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要旨 

CMP プロセスの高精度シミュレーションのためのモデル化技術開発を目的とし，ウェハの回転を停止する“ストップ研磨

法”を用いて研磨現象の分析を行った．ウェハ面内の研磨レート分布と研磨圧力および相対速度の関係を分析し，酸化膜

CMP の研磨特性の評価を実施した．実験の結果，研磨効率分布がスラリ供給条件に強く依存することを明らかにした．ま

た，研磨レートに対する研磨圧力・相対速度の影響を考慮した修正プレストンモデルのパラメータを同定した． 

 

 

1. 緒言 

 CMP(Chemical Mechanical Polishing)とは，半導体製造においてウ

ェハ表面の平坦化に用いられる研磨技術である．ウェハ表面に生

じる凹凸は，その後の製造過程で不良を招き，断線やショートを

引き起こしてしまう．そのため，半導体製造プロセスにおいて

CMP は不可欠であり，高い性能が求められる．単位時間あたりの

研磨量を研磨レート（MRR: Material Removal Rate)と呼ぶ．次世代

の半導体製造では，CMP における高精度な MRR の制御技術が必

要とされている．しかし，研磨効率は様々な要因に依存して大き

く変化することがあり，これが研磨性能の劣化を引き起こしてい

る．一方で，直接的な計測が困難であり，ウェハ面内で不均一に

分布する．この性質から CMP プロセスのモデル化は十分に検討

されておらず，各種影響を考慮可能なモデル化技術が必要とされ

ている．本研究では，研磨効率のモデル化を実現するための基礎

科学の構築を目標とし，従来の回転研磨による評価に加えて，ス

トップ研磨法を利用した研磨効率の可視化実験を行う．スラリ滴

下量・スラリ流量・研磨圧力・研磨定盤（ターンテーブル）の回転

数が研磨効率に与える影響を実験的に明らかにする． 

 

2. MRR モデル 

 MRR は，研磨効率（プレストン係数）𝑘𝑝と研磨圧力𝑃およびウ

ェハと研磨パッドの相対速度|𝒗|に比例するという経験則(プレス

トン則)が知られている 1)．研磨圧力𝑃はエアーバッグ加圧方式の

場合，外周部を除いてウェハ面内で概ね均一に分布するとみなす

ことができる．相対速度|𝒗|は幾何学的に計算可能である．また，

研磨効率𝑘𝑝はスラリの有効砥粒数や砥粒事の材料除去効率に依存

し，面内で分布する係数である．プレストン則を式(1)に示す． 

 𝑀𝑅𝑅 = 𝑘𝑝𝑝|𝒗| (1) 

 CMP プロセスにおいてはプレストン測に誤差が生じるとの報

告の多数あり，修正プレストン則として MRR を𝑝, |𝒗|の指数関数

に比例する関数としてモデル化する式(2)が提案されている．例え

ば，Tseng らが報告したモデルでは，𝛼 = 5/6, 𝛽 = 1/2という同定

結果が示されている 2)． 

 𝑀𝑅𝑅 = 𝑘𝑝𝑝
𝛼|𝒗|𝛽 (2) 

また，プレストン係数と摩擦係数の間に比例関係が成立すること

が Tamai らによって報告されており 3)，鈴木らは次式で示される

モデルを提案している． 

 𝑘𝑝 = 𝛽𝜇 (3) 

𝛽は比研磨効率係数，𝜇はウェハと研磨パッド間の摩擦係数である．

本研究では，実験を通じた検証により式(2)および式(3)に示すモデ

ルの妥当性を検証し，各種パラメータの同定について検討する． 

 

3.実験装置および実験方法 

力センサを搭載した小型 CMP 装置（不二越機械工業製 RDP-

500）を用いて酸化膜 CMP 実験を行い，各種条件が研磨レートや 

 

研磨トルクに与える影響を分析する．実験に用いたウェハ・研磨

パッド・スラリの仕様を表 1 に示す． 

 本研究では以下に示す二種類の研磨実験を行い，各種条件が 

MRR や𝑘𝑝，研磨トルクに与える影響について分析を行った． 

①研磨圧力・相対速度評価実験：修正プレストン則における研磨

圧力・相対速度依存性について分析する．研磨圧力・研磨パッ

ド回転数の異なる 6 種類のレシピで研磨を行い，MRR の測定結

果から式(2)のパラメータ同定を行う． 

②スラリ滴下位置・滴下量評価実験：スラリ供給状態が研磨効率

に与える影響を分析する．スラリ滴下位置を 3 か所定め，各

箇所でスラリ滴下量の異なる二種類のレシピで研磨を行う．

本実験では，ストップ研磨だけでなく，式(3)の妥当性を確認

するために回転研磨も行う．スラリ滴下位置を図 1 に示す． 

 

