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(57)【要約】
　処理チャンバ用のチャンバコンポーネントを製造する
ために、アルミニウムコーティングが、不純物を含む物
品上に形成され、アルミニウムコーティングは、実質的
に不純物を含まない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理チャンバ用チャンバコンポーネントの製造方法であって、
　不純物を含む物品上に、実質的に不純物を含まないアルミニウムコーティングを形成す
る工程を含む方法。
【請求項２】
　アルミニウムコーティングは、約０．８ミル～約５ミルの範囲内の厚さを有する請求項
１記載の方法。
【請求項３】
　アルミニウムコーティングを陽極酸化し、これによって陽極酸化層を形成する工程を含
む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　陽極酸化層は、アルミニウムコーティングの厚さの約３０％～約７０％の範囲内の厚さ
を有する請求項３記載の方法。
【請求項５】
　陽極酸化層の表面粗さは、約４０マイクロインチである請求項３記載の方法。
【請求項６】
　物品は、アルミニウム、銅、又はマグネシウムのうちの少なくとも１つの合金を含む請
求項１記載の方法。
【請求項７】
　アルミニウムコーティングを形成する工程は、電気メッキを実行する工程を含む請求項
１記載の方法。
【請求項８】
　処理チャンバ用のチャンバコンポーネントであって、
　不純物を含む物品と、
　物品上のアルミニウムコーティングであって、実質的に不純物を含まないアルミニウム
コーティングを含むチャンバコンポーネント。
【請求項９】
　アルミニウムコーティングは、約０．８ミル～約５ミルの範囲内の厚さを有する請求項
８記載のチャンバコンポーネント。
【請求項１０】
　アルミニウムコーティングは、約０．４ミル～約４ミルの範囲内の厚さを有する請求項
８記載のチャンバコンポーネント。
【請求項１１】
　陽極酸化層の表面粗さは、約４０マイクロインチである請求項８記載のチャンバコンポ
ーネント。
【請求項１２】
　陽極酸化層の約半分が、陽極酸化中にアルミニウムコーティングの転換から形成される
請求項１０記載のチャンバコンポーネント。
【請求項１３】
　物品は、アルミニウム、銅、又はマグネシウムのうちの少なくとも１つの合金を含む請
求項８記載のチャンバコンポーネント。
【請求項１４】
　物品は、セラミックス材料を含む請求項８記載のチャンバコンポーネント。
【請求項１５】
　アルミニウムコーティングは、物品上に電気メッキされる請求項８記載のチャンバコン
ポーネント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示の実施形態は、概して、アルミニウムコーティングされた物品及び基板にアルミ
ニウムコーティングを塗布するためのプロセスに関する。
【背景】
【０００２】
　半導体産業では、ますます減少するサイズの構造を作る多くの製造プロセスによって、
デバイスは製造される。いくつかの製造プロセスは、粒子を生成する可能性があり、これ
はしばしば、処理される基板を汚染し、デバイスの欠陥に寄与する。デバイスの幾何学形
状が縮小するにつれて、欠陥への感受性は増加し、粒子汚染物質の要件はより厳しくなる
。したがって、デバイスの幾何学形状が縮小するにつれて、粒子汚染の許容レベルは低下
する可能性がある。
【概要】
【０００３】
　一実施形態では、アルミニウムコーティングが、物品上に形成され、アルミニウムコー
ティングは、陽極酸化層を形成するために陽極酸化される。陽極酸化層は、アルミニウム
コーティングの厚さの４０％～６０％の範囲内の厚さを有することができる。陽極酸化層
はまた、アルミニウムコーティングの厚さの最大２～３倍の厚さを有することができる。
【０００４】
　一実施形態では、アルミニウムは、高純度アルミニウムである。アルミニウムコーティ
ングは、約０．８ミル～約４ミルの範囲内の厚さを有することができる。陽極酸化層は、
約０．４～約４ミクロンの範囲内の厚さを有することができる。一実施形態では、陽極酸
化層の表面粗さは、約４０マイクロインチである。
【０００５】
　一実施形態では、物品は、アルミニウム、銅、マグネシウム、アルミニウム合金（例え
ば、Ａｌ６０６１）、又はセラミックス材料のうちの少なくとも１つを含むことができる
。
【０００６】
　一実施形態では、アルミニウムコーティングは、電気メッキすることによって形成され
る。陽極酸化層の約半分は、陽極酸化中にアルミニウムコーティングの転換から形成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本開示は、添付図面の図の中で、限定としてではなく、例として示され、同様の参照符
