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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の裏面全体を研磨する研磨方法であって、
　基板ステージで基板の裏面の中心側領域を保持しながら、前記基板の裏面に対向して配
置された研磨ヘッドが前記裏面の外周側領域に研磨具を摺接させる工程と、
　前記基板を保持しながら、前記裏面の前記中心側領域に研磨具を摺接させる工程を含む
ことを特徴とする研磨方法。
【請求項２】
　前記外周側領域に前記研磨具を摺接する工程を行い、その後前記中心側領域に前記研磨
具を摺接する工程を行うことを特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項３】
　前記裏面の前記外周側領域に前記研磨具を摺接させる前記工程は、前記基板の裏面に純
水を供給しながら行われ、
　前記裏面の前記中心側領域に前記研磨具を摺接させる前記工程は、前記基板の裏面に純
水を供給しながら行われることを特徴とする請求項１または２に記載の研磨方法。
【請求項４】
　前記研磨ヘッドは、前記基板の裏面よりも下方に位置していることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか一項に記載の研磨方法。
【請求項５】
　基板ステージで基板の裏面の中心側領域を保持しながら、前記基板の裏面に対向して配
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置された研磨ヘッドが前記裏面の外周側領域に研磨具を摺接させて該外周側領域を研磨す
る第１裏面研磨ユニットと、
　前記基板を保持しながら、前記裏面の前記中心側領域に研磨具を摺接させて該中心側領
域を研磨する第２裏面研磨ユニットと、
　前記第１裏面研磨ユニットと前記第２裏面研磨ユニットとの間で前記基板を搬送する搬
送ロボットとを備えたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項６】
　前記第１裏面研磨ユニットが前記外周側領域を研磨した後に、前記第２裏面研磨ユニッ
トが前記中心側領域を研磨することを特徴とする請求項５に記載の基板処理装置。
【請求項７】
　前記搬送ロボットは、前記第１裏面研磨ユニットによって研磨された前記基板を反転さ
せて前記第２裏面研磨ユニットに搬送するように構成されていることを特徴とする請求項
６に記載の基板処理装置。
【請求項８】
　前記研磨ヘッドは、前記基板の裏面よりも下方に位置していることを特徴とする請求項
５乃至７のいずれか一項に記載の基板処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェハなどの基板の裏面を研磨する研磨方法に関する。また、本発明は基板
の裏面を研磨する基板処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、メモリー回路、ロジック回路、イメージセンサ（例えばＣＭＯＳセンサー）など
のデバイスは、より高集積化されつつある。これらのデバイスを形成する工程においては
、微粒子や塵埃などの異物がデバイスに付着することがある。デバイスに付着した異物は
、配線間の短絡や回路の不具合を引き起こしてしまう。したがって、デバイスの信頼性を
向上させるために、デバイスが形成されたウェハを洗浄して、ウェハ上の異物を除去する
ことが必要とされる。
【０００３】
　ウェハの裏面（ベアシリコン面）にも、上述したような微粒子や粉塵などの異物が付着
することがある。このような異物がウェハの裏面に付着すると、ウェハが露光装置のステ
ージ基準面から離間したりウェハ表面がステージ基準面に対して傾き、結果として、パタ
ーニングのずれや焦点距離のずれが生じることとなる。このような問題を防止するために
、ウェハの裏面に付着した異物を除去することが必要とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３４５２９８号公報
