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(57)【要約】
【課題】研磨時にウエーハを押圧する圧力をウエーハの
箇所によって変えて研磨プロファイル（研磨量の分布）
をコントロールすることが容易となる研磨装置を提供す
ること。
【解決手段】研磨装置は、ウエーハ１０を保持する回転
可能な保持テーブル４１と、スピンドル３４の先端に設
けられるプラテン３６，３８と、プラテン３６，３８に
固定され、保持テーブル４１に保持されたウエーハ１０
を研磨する研磨パッド６と、を備える。プラテン３６，
３８は、同心円状に少なくとも二つ以上に分割され、ウ
エーハ１０に向けて押圧される圧力が別々に制御される
。これにより、ウエーハ１０の所望する研磨プロファイ
ルを得ることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨装置であって、
　ウエーハを保持する回転可能な保持テーブルと、
　スピンドルの先端に設けられるプラテンと、
　該プラテンに固定され、該保持テーブルに保持されたウエーハを研磨する研磨パッドと
、を備え、
　該プラテンは、同心円状に少なくとも二つ以上に分割され、
　該ウエーハに向けて押圧される圧力が別々に制御されることを特徴とする研磨装置。
【請求項２】
　該研磨パッドは、
　該プラテンの境界部に該当する位置で分割されている事を特徴とする請求項１に記載の
研磨装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研磨装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所望の厚さに研削加工された半導体ウエーハなどのウエーハは、研削工程で生じた切削
屑を除去したり、破砕層を除去することで抗折強度を上げたりするために、ウエーハの裏
面を研磨装置で研磨することが知られている（例えば、特許文献１、２及び３参照）。具
体的には、特許文献１では、荒加工用砥石の外周側に仕上げ加工用砥石を配置し、荒加工
用砥石を支持する主軸と仕上げ加工用砥石を支持する主軸とを別に設定している。これに
より、被加工物の表面粗さを均一にすることができる。また、特許文献２では、複数のエ
アバッグを有するトップリングを用いて、研磨面の箇所における圧力を変えている。特許
文献３では、研削工具を内周側に配置し研削工具の外周側に研磨パッドを配置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６３－６２６５０号公報
【特許文献２】特表２００８－５２８３００号公報
【特許文献３】特開２０１８－１２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ウエーハ全面が研磨パッドに押圧される研磨方法において、ウエーハの面内で研磨プロ
ファイル（研磨量の分布）をコントロールすることが困難であるという課題が有った。
【０００５】
　そこで、本願発明は、研磨時にウエーハを押圧する圧力をウエーハの箇所によって変え
て研磨プロファイル（研磨量の分布）をコントロールすることが容易となる研磨装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の研磨装置は、ウエーハを保持
する回転可能な保持テーブルと、スピンドルの先端に設けられるプラテンと、該プラテン
に固定され、該保持テーブルに保持されたウエーハを研磨する研磨パッドと、を備え、該
プラテンは、同心円状に少なくとも二つ以上に分割され、該ウエーハに向けて押圧される
圧力が別々に制御される。
【０００７】
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　前述した研磨装置において、該研磨パッドは、該プラテンの境界部に該当する位置で分
割されていてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本願発明によれば、ウエーハの箇所によって研磨時の圧力を変えて研磨プロファイルを
コントロールすることが容易となる研磨装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態１に係る研磨装置の斜視図である。
【図２】図２は、図１の研磨ユニットの断面図であり、インナーパッドとアウターパッド
の圧力が均等な状態を示す図である。
【図３】図３は、図２のインナーパッドとアウターパッドとウエーハとを上側から重ねて
見た状態を示す模式図である。
【図４】図４は、１つのパッドでウエーハを研磨する態様を示す比較例において、パッド
とウエーハとを上側から重ねて見た状態を示す模式図である。
