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(57)【要約】
　ウェハー及びフィルムフレームの両方をハンドリング
することに適する単一のウェハーテーブル表面を提供す
るウェハーテーブル構造は、内部ベーストレイ面に又は
この上に形成されたリッジのセットによりそこに形成さ
れたコンパートメントのセットを有するベーストレイ；
ベーストレイコンパートメントのセット内に配置された
硬化可能な流体浸透性コンパートメント材料；及びベー
ストレイ内面に形成された開口のセットにして、これに
より、硬化されたコンパートメント材料が負又は正の圧
力に晒される、開口のセットを含む。ベーストレイが、
第１セラミック材料（例えば、磁器）を含み、また硬化
可能なコンパートメント材料が第２セラミック材料を含
む。ベーストレイ及びコンパートメント材料が、標準の
機械加工工程により同時に機械加工され、非常に又は超
平坦なウェハーテーブル表面を形成するため実質的に同
一の速度でベーストレイ及び硬化されたコンパートメン
ト材料の露出した外面が平坦化される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ウェハー及びウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレームの両方をハンドリング
することに適するウェハーテーブル表面を提供するウェハーテーブル構造であって：
　露出した上面、内面、及び内面に一体的に形成された若しくは取り付けられたコンパー
トメントのセットの第１セットを備えるベーストレイであって、ベーストレイが、適用さ
れた負の圧力に応じてガス又は流体不浸透性である少なくとも一種類の材料で形成される
、ベーストレイ；
　ベーストレイコンパートメントのセット内に配置された少なくとも一種類のコンパート
メント材料であって、少なくとも一種類のコンパートメント材料が、コンパートメントの
セットに適合可能であり、適用された真空力に応じてガス又は流体浸透性であるコンパー
トメントのセットにおいて硬化されたコンパートメント材料を提供するように硬化可能で
あり、露出した上面の第２セットを提供する、少なくとも一種類のコンパートメント材料
；及び
　ベーストレイの内面に形成された開口のセットであって、これにより、硬化されたコン
パートメント材料が負の圧力又は正の圧力に晒され得る、開口のセットを備え、
　（ａ）ベーストレイの露出した上面の第１セット及び（ｂ）硬化したコンパートメント
材料の露出した上面の第２セットが、共通の機械加工工程により同時に機械加工可能であ
り、ウェハー及びフィルムフレームを支持するための平坦なウェハーテーブル表面を提供
する、ウェハーテーブル構造。
【請求項２】
平坦なウェハーテーブル表面は、そこに形成される溝及び真空穴を伴わない請求項１に記
載のウェハーテーブル構造。
【請求項３】
平坦なウェハーテーブル表面が、単一平面における又はその上でのウェハーダイのポジシ
ョニング及び維持を促進する非常に高度又は超高度の平坦面である、請求項２に記載のウ
ェハーテーブル構造。
【請求項４】
平坦なウェハーテーブル表面が、平坦なウェハーテーブル表面に亘り＋／－１００μｍ未
満の平坦均一性を有する、請求項３に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項５】
ベーストレイの露出した上面の第１セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度
と、硬化されたコンパートメント材料の露出した上面の第２セットが共通の機械加工工程
により平坦化される速度が実質的に同一である、請求項１に記載のウェハーテーブル構造
。
【請求項６】
コンパートメントのセットが複数のコンパートメントを含み、ウェハーテーブル構造が、
複数のコンパートメント内の個別のコンパートメントをお互いに分離するリッジのセット
を更に備え、ベーストレイの露出した上面の第１セットが、リッジのセットの露出した上
面を含む、請求項１に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項７】
ベーストレイ及びリッジのセット内の各リッジが同一の材料から形成される、請求項６に
記載のウェハーテーブル構造。
【請求項８】
ベーストレイ内面が、複数の内側底面を含み、
リッジのセット内の各リッジが、ベーストレイの内側底面の境界を成し、
リッジのセット内の各リッジが、異なるベーストレイの内側底面をお互いに区分し、コン
パートメントのセットを規定する、請求項７に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項９】
リッジのセット内の各リッジが、ベーストレイの中心から離れる事前設定された距離で存
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在し、少なくとも第１コンパートメントがリッジにより周囲される、請求項８に記載のウ
ェハーテーブル構造。
【請求項１０】
リッジのセット内の各リッジ及びコンパートメントのセット内の各コンパートメントの寸
法が、標準ウェハーサイズ及び／又は標準フィルムフレームサイズに相関される態様にお
いて設定される、請求項９に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１１】
（ａ）コンパートメントのセットが：
対応の開口の第１セットに露出した第１量の硬化されたコンパートメント材料を含む第１
コンパートメント；及び
対応の開口の第２セットに露出した第２量のコンパートメント材料を含む第２コンパート
メントを含み、開口の第２セットが開口の第１セットとは異なり、
及び
（ｂ）リッジのセット内の第１リッジが、第１コンパートメントを周囲し、第２コンパー
トメントから第１コンパートメントを分離する、請求項１０に記載のウェハーテーブル構
造。
【請求項１２】
負の圧力が開口の第１セットに適用され、第１標準径を有する第１ウェハー又は第１フィ
ルムフレームを平坦なウェハーテーブル表面にしっかりと保持し、負の圧力が開口の第１
セット及び開口の第２セットに適用され、第１標準径よりも大きい第２標準径を有する第
２ウェハー又は第２フィルムフレームを平坦なウェハーテーブル表面にしっかりと保持す
ることができる、請求項１１に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１３】
（ｃ）コンパートメントのセットが、対応の開口の第３セットに露出される硬化された第
３量のコンパートメント材料を含む第３コンパートメントを含み、開口の第３セットが、
開口の第１セット及び開口の第２セットの各々とは異なる；
及び
（ｄ）リッジのセット内の第２リッジが、第２コンパートメントを周囲し、第３コンパー
トメントから第２コンパートメントを分離する、請求項１２に記載のウェハーテーブル構
造。
【請求項１４】
負の圧力が、開口の第１セット、開口の第２セット、開口の第３セットに適用され、第１
及び第２標準径の各々よりも大きい第３標準径を有する第３ウェハー又は第３フィルムフ
レームを平坦なウェハーテーブル表面にしっかりと保持することができる、請求項１３に
記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１５】
ベーストレイ及び硬化されたコンパートメント材料の少なくとも一つが、セラミックベー
スの材料を含む、請求項１乃至１４のいずれか一項に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１６】
ベーストレイ及び硬化されたコンパートメント材料の各々がセラミックベースの材料を含
む、請求項１５に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１７】
ベーストレイが磁器を含む、請求項１６に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１８】
突き出しピンの単一セットが多数の標準サイズのウェハーをハンドリングするために移動
することができる突き出しピンガイド部材の単一のセットを更に備える、請求項１乃至１
７のいずれか一項に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１９】
　ウェハー及びウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレームの両方をハンドリン
グすることに適するウェハーテーブル表面を提供するウェハーテーブル構造の製造方法で
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あって、当該方法が：
　露出した上面、内面、内面に一体的に形成された若しくは取り付けられたコンパートメ
ントのセット、及び内面に形成された少なくとも一つの開口のセットの第１セットを有し
、ベーストレイが、適用された負の圧力に応じてガス又は流体不浸透性である少なくとも
一種類の材料で形成される、ベーストレイを提供すること；
　ベーストレイコンパートメントのセット内に少なくとも一種類のコンパートメント材料
を配置することにして、少なくとも一種類のコンパートメント材料がコンパートメントの
セットに適合可能である；
少なくとも一種類のコンパートメント材料を硬化し、適用された負の圧力又は正の圧力に
応じてガス又は流体浸透性である、コンパートメントのセットに硬化されたコンパートメ
ント材料を提供し、露出した上面の第２セットを提供すること；及び
　共通の機械加工工程により露出した上面の第１セット及び露出した上面の第２セットを
同時に機械加工し、ウェハー及びウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレームを
支持するためのウェハーテーブル表面を提供することを含む、方法。
【請求項２０】
露出した上面の第１及び第２セットの同時の機械加工の過程で、ベーストレイの露出した
上面の第１セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度と、硬化されたコンパー
トメント材料の露出した上面の第２セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度
が実質的に同一である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
コンパートメントのセットが複数のコンパートメントを含み、ベーストレイが、複数のコ
ンパートメント内の個別のコンパートメントをお互いに分離するリッジのセットを含み、
ベーストレイの露出した上面の第１セットが、リッジのセットの露出した上面を含む、請
求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
ベーストレイ及び硬化されたコンパートメント材料の少なくとも一つがセラミックベース
の材料を含む、請求項１９乃至２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　ウェハーテーブル構造を変位可能なウェハーテーブル又はステージアセンブリーに実装
すること；及び
　ラインのセットにして、これを介して負の圧力又は正の圧力が選択的に作動されて平坦
なウェハーテーブル表面上に配置されたウェハー又はフィルムフレームへ適用されるライ
ンのセットに対して開口の各セットを結合すること、を更に含む、請求項１８乃至２２の
いずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、概して、半導体ウェハー及び半導体ウェハーの全体又は一部を支持するフィル
ムフレームをハンドリング及びアライメントするためのシステム及び方法に関する。より
端的には、本開示の側面が、光学式検査工程といった正確、高いスループットのウェハー
及び／又はフィルムフレームハンドリング又は処理オペレーションを促進する態様におい
てウェハー及びフィルムフレームの両方をハンドリングするための単一又は統合された高
度に平坦又は超平坦な多孔性ウェハーテーブル構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体ウェハー処理オペレーションが、多数のダイ（例えば、多数又は非常に多数のダイ
）がその上に存する半導体ウェハーに対する様々な種類の処理ステップ又はシーケンスの
実行を伴う。各ダイ上のデバイス、回路、又は構造の幾何寸法、線幅、若しくは特徴サイ
ズが、典型的には、非常に小さく、例えば、ミクロン、サブミクロン、又はナノメートル
のスケールである。任意のあるダイが、例えば、平坦なウェハー表面に座するウェハー上
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に対して実行される処理ステップの過程で、レイヤー毎に製造、処理、及び／又はパター
ン化された多数の集積回路又は回路構造を含み、ウェハーにより支持されるダイが一括し
て処理ステップに晒される。
【０００３】
広範囲の種類の半導体デバイス処理動作が、ウェハー又はフィルムフレーム上に実装され
たウェハー（以降、簡潔のため「フィルムフレーム」）を、ある位置から別の位置、場所
、又は目的地へ、安全及び選択的に支持（例えば、輸送、移動、変位、又は搬送）し、及