【特許文献２】特開２０１０－１３００２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来では、ウェハを回転させながらペン型のブラシやロールスポンジでウェハをスクラ
ブ洗浄することが行われている。しかしながら、このような洗浄技術では、異物の除去率
が悪く、特に異物の上に膜が堆積された状態の異物を除去することが難しかった。また、
従来の洗浄技術では、ウェハの裏面全体から異物を除去することが困難であった。
【０００６】
　本発明は、上述の事情に鑑みなされたもので、ウェハなどの基板の裏面全体に付着した
異物を高い除去率で除去することができる方法および装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するために、本発明の一態様は、基板の裏面全体を研磨する研磨方
法であって、基板ステージで基板の裏面の中心側領域を保持しながら、前記基板の裏面に
対向して配置された研磨ヘッドが前記裏面の外周側領域に研磨具を摺接させる工程と、前
記基板を保持しながら、前記裏面の前記中心側領域に研磨具を摺接させる工程を含むこと
を特徴とする研磨方法である。
　本発明の好ましい態様は、前記外周側領域に前記研磨具を摺接する工程を行い、その後
前記中心側領域に前記研磨具を摺接する工程を行うことを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記裏面の前記外周側領域に前記研磨具を摺接させる前記工
程は、前記基板の裏面に純水を供給しながら行われ、前記裏面の前記中心側領域に前記研
磨具を摺接させる前記工程は、前記基板の裏面に純水を供給しながら行われることを特徴
とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨ヘッドは、前記基板の裏面よりも下方に位置してい
ることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の他の態様は、基板ステージで基板の裏面の中心側領域を保持しながら、前記基
板の裏面に対向して配置された研磨ヘッドが前記裏面の外周側領域に研磨具を摺接させて
該外周側領域を研磨する第１裏面研磨ユニットと、前記基板を保持しながら、前記裏面の
前記中心側領域に研磨具を摺接させて該中心側領域を研磨する第２裏面研磨ユニットと、
前記第１裏面研磨ユニットと前記第２裏面研磨ユニットとの間で前記基板を搬送する搬送
ロボットとを備えたことを特徴とする基板処理装置である。
　本発明の好ましい態様は、前記第１裏面研磨ユニットが前記外周側領域を研磨した後に
、前記第２裏面研磨ユニットが前記中心側領域を研磨することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記搬送ロボットは、前記第１裏面研磨ユニットによって研
磨された前記基板を反転させて前記第２裏面研磨ユニットに搬送するように構成されてい
ることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨ヘッドは、前記基板の裏面よりも下方に位置してい
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、研磨具を基板の裏面に摺接させることにより、研磨具によって基板の
裏面をわずかに削り取る。したがって、裏面から異物を高い除去率で除去することができ
る。特に、基板の裏面全体に研磨具を摺接させることにより、裏面全体から異物を除去す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１（ａ）および図１（ｂ）はウェハの周縁部を示す拡大断面図である。
【図２】ウェハの裏面の外周側領域を研磨するための第１裏面研磨ユニットを示す模式図
である。
【図３】研磨ヘッドをウェハの半径方向外側に移動させた図である。
【図４】ウェハの裏面の中心側領域を研磨するための第２裏面研磨ユニットを示す模式図
である。