【図５】図５は、インナーパッドのみでウエーハを所定圧で所定時間研磨した場合のウエ
ーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図６】図６は、アウターパッドのみでウエーハを所定圧で所定時間研磨した場合のウエ
ーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図７】図７は、図２に示す、インナーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状態で生
じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図８】図８は、図１の研磨ユニットの断面図であり、アウターパッドの圧力がインナー
パッドよりも高い状態を示す図である。
【図９】図９は、図８に示す、アウターパッドの圧力がインナーパッドよりも高い状態で
生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図１０】図１０は、図１の研磨ユニットの断面図であり、インナーパッドの圧力がアウ
ターパッドよりも高い状態を示す図である。
【図１１】図１１は、図１０に示す、インナーパッドの圧力がアウターパッドよりも高い
状態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図１２】図１２は、実施形態２に係る研磨装置の研磨ユニットの断面図であり、インナ
ーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状態を示す図である。
【図１３】図１３は、図１２に示す、インナーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状
態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図１４】図１４は、実施形態２に係る研磨装置の研磨ユニットの断面図であり、アウタ
ーパッドの圧力がインナーパッドよりも高い状態を示す図である。
【図１５】図１５は、図１４に示す、アウターパッドの圧力がインナーパッドよりも高い
状態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【図１６】図１６は、実施形態２に係る研磨装置の研磨ユニットの断面図であり、インナ
ーパッドの圧力がアウターパッドよりも高い状態を示す図である。
【図１７】図１７は、図１６に示す、インナーパッドの圧力がアウターパッドよりも高い
状態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明を実施するための形態（実施形態）につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記
載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。
さらに、以下に記載した構成は適宜組み合わせることが可能である。また、本発明の要旨
を逸脱しない範囲で構成の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
【００１１】
〔実施形態１〕
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[研磨装置の構成]
　まず、実施形態１に係る研磨装置の構成について説明する。図１は、実施形態１に係る
研磨装置の斜視図である。図２は、図１の研磨ユニットの断面図であり、インナーパッド
とアウターパッドの圧力が均等な状態を示す図である。図３は、図２のインナーパッドと
アウターパッドとウエーハとを上側から重ねて見た状態を示す模式図である。図４は、１
つのパッドでウエーハを研磨する態様を示す比較例において、パッドとウエーハとを上側
から重ねて見た状態を示す模式図である。
【００１２】
　図１及び図２に示すように、研磨装置１は、ベース２と、研磨ユニット３と、保持テー
ブル機構４と、研磨パッド６と、を備える。
【００１３】
　ベース２は、前後方向（Ｙ軸方向）に延びており、後側の端部から上方向（Ｚ軸方向）
に向けてコラム２１が延びている。コラム２１には、上下方向（Ｚ軸方向）に延びる一対
のガイドレール２２が固定されている。また、コラム２１には、加工ユニット送り機構５
２が設けられる。加工ユニット送り機構５２は、ボールねじ４８と、パルスモータ５０と
、スライド体３３と、支持部材３２と、を備える。スライド体３３と支持部材３２とは一
体になっており、支持部材３２は後述する研磨ユニット３を支持している。従って、パル
スモータ５０は、その駆動によってボールねじ４８を回転させ、スライド体３３及び支持