び／又はウェハー又はフィルムフレームの処理オペレーションの過程で特定位置にウェハ
ー又はフィルムフレームを維持することを包含するウェハー又はフィルムフレームのハン
ドリングオペレーションを実行する多数のハンドリングシステムを包含する。例えば、光
学的な検査工程の開始の前、ハンドリングシステムが、ウェハーカセットといったウェハ
ー又はフィルムフレーム源からウェハー又はフィルムフレームを回収し、ウェハー又はフ
ィルムフレームをウェハーテーブル上に移動させなければならない。ウェハーテーブルは
、検査工程の開始前、その表面へのウェハー又はフィルムフレームの安全な保持を確立し
なければならず、検査工程が完了した後、その表面からウェハー又はフィルムフレームを
解放しなければならない。検査工程が完了すると、ハンドリングシステムは、ウェハーテ
ーブルからウェハー又はフィルムフレームを回収しなければならず、ウェハー又はフィル
ムフレームカセット又は別の処理システムといった次の目的地にウェハー又はフィルムフ
レームを移動させる。
【０００４】
多種のウェハーハンドリングシステム及びフィルムフレームハンドリングシステムがこの
分野において知られている。そのようなハンドリングシステムが、ウェハーテーブルへの
ウェハーの移動及びそこからのウェハーの回収を包含するウェハーハンドリングオペレー
ションを実行する、若しくはウェハーテーブルへのフィルムフレームの移動及びそこから
のフィルムフレームの回収を包含するフィルムフレームハンドリングオペレーションを実
行するために構成された１以上の機械又はロボットアームを含むことができる。各ロボッ
トアームは、関連分野の当業者により理解される態様において、ウェハー又はフィルムフ
レームの部分に対する真空力の付与及び停止により、ウェハー又はフィルムフレームを回
収し、ピックアップし、保持し、移動し、及び解放するように構成された付随のエンド・
エフェクタ（エンド・エフェクタ）を含む。
【０００５】
ウェハーテーブル自体が、ハンドリングシステムの一種として見なされ若しくは定義可能
であり、光学的検査システムに対応する１以上の光源及び１以上の画像取得装置といった
処理システムの要素に関してウェハー又はフィルムフレームを変位させる間、信頼性高く
、安全に、及び選択的にウェハーテーブル表面上にウェハー又はフィルムフレームを位置
づけ及び保持しなければならない。ウェハーテーブルの構造は、以下の更なる詳細のよう
に、検査システムが高い平均検査スループットを達成することか否かに顕著に影響し得る
。更には、ウェハーの物理的な特徴やフィルムフレームの物理的な特徴に関連し、ウェハ
ーテーブルの構造は、光学的な検査工程が信頼性高く正確な検査結果を生成することがで
きる見込みに大きく影響する。
【０００６】
正確な検査結果の生成に関して、光学的な検査工程の過程で、ウェハー又はフィルムフレ
ームがしっかりとウェハーテーブル上に保持されなければならない。加えて、ウェハーテ
ーブルが、全てのウェハーダイ若しくはできるだけ多くのウェハーダイの表面エリアが、
そこからの最小又は無視可能な偏向で、総じてこの共通平面に存在するように、ウェハー
又はフィルムフレームの上面又は頂面を共通の検査面に配置及び維持しなければならない
。より端的には、非常に高い倍率での適切又は正確なダイの光学的な検査は、ウェハーテ
ーブルに非常に平坦であること、好ましくは、画像取得装置の焦点深度の１／３未満の誤
差のマージンを有する平坦性であることを要求する。画像取得装置の焦点深度が、例えば
、２０μｍであるならば、対応のウェハーテーブルの平坦性の誤差が６μｍを超えること
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ができない。
【０００７】
非常に小さいサイズ（例えば、０．５×０．５ｍｍ若しくはより小さい）及び／又は厚み
（５０μｍ未満－例えば、非常に薄い及び／又は可撓性のウェハー又は基板により搬送さ
れる）のダイをハンドリングするため、この平坦性の要求が、より一段と重要になる。非
常に薄いウェハーについては、ウェハーテーブルが超平坦であることが重要であり、さも
なければ、ウェハー又はフィルムフレーム上の１以上のダイが簡単に焦点深度外に位置づ
けられてしまう。当業者は、ダイがより小さく、倍率がより高く要求されれば、検査面が
存在しなければならない焦点深度の幅が狭くなることを理解するだろう。
【０００８】
上に概説のそのような平坦性にて、ウェハーテーブル上に配されるウェハーが、ウェハー
テーブル表面上に平らに置かれ、ウェハーが、その下の実質的に全ての空気を押し出す。
ウェハーがウェハーテーブル上に配される時のウェハーの上面及び下面の間の大気圧の差
が、大気圧のためにウェハーの上面に対して付与される大きい力に帰結し、強く若しくは
合理的に強くウェハーテーブル上にウェハーを押し下げる。圧力が表面積の関数であるた
め、ウェハーのサイズが大きければ大きいほど、ウェハー上に下方に付与される力が大き
くなる。これは、ウェハー上の「内在吸引力」又は「自然吸引力」として一般的に呼ばれ
ている。ウェハーテーブル表面が平坦であればあるほど、ウェハーの有限面により規定さ
れる上限まで、自然吸引力が大きくなる。しかしながら、そのような吸引力の強さは、ウ
ェハーテーブル表面がどの程度まで平坦であるのかに依存する。幾つかのウェハーテーブ
ルは、さほど平坦ではなく、その表面上に他の溝又は穴を有し、減じられた吸引力に帰結
する。ウェハーテーブルが、各ダイの検査過程において短い距離に亘って繰り返し加速さ
れ、高い真空力が、たびたび、ウェハーテーブル表面にウェハーテーブルの下面にウェハ
ーテーブルを介して付与され、ウェハーが、できるだけ平坦に維持され、また検査過程で
動かないことが確保される；これは、そのような自然吸引力の存在に関わらない。
【０００９】
様々な種類のウェハーテーブル構造が、ウェハー又はフィルムフレーム検査オペレーショ
ン過程でウェハー又はフィルムフレームをしっかりと保持し、検査オペレーション過程に
おいて共通面に最大数のダイを確実に維持する試みにおいて開発されている。しかしなが
ら、ウェハーハンドリングシステムが、以下に記述の１以上の問題もなく、ウェハー及び
フィルムフレーム上に実装された切断されたウェハーの両方をハンドルすることを許容す
る一つの設計が存在しない。各タイプの既存の設計及びこれらの関連の問題について簡単
に記述をする。
【００１０】
幾つかのタイプのウェハーチャックが、現在において用いられてきており若しくは用いら
れている。過去においては、ウェハーが小さく（例えば、４、６、又は８インチ）、また
（特に、その全体の表面積との関係において、例えば、ウェハー表面積に標準化されたウ
ェハー厚み基準で）著しく厚く、各ダイサイズが大きかった。今日のウェハーサイズは、
各々、典型的には１２又は１６インチであり、これらの処理されたウェハーの厚みが、こ
れらの増加するサイズとの関係で減少し（例えば、薄板化／裏面研磨／裏面ラッピングの
前の１２インチウェハーについて０．７０～１．０ｍｍの厚み、薄板化／裏面ラッピング
後の５０～１５０μｍが一般的である）、またダイのサイズが設定される（例えば、０．
５～１．０平方ｍｍ）。標準的なウェハーサイズが、時間をかけて更に増加することが予
想される。加えて、スリムに構築されたエレクトロニクス装置（例えば、フラットスクリ
ーンテレビジョン、携帯電話、ノートブック・コンピューター、タブレット・コンピュー
ター等）内に適合される薄いダイ／薄いコンポーネントについてのエレクトロニクス及び
携帯電話製造業者の高まる需要及び要求に応じ、より一層に薄いウェハーが毎年に処理さ
れることも予想される。これから説明のように、これらの要因が、ウェハー及びフィルム
フレームの両方をハンドリングするウェハーテーブルの現在の設計の高まる欠陥に貢献す
る。
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【００１１】
歴史的には、また現在においても、多くのウェハーチャックが、鋼といった金属から構成
される。そのような金属製ウェハーチャックには、通常は中央の場所から放射する直線の
溝により交差される円形の溝である溝に網が嵌め込まれる。ウェハーテーブル表面に対す
るウェハーのしっかりした保持を促進するため、そのような溝を通じて、真空力が、ウェ
ハーテーブル表面に接触するウェハーの裏面に適用できる。多くのウェハーテーブル設計
においては、そのような溝が、サイズが増加する同心円状に配列される。ウェハーサイズ
に依存し、ウェハーがウェハーテーブル表面上に配される時に１以上の溝がウェハーによ
り被覆される。真空がウェハーにより被覆された溝を通じて活性化され、ウェハー検査オ
ペレーションといった処理オペレーション過程においてウェハーを押し下げる。検査の後
、真空が非活性化され、突き出しピンがウェハーテーブル表面から離れるようにウェハー
を持ち上げるべく配備され、ウェハーがエンド・エフェクタにより取り出され若しくは取
り外される。金属製のウェハーテーブル表面の中心から放射状に延びる直線の溝があるた
め、真空が解除されると、ウェハーの裏面への真空力の付与に関連した残留の吸引力が速
やかに消散される。厚いウェハーは、壊すことなく（もしあれば、任意の残留の吸引力に
反して）ウェハーを持ち上げる突き出しピンを介して付与される顕著な力の付与に対して
より従順である。
【００１２】
上述のように、ますます今日製造のウェハーが昔よりもより薄く若しくはかなり薄く（例
えば、現在のウェハー厚が、５０μｍ程度に薄い）、また、その上の各ダイも、昔よりも
サイズがますます小さい（例えば、０．５平方ｍｍ）。科学技術の前進が、より小さいダ
イサイズ及び薄いダイに帰結し、これが、既存のウェハーテーブル設計によるウェハーの
ハンドリングに問題を提示している。頻繁に、非常に小さいサイズ及び／又は非常に薄い
ダイを有する裏面ラッピングされた／薄板化された若しくは切断されたウェハー（以降、
単に「切断されたウェハー」）が、処理のためにフィルムフレーム上に実装される。従来
の金属製のウェハーテーブルは、多くの理由のため、その上に実装される切断されたウェ
ハーを有するフィルムフレームとの使用には適切ではない。
【００１３】
ダイの検査が非常に高い倍率を伴うことを踏まえれば、倍率が高くなればなるほど、正確
な検査のために許容される焦点深度の幅、範囲、分散又は許容誤差が狭くなる。同一面に
ないダイが、画像取得装置の焦点深度外になりやすい。上述のように、ウェハー検査用の
近代の画像取得装置の焦点深度は、倍率に依存して、典型的には２０～７０μｍの範囲に
および、若しくはより小さい。ウェハーテーブル表面上の溝の存在が、そのようなシステ
ム上の（小さいダイサイズの）フィルムフレーム上に実装された切断されたウェハーの検
査過程で特に問題を提示する。
【００１４】
溝の存在が、ウェハーテーブル表面上に適切又は一様に座していない小さいダイサイズの
切断されたウェハーに帰結する。より端的には、溝がある（多くの溝があり得る）領域に
おいて、フィルムフレームのフィルムが、僅かに溝内に垂れ下がり、光学的検査オペレー
ションに重要である、全ダイに亘る集合的又は共通の平坦性を欠いた全体のウェハー表面
に帰結する。この平坦性の欠落が、切断されたウェハーの小さい又は非常に小さいダイに
とって、より顕著になる。そのうえ、溝の存在が、共通のダイ検査面に関してある角度に
ダイが変位することを生じさせ、１以上の異なる及び低い面に下降及び座することを生じ
させる。更には、溝内に下がった傾斜したダイ上への光照明が画像取得装置から離れるよ
うに光を反射させ、傾斜したダイに対応する画像の取得が、ダイ上の関心の１以上の領域
の正確な詳細及び／又は特徴を含まず若しくは伝達しない。これが、検査過程で取得され
た画像の品質に不利に影響し、不正確な検査結果に繋がり得る。
【００１５】
幾つかの従来のアプローチが上述の問題を解決することを試みている。例えば、一つのア
プローチにおいては、金属製のウェハーテーブルサポートが、溝の網を含む。平坦な金属
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板が溝の網の頂部上に配置される。金属板が、多くの小さい若しくは非常に小さい真空穴
を含み、真空が穿孔を通じてウェハー又は切断されたウェハーに適用されることが許容さ
れる。検討下のウェハーサイズに依存して、適切なパターン又は数の対応の溝が有効化さ
れる。多数の小さい又は非常に小さい真空穴は、ダイが一括して同一検査面に維持される
見込みを高めるが、時間と共により小さいダイサイズ及びより薄いダイ厚に帰結する継続
した科学技術の発展のため、集合的なダイの平坦性の問題が有効又は完全には除去されて
いない。そのような設計は、また、異なるウェハーサイズに対応する３つ揃いの突き出し
ピンの多数のセット、つまり、ウェハーテーブルが支持することができる多数の標準のウ
ェハーサイズに対応する３つの突き出しピンの多数の異なるセットを含む。突き出しピン
用の多数の穴の存在も、上述したものと類似の理由から、フィルムフレーム上に支持され
たダイの検査時、集合のダイの平坦性の問題を提示し、またかなりの可能性として悪化さ
せる。
【００１６】
ある製造業者がウェハーテーブル変換キットを用い、ウェハー全体のハンドリングのため
に溝を有する金属性のウェハーテーブルが用いられ、多くの小さい開口を有する金属性の
ウェハーテーブルカバーが、フィルムフレームのハンドリングのために用いられる。一つ