【図５】第２裏面研磨ユニットの平面図である。
【図６】第１裏面研磨ユニットおよび第２裏面研磨ユニットを含む複数の基板処理ユニッ
トを備えた基板処理装置を示す平面図である。
【図７】図６に示す基板処理装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。本発明に係る研磨方法は、
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第１研磨工程と第２研磨工程とから構成される。第１研磨工程は、基板の裏面の外周側領
域を研磨する工程であり、第２研磨工程は基板の裏面の中心側領域を研磨する工程である
。中心側領域は基板の中心を含む領域であり、外周側領域は中心側領域の半径方向外側に
位置する領域である。中心側領域と外周側領域とは互いに隣接し、中心側領域と外周側領
域とを組み合わせた領域は、基板の裏面全体に及ぶ。
【００１２】
　図１（ａ）および図１（ｂ）は、基板の一例であるウェハの周縁部を示す拡大断面図で
ある。より詳しくは、図１（ａ）はいわゆるストレート型のウェハの断面図であり、図１
（ｂ）はいわゆるラウンド型のウェハの断面図である。本明細書では、ウェハ（基板）の
裏面とは、デバイスが形成されている面とは反対側の平坦な面をいう。ウェハの外周面は
ベベル部と呼ばれる。ウェハの裏面はベベル部の半径方向内側にある平坦な面である。ウ
ェハ裏面の外周側領域はベベル部に隣接する。一例として、外周側領域の幅は十数ミリの
円環状の領域であり、中心側領域はその内側の円形の領域である。
【００１３】
　図２は、ウェハＷの裏面の外周側領域を研磨するための第１裏面研磨ユニット１１を示
す模式図である。この第１裏面研磨ユニット１１は、ウェハ（基板）Ｗを保持して回転さ
せる第１基板保持部１２と、第１基板保持部１２に保持されているウェハＷの裏面に研磨
具を押し当てる第１研磨ヘッド１４とを備えている。第１基板保持部１２は、ウェハＷを
真空吸着により保持する基板ステージ１７と、基板ステージ１７を回転させるモータ１９
とを備えている。
【００１４】
　ウェハＷはその裏面が下向きの状態で基板ステージ１７上に載置される。基板ステージ
１７の上面には溝１７ａが形成されており、この溝１７ａは真空ライン２０に連通してい
る。真空ライン２０は図示しない真空源（例えば真空ポンプ）に接続されている。真空ラ
イン２０を通じて基板ステージ１７の溝１７ａに真空が形成されると、ウェハＷは真空吸
着力により基板ステージ１７上に保持される。この状態でモータ１９は基板ステージ１７
を回転させ、ウェハＷをその軸心まわりに回転させる。基板ステージ１７はウェハＷの直
径よりも小さく、ウェハＷの裏面の中心側領域は基板ステージ１７によって保持される。
ウェハＷの裏面の外周側領域は、基板ステージ１７から外側にはみ出している。
【００１５】
　第１研磨ヘッド１４は、基板ステージ１７に隣接して配置されている。より具体的には
、第１研磨ヘッド１４は、露出している外周側領域に対向して配置されている。第１研磨
ヘッド１４は、研磨具としての研磨テープ２２を保持する複数のローラー２３と、研磨テ
ープ２２をウェハＷの裏面に押し付ける押圧部材２４と、押圧部材２４に押圧力を付与す
るアクチュエータとしてのエアシリンダ２５とを備えている。エアシリンダ２５は押圧部
材２４に押圧力を与え、これにより押圧部材２４は研磨テープ２２をウェハＷの裏面に押
し付ける。なお、研磨具として、研磨テープに代えて砥石を用いてもよい。
【００１６】
　研磨テープ２２の一端は繰り出しリール３１に接続され、他端は巻取りリール３２に接
続されている。研磨テープ２２は、繰り出しリール３１から第１研磨ヘッド１４を経由し
て巻取りリール３２に所定の速度で送られる。使用される研磨テープ２２の例としては、
表面に砥粒が固定されたテープ、または硬質の不織布からなるテープなどが挙げられる。
第１研磨ヘッド１４は、研磨ヘッド移動機構３５に連結されている。この研磨ヘッド移動
機構３５は、第１研磨ヘッド１４をウェハＷの半径方向外側に移動させるように構成され