号は同様の要素を示す。この開示における「一」又は「１つの」実施形態への異なる参照
は、必ずしも同じ実施形態への参照ではなく、そのような参照は、少なくとも１つを意味
することに留意すべきである。
【図１】本発明の一実施形態に係る、製造システムの例示的な基本設計概念を示す。
【図２】本発明の一実施形態に係る、アルミニウムで導電性物品を電気メッキするための
プロセスを示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る、アルミニウムコーティングされた導電性物品を陽極
酸化するためのプロセスを示す。
【図４】本発明の一実施形態に係る、アルミニウムコーティングされた導電性物品を製造
するためのプロセスを示す。
【図５】導電性物品上のアルミニウムコーティングの一実施形態の断面図を示す。
【図６】導電性物品上のアルミニウムコーティング及び陽極酸化層の一実施形態の断面図
を示す。
【実施形態の詳細な説明】
【０００８】
　本開示の実施形態は、アルミニウムコーティングを有する物品（例えば、半導体製造で
使用するための物品）をコーティングするためのプロセス、及びそのようなコーティング
プロセスを用いて作成された物品に向けられている。一実施形態では、物品は、コーティ
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ングされ、その後、コーティングの少なくとも一部が陽極酸化される。例えば、物品は、
処理機器（例えば、エッチング装置、洗浄装置、加熱炉等）用のチャンバの、シャワーヘ
ッド、カソードスリーブ、スリーブライナドア、カソードベース、チャンバライナ、静電
チャックベース等とすることができる。一実施形態では、チャンバは、プラズマエッチン
グ装置又はプラズマ洗浄装置用である。一実施形態では、これらの物品は、アルミニウム
合金（例えば、Ａｌ６０６１）、他の合金、金属、金属酸化物、セラミックス、又は他の
任意の適切な材料で形成することができる。物品は、導電性物品（例えば、アルミニウム
合金）、又は、非導電性又は絶縁性の物品（例えば、セラミックス）とすることができる
。
【０００９】
　陽極酸化用のパラメータは、物品からの粒子汚染を低減するように最適化することがで
きる。アルミニウムコーティングされた物品の性能特性は、比較的長い寿命、及び低いオ
ンウェハ粒子及び金属汚染を含むことができる。
【００１０】
　アルミニウムコーティングされた導電性物品を参照した本明細書に記載される実施形態
は、プラズマリッチのプロセスのための処理チャンバ内で使用される場合、粒子汚染及び
オンウェハの金属汚染を減少させることができる。しかしながら、本明細書で議論される
アルミニウムコーティングされた物品は、他のプロセス（例えば、非プラズマエッチング
装置、非プラズマ洗浄装置、化学蒸着（ＣＶＤ）チャンバ、物理蒸着（ＰＶＤ）チャンバ
等）用の処理チャンバ内で使用される場合もまた、粒子汚染の低減を提供することができ
ることを理解すべきである。
【００１１】
　用語「約」又は「およそ」は、本明細書で使用される場合、これらは、提示された公称
値が±１０％以内で正確であることを意味することを意図している。本明細書に記載され
る物品は、プラズマに曝露される他の構造物であってもよい。
【００１２】
　図１は、製造システム１００の例示的な基本設計概念を示す。製造システム１００は、
半導体製造に使用するための物品を製造するためのシステムとすることができる。一実施
形態では、製造システム１００は、機器自動化層１１５に接続された処理機器１０１を含
む。処理機器１０１は、１以上の湿式洗浄装置１０３、アルミニウムコーティング装置１
０４及び／又は陽極酸化装置１０５を含むことができる。製造システム１００は、機器自
動化層１１５に接続された１以上のコンピューティングデバイス１２０を更に含むことが
できる。代替実施形態では、製造システム１００は、より多く又はより少ないコンポーネ
ントを含むことができる。例えば、製造システム１００は、機器自動化層１１５又はコン
ピューティングデバイス１２０無しに、手動操作（例えば、オフライン）の処理機器１０
１を含んでもよい。
【００１３】
　湿式洗浄装置１０３は、湿式洗浄プロセスを使用して物品（例えば、導電性物品）を洗
浄する洗浄装置である。湿式洗浄装置１０３は、基板を洗浄するために基板が内部に浸漬
される、液体で満たされた湿式浴を含む。湿式洗浄装置１０３は、洗浄効率を向上させる
ために、洗浄中に超音波を用いて湿式浴を撹拌することができる。これを、本明細書内で