部材３２を介して研磨ユニット３を上下方向（Ｚ軸方向）に移動させる。
【００１４】
　研磨ユニット３は、スピンドルハウジング３１と、スピンドル３４と、モータ３５と、
インナーパッドのプラテン３６と、シリンダユニット３７と、アウターパッドのプラテン
３８と、研磨パッド６と、エア供給部１６１と、スラリー供給部１６２と、圧力検出手段
１６３と、を備える。スピンドルハウジング３１は、上部の内方に、モータ３５を収容す
る収容空間３１１を有する。モータ３５は、軸体３５１と、コイル３５２とを有する。具
体的には、軸体３５１の外周側に、コイル３５２が円筒状に配置される。
【００１５】
　スピンドル３４は、下側の太径部３４１と、上側の小径部３４２と、を有する。軸体３
５１は、小径部３４２に固定されている。インナーパッドのプラテン３６は、スピンドル
３４の太径部３４１の下端に固定されている。モータ３５に電力が印加されると、コイル
３５２に対して、軸体３５１及びスピンドル３４と共にプラテン３６が回転する。
【００１６】
　シリンダユニット３７は、シリンダハウジング３７１と、ピストン３７２と、ピストン
ロッド３７３と、第１のエア供給路３７４と、第２のエア供給路３７５と、第１空気室３
７６と、第２空気室３７７と、を備える。シリンダハウジング３７１は、内部に、ピスト
ン３７２よりも上側の第１空気室３７６と、ピストン３７２よりも下側の第２空気室３７
７と、を有する。
【００１７】
　ピストンロッド３７３は、アウターパッドのプラテン３８を固定している。プラテン３
８は、径方向外側の外周部３８１と、外周部３８１の径方向内側の内周部３８２と、を有
する。内周部３８２は、外周部３８１よりも上側（Ｚ軸方向）に位置する円盤形状である
。外周部３８１は、下面３８５と、上面３８６と、外周側面３８３と、内周側面３８４と
、を有する。内周部３８２は、下面３８７と、上面３８８と、内周側面３８９と、を有す
る。内周部３８２の内方に、インナーパッドのプラテン３６が収容される。
【００１８】
　インナーパッドのプラテン３６は、外周面３６３と、上面３６２と、下面３６１と、を
有する。インナーパッドのプラテン３６の外周面３６３は、アウターパッドの内周側面３
８４と摺接可能である。プラテン３６の上面３６２は、アウターパッドの下面３８７と当
接可能である。アウターパッドのプラテン３８における下面３８５と下面３８７との上下
方向の距離は、インナーパッドのプラテン３６の厚さよりも大きい。アウターパッドのプ
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ラテン３８の下面３８５及びインナーパッドのプラテン３６の下面３６１には、円盤形状
の研磨パッド６が固定されている。
【００１９】
　また、ピストンロッド３７３の下端は、アウターパッドのプラテン３８に固定されてい
る。従って、エア供給部１６１から第１のエア供給路３７４を介して第１空気室３７６に
空気が供給されると、ピストン３７２が下側に向けて押し下げられるため、ピストンロッ
ド３７３及びアウターパッドのプラテン３８が下方に移動し研磨パッド６を介してウエー
ハ１０を下側に向けて押圧する。なお、アウターパッドのプラテン３８及びインナーパッ
ドのプラテン３６は、スピンドル３４の先端（下端）に設けられている。
【００２０】
　図２の状態では、インナーパッドのプラテン３６の下面３６１と、アウターパッドのプ
ラテン３８の下面３８５とが、上下方向（Ｚ軸方向）で同一の高さに位置し、下面３６１
と下面３８５とが面一の状態である。この場合、インナーパッドのプラテン３６が研磨パ
ッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力は、アウターパッドのプラテン３８が研磨パ
ッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力と均等になる。このように、アウターパッド
のプラテン３８が研磨パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力はシリンダユニット
３７で制御される。即ち、インナーパッドのプラテン３６の下面３６１に対して、アウタ
ーパッドのプラテン３８の下面３８５の上下方向の位置によって、アウターパッドのプラ
テン３８が研磨パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力が制御される。
【００２１】
　図１，２に示すように、保持テーブル機構４は、保持テーブル４１と、保持テーブル支
持台４２と、蛇腹４３と、を有する。ベース２の上面は凹部２３を有し、保持テーブル機
構４が凹部２３に位置している。保持テーブル４１は、ウエーハ１０を吸引、保持した状
態で回転可能である。上下方向（Ｚ軸方向）に延びる支持軸４４が、保持テーブル４１の