のウェハーテーブルのタイプから別のものへの変換及び変換後のウェハーテーブルの較正
に時間が消費され、また手動で行われる事実のために、不幸にも、変換キットは、検査シ
ステム中断時間を要求する。そのような中断が、平坦システムスループットに不利に影響
し（例えば、順序又は一緒に考えられるウェハー及びフィルムフレーム検査オペレーショ
ンの両方の全体又は平均スループット）、従って、ウェハーテーブル変換キットを要求す
る検査システムが望ましくない。
【００１７】
米国特許第６，５１３，７９６号に記載のものといった他のウェハーテーブル設計が、ウ
ェハー又はフィルムフレームが処理されるか否かに基づいて、異なる中央ウェハーテーブ
ルインサートを許容するウェハーテーブル容器を包含する。ウェハー検査のため、インサ
ートが、典型的には、真空の作動のための真空穴を有する環状リングを有する金属板であ
る。フィルムフレームのため、インサートが、真空作動のための多数の微細穴を有する金
属板であり、これが、依然として、上述の集合のダイの非平坦性を生じさせる。
【００１８】
米国特許出願公開第２００７／００６３４５３号に開示のものといった他のウェハーテー
ブル設計は、薄いフィルム材料から成る環状リングにより固有領域が規定された多孔性材
料から成るプレートタイプのインサートを有するウェハーテーブルレセプタクルを利用す
る。典型的には、そのようなウェハーテーブル設計が組み立てにおいて複雑であり、微細
及び複雑な製造工程を包含し、従って、困難であり、時間を消費し、若しくは製造に費用
がかかる。更には、そのような設計が、金属製の環状リングを用い、ウェハーサイズに応
じてウェハーテーブル表面に亘る局部的な真空力の制御を促進する。金属製の環状リング
が、不必要に長い平坦化時間を要求し、若しくはウェハーテーブル表面を平坦化する時、
ウェハーテーブル表面を研磨するために用いられる研磨装置を損傷する。更には、ウェハ
ーテーブル表面に亘る材料の研磨特性の差異のため、金属製のリングが非平坦性を高め、
従って、金属製の環状リングが、近代の光学的検査工程（例えば、特に、フィルム上に実
装された切断されたウェハー）にとって適切ではない。
【００１９】
不幸にも、従来のウェハーテーブル設計は、より小さいウェハーダイサイズ及び／又は進
歩的に減少するウェハー厚を継続して生じさせる科学技術の進歩に照らして、ウェハーテ
ーブル表面の不十分な平坦均一性の結果から、（ａ）不必要な構造的な複雑さ、（ｂ）製
作するのに困難、高価、又は時間を消費する、及び／又は（ｃ）様々なタイプのウェハー
処理オペレーション（例えば、ダイ検査オペレーション、特には、ダイがフィルムフレー
ムにより支持される時）に不適切である。ウェハーテーブルにウェハーと切断されたウェ
ハーの両方を取り扱い、１以上の前述の問題又は欠点を克服することを可能にするウェハ
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ーテーブル構造及び関連のウェハーテーブル製造技術の要求が明らかに存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
本開示の一側面においては、単一のウェハーテーブル構造が、ウェハー及びウェハー又は
この部分が実装されるフィルムフレームの両方をハンドリングすることに適するウェハー
テーブル表面を提供する。
ウェハーテーブル構造は、露出した上面、内面、及び内面に一体的に形成された若しくは
取り付けられたコンパートメントのセットの第１セットを備えるベーストレイであって、
ベーストレイが、適用された負の圧力に応じてガス又は流体不浸透性である少なくとも一
種類の材料で形成される、ベーストレイ；
　ベーストレイコンパートメントのセット内に配置された少なくとも一種類のコンパート
メント材料であって、少なくとも一種類のコンパートメント材料が、コンパートメントの
セットに適合可能であり、適用された真空力に応じてガス又は流体浸透性であるコンパー
トメントのセットにおいて硬化されたコンパートメント材料を提供するように硬化可能で
あり、露出した上面の第２セットを提供する、少なくとも一種類のコンパートメント材料
；及び
　ベーストレイの内面に形成された開口のセットであって、これにより、硬化されたコン
パートメント材料が負の圧力又は正の圧力に晒され得る、開口のセットを備え、（ａ）ベ
ーストレイの露出した上面の第１セット及び（ｂ）硬化したコンパートメント材料の露出
した上面の第２セットが、共通の機械加工工程により同時に機械加工可能であり、ウェハ
ー及びフィルムフレームを支持するための平坦なウェハーテーブル表面（例えば、ウェハ
ーテーブル表面に亘る＋／－１００μｍ以下の平坦均一性を呈する超平坦面）を提供する
。ベーストレイ及び硬化されたコンパートメント材料の少なくとも一つがセラミックベー
スの材料を含む。
【００２１】
ベーストレイの露出した上面の第１セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度
と、硬化されたコンパートメント材料の露出した上面の第２セットが共通の機械加工工程
により平坦化される速度が実質的に同一である（例えば、＋／－５～２０％内、又は＋／
－１０％）。
【００２２】
コンパートメントのセットが複数のコンパートメントを含み、ウェハーテーブル構造が、
複数のコンパートメント内の個別のコンパートメントをお互いに分離するリッジのセット
を更に含む。ベーストレイの露出した上面の第１セットが、リッジのセットの露出した上
面を含む。ベーストレイ及びリッジのセット内の各リッジが同一又は異なる材料から形成
され得る。ベーストレイ内面が複数の内側底面を含む。リッジのセット内の各リッジがベ
ーストレイの内側底面の境界を成し、リッジのセット内の各リッジが、異なるベーストレ
イの内側底面をお互いに区分し、コンパートメントのセットを規定する。リッジのセット
内の各リッジ及びコンパートメントのセット内の各コンパートメントの寸法が、標準ウェ
ハーサイズ及び／又は標準フィルムフレームサイズに相関される態様において設定される
。
【００２３】
一実施形態においては、コンパートメントのセットが、対応の開口の第１セットに露出し
た第１量の硬化されたコンパートメント材料を含む第１コンパートメント；及び
対応の開口の第２セットに露出した第２量のコンパートメント材料を含む第２コンパート
メントを含み、開口の第２セットが開口の第１セットとは異なる。リッジのセット内の第
１リッジが、第１コンパートメントを周囲し、第２コンパートメントから第１コンパート
メントを分離する。負の圧力が開口の第１セットに適用され、第１標準径を有する第１ウ
ェハー又は第１フィルムフレームを平坦ウェハーテーブル表面にしっかりと保持し、負の
圧力が開口の第１セット及び開口の第２セットに適用され、第１標準径よりも大きい第２
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標準径を有する第２ウェハー又は第２フィルムフレームを平坦ウェハーテーブル表面にし
っかりと保持することができる。
【００２４】
コンパートメントのセットは、対応の開口の第３セットに露出した第３量の硬化されたコ
ンパートメント材料を含む第３コンパートメントも含み、開口の第３セットが、開口の第
１セット及び開口の第２セットの各々とは異なる。リッジのセット内の第２リッジが第２
コンパートメントを周囲し、第３コンパートメントから第２コンパートメントを分離する
。負の圧力が開口の第１セット、開口の第２セット、開口の第３セットに適用され、第１
及び第２標準径の各々よりも大きい第３標準径を有する第３ウェハー又は第３フィルムフ
レームを平坦ウェハーテーブル表面にしっかりと保持することができる。
【００２５】
ウェハーテーブル構造が、多数の標準サイズのウェハーをハンドリングするために突き出
しピンの単一セットがこれを介して移動する突き出しピンガイド部材の単一のセットも含
み得る。
【００２６】
本開示の別側面においては、ウェハー及びウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフ
レームの両方をハンドリングすることに適する単一のウェハーテーブル表面を提供するウ
ェハーテーブル構造の製造方法が提供され、当該方法が：
　露出した上面、内面、内面に一体的に形成された若しくは取り付けられたコンパートメ
ントのセット、及び内面に形成された少なくとも一つの開口のセットの第１セットを有し
、ベーストレイが、適用された負の圧力に応じてガス又は流体不浸透性である少なくとも
一種類の材料で形成される、ベーストレイを提供すること；
　ベーストレイコンパートメントのセット内に少なくとも一種類のコンパートメント材料
を配置することにして、少なくとも一種類のコンパートメント材料がコンパートメントの
セットに適合可能である；
少なくとも一種類のコンパートメント材料を硬化し、適用された負の圧力又は正の圧力に
応じてガス又は流体浸透性である、コンパートメントのセットに硬化されたコンパートメ
ント材料を提供し、露出した上面の第２セットを提供すること；及び
　共通の機械加工工程により露出した上面の第１セット及び露出した上面の第２セットを
同時に機械加工し、ウェハー及びウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレームを
支持するためのウェハーテーブル表面を提供することを含む。そのような機械加工の過程
で、共通の機械加工工程により、ベーストレイの露出した上面の第１セットが平坦化され
る速度と、硬化されたコンパートメント材料の露出した上面の第２セットが平坦化される
速度が実質的に同一である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１Ａ】図１Ａは、ウェハー及び／又はフィルムフレームのハンドリングシステムの部
分を示す概略図であり、本開示の実施形態に係るウェハー及びフィルムフレームの両方を
ハンドリングするための単一の多孔性ウェハーテーブル構造を提供する。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ウェハー及び／又はフィルムフレームのハンドリングシステムの部
分を示す概略図であり、本開示の実施形態に係るウェハー及びフィルムフレームの両方を
ハンドリングするための単一の多孔性ウェハーテーブル構造を提供する。
【図２Ａ】図２Ａは、本開示の実施形態に係る、セラミックベースの非多孔性材といった
、非多孔性材を含むウェハーテーブルベーストレイの斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ラインＡ－Ａ’における図２Ａのベーストレイの断面斜視図である
。
【図３Ａ】図３Ａは、図２Ａのベーストレイの斜視図であり、その中に、セラミックベー
ス多孔性材といった、成形可能、形成可能、適合可能又は流動可能な多孔性材が配されて
いる。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ラインＢ－Ｂ’における図３Ａに対応する成形可能、形成可能、適
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合可能又は流動可能な多孔性セラミックベース材料を支持するベーストレイの斜視断面図
である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図３Ａ及び３Ｂに対応する硬化された多孔性セラミック材料を支持
するベーストレイに対応する平坦化工程後の真空チャック構造の断面図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、本開示の実施形態により生産又は製造された真空チャック構造の断
面図であり、図３Ｃに対応し、また平坦な真空チャック表面でウェハー又はフィルムフレ
ームを支持する。
【図３Ｅ】図３Ｅは、本開示の実施形態に係る真空チャック構造上に置かれた第１標準径
（例えば、８インチ）を有する代表例の第１ウェハーの斜視図である。
【図３Ｆ】図３Ｆは、本開示の実施形態に係る真空チャック構造上に置かれた第２標準径
（例えば、１２インチ）を有する代表例の第２ウェハーの斜視図である。
【図３Ｇ】図３Ｇは、本開示の実施形態に係る真空チャック構造上に置かれた第３標準径
（例えば、１６インチ）を有する代表例の第３ウェハーの斜視図である。
【図４Ａ】図４Ａは、突き出しピンガイド部材のセットを含む、本開示の別の実施形態に
係るセラミックベースの真空チャックベーストレイの斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ラインＣ－Ｃ’における図４Ａのセラミックベースの真空チャック
ベーストレイの断面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、図２Ａ及び２Ｂのベーストレイの斜視図であり、この中に、成形可
能、形成可能、適合可能又は流動可能な多孔性セラミックベース材料が配されている。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ラインＤ－Ｄ’における図５Ａに対応する成形可能、形成可能、適
合可能又は流動可能な多孔性のセラミックベースの材料を支持するベーストレイの断面斜
視図である。
【図６】図６は、本開示の実施形態に係る真空チャック構造の製造のための代表の工程の
