション内に配置する；ウエット
エンドエフェクタに変える；ウエットエンドエフェクタを使用する搬送ステーションから
ウエハを取り除く；ウエハを反転させる（例えば、装置サイドは現在は下向きである）；
ウエハをロードステーション２３０へ配置する；ウエハは研磨のためにスピンドル２４０
／キャリア２４４によりピックアップされる（例えば、約２．５分に等しい研磨時間の間
）；研磨されていないウエハは研磨のための準備で連続的にロードステーションへ配置さ
る（それが使用できるようになるとき）。研磨後にウエハを取り出すウエハシーケンスプ
ロセスは、以下が含まれる：研磨後、スピンドル／キャリアは、アンロードステーション
２３２へウエハを配置する；ウエットエンドエフェクタを使用するアンロードステーショ
ンからウエハを取り出す；ウエハを測定システム内に配置する；ウエハを測定する（例え
ば、約１分の処理時間）；ウエハをウエットエンドエフェクタを使用する測定システムか
ら取り出す；ウエハを反転させる（装置サイドは現在上向き）；ウエハをクリーナへ配置
；クリーナがウエハをスクラブする例えば、約１分の処理時間）；ドライエンドエフェク
タへ切り替える；ドライエンドエフェクタを使用するクリーナからウエハを取り出す；ウ
エハをＦＯＵＰカセットの中に配置する；研磨されたウエハは、連続的にアンロードステ
ーションからＦＯＵＰへ移動される。上記のシーケンスに対するバリエーションは、以下
が含まれる：測定システムは研磨ウエハを測定し、それが仕様の範囲外かを決定し、そし
て、ウエハは再研磨のためにロードステーションへ戻って配置されてもよい；測定システ
ムはあるパーセンテージの研磨ウエハを測定してもよく、そこで、一部のパーセンテージ
のウエハはアンロードステーションからクリーナへ直接に進んでも良い（測定システムを
スキップする）；一部又は全部のウエハは、測定システムにより前もって測定されてもよ
く、ウエハはＦＯＵＰからドライエンドエフェクタと共に取られ、搬送ステーションに配
置され、ウエットエンドエフェクタと共にピックアップされ、反転され、そして、測定装
置内に測定のために配置され、そこで、測定後、ウエハはロードステーションに配置され
、及び／又は他のバリエーションである。
【０１２５】
　上で与えられた処理時間は、処理時間の一例であり、しかし、処理、ウエハのタイプ、
及び他のパラメータに依存して変化し得る。一部の実施態様では、処理時間は、設定可能
に使用できる。例えば、研磨時間は、一般的には約１から５分（２．５分は共通で、しか
しオーバヘッドはあと－０．５分加える）の間で変化する；測定時間は、約１から２分（
１分は共通）の間で変化し得る；クリーン時間は約１から２分（１分は共通）の間で変化
し得る。
【０１２６】
　フロントエンドモジュールへ供給された電力は変化し得る。例えば、クリーナへ供給さ
れた電力及びシステムによるフロントエンドハンドリングセクションは、２０８，３８０
又は４６０Ｖ交流３相であることができる。一般的には、シングルポイント電力インター
フェースが使用される。システム１２０は、付加的に、データ通信能力を含むことが可能
である。処理モジュールコントローラとフロントエンドモジュールコントローラとの間の
データ転送は、ＲＪ４５コネクタを通して発生することができ、そして、イーサネットＴ
ＣＰ／ＩＰプロトコルを使用する。フロントエンドモジュールは、ＥＭＯ回路、ストップ
モーション、ＧＵＩ等のような他のインテーフェース接続を含めることができる。フロン
トエンドは、セル内でウエハの移動を追跡しなければならない、そして、システムコント
ローラ又は中央処理ユニットへフィードバックを与える。フロントエンドへのシステムコ
ントローラからの指令は、一般的に高いレベルで発生し、一方でフロントエンドモジュー
ル内の構成部品の動きは、フロントエンド内の独立したコントローラにより制御される。
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フロントエンドコントローラは、物理的にフロントエンドモジュール内に配置される。さ
らに、ＦＯＵＰ　ＰＤＯは、ＯＧＶハンドリングユニットと通信するＥ８４パラレルイン
ターフェースをもち得る。
【０１２７】
　２つの構成部品、フロントエンドモジュール１２４及び処理モジュール１２２内のシス
テム１２０の構成は、システムがより簡易に運搬されるのを許容する。さらに２つのモジ
ュールは、システムが特定ユーザの実施のためにより正確にカスタマイズされることを許
容する。さらにまた、分離可能なモジュールは、一のモジュール（例えば、処理モジュー
ル）が構築されるのを許容し、一方で、他のモジュール（例えば、フロントエンドモジュ
ール）は設計される。
【０１２８】
　一部の実施形態は、２０００年４月４日に提出され、化学機械平坦化ツール力のキャリ
ブレーション方法及びシステムと題される米国特許出願番号１１／０４６，５０２の観点
からさらに理解され、その全体が参照によりここに組み込まれ、そして、２０００年４月
４日に提出された米国特許６，０４５，７１６号及び２００２年３月１２日に提出された
６，３５４，９２６号はそれぞれそれらの全体が参照されることによりここに組み込まれ
る。
【０１２９】
　ここで開示された発明は特定の実施形態及び出願により記述され、変形例は当業者者に
より本発明の特許請求範囲から逸脱しない範囲に形成され得る。
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