下面における径方向中央部に固定されている。
【００２２】
　支持軸４４は、モータ等の回転駆動源（不図示）に連結されており、上下方向（Ｚ軸方
向）に概ね平行な回転軸４５を中心として回転する。保持テーブル４１の上面は、ウエー
ハ１０を保持する保持面４６となっている。この保持面４６は、Ｘ軸方向及びＹ軸方向（
割り出し送り方向）に対して概ね平行に延びる面であり、保持テーブル４１の内部に形成
された流路（不図示）等を通じて吸引源（不図示）に接続されている。これにより、保持
面４６は、ウエーハ１０を吸引、保持することができる。
【００２３】
　保持テーブル支持台４２は、支持軸４４が貫通する貫通孔（不図示）を有し、貫通孔に
支持軸４４が挿入された状態で保持テーブル４１が保持テーブル支持台４２の上に設けら
れる。蛇腹４３が、保持テーブル支持台４２の前後（Ｙ軸方向）に設けられる。また、保
持テーブル４１は、図示しない移動機構により、被加工物着脱位置１１と、研磨ユニット
３の下側に位置する研磨位置１２と、の間で前後方向（Ｙ軸方向）に移動される。オペレ
ータが加工条件等を入力する操作パネル５５が、ベース２の上面の前部に設けられている
。
【００２４】
　スラリー供給部１６２は、研磨パッド６とウエーハ１０との間にスラリーを供給する。
スラリーが送給可能な貫通孔（不図示）が、インナーパッドのプラテン３６における径方
向中央部に設けられている。また、研磨パッド６の下面６５は、ウエーハ１０と接触して
ウエーハ１０を研磨する面であり、下面６５には、図示しない溝が形成されている。スラ
リーは、スラリー供給部１６２から、インナーパッドのプラテン３６における貫通孔を介
して、研磨パッド６の下面６５の溝に送られる。
【００２５】
　圧力検出手段１６３は、例えば、図示しない圧力センサを備え、インナーパッドのプラ
テン３６が研磨パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力を検出する。圧力センサは
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、例えば、図２に示すモータ３５の軸体３５１と、スピンドルハウジング３１の収容空間
３１１の底面３１２との間に配置され、インナーパッドのプラテン３６が研磨パッド６を
介してウエーハ１０に接触した際に作用する下方向（－Ｚ方向）への圧力（押圧荷重）を
検出する。
【００２６】
[研磨装置による研磨の手順]
　以上の構成を有する研磨装置１による研磨の手順を説明する。まず、図示しない搬送手
段は、図１に示す被加工物着脱位置１１で保持テーブル４１の保持面４６にウエーハ１０
を載置して吸引、保持させる。こののち、保持テーブル４１は、後側（＋Ｙ方向）に向け
て研磨位置１２まで移動する。次いで、パルスモータ５０が駆動すると、ボールねじ４８
が回転し、スライド体３３及び支持部材３２を介して研磨ユニット３が下方（－Ｚ方向）
に移動する。そして、図２に示すように、研磨パッド６が保持テーブル４１の保持面４６
上のウエーハ１０を押圧した状態で、保持テーブル４１が回転軸４５を中心として回転す
ることにより、ウエーハ１０が研磨される。ここで、インナーパッドのプラテン３６が研
磨パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力と、アウターパッドのプラテン３８が研
磨パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力とを別々の値に制御することができる。
これらの圧力の制御については、詳細に後述する。
【００２７】
　なお、図２に示すように、スピンドル３４の中心軸３４０と、インナーパッドのプラテ
ン３６の中心軸３６０と、アウターパッドのプラテン３８の中心軸３８０と、は全て同軸
に配置される。即ち、図３に示すように、インナーパッドのプラテン３６と、アウターパ
ッドのプラテン３８とは、中心軸３６０，３８０を中心として同心円状に２つに分割され
ている。図３において、プラテン３６の直径１０２は、ウエーハ１０の半径１０１と同一
である。また、中心軸３６０，３８０を通る直線とプラテン３６の外周面３６３との交点
を交点１０４とし、プラテン３８の外周側面３８３との交点を交点１０５とする。これら
の交点１０４と交点１０５とを結ぶ線分１０３の長さと、ウエーハ１０の半径１０１と、
インナーパッドのプラテン３６の直径１０２とは、全て同一である。これに対して、図４
に示すように、１つのパッド１３８でウエーハを研磨する態様を示す比較例では、ウエー
ハ１０の直径よりもパッド１３８の直径が大きい。例えば、パッド１３８の直径は、ウエ
ーハ１０の直径の１．５倍である。
【００２８】
　[インナーパッド及びアウターパッドによる圧力の調整方法及び制御手順]
