
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリッシング装置の研磨用クロスの表面をドレッシングし 目立や研磨
による経時変化を修正する研磨用クロスのドレッサーであって、
　金属基体の表面に 尖頭状の突起部を形成し、該金属基体の少なくとも該突起部が
形成された表面を

耐摩耗性硬質
膜で覆ったことを特徴とする研磨用クロスのドレッサー。
【請求項２】
　請求項１に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて、
　前記耐摩耗性硬質膜が遷移金属系窒化物又は、窒化物系セラミックス膜又は、炭化物系
セラミックス膜又は、酸化物系セラミックス膜又は、ダイヤモンドライクカーボン膜又は
、複合セラミックス膜又は、窒化膜又は、炭化膜であることを特徴とする研磨用クロスの
ドレッサー。
【請求項３】
　請求項２に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて、
　前記遷移金属系窒化物又は窒化膜が窒化チタンからなることを特徴とする研磨用クロス
のドレッサー。
【請求項４】
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該研磨用クロスの

多数の
スパッタリング法又は、イオンプレーティング法又は、イオン注入法又

は、イオンビームを利用する成膜法又は、ダイナミックミキシング法により

請求項１に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて、



。
【請求項５】
　
　前記

。
【請求項６】
　ポリッシング装置の研磨用クロスの表面をドレッシングし 目立や研磨
による経時変化を修正する研磨用クロスのドレッサー製造方法であって、
　金属基体の表面に機械加工により、 尖頭状の突起部を形成した後、該金属基体の
少なくとも該突起部が形成された表面に

耐摩耗性硬質膜を形成することを特徴とする研磨用クロスのドレッサー製造方法
。
【請求項７】
　請求項 に記載の研磨用クロスのドレッサー製造方法において、
　前記 遷移金属としてチタンを真空蒸着すると同時に窒素
イオンを主体とするイオンビームを照射 形成することを特徴とする研
磨用クロスのドレッサー製造方法。
【請求項８】
　請求項 に記載の研磨用クロスのドレッサー製造方法において、
　前記 カーボンを蒸着すると同時に窒素イオンを主体とす
るイオンビームを照射 を形成することを特徴とする研
磨用クロスのドレッサー製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体ウエハー等の被研磨物の表面研磨に用いられるポリッシング装置の研磨
用クロスの研磨による経時変化を修正する研磨用クロスのドレッサー及びその製造方法に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体ウエハー等の被研磨物の表面研磨に用いられるポリッシング装置はターンテーブル
上面に研磨用クロスを貼り付け、該研磨用クロスの上面にトップリング等に装着された被
研磨物の表面を当接し、研磨用クロスの上面に砥液（スラリー）を注入しながら、研磨用
クロスと被研磨物の相対運動により被研磨物の表面を研磨する構成である。
【０００３】
上記構成のポリッシング装置において、研磨が継続すると研磨用クロスに砥液の砥粒、被
研磨物の研磨屑等が付着したり、突き刺さったり、研磨の継続により研磨用クロスの表面
が経時変化を起す。そこで、所定時間研磨を継続したら、研磨用クロスの表面をドレッサ
ーを用いてドレッシングして、目立てや経時変化の修正をする必要がある。従来この種の
ドレッサーとしては、セラミックス焼結材を用いたセラミックス焼結ドレッサー、表面に
ダイヤモンド粒を電着した電着ドレッサーが使われている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来のドレッサーにおいて、ＳｉＣ、Ｓｉ 3Ｎ 4、Ａｌ 2Ｏ 3等に代表されるセラミック
ス焼結材を用いたセラミックス焼結ドレッサーは、非常に脆く、割れやすいために、加工
方法が難しく、製造コストが高いという欠点を有している。
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　前記ダイナミックミキシング法は、遷移金属としてチタンを真空蒸着すると同時に窒素
イオンを主体とするイオンビームを照射して窒化チタン膜を形成することを特徴とする研
磨用クロスのドレッサー

請求項１に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて、
ダイナミックミキシング法は、カーボンを蒸着すると同時に窒素イオンを主体とす