ている。研磨ヘッド移動機構３５は、例えばボールねじとサーボモータとの組み合わせか
ら構成される。
【００１７】
　基板ステージ１７に保持されたウェハＷの上方および下方には、ウェハＷに研磨液を供
給する液体供給ノズル３７，３８が配置されている。研磨液としては、純水が好ましく使
用される。これは、エッチング作用のある化学成分を含む研磨液を使用すると、裏面に形
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成されている凹部が広がってしまうことがあるからである。
【００１８】
　ウェハＷの裏面の外周側領域は次のようにして研磨される。基板ステージ１７に保持さ
れたウェハＷをその中心軸まわりにモータ１９により回転させ、回転するウェハＷの表面
および裏面に液体供給ノズル３７，３８から研磨液を供給する。この状態で、第１研磨ヘ
ッド１４は研磨テープ２２をウェハＷの裏面に押し付ける。研磨テープ２２は外周側領域
と摺接し、これにより外周側領域を研磨する。研磨ヘッド移動機構３５は、第１研磨ヘッ
ド１４が研磨テープ２２をウェハＷの裏面に押し付けながら、図３の矢印に示すように、
第１研磨ヘッド１４をウェハＷの半径方向外側に所定の速度で移動させる。このようにし
て、ウェハＷの裏面の外周側領域全体が研磨テープ２２によって研磨される。研磨中、研
磨液はウェハＷの内側から外側に流れ、研磨屑は研磨液によってウェハＷから除去される
。
【００１９】
　第１研磨工程の終了後、ウェハＷは図示しない搬送ロボットにより第１裏面研磨ユニッ
ト１１から取り出される。搬送ロボットはウェハＷを反転させてその裏面を上向きにし、
そして、ウェハＷを以下に説明する第２裏面研磨ユニットに搬送する。
【００２０】
　図４は、ウェハＷの裏面の中心側領域を研磨するための第２裏面研磨ユニットを示す模
式図であり、図５は第２裏面研磨ユニットの平面図である。第２裏面研磨ユニット４１は
、ウェハＷを保持して回転させる第２基板保持部４２と、ウェハＷの裏面に研磨具４４を
押し付ける第２研磨ヘッド４６とを備えている。第２基板保持部４２は、ウェハＷのベベ
ル部を保持する複数のチャック４８と、これらチャック４８をウェハＷの軸心まわりに回
転させる中空モータ５１とを備えている。各チャック４８はその上端にクランプ４９を備
えており、このクランプ４９によりウェハＷのベベル部が把持される。クランプ４９がウ
ェハＷのベベル部を把持した状態で中空モータ５１によってチャック４８を回転させるこ
とにより、図５の矢印Ａで示すようにウェハＷがその軸心まわりに回転する。
【００２１】
　第２裏面研磨ユニット４１では、ウェハＷはその裏面が上向きの状態で第２基板保持部
４２により保持される。チャック４８に保持されたウェハＷの下面（裏面とは反対側の面
）は、基板支持部５２によって支持されている。この基板支持部５２は、連結部材５３に
よって中空モータ５１に連結されており、中空モータ５１によって基板支持部５２は第２
基板保持部４２と一体に回転するようになっている。基板支持部５２は、ウェハＷの下面
に接触する円形の上面を有している。この基板支持部５２の上面は、不織布またはバッキ
ングフィルムなどの弾性材からなるシートから構成されおり、ウェハＷに形成されている
デバイスにダメージを与えないようになっている。基板支持部５２は、単にウェハＷを下
から支えているのみであり、ウェハＷを真空吸着などで保持はしていない。ウェハＷと基
板支持部５２は一体に回転し、両者の相対速度は０である。
【００２２】
　第２研磨ヘッド４６は、ウェハＷの上方に配置されており、研磨具４４をウェハＷの裏
面に上から押し付ける。使用される研磨具４４の例としては、砥粒が表面に固定された不
織布、硬質の不織布、砥石、または上述した第１裏面研磨ユニット１１で使用される研磨
テープなどが挙げられる。例えば、研磨具４４は、第２研磨ヘッド４６の軸心まわりに配
置された複数の研磨テープから構成してもよい。
【００２３】
　第２研磨ヘッド４６は、ヘッドアーム５５によって支持されている。このヘッドアーム
５５には図示しない回転機構が内蔵されており、この回転機構によって第２研磨ヘッド４