　次に、インナーパッド及びアウターパッドによる圧力制御方法を簡単に説明する。前述
したように、モータ３５でインナーパッドのＺ軸方向の位置を変えることで、インナーパ
ッドによるウエーハ１０への圧力が変わり、圧力検出手段１６３がインナーパッドの圧力
を検出する。シリンダユニット３７へ供給する空気のエア圧を変えることで、アウターパ
ッドによるウエーハ１０への圧力が変わる。
【００２９】
　ここで、アウターパッドの圧力の制御手順を簡単に説明する。まず、最初に保持テーブ
ル４１の保持面４６の上に圧力を測るためのシートが敷かれた状態とし、シリンダユニッ
ト３７へ供給される空気のエア圧が所定のエア圧に設定され、その所定のエア圧でアウタ
ーパッドがシートを押圧し、シートにかかる圧力を検出する。複数の所定のエア圧のそれ
ぞれに対してシートにかかる圧力を検出することにより、シリンダユニット３７へ供給す
る空気のエア圧とシートにかかる圧力との相関関係を取得することができる。その後は、
エア圧を変えることで、アウターパッドによるウエーハ１０への圧力を変更する。
【００３０】
[インナーパッド及びアウターパッドによる研磨プロファイル]
　図５は、インナーパッドのみでウエーハを所定圧で所定時間研磨した場合のウエーハの
研磨プロファイルを示す模式図である。図６は、アウターパッドのみでウエーハを所定圧
で所定時間研磨した場合のウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。図７は、図
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２に示す、インナーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状態で生じるウエーハの研磨
プロファイルを示す模式図である。
【００３１】
　インナーパッド及びアウターパッドのそれぞれで、所定圧で所定時間研磨した時の研磨
量を、図５及び図６に示すような初期データとして取得する。その初期データを基に、ウ
エーハ１０が所望する研磨プロファイル(研磨量の分布)になるように、インナーパッド及
びアウターパッドのそれぞれによる圧力が調整される。例えばウエーハ１０の径方向の中
央６１の研磨量を大きくする場合はインナーパッドの圧力をアウターパッドよりも相対的
にあげるなどの圧力制御を行う。
【００３２】
　なお、図５は、インナーパッドのみで、研磨した場合の研磨プロファイルである。ウエ
ーハ１０の径方向の中央６１における研磨量が、外周６２，６３における研磨量よりも大
きくなる。具体的には、外周側に向かうに従って、研磨量が徐々に小さくなる逆Ｖ字状と
なる。図６は、アウターパッドのみで、研磨した場合の研磨プロファイルである。ウエー
ハ１０の径方向の中央６１における研磨量が、外周６２，６３における研磨量よりも小さ
くなる。具体的には、外周側に向かうに従って、研磨量が徐々に大きくなるＶ字状となる
。
【００３３】
[インナーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状態の態様]
　図２の研磨ユニット３を用い、インナーパッドのプラテン３６が押圧する圧力とアウタ
ーパッドのプラテン３８が押圧する圧力とを均等にして研磨パッド６を押し付ける場合、
図２に示すように、インナーパッドのプラテン３６の下面３６１と、アウターパッドのプ
ラテン３８の下面３８５とが、上下方向（Ｚ軸方向）で同一の高さに位置し、下面３６１
と下面３８５とが面一の状態となる。この場合、インナーパッドのプラテン３６が研磨パ
ッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力は、アウターパッドのプラテン３８が研磨パ
ッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力と均等になる。
【００３４】
　また、インナーパッドのプラテン３６とアウターパッドのプラテン３８とによる圧力が
均等な状態の研磨プロファイル（研磨量の分布）１００は、図７に示すようになる。即ち
、研磨プロファイル１００は、ウエーハ１０の径方向の中央６１と外周６２，６３との研
磨量がほぼ同一である研磨プロファイルになる。
【００３５】
〔アウターパッドの圧力がインナーパッドよりも高い状態の態様]
　図８は、図１の研磨ユニットの断面図であり、アウターパッドの圧力がインナーパッド
よりも高い状態を示す図である。図９は、図８に示す、アウターパッドの圧力がインナー
パッドよりも高い状態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【００３６】
　アウターパッドの圧力がインナーパッドよりも高い状態となるには、研磨パッド６がウ