フロー図である。
【図７】図７は、本開示の実施形態に係る真空チャック構造の断面図であり、平坦化工程
の完了の前のベーストレイの区画容積を少し超える成形可能な多孔性セラミックベース材
料の初期の量を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
本開示においては、付与の要素の図示又は特定図における特定の要素番号の検討又は使用
若しくは対応の記述材料におけるそこへの参照が、同一、均等、又は類似の別図において
識別された要素又は要素番号若しくはそれに関連した記述材料を指標し得る。図面又は関
連の文章における「／」の使用が、逆のことが示されない限り「及び／又は」を意味する
ものと理解される。本明細書の特定の数値又は数値範囲の掲載が、適切な数値又は数値範
囲（例えば、＋／－２０％、＋／－１０％、又は＋／－５％内）を含み、若しくは掲載で
あるものと理解される。同様に、均等、本質的に均等、又はおよそ均等の記述が、実質的
に等しいものを意味し、また実質的又はおよそ等しい（例えば、＋／－２０％、＋／－１
０％、又は＋／－５％内に等しい）ものも意味するものと理解される。
【００２９】
本明細書で用いられるように、既知の数学的な定義（例えば、Peter J. Eccles、ケンブ
リッジ大学プレス(1998)の数学的論法への招待：数値、セット、及び関数「第１１章：有
限セットの適切さ」（例えば、１４０ページに示される）に対する態様で）に準じて、用
語「セット」が、少なくとも一つの濃度（cardinality）を数学的に表わす無ではない有
限の要素の組織に対応し、若しくはそのように規定される（つまり、本明細書で規定され
るセットは、ユニット、シングレット、又は単一の要素のセット、又は多数の要素のセッ
トに対応し得る）。一般的には、セットの要素が、システム、機器、装置、構造、対象物
、工程、物理パラメーター、又は検討下のセットの種類に依存する値を含む、若しくはそ
れらであり得る。
【００３０】
簡潔さのため及び理解を助ける目的で、本明細書で用いられる「ウェハー」が、光学的検
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査工程及び／又は他の処理オペレーションのセットが望まれる若しくは要求される１以上
の平坦な表面積を有するウェハー全体、ウェハー部分、又は他の種類の対象物又はコンポ
ーネント（例えば、ソーラーセル）の全体又は部分を含意し得る。後続の明細書における
用語「フィルムフレーム」が、概して、当業者により理解される態様においてウェハーが
実装又は接着される、例えば、フィルムフレーム表面積に亘って配された又は延ばされた
薄層又はフィルム材料により、ウェハー、薄化された又は裏面研削されたウェハー、又は
切断されたウェハーを支持又はサポートするべく構成されたサポート部材又はフレームを
意味する。
【００３１】
加えて、本明細書において使用の用語「ウェハーテーブル」が、ウェハー検査工程又はフ
ィルムフレーム検査工程過程において、各々、ウェハー又はフィルムフレームを保持する
ための機器を含み、ここでは、用語「ウェハーテーブル」が、当業者によって、ウェハー
チャック、真空テーブル、又は真空チャックに対応し、若しくはこれと均等、実質的に均
等、若しくは類似するものと理解される。本明細書において使用の「非多孔質材」は、少
なくとも実質的又は本質的に空気又は液体といった流体の流れ又は移動に不浸透性であり
、これに対応して、（例えば、ほぼ０．５０～１．０ｍｍよりも大きい深さといった非多
孔質材の所与の厚み又は深さに対して）そこを通じた負の圧力又は真空力の連絡又は移動
に少なくとも実質的又は本質的に不浸透性である材料を意味することが意図される。類似
して、本明細書において使用の「多孔質材」は、少なくとも適度に／実質的又は本質的に
空気又は液体といった流体の流れ又は移動に浸透性であり、これに対応して、（例えば、
ほぼ０．５０～１．０ｍｍよりも大きい深さといった多孔質材の所与の厚み又は深さに対
して）そこを通じた負の圧力又は真空力の連絡又は移動に少なくとも適度に／実質的又は
本質的に浸透性である材料を意味することが意図される。最後に、用語「セラミックベー
ス」及び「セラミックベースの材料」が、本開示の内容において、その物質構造及び特性
において完全又は実質的にセラミックである材料を意味することが意図される。
【００３２】
本開示に係る実施形態が、ウェハー及びフィルムフレームのハンドリングのためのシステ
ム及び工程に関し、検査（例えば光学式検査）工程といった、正確な高スループットウェ
ハー及び／又はフィルムフレームハンドリング又は処理オペレーションを促進又は作動さ
せる態様においてウェハー及びフィルムフレームの両方をハンドリングするべく構成され
た単一又は統合された多孔性ウェハーテーブルを提供する。
【００３３】
本開示の実施形態に係る高度に平坦又は超平坦なウェハーテーブルが、以降に更に説明の
ように検査システムといった、ウェハー及びフィルムフレームの両方をハンドリングする
ためのシステムの一部に関連して用いられ、又はその一部を形成し得る。本開示に係る多
数の実施形態が、ウェハー及びフィルムフレーム検査システム（例えば、光学的検査シス
テム）に関するが、本開示に係る幾つかの実施形態が、加えて又は代替として、テストオ
ペレーションといった、他の種類のウェハー及び／又はフィルムフレームのフロントエン
ド又はバックエンド処理オペレーションをサポート又は実行するように構成される。本開
示に係る代表の実施形態の側面が、簡潔さ及び理解を助ける目的のため検査システムを主
に強調して以降詳細に記述される。
【００３４】
ウェハー及びフィルムフレームの両方をハンドリングするために構成された単一又は統合
されたウェハーテーブルにより、本開示の実施形態が、ウェハーテーブル転換キットの必
要を除去し、又はそれを排除し、従って、ウェハー・トゥ・フィルムフレーム及びフィル
ムフレーム・トゥ・ウェハーの転換キットの切り替え及びオペレーションの較正に起因す
る生産中断時間を除去し、平均検査工程スループットが高められる。本開示の実施形態に
係る単一又は統合されたウェハーテーブルは、高い又は非常に高い程度の平坦性を有し、
高度に平坦なウェハーテーブル表面の垂直軸に平行な方向に沿うそこからの最小又は無視
可能な偏向でウェハーダイ表面を共通検査面に維持するウェハーテーブル表面を提供し、
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高精度の検査オペレーションを促進又は作動する。
【００３５】
代表のシステム構成及びシステム要素の側面
図１Ａは、本開示の代表の実施形態に係るウェハー１０及びフィルムフレーム３０をハン
ドリングするためのシステム２００のブロック図であり、検査システム６００により（例
えば、各々、ウェハー検査工程及びフィルムフレーム検査工程といった検査工程過程にお
いて）ウェハー及びフィルムフレームの両方をハンドリングするために構成された高い、
非常に高い、又は超高い平坦度（例えば、＋／－２００μｍ内、又は＋／－１００μｍ内
、又は＋／－５０μｍ内の平坦性）を呈するウェハーテーブル表面６２２を提供する単一
又は統合されたウェハーテーブル６２０に結合可能、これを支持、若しくはこれを有する
ウェハーテーブルアセンブリー６１０を含む。代表の非限定の実施形態においては、シス
テム２００は、第１ハンドリングサブシステム２５０及び第２ハンドリングサブシステム
３００を更に含み、これらが、（ａ）ウェハー１０及びフィルムフレーム３０を検査シス
テム６００へ及びそこから搬送するように構成される。システム２００は、また、本出願
が優先権を主張する２０１２年８月３１日に出願された米国特許仮出願６１／６９６，０
５１に記載のように、（ｂ）事前検査ハンドリングオペレーションの一部としてウェハー
・トゥ・フィルムフレーム回転ミスアライメント訂正及びウェハー非平坦性修正を提供し
、及び／又は、検査後のハンドリングオペレーションの一部として横方向の変位を阻止す
るように構成された要素といった追加の要素も含むことができる。
【００３６】
ウェハー１０又はフィルムフレーム３０が所定時間で検査されているか否かに依存して、
システム２００が、各々、ウェハーカセットといったウェハー源２１０、又はフィルムフ
レームカセットといったフィルムフレーム源２３０を含む。同様に、もしウェハー１０が
検査されるならば、システム２００が、ウェハーカセット（又は処理ステーションの一部
）といったウェハー目的地２２０を含み；もしフィルムフレーム３０が検査されるならば
、システム２００が、フィルムフレーム目的地２４０を含み、これが、フィルムフレーム
カセット（又は処理システムの一部）であり得る。ウェハー源２１０及びウェハー目的地
２２０が、対応又は同一の場所又は構造（例えば、同一のウェハーカセット）であり得る
。同様に、フィルムフレーム源２２０及びフィルムフレーム目的地２４０が、対応又は同
一の場所又は構造（例えば、同一のフィルムフレームカセット）であり得る。
【００３７】
検討される代表の形態においては、システム２００は、ウェハー１０が検査システム６０
０に関して適切にアライメントされるようにウェハー１０の初期又は事前検査のアライメ
ントを確立するべく構成されたウェハープリアライメント又はアライメントステーション
４００；フィルムフレーム３０上に実装されたウェハー１０に対応する回転ミスアライメ
ント方向及び回転ミスアライメント大きさ（回転ミスアライメント角度により示され得る
）を受け取り、検索し、決定し、又は測定するべく構成された回転ミスアライメント検査
システム５００；及び（例えば、記憶されたプログラム指令の実行により）システムオペ
レーションの側面を管理又は制御するべく構成された制御ユニット１０００も含み、以下
に更に詳述される。制御ユニット１０００は、コンピューターシステム又はコンピューテ
ィング装置を含み若しくはそれであり、処理ユニット（例えば、マイクロプロセッサー又
はマイクロコントローラー）、メモリー（例えば、固定及び／又はリムーバブルなランダ
ムアクセスメモリー（ＲＡＭ）及びリード・オンリー・メモリー（ＲＯＭ）を含む）、通
信リソース（例えば、標準信号伝送及び／又はネットワークインターフェイス）、データ
・ストレージ・リソース（例えば、ハードディスクドライブ、光学ディスクドライブ、又
は同種のもの）、及び表示装置（例えば、フラットパネルディスプレイスクリーン）を含
む。
【００３８】
多数の実施形態においては、システム２００は、追加として、サポート構造、ベース、下
部フレーム、又は下部構造２０２を含み、これが、少なくとも第２ハンドリングサブシス
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テム３００に結合され、若しくはそれをサポート又は支持するように構成され、第２ハン
ドリングサブシステム３００が、第１ハンドリングサブシステム２５０及び処理システム
６００に動作可能にインターフェース接続し、ウェハー又はフィルムフレームハンドリン
グオペレーションを促進する。幾つかの実施形態においては、サポート構造２０２が、第
１ハンドリングサブシステム２５０、第２ハンドリングサブシステム３００、ウェハーア
ライメントステーション４００、ミスアライメント検査システム５００、及び検査システ
ム６００のそれぞれをサポート若しくは支持する。
【００３９】
図１Ｂは、ウェハー１０及びフィルムフレーム３０をハンドリングするためのシステム２
００のブロック図であり、検査システム６００による検査過程でウェハー及びフィルムフ
レームの両方をハンドリングするために構成された単一又は統合されたウェハーテーブル
６２０を提供し、更に、本開示の別の実施形態に係る第１ハンドリングサブシステム２５
０及び第２ハンドリングサブシステム３００を提供する。この実施形態においては、ウェ
ハー源２１０及びウェハー目的地２３０が同一であり、例えば、同一のウェハーカセット
である；フィルムフレーム源２２０及びフィルムフレーム目的地２４０が同一であり、例
えば、同一のフィルムフレームカセットである。そのような実施形態が、より小さい又は
顕著に減じられた空間底面積を提供し、コンパクトで空間利用効率が高いシステム２００
に帰結する。
【００４０】
更なる代表の実施形態においては、検査システム６００が、ウェハー１０及びフィルムフ
レーム３０の２次元及び／又は３次元の光学的検査オペレーションを実行するように構成
される。光学的検査システム６００が、多数の照明源、画像を取得し、これに対応する画
像データセットを生成するべく構成された画像取得装置（例えば、カメラ）と、当業者に
より理解される態様において、ウェハー１０に向かって光を向け、特定の画像取得装置に
向かってウェハー表面で反射された光を検出し、ウェハー表面に入射する及び／又はそこ
から反射される光を反射又は光学的に作用する（例えば、フィルタリング、フォーカシン
グ、コリメーティング）ことの幾つか又は各々のために構成された光学的要素を含むこと
ができる。光学的検査システム６００は、記憶されたプログラム指令の実行、及び検査結
果の生成により画像データセットを分析するために、処理ユニット及びメモリーも含み、
若しくはこれらと通信可能に構成される。上述のように、システム６００が、別の種類の
処理システムを含み、若しくはそれに代替され得る。
【００４１】
図１Ｃを更に参照すると、ウェハーテーブルアセンブリー６１０により支持されたウェハ