は、湿式浴の超音波処理と呼ぶ。
【００１４】
　一実施形態では、湿式洗浄装置１０３は、脱イオン（ＤＩ）水浴を用いて物品を洗浄す
る第１湿式洗浄装置と、アセトン浴を用いて物品を洗浄する第２湿式洗浄装置を含む。両
方の湿式洗浄装置１０３は、洗浄プロセス中に浴槽を超音波処理することができる。湿式
洗浄装置１０３は、処理中に、複数の段階で物品を洗浄することができる。例えば、湿式
洗浄装置１０３は、基板が粗面化された後、アルミニウムコーティングが基板に塗布され
た後、物品が処理内で使用された後等に、物品を洗浄することができる。
【００１５】
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　他の実施形態では、物品を洗浄するために、代替タイプの洗浄装置（例えば、乾式洗浄
装置）を使用することができる。乾式洗浄装置は、熱を印加する、ガスを印加する、プラ
ズマを印加する等によって、物品を洗浄することができる。
【００１６】
　アルミニウムコーティング装置１０４は、物品の表面にアルミニウムコーティングを塗
布するように構成されたシステムである。一実施形態では、アルミニウムコーティング装
置１０４は、以下でより詳細に説明される、アルミニウムを含む電気メッキ浴中に物品が
浸漬される場合に、物品に電流を印加することによって物品（例えば、導電性物品）上に
アルミニウムをメッキする電気メッキシステムである。ここで、導電性物品は、浴中に浸
漬されるため、物品の表面は、均一にコーティングすることができる。代替実施形態では
、アルミニウムコーティング装置１０４は、アルミニウムコーティングを塗布するための
他の技術（例えば、物理蒸着（ＰＶＤ）、化学蒸着（ＣＶＤ）、ツインワイヤアーク溶射
、イオン蒸着、スパッタリング、及びコールドスプレー）を使用することができる。
【００１７】
　一実施形態では、陽極酸化装置１０５は、アルミニウムコーティング上に陽極酸化層を
形成するように構成されたシステムである。例えば、物品（例えば、導電性物品）は、（
例えば、硫酸又はシュウ酸を含む）陽極酸化浴に浸漬され、物品がアノードとなるように
、電流が物品に印加される。その後、陽極酸化層が、物品上のアルミニウムコーティング
上に形成され、これは、以下でより詳細に説明される。
【００１８】
　機器自動化レイヤー１１５は、製造機械１０１の一部又は全部をコンピューティングデ
バイス１２０と、他の製造機械と、計測ツール及び／又は他のデバイスと相互接続するこ
とができる。機器自動化レイヤー１１５は、ネットワーク（例えば、ロケーションエリア
ネットワーク（ＬＡＮ））、ルータ、ゲートウェイ、サーバ、データストアなどを含むこ
とができる。製造機械１０１は、ＳＥＭＩ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄ／Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｍｏｄｅｌ（ＳＥ
ＣＳ／ＧＥＭ）インタフェースを介して、イーサネット（登録商標）インタフェースを介
して、及び／又は他のインタフェースを介して、機器自動化レイヤー１１５に接続するこ
とができる。一実施形態では、機器自動化レイヤー１１５は、プロセスデータ（例えば、
プロセス実行中に製造機械１０１によって収集されたデータ）をデータストア（図示せず
）に保存可能にする。代替の一実施形態では、コンピューティングデバイス１２０は、１
以上の製造機械１０１に直接接続する。
【００１９】
　一実施形態では、一部又は全部の製造機械１０１は、プロセスレシピをロード、ストア
、及び実行することができるプログラマブルコントローラを含む。プログラマブルコント
ローラは、製造機械１０１の温度設定、ガス及び／又は真空の設定、時間の設定等を制御
することができる。プログラマブルコントローラは、メインメモリ（例えば、リードオン
リーメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲ
ＡＭ）、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）など）、及び／又は二次メモ
リ（例えば、データ記憶装置（例えば、ディスクドライブ））を含むことができる。メイ
ンメモリ及び／又は二次メモリは、本明細書に記載の熱処理プロセスを実行するための命
令を記憶することができる。
【００２０】
　プログラマブルコントローラはまた、メインメモリ及び／又は二次メモリに（例えば、
バスを介して）結合された処理デバイスを含み、これによって命令を実行することができ
る。処理デバイスは、汎用処理デバイス（例えば、マイクロプロセッサ、中央処理装置等