６は矢印Ｂで示すようにその軸心まわりに回転する。ヘッドアーム５５の端部は揺動軸５
６に固定されている。この揺動軸５６はモータなどの駆動機５７に連結されている。駆動
機５７により揺動軸５６が所定の角度で回転することにより、第２研磨ヘッド４６はウェ
ハＷの上方の研磨位置とウェハＷの外側の待機位置との間を移動する。
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【００２４】
　第２研磨ヘッド４６に隣接して、ウェハＷの裏面に研磨液を供給する液体供給ノズル６
１が配置されている。研磨液としては、純水が好ましく使用される。
【００２５】
　ウェハＷの中心側領域は次のようにして研磨される。ウェハＷの裏面が上向きの状態で
ウェハＷのベベル部がチャック４８によって保持される。ウェハＷをその中心軸まわりに
中空モータ５１により回転させ、回転するウェハＷの裏面に液体供給ノズル６１から研磨
液を供給する。この状態で、第２研磨ヘッド４６は研磨具４４を回転させながら、研磨具
４４をウェハＷの裏面中心を含む中心側領域に押し付ける。研磨具４４は中心側領域と摺
接し、これにより中心側領域を研磨する。研磨中は、研磨具４４がウェハＷの中心に接触
した状態を保ちながら、第２研磨ヘッド４６をウェハＷの略半径方向に揺動させてもよい
。このようにして、ウェハＷの裏面の中心側領域が研磨具４４によって研磨される。研磨
中、研磨液はウェハＷの内側から外側に流れ、研磨屑は研磨液によってウェハＷから除去
される。
【００２６】
　上述した実施形態では、ウェハＷの裏面の外周側領域が先に研磨され、その後に裏面の
中心側領域が研磨される。これは、第１研磨工程でウェハＷの裏面に付いた基板ステージ
１７の吸着痕を第２研磨工程で除去するためである。しかしながら、本発明はこの例に限
定されず、中心側領域を研磨する工程を行った後に、裏面の外周側領域を研磨する工程を
行ってもよい。
【００２７】
　第１研磨工程ではウェハＷの裏面の中心側領域が保持されるので、ウェハＷの中心を研
磨テープ２２で研磨することができないが、裏面の外周側領域を研磨することができる。
これに対し、第２研磨工程では、第２基板保持部４２によりウェハＷのベベル部が保持さ
れるので、ウェハＷの裏面の周縁部を研磨具４４で研磨することができないが、裏面の中
心を含む中心側領域を研磨することができる。よって、第１研磨工程と第２研磨工程とを
組み合わせることにより、ウェハＷの裏面全体を研磨することができる。したがって、ウ
ェハＷの裏面全体から異物、突起部などを除去することができる。
【００２８】
　第１研磨工程および第２研磨工程では、研磨具２２，４４によりウェハＷの裏面が僅か
に削られる。除去されるウェハＷの量（厚さ）は、好ましくは１００ｎｍ以下、より好ま
しくは１０ｎｍ以下、さらに好ましくは１ｎｍ以下である。研磨終点は時間に基づいて決
定される。すなわち、予め定められた研磨時間に達したときに研磨が終了される。第２研
磨工程が終了した後は、ウェハＷを洗浄装置に搬送してウェハＷの両面を洗浄することが
好ましい。
【００２９】
　図６は、上述した第１裏面研磨ユニット１１および第２裏面研磨ユニット４１を含む複
数の基板処理ユニットを備えた基板処理装置を示す平面図であり、図７は図６に示す基板
処理装置の側面図である。この基板処理装置は、複数のウェハＷが収容されたウェハカセ
ット６５が載置されるロードポート６６と、２台の第１裏面研磨ユニット１１と、２台の
第２裏面研磨ユニット４１と、研磨されたウェハＷを洗浄する２台の洗浄ユニット７２と
、洗浄されたウェハＷを乾燥させる２台の乾燥ユニット７３とを備えている。
【００３０】
　２台の洗浄ユニット７２は、２台の第２裏面研磨ユニット４１の上にそれぞれ配置され
ており、２台の乾燥ユニット７３は、２台の第１裏面研磨ユニット１１の上にそれぞれ配
置されている。ロードポート６６と第１裏面研磨ユニット１１との間には第１搬送ロボッ
ト７４が配置されている。また、第１裏面研磨ユニット１１と第２裏面研磨ユニット４１