ーテーブル６２０が、高度に平坦又は超平坦な外部又は露出したウェハーテーブル表面６
２２を提供し、この上へ又はこの上にフィルムフレーム３０と同様にウェハー１０が配置
され、若しくは位置づけられ、しっかりと維持又は保持され、ウェハーテーブル表面６２
２の中心点、中心、重心、およその中心点、中心、又は重心に垂直に定義される高度に平
坦なウェハーテーブル表面６２２の垂直軸Ｚwtに平行な方向に沿って、最小又は無視可能
な平坦な偏向でウェハーダイ１２が一括して共通検査面に維持される。ウェハーテーブル
アセンブリー６１０は、面を規定する又はそれに対応する２つの横の空間軸、例えば、各
々、ウェハーテーブルｘ及びｙ軸Ｘvt及びＹvt（各々が軸Ｚvtを横切る）に沿って、ウェ
ハーテーブル６２０を、また従って、これにより支持又はしっかりと保持された任意のウ
ェハー１０又はフィルムフレーム３０を選択的及び制御可能に変位するように構成される
。
【００４２】
ウェハーテーブル６２０は、（ａ）ウェハーの上面、上側面、又は露出面及びウェハーの
下面又は裏面に対して作用する大気圧の圧力差に起因して存在する固有又は自然の吸引力
と、（ｂ）ウェハーの裏面１０への真空力又は負の圧力の選択的に制御された適用との組
み合わせにより、ウェハーテーブル表面６２２上又はそれに対してウェハー１０又はフィ
ルムフレーム３０を選択的及びしっかりと維持又は保持するように構成される。ウェハー
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テーブル６２０は、ウェハーテーブル表面６２２とウェハー１０又はフィルムフレーム３
０の裏面の間のインターフェースへ、例えば、短い／一時的、例えば、ほぼ０．５０秒、
又は０．２５～０．７５秒の正の空気圧の噴射、例えば、エアーパージ又は一吹きの空気
を適用することにより、ウェハー１０又はフィルムフレーム３０に正の空気圧を適用又は
配送するように構成され、適用された真空力の中断又は停止に続いて、ウェハーテーブル
表面６２２からのウェハー１０又はフィルムフレーム３０に作用する真空吸引の解放を促
進する。
【００４３】
様々な実施形態においては、ウェハーテーブルアセンブリー６１０は、ウェハーテーブル
表面６２２からウェハー１０又はフィルムフレーム３０を垂直に変位するために、ウェハ
ーテーブルｚ軸Ｚwtに平行又はそれに沿って、ウェハーテーブル表面６２２に対して垂直
又は垂直方向に選択的及び制御可能に変位される突き出しピンのセット６１２を含む。多
数の実施形態においては、ウェハーテーブル６２０は、８、１２、及び１６インチウェハ
ー１０といった、多数の標準サイズのウェハー１０をハンドリングするために構成された
単一の突き出しピンのセット６１２（例えば、３つの突き出しピン）を含む。ウェハーテ
ーブル６２０は、ウェハーテーブル６２０上での単一の突き出しピンのセット６１２のポ
ジショニング（例えば、外周に幾分近く、概して近く、近く、又は近接して８インチウェ
ハーを支持するように位置づけられる）及びウェハー及びフィルムフレームが本開示の実
施形態に応じてハンドリングされる態様のため、追加の突き出しピンのセット６１２（例
えば、追加の３つの突き出しピンのセット）を含む必要がなく、また省略又は排除するこ
とができる。以下で更に詳述のように、幾つかの実施形態においては、ウェハーテーブル
６２０への又はそこからのウェハー１０の搬送のために突き出しピン６１２が用いられ、
ウェハーテーブル６２０への及び／又はそこからのフィルムフレーム３０の搬送が、突き
出しピン６１２の使用を伴う必要がなく、また省略又は完全に排除する。
【００４４】
多数の実施形態においては、ウェハーテーブル６２０が、図２Ａ～図７を参照して以降に
記述されるウェハーテーブル構造に同一、本質的に同一、実質的に同一、又は類似する構
造を含む又は有する。
【００４５】
ウェハー及びフィルムフレームのハンドリングのための代表の統合されたウェハーテーブ
ル構造の側面
本開示に係る実施形態においては、ウェハーテーブル構造が、ウェハーテーブル構造の内
部又はベース表面（例えば、ベーストレイの底）に一体的に形成された若しくは取り付け
られた多数のリッジ（突出、リッジ、立ち上げられた細片（raised strips）、仕切り部
、波部（corrugations）、しわ（creases）、又は折り部（folds）を含むことができ、若
しくはそれであり得る）を有するベーストレイ（若しくはベース容器、フレーム、フォー
ム、貯蔵部、又は貯蔵構造）を含むことができる。様々な実施形態においては、ベースト
レイが、セラミックベースの材料といった少なくとも一種類の非多孔質材を含むことがで
きる。ベーストレイは、真空力（群）の適用に応じて、ガス又は流体（例えば、空気）に
不浸透性、又は本質的にガス又は流体に不浸透性であることが意図される。つまり、非多
孔質材は、適用された真空力（群）に応じて、そこを通じるガス、流体、又は真空力（群
）の通路に不浸透又は本質的に不浸透であることが意図される。非多孔質材は、更に、慣
例の研磨ホイールといった通常の技術及び設備により、簡単又は迅速に機械加工可能、研
削可能又は研磨可能であることが意図される。多数の実施形態においては、非多孔質材が
、磁器（porcelain）を含む若しくはそれであり得る。
【００４６】
リッジが、ベーストレイに多数のコンパートメント、チャンバー、セル構造、開口領域、
又はリセスを規定し、そのように分割し、又は分離し、その中に少なくとも一種類の成形
可能、形成可能、適合可能、又は流動可能な多孔質材が導入され、設けられ、配され、又
は注がれて硬化、凝固、又は固められる。多孔質材が、更に、ベーストレイコンパートメ
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ントにしっかりと結合（例えば、固める、凝固又は硬化工程に関連の化学結合）又は接着
され、固められた多孔質材が、コンパートメント内にしっかりと保持され、又はそこに結
合される。追加若しくは代替として、リッジは、コンパートメント内で固められ若しくは
硬化される時に多孔質材が、リッジの構造によりその中に固定又は保持されるような態様
で形状付けられる。リッジは、望まれる又は要求されるように、曲がった及び／又は張り
出す部分を含み、若しくは他の適切な形状を取るように構成され得る。
【００４７】
コンパートメント内の多孔質材は、（例えば、それが硬化若しくは固められ、真空力（群
）がそこに適用された後）ガス、流体、又は真空力（群）がそこを通じて連絡又は伝達さ
れるように、そこへの真空力（群）の適用に応じてガス又は流体（例えば、空気）の通路
を許容することが意図される。その上、多孔質材は、慣例の研削ホイールといった通常の
技術及び設備により、簡単又は迅速に機械加工可能、研削可能、又は研磨可能であること
が意図される。
【００４８】
ウェハーテーブル構造について、非多孔性ベーストレイ材料（群）、及び／又はベースト
レイコンパートメント内への導入のための多孔質材（群）の選択は、ウェハー１０又はそ
の上に存在するフィルムフレーム３０に対して実行される適用又は工程との関係における
ウェハーテーブル構造の所望又は要求の特性に依存する。例えば、フィルムフレーム３０
により支持される大径の切断されたウェハー１０の小さい又は極小のダイ１２の光学的検
査は、ウェハーテーブル構造が非常に高度な又は超高度な平坦性の程度を有するウェハー
テーブル表面を提供することを要求する。その上、非多孔性ベーストレイ材料（群）及び
／又は多孔性コンパートメント材料（群）は、ウェハーテーブル構造が晒される、予期又
は意図される種類のウェハー又はフィルムフレーム処理条件に照らしてウェハーテーブル
構造が満足するべき化学、電気／磁気、熱、又は音響要求に依存する。
【００４９】
様々な実施形態においては、非多孔性ベーストレイ材料（群）及び多孔性コンパートメン
ト材料（群）が、（例えば、実質的又は本質的に同時に）単一の研削又は研磨機器による
少なくとも２つの区別可能又は異なる材料の多数の露出した表面に亘る研削又は研磨を促
進又は作動させる材料特性（群）又は品質（群）に基づいて選択される。より端的には、
２つ（又は２以上の）区別可能又は異なる非多孔性及び多孔質材の露出面は、標準の機械
加工、研削、又は研磨技術に従って動作し、若しくは動作される標準の機械加工、研削、
又は研磨機器を伴う単一、共通、又は共有の工程により、同じ又は同一の態様において同
時に機械加工され、研削され、又は研磨される。各非多孔性及び多孔質材のそのような機
械加工、研削、又は研磨は、研磨ヘッドといった機械加工、研削、又は研磨要素、装置、
又はツールに対して、低い、最小若しくは無視可能な損害に帰結する。更には、多数の実
施形態においては、非多孔性ベーストレイ材料（群）及び多孔性コンパートメント材料（
群）は、非多孔性ベーストレイ材料（群）が機械加工、研削、又は研磨により作用される
（例えば、平坦化される）速度と、多孔性コンパートメント材料（群）が機械加工、研削
、又は研磨により作用される（例えば、平坦化される）速度が実質的又は本質的に同一で
あるように選択される。
【００５０】
簡潔及び理解の容易の目的のため、以下に記述のウェハーテーブル構造の代表の実施形態
においては、非多孔性ベーストレイ材料が、非多孔性セラミックベース材料を含み、若し
くはそれであり、多孔性コンパートメント材料が、多孔性セラミックベース材料を含み、
若しくはそれである。当業者は、本開示の実施形態に係るウェハーテーブル構造が、以下
に記述の代表の実施形態との関係で提供される材料の種類に限定されないものと理解する
だろう。
【００５１】
非常にフラット、高度に平坦、又は超平坦なウェハーテーブル表面の創出が望まれ若しく
は要求される時、多孔質材は、当業者により理解される態様において、標準／慣行の処理
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技術、処理シーケンス及び処理パラメーター（例えば、硬化温度又は温度範囲、及び対応
の硬化回数又は時間間隔）に応じて多孔性ウェハーテーブル、ウェハーチャック、真空テ
ーブル、又は真空チャックを形成、製作、又は製造することに適する成形可能な多孔性ベ
ースセラミック材料及び／又は他の化合物を含むことができる。多数の実施形態において
は、多孔質材が、CoorsTek (CoorsTek Inc.、 Hillsboro、 OR USA、 503-693-2193)によ
り提供された商業的に入手可能な材料を含み、もしくはそれである。そのような多孔質材
が、酸化アルミニウム（Ａ１2Ｏ3）及び炭化ケイ素（ＳｉＣ）といった、１以上の種類の
セラミックベース材料を含み、若しくはそれであり、固化後／硬化後にほぼ５～１００μ
ｍの間（例えば、約５、１０、３０、又は７０μｍ）の細孔サイズを呈し、多孔率がほぼ
２０～８０％（例えば、約３０～６０％）の範囲にある。多孔性コンパートメント材料（
群）の細孔サイズが、当業者により理解されるように、検討される適用（フィルムフレー
ム３０上の薄い又は非常に薄いウェハー１０の検査）に適する意図又は所望の真空力レベ
ルといった適用要求に基づいて選択され得る。
【００５２】
セラミックベーストレイの部分（例えば、リッジのセット、及び可能性としてベーストレ
イの縁）及びベーストレイコンパートメントにより支持された硬化された成形可能な多孔
性セラミック材料に対応する露出した上面又は外面が、（例えば、統合された又は単一の
機械加工又は研削工程により）機械加工され、非常に高度な又は超高度な平坦性又は平坦
均一性の程度を呈する共通のウェハーテーブル表面を提供し、これは、例えば、検査過程
で、そこからの最小又は無視可能な偏向で、（ウェハーテーブル表面の垂直軸に垂直をな
す）共通面に沿って又はその面内にウェハーダイの表面を効果的に配置又は維持する態様
において、ウェハー又はフィルムフレームをしっかりと保持するのに適する。
【００５３】
図２Ａは、本開示の実施形態に係る、セラミックベースのベーストレイ１００の斜視図で
あり、また図２Ｂは、ラインＡ－Ａ’における図２Ａのベーストレイの斜視断面図である
。上述のように、様々な実施形態においては、セラミックベースのベーストレイ１００が
非多孔性であり、本質的に非多孔性であり、従って、適用された真空力（群）に応答した
そこを通じたガス、流体、又は真空力の伝達に関して不浸透又は本質的に不浸透である。
つまり、セラミックベースのベーストレイ１００は、そこを通じたガス、流体、又は真空
力（群）の連絡又は伝達に関して強い、非常に強い、又は効果的な不可入のバリアーとし
て機能することが典型的には意図される。
【００５４】
　一実施形態においては、ベーストレイ１００が、真空開口２０が配されるところに対す
る又はそこを周囲する中心又は重心１０４；平坦又は横断の空間の広がり又は領域ＡT；
外周部又は縁１０６；複数の内側底面１１０ａ～ｃ（そこに配された多数の真空開口２０
を含むことができる）；及び（環状又は同心配列にある）ベーストレイの中心とその外縁
１０６の間に配された１以上のリッジ１２０ａ～ｂを規定する形状を有する。以下で更に
詳述のように、様々な実施形態においては、リッジ１２０ａ～ｂは、ベーストレイの外縁
１０６と同様、標準ウェハー及び／又はフィルムフレームサイズ、形状、及び／又は寸法
（例えば、８インチ、１２インチ、及び１６インチのウェハー、及びそのようなウェハー
サイズに対応する１以上のフィルムフレームサイズ）に相関される若しくは対応する態様