図 1 スラリ滴下位置 

 

表 1 実験に使用したウェハ・研磨パッド・スラリの仕様 

ウェハ 種類 6in シリコン酸化膜ウェハ 

研磨パッド 種類 IC1000（ウレタン製パッド） 

スラリ 
種類 ILD3225（KOH 系シリカスラリ） 

濃度 純水 2 倍希釈 

 

4. 実験結果と考察 

実験①において，3 種類の研磨圧力・相対速度条件で実験を行

い，計測された MRR とウェハ面内の研磨圧力及び相対速度の関

係を分析した．式(2)に基づき，α, βの初期値を与えた際のプレス

トン係数𝑘𝑝の最適値と誤差ノルムを最小二乗法により求めた．

0 ≤ α, β ≤ 1の範囲で得られた誤差ノルムマップを図 2 に示す．ま

た，𝑘𝑝の最適値マップを図 3 に示す．図 2 から，α = 0.86，β =

0.61において誤差が最小となることが明らかとなった．この結果

は，プレストン則(α = β = 1)や Tseng モデル(α = 5/6, β = 1/2)と

やや異なる性質を示唆している． 
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図 2 MRR 誤差ノルムマップ 

 

図 3 最適𝑘𝑝マップ 

 

 同定した最適α, β, k𝑝を用いて，推定した MRR と実験で計測し

た MRR を比較した結果を図 4 に示す．図 4(a)では，研磨圧力のみ

を 10,20,30kPa と変化して行ったストップ研磨実験における MRR

と相対速度の関係を示している．図 4(b)では，定盤回転数を変化

して行った場合の結果を比較している．図から，実験値と推定値

はおおむね一致しており，式(2)のモデルとパラメータが妥当であ

ることが分かる．なお，ここでは𝑘𝑝や研磨圧力のウェハ面内分布

を考慮せず一定値であると仮定しているため，実験値に対して誤

差が生じていると考えられる．高精度な MRR 推定を実現するに

は，𝑘𝑝や𝑝の分布を考慮したモデルを適用する必要がある． 

  

(a) 圧力変化実験 

 

(b) 相対速度変化実験 

図 4 修正プレストン則評価実験の結果 

 実験②において，非回転研磨で得られた MRR から，式(2)に基

づき推定した𝑘𝑝のウェハ面内マップを図 5 に示す．ここでは，実

験①で得られたα, βを用いた．図 5 から，スラリ滴下位置のパッド

回転半径（スラリ滴下半径と呼ぶ）の外側で，同心円状に𝑘𝑝が大

きい領域が観察できる．この結果から，𝑘𝑝分布はスラリ滴下半径

に大きく依存していることが分かる．したがって，𝑘𝑝や MRR の

大きさや分布を予想するためには，スラリの滴下位置や滴下量を

考慮するモデルが必要であると考えられる． 

 

図 5 スラリ滴下試験𝑘𝑝分布マップ 

 

また，回転研磨を行った際に装置から得られるログデータを用

いて，ウェハ面内の平均摩擦係数𝜇と𝑘𝑝の関係性を調べた．なお，

𝑘𝑝の推定には実験①で得られたパラメータを用いた．その結果を

図 6 に示す．図から，評価した範囲内では摩擦係数と研磨効率に

相関性が確認できたものの，誤差は小さくないことが確認された．

なお，摩擦係数は，装置に取り付けられたロードセルを用いて荷

重方向および研磨パッド回転方向の力を計測して求める．本研究

で使用したトップリングには，ウェハ飛び出しを防ぐリテーナリ

ングがある．正確なウェハの摩擦係数を得るには，リテーナの影

響を排除可能な実験方法を考える必要がある． 

 

 

図 6 摩擦係数と𝑘𝑝の関係 

 

5. 結言 

 各種研磨条件が研磨効率に与える影響を実験的に検証した．検

証実験の結果から修正プレストン則のパラメータを同定した．ま

た，スラリの供給状態が研磨効率の分布に大きく影響することを

確認した．今後の展開としては，実験①，実験②の結果を用いて

スラリ供給状態を考慮した𝑘𝑝分布のモデルを作成する．また，式

(3)の妥当性をさらに検討し，必要に応じて修正モデルを提案する． 
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