エーハ１０に接触する位置までアウターパッドのプラテン３８及びインナーパッドのプラ
テン３６を下降させた状態でそれぞれのプラテン３６，３８がウエーハ１０を押圧する圧
力を検出し、所望する研磨プロファイルになるよう圧力を調整する。以下、具体的に説明
する。
【００３７】
　まず、アウターパッドのプラテン３８及びインナーパッドのプラテン３６がそれぞれ下
降され、図２に示すように、インナーパッドのプラテン３６の下面３６１と、アウターパ
ッドのプラテン３８の下面３８５とが、上下方向（Ｚ軸方向）で同一の高さに位置になる
ようにする。この場合、インナーパッドのプラテン３６が研磨パッド６を介してウエーハ
１０を押圧する圧力は、アウターパッドのプラテン３８が研磨パッド６を介してウエーハ
１０を押圧する圧力と均等になる。
【００３８】



(8) JP 2021-45806 A 2021.3.25

10

20

30

40

50

　次に、図８に示すように、エア供給部１６１から第１のエア供給路３７４を介して第１
空気室３７６に空気が供給されると、ピストン３７２が下側に向けて押し下げられるため
、図２の状態に対して、ピストンロッド３７３及びアウターパッドのプラテン３８が下方
に移動し、研磨パッド６を介してウエーハ１０を下側に向けて更に押圧する。なお、図８
に示すように、研磨パッド６の部位のうち、アウターパッドのプラテン３８の下側に位置
する研磨パッド６は、インナーパッドのプラテン３６の下側に位置する研磨パッド６より
も高さ方向に圧縮されて、厚さが薄く変形されている。よって、アウターパッドのプラテ
ン３８が押圧する圧力が、インナーパッドのプラテン３６が押圧する圧力よりも大きくな
る。または、エア供給量は図２のまま変えずに、インナーパッドのプラテン３６の圧力が
アウターパッドのプラテン３８の圧力よりも小さくなるようにしてもよい。この場合、研
磨プロファイル１１０は、図９に示すように、ウエーハ１０の径方向の中央６１における
研磨量が、外周６２，６３における研磨量よりも小さくなる。即ち、研磨プロファイル１
１０は、ウエーハ１０の径方向の中央６１から外周側に向かうに従って、研磨量が徐々に
大きくなるＶ字状となる。
【００３９】
　[インナーパッドの圧力がアウターパッドよりも高い状態の態様]　
　図１０は、図１の研磨ユニットの断面図であり、インナーパッドの圧力がアウターパッ
ドよりも高い状態を示す図である。図１１は、図１０に示す、インナーパッドの圧力がア
ウターパッドよりも高い状態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示す模式図である。
【００４０】
　図１０に示すように、図２の状態から、第２のエア供給路３７５を介して第２空気室３
７７に更に空気が供給されると、アウターパッドのプラテン３８の上下位置がインナーパ
ッドのプラテン３６よりも上側になる。すると、アウターパッドのプラテン３８による圧
力が低下し、相対的に、インナーパッドのプラテン３６の圧力がアウターパッドのプラテ
ン３８の圧力よりも大きくなる。なお、図１０に示すように、研磨パッド６の部位のうち
、インナーパッドのプラテン３６の下側に位置する研磨パッド６は、アウターパッドのプ
ラテン３８の下側に位置する研磨パッド６よりも高さ方向に圧縮されて、厚さが薄く変形
している。または、エア供給量は図２のまま変えずに、インナーパッドのプラテン３６の
圧力がアウターパッドのプラテン３８の圧力よりも大きくなるようにしてもよい。この場
合、研磨プロファイル１２０は、図１１に示すように、ウエーハ１０の径方向の中央６１
における研磨量が、外周６２，６３における研磨量よりも大きくなる。即ち、研磨プロフ
ァイル１２０は、ウエーハ１０の径方向の中央６１から外周側に向かうに従って、研磨量
が徐々に小さくなる逆Ｖ字状となる。
【００４１】
　なお、アウターパッドのみでウエーハ１０を研磨した場合、研磨プロファイルは、ウエ
ーハ１０の径方向の中央６１から外周側に向かうに従って、研磨量が徐々に大きくなるＶ
字状となる。これにより、ウエーハ１０を同心円状に分割した複数の円環状ラインの集合
体として考えた場合、外周側の円環状ラインほど研磨パッド６が接触している時間が長い
ことが判る。
【００４２】
　また、インナーパッドのみでウエーハ１０を研磨した場合、研磨プロファイルは、ウエ
ーハ１０の径方向の中央６１から外周側に向かうに従って、研磨量が徐々に小さくなる逆
Ｖ字状となる。これにより、ウエーハ１０を同心円状に分割した複数の円環状ラインの集
合体として考えた場合、内周側の円環状ラインほど研磨パッド６が接触している時間が長
いことが判る。
【００４３】
　以上、説明した実施形態１に係る研磨装置１は、ウエーハ１０を保持する回転可能な保