にて大きさが決められ、形状付けられ、及び／又は寸法される。ベーストレイ１００が、
少なくとも一つの裏面１５０を更に含み、その主要部分又は全体が、多数の実施形態にお
いては、単一のベーストレイの裏側の平面に配され又は実質的に配される。
【００５５】
幾つかの実施形態においては、垂直ベーストレイ軸ＺTが、ベーストレイの裏面１５０及
びベーストレイの内側底面１１０ａ～ｃに対して垂直又は実質的に垂直であり、ベースト
レイの中心又は重心１０４を通じて延びるように規定できる。当業者により理解されるよ
うに、垂直ベーストレイ軸ＺTは、この上又はこれに対してウェハー又はフィルムフレー
ムがしっかりと維持又は保持される、意図されるウェハーテーブルの平坦面に対して垂直
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に規定される。図２Ａ及び２Ｂにおいては、ＺTが、各真空開口２０を二等分するライン
Ａ－Ａ’に対して垂直である。
【００５６】
　各リッジ１２０ａ～ｂが、ベーストレイ１００の内側の底面１１０ａ～ｃを境界付け、
また各リッジ１２０ａ～ｂが、異なるベーストレイの内側の底面１１０ａ～ｃの部分をお
互いに輪郭付け、分離し、若しくは仕切り、上述の成形可能、形成可能、適合可能又は流
動可能な多孔質材を受け入れ又は支持することができるベーストレイのコンパートメント
又は容器１３０ａ～ｂのセットを規定する。より端的には、図２Ａに図示の実施形態にお
いては、第１リッジ１２０ａが、ベーストレイ１００の第１内側底面１１０ａの上を延在
し、又はそれを周囲する（例えば、同心に周囲する）。第１内側底面１１０ａを周囲又は
一周する第１リッジ１２０ａにより規定される連続又は概して連続の構造的なリセスが、
従って、第１ベーストレイコンパートメント又は容器１３０ａを規定し、これが、その底
面として第１内側底面１１０ａを有する。類似の態様において、第１リッジ１２０ａ及び
第２リッジ１２０ｂが、ベーストレイ１００の第２内側底面１１０ｂ上を延びる。第２リ
ッジ１２０ｂが、第１リッジ１２０ａを包囲し（例えば、第１及び第２リッジ１２０ａ～
ｂが、お互いに対して同心である）、第１及び第２リッジ１２０ａ～ｂが、第２の連続又
は概して連続のベーストレイコンパートメント又は容器１３０ｂを規定し、これが、その
底面として第２内側底面１１０ｂを有する。また同じく、ベーストレイの外縁１０６が、
第２リッジ１２０ｂを包囲し（例えば、第２リッジ１２０ｂ及び外縁１０６がお互いに対
して同心である）、これらが第３の連続又は概して連続のベーストレイコンパートメント
又は容器１３０ｃを規定し、これがその底面として第３の内側ベーストレイ底面１１０ｃ
を有する。任意の所与のリッジ１２０が、横断リッジ幅、例えば、ほぼ１～４ｍｍ（例え
ば、ほぼ３ｍｍ）；及びコンパートメント又は容器１３０の深さを規定する対応のリッジ
深さ、例えば、ほぼ３～６ｍｍ（例えば、ほぼ４ｍｍ）を有する。以下に更に詳述のよう
に、様々な実施形態においては、任意の所与のベーストレイコンパートメント又は容器１
３０ａ～ｃが、標準ウェハー及び／又はフィルムフレームサイズ、形状、及び／又は寸法
の空間的な広がり、平坦な表面積、又は直径に相関された若しくは対応する空間的な広が
り、平坦な表面積、又は直径を有する。
【００５７】
上述の説明に対する同様又は類似の検討が、代替の実施形態（単一リッジ１２０を有する
実施形態；２つのリッジ１２０ａ～ｂよりも多くのリッジを有する実施形態；及び／又は
１以上のリッジ１２０の部分が完全に他方を包囲せず、若しくは１以上の他のリッジ１２
０に関して環状／同心ではない（例えば、特定のリッジ１２０の部分が、別のリッジ１２
０に関して横断状、放射状、又はこれ以外の態様で配置される時）実施形態が含まれる）
の追加又は他の種類のベーストレイコンパートメント又は容器１３０の定義に適用する。
様々な形状、サイズ、寸法及び／又はセグメントを呈するリッジ１２０（例えば、リッジ
１２０が、楕円形、円形、又は他の種類の幾何学的な輪郭又はパターンに関して配された
多数の別個の又は分離されたセグメント又はセクションを含むことができる）が異なる種
類のベーストレイコンパートメント又は容器１３０を規定する態様が、当業者により即時
に理解されるだろう。
【００５８】
上述に加えて、ベーストレイの外縁１０６が、各リッジ１２０ａ～ｂと同様に、各々、露
出した外縁上面１０８及び露出したリッジ上面１２２ａ～ｂを含み（ベーストレイの裏面
１５０に対する、ベーストレイ１００の上面又は上側の面に対応する）、ウェハーテーブ
ルの平坦面により支持されるウェハー１０又はフィルムフレーム３０に最も近接すること
が意図される。多数の実施形態においては、ベーストレイの外縁上面１０８とベーストレ
イの内側底面１１０ａ～ｃの間の（例えば、ベーストレイの中央切軸ＺTに平行な）垂直
距離が、各リッジ上面１２２ａ～ｂとベーストレイの内側底面１１０ａ～ｃの間も同様に
、ベーストレイコンパートメント深さＤTCを規定する。ベーストレイの外縁上面１０８と
ベーストレイの裏面１５０の間の垂直距離が、全体のベーストレイ厚みＴOTを規定する。
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最後に、垂直距離（これに沿って真空開口２０が延びる）が、真空通路深さＤVを規定し
、これがＴOTとＤTCの差に等しい。
【００５９】
図３Ａは、本開示の実施形態に係るウェハーテーブル構造５の形成を促進又は実施し、若
しくはそれを形成するための基礎を効果的に提供するために、成形可能、形成可能、適合
可能、又は流動可能な多孔質材が導入、配され、若しくは提供される図２Ａのベーストレ
イ１００の斜視図である。図３Ｂは、ラインＢ－Ｂ’における、図３Ａに対応する多孔質
材を支持するベーストレイ１００の斜視断面図である。図３Ｃは、図３Ａ及び３Ｂに対応
する多孔質材を支持するベーストレイ１００の断面図である。
【００６０】
図３Ａ及び３Ｂにおいては、多孔質材は、検討されるウェハーテーブル構造の製作の段階
に依存して、硬化前／セット前若しくは硬化後／セット後の状態にてベーストレイコンパ
ートメント１３０ａ～ｃ内に存在しているものと理解することができる。更には、硬化後
／セット後の状態で検討されるならば、多孔質材及び非多孔性又は真空不浸透セラミック
ベースのベーストレイ１００が、平坦化前／機械加工前又は平坦化後／機械加工後の状態
にあるものと考えられ、ここでも検討されるウェハーテーブル構造の製作の段階に依存す
る。本開示の実施形態に係る代表のウェハーテーブル構造の製作の工程の段階が、以下に
詳細に記述される。
【００６１】
図３Ａ～３Ｃを参照し、図２Ａ及び２Ｂに示されたベーストレイの実施形態と比較すると
、ベーストレイコンパートメント１３０ａ～ｃへの多孔質材の導入、配置、堆積又は供給
と、ベーストレイコンパートメント１３０ａ～ｃの内部幾何学構造への多孔質材の適合に
続いて、第１ベーストレイコンパートメント１３０ａが第１量１４０ａの多孔質材により
充填される；第２ベーストレイコンパートメント１３０ｂが第２量１４０ｂの多孔質材に
より充填される；及び第３ベーストレイコンパートメント１３０ｃが第３量１４０ｃの多
孔質材により充填される。類似又は同様の検討が、異なる数及び／又は構成のコンパート
メント１３０を有する他のベーストレイの実施形態に適用する。つまり、多孔質材がベー
ストレイコンパートメント１３０内に導入された後、そのようなコンパートメント１３０
の各々が、検討される任意の所与のコンパートメント１３０の寸法又は容積に対応する多
孔質材の所定の量１４０で充填される。任意の所与のベーストレイコンパートメント１３
０内に導入された多孔質材の初期量１４０が、コンパートメントの容積に等しいか、若し
くは超えるべきであり、過剰な多孔質材が、以下に更に詳述のように平坦化工程に関連し
て機械加工又は研磨により除去される。
【００６２】
コンパートメント１３０内への多孔質材の導入の後、多孔質材の任意の所与の量の一部が
、コンパートメント１３０内の多数の真空開口２０に晒される。より端的には、多孔質材
の所与の量１４０内において、ベーストレイの内側底面１１０に接触する多孔質材が、対
応のベーストレイの内側底面１１０に配され若しくは形成された１以上の真空開口２０に
選択的に晒される。例えば、図３Ｂ及び３Ｃに図示の実施形態においてより端的に示され
るように、多孔質材の第１量１４０ａが、第１ベーストレイコンパートメント１３０ａの
第１内側底面１１０ａ内のベーストレイ１００の中心に配された真空開口２０に晒される
。同じく、多孔質材の第２量１４０ｂが、第２ベーストレイコンパートメント１３０ｂの
第２内側底面１１０ｂ内に配された真空開口２０に晒される；及び多孔質材の第３量１４
０ｃが、第３ベーストレイコンパートメント１３０ｃの第３内側底面１１０ｃ内に配され
た真空開口２０に晒される。多孔質材の各量１４０ａ～ｃが対応の真空開口２０に晒され
るため、真空力（群）が、多孔質材の各量１４０ａ～ｃを通じて、ウェハーテーブル構造
５の上面に対応する多孔質材の上面へ、選択的に連絡、分配、若しくは伝達される。従っ
て、ウェハーテーブル構造５が特定のサイズ又は形状のウェハー１０又はフィルムフレー
ム３０を平坦なウェハーテーブル表面上で支持する時、真空力（群）が、以下に更に論述
される、ウェハーテーブル平坦面上に配されたウェハー１０又はフィルムフレーム３０に
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より被覆された対応のベーストレイコンパートメントを介して、ウェハー１０又はフィル
ムフレーム３０の裏面へ選択的に連絡若しくは伝達される。
【００６３】
上述及び以下に更に論述のように、多孔質材の量１４０がベーストレイコンパートメント
１３０内に導入された後、各々のそのような量１４０が、（例えば、硬化／ボンディング
工程に関して若しくはそれ同時に一括して）コンパートメント１３０を規定する１以上の
リッジ１２０の内部の底面１１０及び付随の側面又は側壁に対して固化、凝固、又は硬化
、及び結合される。加えて、２つの区別可能又は異なる材料表面に亘る単一の機械加工、
研削、又は研磨機器を用いた１以上の慣例の、技術的に単純な、高価ではなく、強靱な機
械加工又は研磨技術又は工程により、硬化／ボンディング工程に続いて、ウェハーテーブ
ル構造５の露出した上面（多孔質材の量１４０の露出した上面、露出したリッジ上面１２
２、及び露出した外縁上面１０８を含む）が、同時に機械加工、研磨、又は平坦化され得
る。更には、単一の機械加工、研削、又は研磨機器の使用が、非常に高度又は超高度な程
度の平坦均一性を提示するウェハーテーブル表面を生じさせ、提供し、若しくは規定する
。結果として、非常に小さいダイ及び／又は非常に薄いウェハーにとっても、最小又は無
視可能なそこからの偏向で、その共通面に上側の又は露出したダイ表面を効果的に維持す
る態様において、ウェハーテーブル平坦面上に配され、またしっかりと維持又は保持され
たウェハー１０又はフィルムフレーム３０により支持されるダイ１２が共通面に維持され
る。そのようなダイ１２の上面は、従って、高度に平坦なウェハーテーブル表面の垂直軸
に平行な方向（例えば、ベーストレイの垂直軸ＺTに対応し、重畳し、若しくは包摂する
ウェハーテーブル垂直軸Ｚwt）に沿って、その共通面から外れる最小又は無視可能な位置
偏向を提示する。本開示に係る多数の実施形態により提供されるウェハーテーブル表面の
超高度な平坦性が、ウェハー１０又はウェハー表面に存在するフィルムフレーム１２のダ
イ１２に実質的に一つの単一面（例えば、検査面）に座することを可能にし、正確な検査
及び／又は他の処理を促進する。
【００６４】
図３Ｄは、本開示の実施形態に即して生産又は製造されたウェハーテーブル構造５の断面
図であり、図３Ｃに対応し、平坦なウェハーテーブル表面上のウェハー又はフィルムフレ
ームを支持する。ウェハーテーブル構造５が、非常に高度又は超高度な程度の平坦均一性
を有するウェハーテーブル平坦面１９０を提供し、真空力（群）によりウェハーテーブル
平坦面上にしっかりと維持又は保持される、ウェハー１０又はフィルムフレーム３０によ
り支持されるダイ１２（例えば、非常に小さく及び／又は非常に薄いダイ１２）、装置、
又は材料層が、ウェハーテーブル垂直軸Ｚwtに沿う方向（若しくは、同じく、ウェハーテ
ーブル平坦面１９０から離れる方向）においてウェハー又はフィルムフレームの処理面１
９２から離れる若しくは外れる最小又は無視可能な位置偏向又は変位でウェハー又はフィ
ルムフレームの処理面１９２（例えば、光学的検査面）に一括して又は共通に維持され、
本質的に維持され、若しくは非常に実質的に維持される。代表の実施形態においては、約
０．２５～０．５０平方ｍｍ又はこれよりも大きい平坦面積と、約２５～５０ミクロン又
はこれよりも大きい厚みを有するダイ１２の露出面又は上面が、集合的に、約＋／－１０
０μｍ未満、若しくは約１０～９０μｍ未満（例えば、約＋／－２０～８０μｍ未満、若
しくは平均して約５０μｍ未満）のウェハー又はフィルムフレーム処理面１９２からの垂
直偏向を提示し得る。非常に小さい又は極小のダイ１２（例えば、約０．２５～０．５５
平方ｍｍ）及び／又は非常薄い又は超薄のダイ１２（例えば、約２５～７５μｍ又は約５
０μｍ厚）が、検査面１９２内に維持され、検査面１９２から外れるそれらの偏向が約２
０～５０μｍ未満である。
【００６５】