るイオンビームを照射してダイヤモンドライクカーボン膜を形成することを特徴とする研
磨用クロスのドレッサー

該研磨用クロスの

多数の
スパッタリング法又は、イオンプレーティング法

又は、イオン注入法又は、イオンビームを利用する成膜法又は、ダイナミックミキシング
法により

６
ダイナミックミキシング法は、

して窒化チタン膜を

６
ダイナミックミキシング法は、

してダイヤモンドライクカーボン膜



【０００５】
また、電着ドレッサーは図５に示すように、リング状の金属基体１００の表面に湿式電着
法によるダイヤモンド分散メッキが行われ、図６にその断面を示すように、メッキ膜１０
１中に数十μｍ～数百μｍのダイヤモンド粒子１０２が埋め込まれた構成である。この電
着ドレッサーでは研磨中にダイヤモンド粒子１０２が脱落することもあり、半導体ウエハ
ー等の被研磨物の研磨面に深いスクラッチ傷を付けるという欠点があった。
【０００６】
特に、半導体ウエハー表面に形成されたデバイスパターンを研磨して平坦化するために用
いられるポリッシング装置の研磨用クロスをドレッシングするドレッサーでは、ドレッシ
ングに際して前記の脱落したダイヤモンド粒子１０２が該研磨用クロスの中に埋め込まれ
、半導体ウエハーの研磨表面にスクラッチ傷を付けるという致命的な欠点を有している。
【０００７】
本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、上記問題点を除去し、製造が簡単で、半導体
ウエハー等の被研磨物の研磨表面にスクラッチ傷を付けることのない研磨用クロスのドレ
ッサー及びその製造方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記問題点を解決するため請求項１に記載の発明は、ポリッシング装置の研磨用クロス
の表面をドレッシングし 目立や研磨による経時変化を修正する研磨用ク
ロスのドレッサーであって、金属基体の表面に 尖頭状の突起部を形成し、該金属基
体の少なくとも該突起部が形成された表面を

耐摩耗性硬質膜で覆ったことを特徴とする。
【０００９】
また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて、
耐摩耗性硬質膜が遷移金属系窒化物又は、窒化物系セラミックス膜又は、炭化物系セラミ
ックス膜又は、酸化物系セラミックス膜又は、ダイヤモンドライクカーボン膜又は、複合
セラミックス膜又は、窒化膜又は、炭化膜のいずれかであることを特徴とする。
【００１０】
また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて、
遷移金属系窒化物又は窒化膜が窒化チタンからなることを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項４に記載の発明は、

。
【００１２】
　また、請求項５に記載の発明は、

　前記

【００１３】
　また、請求項６に記載の発明は、

ことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項 に記載の研磨用クロスのドレッサー製造方法
において、
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該研磨用クロスの
多数の

スパッタリング法又は、イオンプレーティン
グ法又は、イオン注入法又は、イオンビームを利用する成膜法又は、ダイナミックミキシ
ング法により

請求項１に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて
、ダイナミックミキシング法は、遷移金属としてチタンを真空蒸着すると同時に窒素イオ
ンを主体とするイオンビームを照射して窒化チタン膜を形成することを特徴とする

請求項１に記載の研磨用クロスのドレッサーにおいて
、

ダイナミックミキシング法は、カーボンを蒸着すると同時に窒素イオンを主体とす
るイオンビームを照射してダイヤモンドライクカーボン膜を形成することを特徴とする。

ポリッシング装置の研磨用クロスの表面をドレッシン
グし該研磨用クロスの目立や研磨による経時変化を修正する研磨用クロスのドレッサー製
造方法であって、金属基体の表面に機械加工により、多数の尖頭状の突起部を形成した後
、該金属基体の少なくとも該突起部が形成された表面にスパッタリング法又は、イオンプ
レーティング法又は、イオン注入法又は、イオンビームを利用する成膜法又は、ダイナミ
ックミキシング法により耐摩耗性硬質膜を形成する

６
ダイナミックミキシング法は、遷移金属としてチタンを真空蒸着すると同時に



ことを特徴とす
る。
【００１５】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項 に記載の研磨用クロスのドレッサー製造方法
において、