持テーブル４１と、スピンドルの先端に設けられるプラテン３６，３８と、プラテン３６
，３８に固定され、保持テーブル４１に保持されたウエーハ１０を研磨する研磨パッド６
と、を備え、プラテン３６，３８は、同心円状に二つに分割されたインナーパッドのプラ
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テン３６及びアウターパッドのプラテン３８である。これによれば、プラテン３６，３８
は、同心円状に二つに分割されたインナーパッドのプラテン３６及びアウターパッドのプ
ラテン３８であり、プラテン３６，３８のそれぞれが研磨パッド６を介してウエーハ１０
に向けて押圧するため、インナーパッドのプラテン３６及びアウターパッドのプラテン３
８のそれぞれについて、ウエーハ１０を押圧する圧力を個別に制御（コントロール）する
ことができる。ここで、インナーパッドのプラテン３６のみでウエーハ１０を押圧する場
合と、アウターパッドのプラテン３８のみでウエーハ１０を押圧する場合とでは、ウエー
ハ１０の研磨プロファイル（研磨量の分布）が相違する。従って、インナーパッドのプラ
テン３６の圧力と、アウターパッドのプラテン３８の圧力と、をそれぞれ望ましい圧力に
個別に設定することにより、所望する研磨プロファイルを得ることができる。例えばウエ
ーハ１０の径方向の中央６１の研磨量を大きい研磨プロファイルは、インナーパッドのプ
ラテン３６の圧力がアウターパッドのプラテン３８よりも相対的に大きく設定されるなど
の圧力制御によって得られる。このように、本実施形態に係る研磨装置１によれば、ウエ
ーハ１０の箇所によって研磨時の圧力を変えて研磨プロファイルをコントロールすること
が容易となる。
【００４４】
〔実施形態２〕
　次に、実施形態２に係る研磨装置について説明する。実施形態１と同一構造の部位には
、同一符号を付けて説明を省略する。
【００４５】
　[インナーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状態の態様]
　図１２は、実施形態２に係る研磨装置の研磨ユニットの断面図であり、インナーパッド
とアウターパッドの圧力が均等な状態を示す図である。図１３は、図１２に示す、インナ
ーパッドとアウターパッドの圧力が均等な状態で生じるウエーハの研磨プロファイルを示
す模式図である。
【００４６】
　図１２に示すように、実施形態２に係る研磨装置２０３においては、インナーパッドの
プラテン３６に固定されている第１の研磨パッド２６１と、アウターパッドのプラテン３
８に固定されている第２の研磨パッド２６２と、に分割されている。第１の研磨パッド２
６１は、インナーパッドのプラテン３６と同じ大きさの円盤形状に形成されている。即ち
、第１の研磨パッド２６１の外周面２６３は、インナーパッドのプラテン３６の外周面３
６３に沿って円環状に延びている。第１の研磨パッド２６１は、インナーパッドのプラテ
ン３６の下面３６１に固定されている。
【００４７】
　第２の研磨パッド２６２は、第１の研磨パッド２６１の外周側に位置し、アウターパッ
ドのプラテン３８の下面３８５に固定されている。第２の研磨パッド２６２の内周面２６
４は、アウターパッドのプラテン３８の内周側面３８４に沿って円環状に延びている。第
１の研磨パッド２６１の外周面２６３と、第２の研磨パッド２６２の内周面２６４との間
には、隙間がほとんどない状態であり、例えば、互いに当接した状態である。
【００４８】
　図１２の状態では、インナーパッドのプラテン３６の下面３６１と、アウターパッドの
プラテン３８の下面３８５とが、上下方向（Ｚ軸方向）で同一の高さに位置し、下面３６
１と下面３８５とが面一の状態である。この場合、インナーパッドのプラテン３６が研磨
パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力は、アウターパッドのプラテン３８が研磨
パッド６を介してウエーハ１０を押圧する圧力と均等になる。この場合、ウエーハ１０の
研磨プロファイル１３０は、図１３に示すようになる。即ち、ウエーハ１０の径方向の中
央６１と、外周６２，６３と、における研磨量を比較すると、中央６１と、外周６２，６
３とにおける研磨量がほぼ同一になる。
【００４９】
　[アウターパッドの圧力がインナーパッドよりも高い状態の態様]
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　図１４は、実施形態２に係る研磨装置の研磨ユニットの断面図であり、アウターパッド
の圧力がインナーパッドよりも高い状態を示す図である。図１５は、図１４に示す、アウ
ターパッドの圧力がインナーパッドよりも高い状態で生じるウエーハの研磨プロファイル
を示す模式図である。