）であってもよい。処理デバイスはまた、専用処理デバイス（例えば、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）、ネットワークプロセッサ等）であってもよい。一実施形態では、
プログラマブルコントローラは、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）である
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。
【００２１】
　図２は、本発明の一実施形態に係る、アルミニウムを有する物品（例えば、導電性物品
）を電気メッキするためのプロセスを示す。電気メッキは、純度９９．９９を有するアル
ミニウム層を生成することができる。電気メッキは、電極（例えば、物品２０３）上に金
属コーティングを形成するための溶解した金属カチオンを減少させるために電流を用いる
プロセスである。物品２０３は、カソードであり、アルミニウム本体２０５（例えば、高
純度アルミニウム）は、アノードである。両方のコンポーネントは、１以上の溶解した金
属塩並びに電気の流れを可能にする他のイオンを含む電解液を含むアルミニウムメッキ浴
２０１中に浸漬される。電流供給装置２０７（例えば、電池又は他の電源）は、物品２０
３に直流を供給し、金属原子が溶液中に溶解するように、アルミニウム本体２０５の金属
原子を酸化する。電解液中に溶解した金属イオンは、溶液と物品２０３の間の界面で低減
され、これによって物品２０３上にメッキし、アルミニウムメッキ層を形成する。アルミ
ニウムメッキは、典型的には滑らかである。例えば、アルミニウムメッキは、約２０マイ
クロインチ～約２００マイクロインチの表面粗さ（Ｒａ）を有することができる。
【００２２】
　一実施形態では、アルミニウムメッキ層の厚さは、コスト削減と陽極酸化のための十分
な厚さの両方に対して最適化される。陽極酸化層の厚さの半分は、アルミニウムメッキ層
の厚さの消費に基づくことができる。一実施形態では、陽極酸化層は、アルミニウム層の
すべてを消費する。こうして、アルミニウム層の厚さは、陽極酸化層の目標厚さの半分と
することができる。別の一実施形態では、アルミニウムメッキ層は、陽極酸化層の所望の
厚さの２倍の厚さを有するように形成することができる。アルミニウムメッキ層の他の厚
さもまた使用することができる。一実施形態では、アルミニウムメッキ層は、５ミルの厚
さを有する。一実施形態では、アルミニウムメッキ層は、約０．８ミル～約４ミルの範囲
内の厚さを有する。なお、電気メッキ以外のアルミニウムコーティングプロセスもまた、
他の実施形態において使用することができることに留意すべきである。
【００２３】
　図３は、一実施形態に係る、アルミニウムコーティングされた物品３０３を陽極酸化す
るためのプロセスを示す。なお、いくつかの実施形態では、陽極酸化は実行されないこと
に留意すべきである。例えば、物品３０３は、図２の物品２０３とすることができる。陽
極酸化は、物品３０３の表面の微細組織を変える。陽極酸化プロセスに先立ち、物品３０
３は、硝酸浴中で洗浄される、又は酸の混合物中で磨かれる（すなわち、陽極酸化の前に
、化学処理（例えば、脱酸素）を受ける）ことができる。
【００２４】
　物品３０３は、カソード本体３０５と共に、酸性溶液を含む陽極酸化浴３０１内に浸漬
される。使用することができるカソード本体の例は、アルミニウム合金（例えば、Ａｌ６
０６１及びＡｌ３００３）及び炭素体を含む。陽極酸化層は、物品がアノード（正電極）
である場合、電流供給装置３０７（例えば、電池又は他の電源）を介して、電解液を通し
て電流を流すことによって物品３０３上に成長する。電流は、カソード本体（例えば、負
電極）で水素を放出し、物品３０３の表面で酸素を放出し、これによって酸化アルミニウ
ムを形成する。一実施形態では、種々の溶液を用いて陽極酸化を可能にする電圧は、一実
施形態では、１～３００Ｖの範囲にあり、又は別の一実施形態では、１５～２１Ｖにある
ことが可能である。陽極酸化電流は、陽極酸化されるアルミニウム本体３０５の面積によ
って異なり、３０～３００アンペア／メートル２（２．８～２８アンペア／ｆｔ２）の範
囲とすることができる。
【００２５】
　酸性溶液は、物品の表面（例えば、アルミニウムコーティング）を溶解（すなわち、消
費又は転換）し、これによって柱状ナノ細孔のコーティングを形成し、陽極酸化層は、ナ
ノ細孔のこのコーティングから成長し続ける。柱状ナノ細孔は、直径が１０～１５０ｎｍ
とすることができる。酸性溶液は、シュウ酸、硫酸、又はシュウ酸と硫酸の組み合わせと