ことを特徴とす
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１（ａ）は本発明の研磨用クロ
スのドレッサーの表面の一部を示す図で、同図（ｂ）はその断面を示す図である。本ドレ
ッサーは金属基体１の表面に機械加工により多数のピラミット状（四角錐状）の突起部３
を形成し、該金属基体１の突起部３が形成された表面２を耐摩耗性硬質膜４で覆った構成
である。なお、突起部の形状はピラミット状に限定されるものではなく、例えば、円錐、
三角錐、多角錐等の尖頭状の突起部であればよい。なお、本発明のドレッサーの表面形状
は図５に示すものと略同じであるのでその説明は省略する。
【００１９】
上記耐摩耗性硬質膜４の材質としては窒化チタンに代表される遷移金属系窒化物、窒化ボ
ロン及び窒化炭素に代表される窒化物系セラミックス、炭化クロム、炭化ボロンに代表さ
れる炭化物系セラミックス又はダイヤモンドライクカーボン等のセラミックス等が好適で
ある。耐食性、耐摩耗性に関連した膜特性向上のためには、前記セラミックスの二種類以
上を複合化させた複合セラミックス膜等も好適である。例えば、チタン・アルミニウム複
合窒化物セラミックス等が挙げられる。また、複合セラミックス膜としては、例えば、積
層セラミックス膜、繊維合成膜、３元系以上のセラミックス膜等がある。なお、耐久性が
要求される場合、前記セラミックス膜のビッカース硬さが２０００ kg／ mm2以上であるこ
とが望ましい。また、金属基体１の表面を窒化膜、炭化膜と改質しても良い。
【００２１】
一方、半導体ウエハー研磨用のポリッシング装置に利用される研磨用クロスのドレッサー
では、ドレッサー面の平坦性が要求される。金属基体１の熱的変形及び熱的変質を防止す
るために、前記耐摩耗性硬質膜４の形成温度をできるだけ低温化することが望まれる。ス
パッタリング法又はイオンプレーティング法又はイオン注入法又はイオン注入併用真空蒸
着（ダイナミックミキシング）法等に代表されるイオンビーム技術を利用する成膜方法は
、前記セラミックス膜形成温度が比較的低温であることから、前記セラミックス膜の形成
方法としては好適である。
【００２２】
特に、イオンプレーティング法及び真空蒸着とイオンビーム照射を同時に行うダイナミッ
クミキシング法は、処理温度が比較的低温であり、前記耐摩耗性硬質膜４の金属基体１へ
の密着力が強いので、半導体ウエハー研磨用のポリッシング装置に利用される研磨用クロ
スのドレッサー及びその製造方法には好適である。
【００２３】
金属基体１の金属材料としては、ＳＵＳ３０４鋼に代表されるオーステナイト系ステンレ
ス鋼又は析出硬化型ステンレス鋼又はマルテンサイト系ステンレス鋼又は２相ステンレス
鋼等が挙げられる。また、本発明における金属基体の材料としては、前記ステンレス鋼に
限定されるものではなく、高耐食性が要求される場合、チタン合金などの高級金属材料も
好適である。
【００２４】
金属基体１の突起部３が形成された表面２にチタンの真空蒸着と同時に窒素イオンを主体
とするイオンビーム照射する前記ダイナミックミキシング法で、窒化チタン薄膜を形成す
ると、該窒化チタン薄膜は後に詳述するように金属基体１に高い密着性を有すると共に、
良好な耐摩耗性を有するから、耐久性に優れた研磨クロスのドレッサーを提供できる。
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窒素イオンを主体とするイオンビームを照射して窒化チタン膜を形成する

