
 

 

 

半導体デバイスの基板材料であるシリコンウェーハには極めて高い平坦性が求められている．しかし，形状仕上げ工程と

して行われる両面研磨加工ではウェーハ面内で厚さむらが生じやすく，特に，ウェーハ片側に向かって非対称に厚さが増

すテーパ形状の抑制は喫緊の課題となっている．そこで，ウェーハ面内の加工量分布を推定する計算モデルを構築し，平

坦性向上に有効な加工条件の決定方法を提案した
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すテーパ形状の抑制は喫緊の課題となっている．そこで，ウェーハ面内の加工量分布を推定する計算モデルを構築し，平
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上下面で異なると考えられる．

滑状態（図 2）

間およびウェーハ

ととした．両面研磨加工では，上定盤に空いたスラリーホール

からスラリーが供給される．そのため

供給される位置は

ら潤沢な量のスラリーが

方，ウェーハ下面に

ッド上に滴下され広がった

給量は少ないものの，ウェーハ面内に均一に供給されると考え

らえる（図 2(b)

表 1 の条件のもと，

上述のそれぞれの潤滑状態を再現して摩擦係数の

図 4 に示すように，

相対速度とともに大きく

ド間の摩擦係数は相対速度によらず，ウェーハ

ド間の摩擦係数よりも小さい値で一定

両面研磨加工中における

大きさおよび相対速度との関係

とがわかった．

3. 

2.1節で構築した計算モデルおよび

研磨パッド間の摩擦係数の評価結果を用いて，

を同時に加工するタイプの

ウェーハの平坦性向上を目的とした

適化を行った．

ア回転数，上定盤回転数および下定盤回転数の

に，ウェーハ面内の摩擦摺動距離の最大差を目的関数にそれぞ

れ設定し，遺伝的アルゴリズムを用いて

合わせを求めた．

びウェーハ上下面の加工量を同程度とするため

距離の最小値とウェーハ上下面の

対してペナルティ関数を設定した．

表 3 に，一般

条件（Optimized

結果（一般的な加工条件における加工能率をもとに

離を加工量に換算）を

合には，一般的な

であるウェーハ

面内の厚さの最大差

plane Range) は

案した定盤・ギアの回転条件の決定方法の有用性が確認された．
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分布を推定する計算モデルを構築するとともに，そこで用いる

重要なパラメータであるウェーハ

評価方法を検討した．

転条件の決定方法を提案し，その有用性を確認した．
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Fig.3  Schematic of measuring setup of frictional force

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4  Relation
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Fig.5  
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Fig.5  Calculated removal distribution
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