先に示したように、特定のベーストレイコンパートメント１３０内の所与の多孔質材の量
１４０の最大の横寸法又は径は、多孔質材の量１４０が存在するコンパートメント１３０
の最大の平坦空間広がり又は表面積を規定又は制限するリッジ１２０により測られる平坦
な空間広がり又は表面積と同様、特定の標準又は予期されるウェハー及び／又はフィルム
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フレームサイズ、平坦な空間広がり又は表面積、寸法、又は径に相関され、若しくは対応
する。より端的には、所与サイズのウェハー１０又はフィルムフレーム３０をウェハーテ
ーブル平坦面１９０にしっかりと維持又は保持するため、現在検討されるウェハー１０又
はフィルムフレーム３０よりも小さいウェハー又はフィルムフレームサイズに対応する各
コンパートメント１３０も同様に、現在において検討されるウェハー又はフィルムフレー
ムサイズの横寸法又は径に最も近接して適合する最大横寸法及び径を有するコンパートメ
ント１３０内に配され若しくはそれに露出した真空開口（群）２０へ又はそれを通じて真
空力を選択的に提供又は配給することにより、真空力がウェハー１０又はフィルムフレー
ム３０へ提供又は配給される。従って、特定サイズのウェハー１０又はフィルムフレーム
３０は、（ａ）検討されるウェハー１０又はフィルムフレーム３０のサイズに最も近接し
て適合する横寸法又は径を有する多孔質材の量１４０の上面を完全に被覆するべきであり
、（ｂ）より小さい横寸法又は径を有する各多孔性セラミック材料の量１４０も同様であ
る。ウェハー１０又はフィルムフレーム３０は、検討されるウェハー１０又はフィルムフ
レーム３０よりも小さい径を有する各リッジ１２０も同様に、ウェハー１０又はフィルム
フレーム３０のサイズに最も近接して適合するリッジ１２０の部分も被覆するべきである
。
【００６６】
図３Ｅは、本開示の実施形態に係るウェハーテーブル構造５上に配される第１標準径（例
えば、８インチ）を有する代表の第１ウェハー１０ａの斜視図であり、（ａ）第１ウェハ
ー１０ａが、多孔質材の第１量１４０ａと第１リッジ１２０ａの横幅の少なくとも一部を
被覆するが、多孔質材の第２量１４０ｂまで延びず若しくは重複しないこと；及び（ｂ）
第１コンパートメントの真空開口２０への又はこれを通じた、多孔質材の第１量１４０ａ
内への又はこれを通じた第１ウェハー１０ａの裏面への真空力の選択的又は優先の提供に
よる第１ウェハー１０ａへの真空力の適用又は供給により、第１ウェハー１０ａが、ウェ
ハーテーブル平坦面１９０上にしっかりと保持される。
【００６７】
図３Ｆは、本開示の実施形態に係るウェハーテーブル構造５上に配される第２標準径（例
えば、１２インチ）を有する代表の第２ウェハー１０ｂの斜視図である。（ａ）第２ウェ
ハー１０ｂが、多孔質材の第１及び第２量１４０ａ～ｂを被覆し、また第２リッジ１２０
ｂの横幅の少なくとも一部を被覆するが、多孔質材の第３量１４０ｃまで延びず、若しく
は重複しないこと；及び（ｂ）第１コンパートメントの真空開口２０及び第２コンパート
メントの真空開口２０への又はそれを通じた、多孔質材の第１及び第２量１４０ａ～ｂへ
の及びそれを通じた第２ウェハー１０ｂの裏面への真空力の選択的又は優先的な提供によ
る第２ウェハー１０ｂへの真空力の適用又は供給により、第２ウェハー１０ｂがウェハー
テーブル平坦面１９０上にしっかりと保持される。
【００６８】
図３Ｇは、本開示の実施形態に係るウェハーテーブル構造５上に配される第３標準径（例
えば、１６インチ）を有する代表の第３ウェハー１０ｃの斜視図である。（ａ）第３ウェ
ハー１０ｃが、多孔質材の第１、第２、及び第３量１４０ａ～ｃを被覆し、ベーストレイ
の外縁１０６の横幅の一部を被覆すること；及び（ｂ）第１コンパートメントの真空開口
２０、第２コンパートメントの真空開口２０、及び第３コンパートメントの真空開口２０
への又はそれを通じた、多孔質材の第１、第２、及び第３量１４０ａ～ｃ内への又はそれ
を通じた、第３ウェハー１０ｃの裏面への選択的又は優先の真空力の提供による第３ウェ
ハー１０ｃへの真空力の適用又は供給により、第３ウェハー１０ｃが、ウェハーテーブル
平坦面１９０上にしっかりと保持される。
【００６９】
上述の点に加えて、多数の実施形態においては、セラミックベースのベーストレイ１００
が、１以上の追加の種類の構造特徴又は要素を含む若しくは収容するように形成され得る
。そのようなセラミックベースのトレイ１０２の特定の代表の非限定の実施形態が以降に
より詳細に記述される。
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【００７０】
図４Ａは、本開示の別の実施形態に係るセラミックベースのウェハーテーブルのベースト
レイ１００の斜視図であり、突き出しピンガイド部材１６０のセットを含む。図４Ｂは、
ラインＣ－Ｃ’における図４Ａのセラミックベースのウェハーテーブルのベーストレイの
断面である。そのような実施形態においては、ベーストレイ１００が、上述のものと類似
又は実質的に同一の概要又は全体構造を有することができる。しかしながら、第１リッジ
１１０ａが、多数の突き出しピンガイド構造、要素、又は部材１６０ａ～ｃを含み（例え
ば、様々な実施形態においては３つであり、これは、そのようなウェハーサイズに対応す
る８インチ、１２インチ、及び１６インチウェハーをハンドリングするために３つの突き
出しピンを作動させることに十分である）。各突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃは、
これを通じて突き出しピンが移動することができる通路又は経路に対応する若しくは規定
する開口１６２を提供するべく形状付けられ、また構成される。多数の実施形態において
は、任意の所与の突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃが、第１リッジ１１０ａの一体部
分又は伸張として形成され、突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃが、第１区画１２０ａ
の部分内に突入する。その上、突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃは、ウェハーテーブ
ル構造の使用過程（例えば、突き出しピンの上昇又は下降の過程）で突き出しピンガイド
部材１６０ａ～ｃを通じた真空ロスが本質的な無であり、無視可能であり、若しくは最小
である態様において、寸法付けられ、及び／又は構築される。幾つかの実施形態において
は、突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃは、単一の突き出しピンのセット１６４が、ウ
ェハーテーブル構造５がハンドリングするように設計された各々のウェハーサイズをハン
ドリングすることができるように戦略的に配置される。当業者は、代替的若しくは追加的
に、突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃが第１リッジ１１０ａから分離して形成され、
若しくは別のリッジ１１０（例えば、第２リッジ１１０ｂ）の一部として形成されること
を理解するだろう。
【００７１】
図５Ａは、図４Ａ及び４Ｂのベーストレイの斜視図であり、その中に成形可能、形成可能
、適合可能、又は流動可能な多孔質材が導入、提供、又は配置されている。図５Ｂは、ラ
インＤ－Ｄ’における図５Ａに対応する成形可能な多孔質材を支持するベーストレイ１０
０の断面斜視図である。成形可能な多孔質材がベーストレイ１００に導入される時、各突
き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃ内及びそこを通じた開口１６２が封止又は閉塞される
べきであり、ウェハーテーブル平坦面１９０に対してウェハー又はフィルムフレームを下
降又は上昇させることを含む突き出しピン作動の過程で硬化された成形可能な多孔質材に
より通路及び開口１６２を通じた突き出しピン１６４ａ～ｃの移動が妨げられないことを
確かにするため、多孔質材は、そこに対応する突き出しピンガイド部材１６０ａ～ｃを通
じた開口１６２及び通路から遮断されることに留意されたい。
【００７２】
幾つかの実施形態においては、ベーストレイ１００が、多数の加熱及び／又は冷却要素を
支持、含み、又は組み込むことができる。例えば、加熱要素が、抵抗性加熱要素を含むこ
とができる。冷却要素が、冷却物質又は流体（例えば、冷却ガス、又は液体）を搬送する
ために構成されたチューブ、チャンネル、又は通路；又は熱電気冷却装置を含むことがで
きる。加熱及び／又は冷却要素が、非多孔性セラミックベースのベーストレイ材料に包囲
され、又はその中に包まれ得る（例えば、ベーストレイ１００の１以上の部分内に一体的
に形成される）。代替としては、加熱及び／又は冷却要素が、非多孔性セラミックベース
のベーストレイ材料の外部に存在し、ベーストレイ容器１３０を占める多孔質材の部分に
包囲され、又はその中に包まれ得る。上述のものに加えて若しくは代替して、非多孔性セ
ラミックベースのベーストレイ１００及び／又はベーストレイ容器１３０を占める多孔質
材が、電極、温度検出要素（例えば、熱電対）他の種類の検出要素（例えば、加速度計、
振動センサー、又は光学的センサー）、及び／又はウェハーテーブル構造５の部分内及び
／又は外部の周囲／環境状態を検出するための他の種類の検出要素といった追加又は他の
種類の要素を支持、含み、又は組み込むことができる。
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【００７３】
図６は、本開示の実施形態に係るウェハーテーブル構造５の製造のための代表の工程１７
０のフロー図である。一実施形態においては、ウェハーテーブル製造工程１７０が、複数
のコンパートメント１３０を有する多孔質性セラミックベースのウェハーテーブルのベー
ストレイ１００を準備する第１工程部分１７２；成形可能な多孔質材を準備することを含
む第２工程部分１７４；及び成形可能な多孔質材が各コンパートメント１３０の内側の空
間寸法に一致又はそこを占めるように、複数のコンパートメント１３０内に成形可能な多
孔質材を導入し、成形可能な多孔質材内の複数のコンパートメント１３０内の各コンパー
トメント１３０の容積幾何（volumetric geometry）を満たすことを含む第３工程部分１
７６を含む。例えば、図７に示される又は概して示される態様においてベーストレイコン
パートメント１３０の深さＤTCを超える深さ又は厚みを呈する成形可能な多孔性セラミッ
ク材料のように、各コンパートメント１３０内においては、成形可能な多孔性セラミック
材料の初期量１４２が、コンパートメント１３０の容積を超え又は僅かに超える。
【００７４】
第４工程部分１７８が、成形可能な多孔性セラミック材料を固め、又は硬化し、各コンパ
ートメント１３０を画定する内面（つまり、ベーストレイ１００内の内側底面及びリッジ
１２０に対応するコンパートメント側壁）に対して多孔質材を結合することを伴う。多孔
質材がコンパートメント内面内にしっかりと保持又は結合されると、非常に高い程度の平
坦性で多孔質材量１４０の露出面、上面、又は外面、ベーストレイリッジ１２０の露出し
た上面１２２、及びベーストレイ外縁１０６の露出した上面１０８を同時に提供し、これ
により、ウェハー及びフィルムフレームがしっかりと保持される高い均一性のウェハーテ
ーブル平坦面１９０を規定するため、第５工程部分１８０が、ベーストレイリッジ１２０
の露出した上面１２２及びベーストレイ外縁１０６の露出した上面１０８といったベース
トレイ１００の部分と同様に、多孔質材（つまり、各多孔質材量１４０）を機械加工又は
研磨することを伴う。平坦化後、任意の所与のコンパートメント１３０に対応する各多孔
質材量１４０が、コンパートメント１３０の容積に同一又は本質的に同一である。
【００７５】
第６工程部分１８２が、平坦化されたウェハーテーブル構造５を変位可能なウェハーテー
ブル又はステージアセンブリー（例えば、ｘ－ｙウェハーステージ）に結合又は実装し、
平坦化されたウェハーテーブル構造５内の真空開口２０をステージアセンブリー真空ライ
ン、リンク、及び／又はバルブのセットに結合することを伴い、ウェハーテーブル平坦面
１９０上に配されたウェハー１０又はフィルムフレーム３０に対して真空力が選択的に作
動及び適用される。
【００７６】
多孔質材の領域が１以上の金属から成る又は実質的に成る仕切り部により分離されていた
、及び／又は１以上の金属から成る又は実質的に成る外側容器構造を用いるある先例のウ
ェハーテーブル設計とは対照的に、本開示に係るウェハーテーブル構造の様々な実施形態
が、１以上の金属から成る又は実質的になるリッジ１２０を回避又は排除し、また典型的
には更に、１以上の金属から成る又は実質的になるベーストレイ１００を回避又は排除す
る。より端的には、少なくとも実質的にセラミック材料から成る上方又は露出した多孔性
ウェハーテーブル表面も同様に、少なくとも部分的に又は実質的に金属から成る上方又は
露出した非多孔性ウェハーテーブル表面を含む先例のウェハーテーブル設計においては、
そのような金属表面が、多孔性セラミック材料表面とは非常に異なる機械加工、研削、又
は研磨特徴、特性又は挙動を有する。機械加工、研削、研磨工程の過程においては、金属