【００５０】
　図１４に示すように、エア供給部１６１から第１のエア供給路３７４を介して第１空気
室３７６に空気が供給されると、ピストン３７２が下側に向けて押し下げられるため、図
１２の状態に対して、ピストンロッド３７３及びアウターパッドのプラテン３８が下方に
移動し、アウターパッドのプラテン３８が第２の研磨パッド２６２を介してウエーハ１０
を下側に向けて更に押圧する。よって、アウターパッドのプラテン３８が第２の研磨パッ
ド２６２を介してウエーハ１０を押圧する圧力は、インナーパッドのプラテン３６が第１
の研磨パッド２６１を介してウエーハ１０を押圧する圧力よりも大きくなる。なお、図１
４に示すように、第２の研磨パッド２６２は、第１の研磨パッド２６１よりも高さ方向に
圧縮されて、厚さが薄く変形している。または、エア供給量は図１４のまま変えずに、イ
ンナーパッドのプラテン３６の圧力がアウターパッドのプラテン３８の圧力よりも小さく
なるようにしてもよい。この場合、研磨プロファイル１４０は、図１５に示すように、ウ
エーハ１０の径方向の中央６１における研磨量が、外周６２，６３における研磨量よりも
小さくなる。即ち、研磨プロファイル１４０は、ウエーハ１０の径方向の中央６１から外
周側に向かうに従って、研磨量が徐々に大きくなるＶ字状となる。
【００５１】
　[インナーパッドの圧力がアウターパッドよりも高い状態の態様]　
　図１６は、実施形態２に係る研磨装置の研磨ユニットの断面図であり、インナーパッド
の圧力がアウターパッドよりも高い状態を示す図である。図１７は、図１６に示す、イン
ナーパッドの圧力がアウターパッドよりも高い状態で生じるウエーハの研磨プロファイル
を示す模式図である。
【００５２】
　図１６に示すように、エア供給部１６１から第２のエア供給路３７５を介して第２空気
室３７７に空気が供給されると、ピストン３７２が上側に向けて押し上げられるため、図
１２の状態に対して、ピストンロッド３７３及びアウターパッドのプラテン３８が上方に
移動し、アウターパッドのプラテン３８が第２の研磨パッド２６２を介してウエーハ１０
を押圧する圧力が低下する。よって、インナーパッドのプラテン３６の圧力が、アウター
パッドのプラテン３８の圧力よりも大きくなる。なお、図１６に示すように、第１の研磨
パッド２６１は、第２の研磨パッド２６２よりも高さ方向に圧縮されて、厚さが薄く変形
している。または、エア供給量は図１４のまま変えずに、インナーパッドのプラテン３６
の圧力がアウターパッドのプラテン３８の圧力よりも大きくなるようにしてもよい。この
場合、ウエーハ１０の研磨プロファイル１５０は、図１７に示すように、ウエーハ１０の
径方向の中央６１における研磨量が、外周６２，６３における研磨量よりも大きくなる。
即ち、研磨プロファイル１５０は、ウエーハ１０の径方向の中央６１から外周側に向かう
に従って、研磨量が徐々に小さくなる逆Ｖ字状となる。
【００５３】
　以上、説明した実施形態２では、研磨パッドは、インナーパッドのプラテン３６の下側
に位置する第１の研磨パッド２６１と、アウターパッドのプラテン３８の下側に位置する
第２の研磨パッド２６２と、に分割されている。換言すると、研磨パッドは、インナーパ
ッドのプラテン３６とアウターパッドのプラテン３８との境界部に該当する位置で、第１
の研磨パッド２６１と第２の研磨パッド２６２とに分割されている。従って、インナーパ
ッドのプラテン３６から第１の研磨パッド２６１を介してウエーハ１０を押圧する圧力と
、アウターパッドのプラテン３８から第２の研磨パッド２６２を介してウエーハ１０を押
圧する圧力と、がより正確にウエーハ１０に伝わるようになる。従って、ウエーハ１０の
箇所によって研磨プロファイルをコントロールすることがより容易となる。
【００５４】
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　なお、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。すなわち、本発明の骨
子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。例えば、実施形態１及び２で
は、プラテンは、アウターパッドのプラテンとインナーパッドのプラテンとの２つに分割
されたが、３つ以上に分割されてもよい。
【符号の説明】
【００５５】
１　研磨装置
６　研磨パッド
１０　ウエーハ
３４　スピンドル
３６　インナーパッドのプラテン
３８　アウターパッドのプラテン
４１　保持テーブル

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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