の間には、第２搬送ロボット７５が配置されている。
【００３１】
　ウェハカセット６５内のウェハＷは、第１搬送ロボット７４によって第１裏面研磨ユニ
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ット１１に搬送され、ここでウェハＷの裏面の外周側領域が研磨される。第１裏面研磨ユ
ニット１１の第１研磨ヘッド１４にチルト機構を設けて、ウェハＷのベベル部をさらに研
磨してもよい。ウェハＷは第２搬送ロボット７５により第１裏面研磨ユニット１１から取
り出され、その裏面が上向きになるように反転される。そして、反転されたウェハＷは第
２裏面研磨ユニット４１に搬送され、ここでウェハＷの裏面の中心側領域が研磨される。
第２裏面研磨ユニット４１に搬送する前に、裏面の外周側領域が研磨されたウェハＷを洗
浄ユニット７２に搬送してウェハＷを洗浄してもよい。
【００３２】
　裏面の全体が研磨されたウェハＷは、第２搬送ロボット７５によって第２裏面研磨ユニ
ット４１から取り出され、その裏面が下向きになるように反転され、そして洗浄ユニット
７２に搬送される。洗浄ユニット７２は、ウェハＷを挟むように配置された上側ロールス
ポンジおよび下側ロールスポンジを備えており、洗浄液をウェハＷの両面に供給しながら
これらロールスポンジでウェハＷの両面をスクラブ洗浄する。洗浄されたウェハＷは、第
２搬送ロボット７５によって乾燥ユニット７３に搬送される。乾燥ユニット７３は、ウェ
ハＷをその軸心まわりに高速で回転させることによってウェハＷをスピン乾燥する。乾燥
されたウェハＷは、第１搬送ロボット７４によりロードポート６６上のウェハカセット６
５に戻される。このようにして、基板処理装置は、ウェハＷの裏面研磨、洗浄、および乾
燥の一連の工程を行うことができる。
【００３３】
　第１裏面研磨ユニット１１、第２裏面研磨ユニット４１、洗浄ユニット７２、および乾
燥ユニット７３は、それぞれモジュール化されたユニットとして構成されており、これら
の配置を自在に変えることが可能となっている。例えば、図６に示す２台の第１裏面研磨
ユニット１１のうちの一方または両方に代えて、ウェハＷのノッチ部を研磨するノッチ研
磨ユニットを配置してもよい。
【００３４】
　上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明
を実施できることを目的として記載されたものである。上記実施形態の種々の変形例は、
当業者であれば当然になしうることであり、本発明の技術的思想は他の実施形態にも適用
しうることである。したがって、本発明は、記載された実施形態に限定されることはなく
、特許請求の範囲によって定義される技術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるもの
である。
【符号の説明】
【００３５】
１１　　第１裏面研磨ユニット
１２　　第１基板保持部
１４　　第１研磨ヘッド
１７　　基板ステージ
１９　　モータ
２０　　真空ライン
２２　　研磨テープ（研磨具）
２３　　ローラー
２４　　押圧部材
２５　　エアシリンダ
３１　　繰り出しリール
３２　　巻取りリール
３５　　研磨ヘッド移動機構
３７，３８　　液体供給ノズル
４１　　第２裏面研磨ユニット
４２　　第２基板保持部
４４　　研磨具
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４６　　第２研磨ヘッド
４８　　チャック
４９　　クランプ
５１　　中空モータ
５２　　基板支持部
５３　　連結部材
５５　　ヘッドアーム
５６　　揺動軸
５７　　駆動機
６１　　液体供給ノズル
６５　　ウェハカセット
６６　　ロードポート
７２　　洗浄ユニット
７３　　乾燥ユニット
７４　　第１搬送ロボット
７５　　第２搬送ロボット

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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