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することができる。シュウ酸に対して、陽極酸化層の成長に対する物品の消費比率は、約
１：１である。硫酸に対して、陽極酸化層の成長に対する物品の消費比率は、約２：１で
ある。電解質濃度、酸性度、溶液温度、及び電流は、一貫した酸化アルミニウム陽極酸化
層を形成するように制御される。一実施形態では、陽極酸化層は、最大４ミルの厚さを有
することができる。一実施形態では、陽極酸化層は、０．４ミルの最小厚さを有する。一
実施形態では、陽極酸化層は、アルミニウムコーティングの厚さの４０％～６０％の間の
範囲内の厚さを有する。一実施形態では、陽極酸化層は、アルミニウムコーティングの厚
さの３０％～７０％の間の範囲内の厚さを有するが、陽極酸化層は、アルミニウムコーテ
ィングの他の割合の厚さを有することができる。一実施形態では、アルミニウム層のすべ
てが陽極酸化される。したがって、陽極酸化層は、（シュウ酸を使用して実行された陽極
酸化に対して）アルミニウムコーティングの厚さの２倍、又は（硫酸を使用して実行され
た陽極酸化に対して）アルミニウムコーティングの厚さの約１．５倍の厚さを有すること
ができる。
【００２６】
　一例では、陽極酸化を行うためにシュウ酸が使用される場合、アルミニウムコーティン
グは、最初４ミルの厚さであり、得られた陽極酸化層は、４ミルの厚さとすることができ
、陽極酸化後に得られたアルミニウムコーティングは、２ミルの厚さとすることができる
。別の一例では、陽極酸化を行うために硫酸が使用される場合、アルミニウムコーティン
グは、最初４ミルの厚さであり、得られた陽極酸化層は、３ミルの厚さとすることができ
、陽極酸化後に得られたアルミニウムコーティングは、２ミルの厚さとすることができる
。一実施形態では、陽極酸化のために硫酸が使用される場合、より厚いアルミニウムコー
ティングが使用される。
【００２７】
　一実施形態では、電流密度は、陽極酸化層の非常に緻密なバリア層部分を成長させるた
めに、最初は高く、その後、電流密度は、陽極酸化層の多孔質柱状層部分を成長させるた
めに低減される。陽極酸化層を形成するためにシュウ酸が使用される一実施形態では、空
孔率は、約４０％～約５０％の範囲内にあり、孔は、約２０ｎｍ～約３０ｎｍの範囲内の
直径を有する。陽極酸化層を形成するために硫酸が使用される一実施形態では、空孔率は
、最大約７０％とすることができる。
【００２８】
　一実施形態では、陽極酸化層の表面粗さ（Ｒａ）は、約４０マイクロインチであり、こ
れは物品の粗さと同様である。一実施形態では、表面粗さは、硫酸で陽極酸化した後、２
０～３０％増加する。
【００２９】
　一実施形態では、アルミニウムコーティングは、約１００％陽極酸化される。一実施形
態では、アルミニウムコーティングは、陽極酸化されない。
【００３０】
　表Ａは、Ａｌ６０６１物品、陽極酸化されたＡｌ６０６１物品、Ａｌ６０６１物品上に
アルミニウムメッキ層を含むアルミニウムコーティング、及びＡｌ６０６１物品上にアル
ミニウムメッキ層を含む陽極酸化されたアルミニウムコーティング内における金属不純物
を検出するために使用されたレーザアブレーション誘導結合プラズマ質量分析（ＩＣＰＭ
Ｓ）の結果を示す。この例では、アルミニウムメッキ層は、電気メッキを介して塗布され
、陽極酸化は、シュウ酸浴中で起こる。Ａｌ６０６１物品上の陽極酸化されたアルミニウ
ムメッキ層は、最低レベルの不純物を示している。
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【表Ａ】

【００３１】
　図４は、本開示の実施形態に係る、アルミニウムコーティングされた物品を製造するた
めの方法４００を示すフローチャートである。図１に記載されるように、プロセス４００
の操作は、様々な製造機械によって実行することができる。プロセス４００は、アルミニ
ウムを任意の物品にコーティングするために適用することができる。
【００３２】
　ブロック４０１では、物品（例えば、少なくとも導電性部分を有する物品）が提供され
る。例えば、物品は、アルミニウム合金（例えばＡｌ６０６１）、他の合金、金属、金属
酸化物、又はセラミックスから形成された導電性物品とすることができる。物品は、処理
チャンバ内で使用するための、シャワーヘッド、カソードスリーブ、スリーブライナドア
、カソードベース、チャンバライナ、静電チャックベース等とすることができる。
【００３３】
　ブロック４０３では、物品が、一実施形態に係るコーティング用に準備される。物品の
表面は、表面を粗面化、平滑化、又は洗浄することによって変質させることができる。
【００３４】
　ブロック４０５では、物品は、アルミニウムでコーティング（例えば、メッキ）される