６
ダイナミックミキシング法は、カーボンを蒸着すると同時に窒素イオンを主体

とするイオンビームを照射してダイヤモンドライクカーボン膜を形成する



【００２５】
ダイナミックミキシング法で形成した窒化チタン硬質膜は膜自体のビッカース硬さ２５０
０ｋｇ／ｍｍ 2以上、更に膜と基板材料との密着力がスクラッチ試験によるせん断応力２
．８ＧＰａ以上と硬さ、密着力共に優れている。
【００２６】
以下、前記金属基体１の突起部３が形成された表面２に耐摩耗性硬質膜４を形成する具体
例を説明する。図２はダイナミックミキシング法による窒化チタン薄膜を形成するための
概念図である。回転軸６に固定され冷却された銅製ホルダー５にドレッサーの基体となる
図１に示すような表面２に突起部３が形成された金属基体１をこの突起部３が形成された
面を外側にして装着配置する。
【００２７】
金属基体１に対向して蒸発源９及びイオン源７が配置される。蒸発源９からチタン蒸気１
０を金属基体１に向けて発し、イオン源７から窒素イオンを主体とするイオンビーム８を
金属基体１に向けて照射すると同時に、電子ビームでチタンを蒸発することにより、金属
基体１の表面に窒化チタン薄膜を形成する。こうして形成された窒化チタン薄膜のビッカ
ース硬さは２５００ｋｇ／ｍｍ 2以上、薄膜と金属基体１との密着力は２．８ＧＰａ以上
（スクラッチ試験によるせん断応力）である。また、本実施形態で形成された窒化チタン
薄膜の膜厚は５μｍである。なお、この膜厚は本例に限定されるものではない。
【００２８】
また、図２と同様の構成において、蒸発源９からカーボン蒸気を金属基体１に向けて照射
し、同時にイオン源７から窒素イオンを主体とするイオンビーム８を金属基体１に向けて
照射することにより、金属基体１の表面にダイヤモンドライクカーボン膜を形成する。こ
こで得られたダイヤモンドライクカーボン膜の膜厚は５μｍ、そのビッカース硬さ２５０
０ｋｇ／ｍｍ 2以上、膜と金属基体１との密着力は２．８ＧＰａ以上（スクラッチ試験に
よるせん断応力）である。
【００２９】
図３は本実施形態のドレッサーと従来のドレッサーを用いてドレッシングした研磨用クロ
スを用いて半導体ウエハーを研磨した場合の研磨面の比較結果を示す図である。同図にお
いて、ドレッサーの表面被覆が、従来例は図５に示すようにダイヤモンド粒子１０２を電
着したダイヤモンド砥粒被覆、実施形態１はダイナミックミキシング法で形成した窒化チ
タン硬質膜（膜硬度３５００ＨＶ）、実施形態２はダイナミックミキシング法で形成した
ダイヤモンドライクカーボン膜（膜硬度２５００ＨＶ）、実施形態３はダイナミックミキ
シング法で形成した窒化チタン硬質膜（膜硬度３５００ＨＶ）である。
【００３０】
また、実施形態１は突起部３の頂点間隔Ｗ２＝０．３ｍｍ、谷幅Ｗ１＝０ｍｍ、高さｈ＝
０．１５ｍｍ｛図１の（ｂ）参照｝のものを、実施形態２はＷ２＝０．３ｍｍ、Ｗ１＝０
ｍｍ、ｈ＝０．１５ｍｍのものを、実施形態３はＷ２＝０．６ｍｍ、Ｗ１＝０．３ｍｍ、
ｈ＝０．１５ｍｍのものをそれぞれ用いている。
【００３１】
従来例ではポリッシング速度８５ｎｍ／ｍｉｎで研磨した場合、ウエハー２００枚当り１
枚程度の確率で研磨面に深い傷があるのに対して、実施形態１、実施形態２及び実施形態
３いずれもウエハー研磨面に傷がない。なお、ポリッシング速度は実施形態１が７５ｎｍ
／ｍｉｎ、実施形態２が８０ｎｍ／ｍｉｎ、実施形態３が１０３ｎｍ／ｍｉｎである。図
３から明らかなように、本実施形態は従来例に比較し、極めて優れたドレッサーである。
【００３２】
図４は本実施形態におけるドレッサーの金属基体１の表面に形成する突起部３の密度（個
／ｍ 2）とウエハーポリッシング速度（ｎｍ／ｍｉｎ）との関係を示す図である。図示す
るように、ウエハーポリッシング速度は突起部３の密度に依存することがわかる。
【００３３】
【発明の効果】
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以上、説明したように本発明によれば、半導体ウエハー等の被研磨物の研磨に際して、研
磨面にスクラッチ傷等の損傷の与えることのない、研磨用クロスのドレッサー及びその製
造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のドレッサーの一部を示す図で、同図（ａ）は一部表面を、同図（ｂ）は
断面を示す図である。
【図２】ダイナミックミキシング法を実施する概念図である。
【図３】本発明のドレッサーと従来のドレッサーのポリッシング試験の結果を示す図であ
る。
【図４】本発明のドレッサーの表面に形成する突起部密度とウエハーポリッシング速度の
関係を示す図である。
【図５】従来のドレッサー表面形状を示す図である。
【図６】従来のドレッサーの断面を示す図である。
【符号の説明】
１　　　　　　金属基体
２　　　　　　表面
３　　　　　　突起部
４　　　　　　耐摩耗性硬質膜
５　　　　　　銅製ホルダー
６　　　　　　回転軸
７　　　　　　イオン源
８　　　　　　イオンビーム
９　　　　　　蒸発源
１０　　　　　チタン蒸気
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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