表面が、多孔性セラミック材料表面と同一の速度又はそれと同様に直ちに平坦化されない
。その上、金属表面が、標準の機械加工、研削又は研磨要素、装置又はツール（例えば、
研磨ヘッド）をすぐに損傷し得る。金属表面の包含は、本開示の実施形態に即して製造さ
れたウェハーテーブル構造と比較して、機械加工、研削、又は研磨工程を顕著に困難、高
価、及び長時間化させる。
【００７７】
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研磨特徴の相違が、最終的にそのように製造されたウェハーテーブル表面が、ウェハーテ
ーブル表面の１以上のセクション又は領域に亘る望まない又は許容できない非平坦性又は
不十分な平坦性を呈する見込みを顕著に増加させる。そのような先例のウェハーテーブル
設計が、従って、小さい又は極小なダイ１２を支持するフィルムフレーム３０により支持
された１２インチ以上の切断されたウェハー１０といった、その上に脆弱なダイ１２を有
する大径の薄いウェハー１０の検査にとっては上手く適さない。対照的に、本開示に係る
ウェハーテーブル構造の実施形態は、この欠点を被ることなく、そのような種類のウェハ
ー１０又はフィルムフレーム３０の検査に非常に上手く適する高度に均一又は超均一な平
坦なウェハーテーブル表面６２２を提供する。
【００７８】
本開示の実施形態に即して製造されたウェハーテーブル構造の最終結果が、（ａ）ウェハ
ーテーブル表面６２２の平坦性に不利に影響し、先述の１以上の関連の問題に帰結し得る
ウェハーテーブル表面６２２上の溝又は真空孔（例えば、穿孔された真空孔）を排除又は
省略する；（ｂ）平坦なウェハーテーブル表面６２２が単一面内／上におけるそのような
ダイ１２の位置づけ及び維持を促進するため（これは、慣例のウェハーテーブル設計では
達成が難しい）、（ｉ）ウェハーテーブル転換キットの必要性を除去するべくウェハー１
０及びフィルムフレーム３０の両方、及び（ｉｉ）非常に薄い又は可撓性のウェハー（例
えば、７５μｍ、５０μｍ、又はこれよりも薄い）上に存在する非常に小さい又は極小の
ダイ１２（例えば、０．５ｍｍ×０．５平方ｍｍ、若しくはこれ未満）のハンドリングの
ために適する非常に高度又は超高度な平坦性ウェハーテーブル表面６２２を有する；及び
（ｃ）溝又は機械加工／穿孔された真空孔をウェハーテーブル表面上に含む、及び／又は
それらのウェハーテーブル表面上に露出した金属材料（例えば、ウェハーテーブル表面に
亘る金属板又は多数の金属製の仕切り部）を含む特に従来のウェハーテーブル設計と比較
して、構造的に簡単、低コスト、及び製造するのに簡単であるウェハーテーブル６２０で
ある。
【００７９】
本開示に係る様々な実施形態の側面が、既存のウェハーテーブル構造に関連の１以上の問
題、制限、及び／又は不利益を含む、ウェハー及び／又はフィルムフレームをハンドリン
グするための既存のシステム及び方法に関連した少なくとも一つの側面、問題、制限、及
び／又は不利益を解決する。ある実施形態に関連した特徴、側面、及び／又は利益が開示
において記述されるが、他の実施形態も、そのような特徴、側面、及び／又は利益を提示
し得、また全ての実施形態が、開示の範囲内に含まれるそのような特徴、側面、及び／又
は利益を提示することは必ずしも必要ではない。上に開示のシステム、コンポーネント、
工程、又はこれらの代替物の幾つかが、他の異なるシステム、コンポーネント、工程、及
び／又はアプリケーションに妥当に組み込まれ得ることが当業者により理解されるだろう
。加えて、当業者により、様々な修正、変更、及び／又は改良が、本開示の範囲内におい
て開示の様々な実施形態に為され得る。
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ウェハー、ウェハー部分、及び／又はウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレー
ムをハンドリングすることに適するウェハーテーブル表面を提供するウェハーテーブル構
造であって：
　露出した上面、内面、及び内面に一体的に形成された若しくは取り付けられたコンパー
トメントのセットの第１セットを備えるベーストレイであって、ベーストレイが、適用さ
れた負の圧力に応じてガス又は流体不浸透性である少なくとも一種類の材料で形成される
、ベーストレイ；
　ベーストレイコンパートメントのセット内に配置された少なくとも一種類のコンパート
メント材料であって、少なくとも一種類のコンパートメント材料が、コンパートメントの
セットに適合可能であり、適用された真空力に応じてガス又は流体浸透性であるコンパー
トメントのセットにおいて硬化されたコンパートメント材料を提供するように硬化可能で
あり、露出した上面の第２セットを提供する、少なくとも一種類のコンパートメント材料
；及び
　ベーストレイの内面に形成された開口のセットであって、これにより、硬化されたコン
パートメント材料が負の圧力又は正の圧力に晒され得る、開口のセットを備え、
　（ａ）ベーストレイの露出した上面の第１セット及び（ｂ）硬化したコンパートメント
材料の露出した上面の第２セットが、共通の機械加工工程により同時に機械加工可能であ
り、ウェハー及びフィルムフレームを支持するための平坦なウェハーテーブル表面を提供
する、ウェハーテーブル構造。
【請求項２】
平坦なウェハーテーブル表面は、そこに形成される溝及び真空穴を伴わない請求項１に記
載のウェハーテーブル構造。
【請求項３】
平坦なウェハーテーブル表面が、単一平面における又はその上でのウェハーダイのポジシ
ョニング及び維持を促進する非常に高度又は超高度の平坦面であり、平坦なウェハーテー
ブル表面が、平坦なウェハーテーブル表面に亘り＋／－１００μｍ未満の平坦均一性を有
する、請求項２に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項４】
ベーストレイの露出した上面の第１セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度
と、硬化されたコンパートメント材料の露出した上面の第２セットが共通の機械加工工程
により平坦化される速度が実質的に同一である、請求項１に記載のウェハーテーブル構造
。
【請求項５】
コンパートメントのセットが複数のコンパートメントを含み、ウェハーテーブル構造が、
複数のコンパートメント内の個別のコンパートメントをお互いに分離するリッジのセット
を更に備え、ベーストレイの露出した上面の第１セットが、リッジのセットの露出した上
面を含み、
ベーストレイ内面が、複数の内側底面を含み、
リッジのセット内の各リッジが、ベーストレイの内側底面の境界を成し、
リッジのセット内の各リッジが、異なるベーストレイの内側底面をお互いに区分し、コン
パートメントのセットを規定する、請求項１に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項６】
ベーストレイ及びリッジのセット内の各リッジが同一の材料から形成される、請求項５に
記載のウェハーテーブル構造。
【請求項７】
リッジのセット内の各リッジが、ベーストレイの中心から離れる事前設定された距離で存
在し、少なくとも第１コンパートメントがリッジにより周囲される、請求項５に記載のウ
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ェハーテーブル構造。
【請求項８】
リッジのセット内の各リッジ及びコンパートメントのセット内の各コンパートメントの寸
法が、標準ウェハーサイズ及び／又は標準フィルムフレームサイズに相関される態様にお
いて設定される、請求項７に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項９】
（ａ）コンパートメントのセットが：
対応の開口の第１セットに露出した第１量の硬化されたコンパートメント材料を含む第１
コンパートメント；及び
対応の開口の第２セットに露出した第２量のコンパートメント材料を含む第２コンパート
メントを含み、開口の第２セットが開口の第１セットとは異なり、
及び
（ｂ）リッジのセット内の第１リッジが、第１コンパートメントを周囲し、第２コンパー
トメントから第１コンパートメントを分離する、請求項８に記載のウェハーテーブル構造
。
【請求項１０】
負の圧力が開口の第１セットに適用され、第１標準径を有する第１ウェハー又は第１フィ
ルムフレームを平坦なウェハーテーブル表面にしっかりと保持し、負の圧力が開口の第１
セット及び開口の第２セットに適用され、第１標準径よりも大きい第２標準径を有する第
２ウェハー又は第２フィルムフレームを平坦なウェハーテーブル表面にしっかりと保持す
ることができる、請求項９に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１１】
（ｃ）コンパートメントのセットが、対応の開口の第３セットに露出される硬化された第
３量のコンパートメント材料を含む第３コンパートメントを含み、開口の第３セットが、
開口の第１セット及び開口の第２セットの各々とは異なる；
及び
（ｄ）リッジのセット内の第２リッジが、第２コンパートメントを周囲し、第３コンパー
トメントから第２コンパートメントを分離する、請求項１０に記載のウェハーテーブル構
造。
【請求項１２】
負の圧力が、開口の第１セット、開口の第２セット、開口の第３セットに適用され、第１
及び第２標準径の各々よりも大きい第３標準径を有する第３ウェハー又は第３フィルムフ
レームを平坦なウェハーテーブル表面にしっかりと保持することができる、請求項１１に
記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１３】
ベーストレイ及び硬化されたコンパートメント材料の少なくとも一つが、セラミックベー
スの材料を含む、請求項１に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１４】
ベーストレイが磁器を含む、請求項１３に記載のウェハーテーブル構造。
【請求項１５】
突き出しピンの単一セットが多数の標準サイズのウェハーをハンドリングするために移動
することができる突き出しピンガイド部材の単一のセットを更に備える、請求項１に記載
のウェハーテーブル構造。
【請求項１６】
　ウェハー、ウェハーの部分、及び又はウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレ
ームをハンドリングすることに適するウェハーテーブル表面を提供するウェハーテーブル
構造の製造方法であって、当該方法が：
　露出した上面、内面、内面に一体的に形成された若しくは取り付けられたコンパートメ
ントのセット、及び内面に形成された少なくとも一つの開口のセットの第１セットを有し
、ベーストレイが、適用された負の圧力に応じてガス又は流体不浸透性である少なくとも
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一種類の材料で形成される、ベーストレイを提供すること；
　ベーストレイコンパートメントのセット内に少なくとも一種類のコンパートメント材料
を配置することにして、少なくとも一種類のコンパートメント材料がコンパートメントの
セットに適合可能である；
　少なくとも一種類のコンパートメント材料を硬化し、適用された負の圧力又は正の圧力
に応じてガス又は流体浸透性である、コンパートメントのセットに硬化されたコンパート
メント材料を提供し、露出した上面の第２セットを提供すること；及び
　共通の機械加工工程により露出した上面の第１セット及び露出した上面の第２セットを
同時に機械加工し、ウェハー及びウェハー又はこの部分が実装されるフィルムフレームを
支持するための平坦なウェハーテーブル表面を提供することを含む、方法。
【請求項１７】
露出した上面の第１及び第２セットの同時の機械加工の過程で、ベーストレイの露出した
上面の第１セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度と、硬化されたコンパー
トメント材料の露出した上面の第２セットが共通の機械加工工程により平坦化される速度
が実質的に同一である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
コンパートメントのセットが複数のコンパートメントを含み、ベーストレイが、複数のコ
ンパートメント内の個別のコンパートメントをお互いに分離するリッジのセットを含み、
ベーストレイの露出した上面の第１セットが、リッジのセットの露出した上面を含む、請
求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
ベーストレイ及び硬化されたコンパートメント材料の少なくとも一つがセラミックベース
の材料を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　ウェハーテーブル構造を変位可能なウェハーテーブル又はステージアセンブリーに実装
すること；及び
　ラインのセットにして、これを介して負の圧力又は正の圧力が選択的に作動されて平坦
なウェハーテーブル表面上に配置されたウェハー又はフィルムフレームへ適用されるライ
ンのセットに対して開口の各セットを結合すること、を更に含む、請求項１６に記載の方
法。
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