。例えば、図２を関連して同様に説明したように、物品は、アルミニウムで電気メッキす
ることができる。他の例では、コーティングは、物理蒸着（ＰＶＤ）、化学蒸着（ＣＶＤ
）、ツインワイヤアーク溶射、イオン蒸着、スパッタリング、及びコールドスプレーによ
って塗布することができる。
【００３５】
　一実施形態によれば、ブロック４０７では、アルミニウムコーティングを有する物品は
、洗浄される。例えば、物品は、表面酸化を除去するために物品を硝酸中へ浸漬すること
によって洗浄することができる。
【００３６】
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　一実施形態によれば、ブロック４０９では、アルミニウムコーティングを有する物品は
、陽極酸化される。例えば、物品は、図３を関連して同様に説明したように、シュウ酸又
は硫酸の浴中で陽極酸化することができる。
【００３７】
　図５は、電気メッキを介して塗布されたアルミニウムコーティング５０３を有するＡｌ
６０６１物品５０１の断面視の、５０ミクロンスケールが図示される約１０００倍の倍率
での走査型電子顕微鏡写真５００を示す。アルミニウムメッキ層の厚さは、約７０ミクロ
ンである。
【００３８】
　図６は、電気メッキを介して塗布されたアルミニウムコーティング６０３と、シュウ酸
浴中で形成された陽極酸化層６０５を有するＡｌ６０６１物品６０１の断面視の、２０ミ
クロンスケールが図示される約８００倍の倍率での走査型電子顕微鏡写真６００を示す。
アルミニウムメッキ層の厚さは、約５５ミクロンであり、陽極酸化層の厚さは、約２５ミ
クロンである。
【００３９】
　前述の説明は、本開示のいくつかの実施形態の良好な理解を提供するために、具体的な
システム、構成要素、方法等の例などの多数の具体的な詳細を説明している。しかしなが
ら、本開示の少なくともいくつかの実施形態は、これらの具体的な詳細なしに実施するこ
とができることが当業者には明らかであろう。他の例では、周知の構成要素又は方法は、
本開示を不必要に不明瞭にしないために、詳細には説明しないか、単純なブロック図形式
で提示されている。したがって、説明された具体的な詳細は、単なる例示である。特定の
実装では、これらの例示的な詳細とは異なる場合があるが、依然として本発明の範囲内に
あることが理解される。
【００４０】
　本明細書全体を通して「１つの実施形態」又は「一実施形態」への参照は、その実施形
態に関連して記載された特定の構成、構造、又は特性が少なくとも１つの実施形態に含ま
れることを意味している。したがって、本明細書を通じて様々な場所における「１つの実
施形態では」又は「一実施形態では」という語句の出現は、必ずしも全て同じ実施形態を
指すものではない。また、用語「又は」は、排他的な「又は」ではなく包含的な「又は」
を意味することを意図している。
【００４１】
　本明細書内の本方法の操作が、特定の順序で図示され説明されているが、特定の操作を
逆の順序で行うように、又は特定の操作を少なくとも部分的に他の操作と同時に実行する
ように、各方法の操作の順序を変更することができる。別の一実施形態では、異なる操作
の命令又は副操作は、断続的及び／又は交互の方法とすることができる。
【００４２】
　なお、上記の説明は例示であり、限定的ではないことを意図していることが理解される
べきである。上記の説明を読み理解することにより、多くの他の実施形態が当業者にとっ
て明らかとなるであろう。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲を、その
ような特許請求の範囲が権利を与える等価物の全範囲と共に参照して決定されるべきであ
る。
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【国際調査報告】



(12) JP 2016-514213 A 2016.5.19

10

20

30

40



(13) JP 2016-514213 A 2016.5.19

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  バンダ　サマンス
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９５１３４　サン　ノゼ　　リオ　ローブルズ　ロード　６
            ５　イースト　＃２３２０
Ｆターム(参考) 4K044 AA06  AA13  BA10  BA13  BB03  CA04  CA07  CA16  CA18 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

