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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メチル基を含む層間絶縁膜中にビアホールを、前記層間絶縁膜の下に形成された低抵抗
金属配線パターンが、前記ビアホールの底面において露出するように形成する工程と、
　前記層間絶縁膜上に、前記ビアホールの側壁面および前記露出された低抵抗金属配線パ
ターンを覆うように、前記ビアホールの形状に整合して導電性バリア膜を形成する工程と
、
　前記導電性バリア膜上に低抵抗金属膜を形成する工程と
よりなる半導体装置の製造方法であって、
　前記ビアホール形成工程の後、前記導電性バリア膜の形成工程の前に、前記層間絶縁膜
を、前記ビアホールの側壁面および前記ビアホールの底面を含めて、前記低抵抗金属パタ
ーンのスパッタが生じないようなエネルギの水素を含むプラズマで処理し、前記層間絶縁
膜表面を、前記ビアホールの側壁面および前記ビアホールの底面を含めて水素終端する前
処理工程を含み、
　前記前処理工程において前記プラズマの電子温度は、３ｅＶを超えず、
　前記前処理工程において前記プラズマは、平面アンテナよりマイクロ波を放射すること
により励起されることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記層間絶縁膜は、プラズマＣＶＤ法により形成されたＳｉＯＣＨ膜であることを特徴
とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項３】
　前記層間絶縁膜は、無機ＳＯＤ膜であることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜は、有機ポリマー膜であることを特徴とする請求項１記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項５】
　前記層間絶縁膜は多孔質膜であることを特徴とする請求項１～４のうち、いずれか一項
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記前処理工程において前記プラズマは、希ガスと、水素を含む還元ガスの混合ガスプ
ラズマであることを特徴とする請求項１～５のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項７】
　前記平面アンテナはラジアルラインスロットアンテナであることを特徴とする請求項１
～６のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記前処理工程は、プラズマ処理装置の処理容器が前記半導体装置を保持する基板保持
台とともに画成するプロセス空間において実行され、前記平面アンテナは前記プロセス空
間の上部に配設されることを特徴とする請求項７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記導電性バリア膜を形成する工程は、前記層間絶縁膜表面を、前記ビアホールの側壁
面および底面を含めて導電性金属窒化物膜により覆う工程と、前記導電性金属窒化物膜を
高融点金属膜で覆う工程とよりなることを特徴とする請求項１～７のうち、いずれか一項
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記導電性金属窒化物膜により覆う工程は、前記層間絶縁膜表面を、前記ビアホールの
側壁面および底面を含めて、窒素を含む有機金属原料分子で覆う第１の工程と、前記有機
金属原料分子を分解する第２の工程とよりなり、前記第１の工程と前記第２の工程とは、
間にパージ工程を挟みながら繰り返されることを特徴とする請求項９記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１１】
　前記高融点金属膜により覆う工程は、前記導電性金属窒化物膜表面を、前記高融点金属
膜を構成する高融点金属元素を含む金属原料分子で覆う第３の工程と、前記金属原料分子
を分解する第４の工程とよりなり、前記第３の工程と前記第４の工程とは、間にパージ工
程を挟みながら繰り返されることを特徴とする請求項１０記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記導電性バリア膜を形成する工程は第１の処理容器において実行され、前記低抵抗金
属膜を形成する工程は前記第１の処理容器に真空搬送室により結合された第２の処理容器
において実行されることを特徴とする請求項１～７および９～１１のうち、いずれか一項
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記前処理工程は第１の処理容器において実行され、前記導電性バリア膜を形成する工
程は前記第１の処理容器に第１の真空搬送室を介して結合された第２の処理容器において
実行され、
　前記低抵抗金属膜を形成する工程は、前記第１の真空搬送室にゲートバルブを介して結
合された第２の真空搬送室に結合された第３の処理容器において実行されることを特徴と
する請求項１～７および９～１１のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　絶縁膜中に、前記絶縁膜の下に形成された金属パターンを、底面において露出するよう
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にビアホールを形成する工程と、
　前記絶縁膜上に、前記ビアホールの側壁面および前記露出された金属パターンを覆うよ
うに、前記ビアホールの形状に整合して導電性バリア膜を形成する工程と、
よりなる基板処理方法であって、
　前記ビアホール形成工程の後、前記導電性バリア膜の形成工程の前に、前記絶縁膜を、
前記ビアホールの側壁面および底面を含めて、前記金属パターンのスパッタが生じないよ
うなエネルギの水素を含むプラズマで処理し、前記絶縁膜を、前記ビアホールの側壁面お
よび底面を含めて水素終端する工程を含み、
　前記プラズマ処理工程において前記プラズマの電子温度は、３ｅＶを超えず、
　前記プラズマ処理工程において前記プラズマは、マイクロ波により励起され、
　前記プラズマは、平面アンテナよりマイクロ波を放射することにより励起され、
　前記絶縁膜はメチル基を含むことを特徴とする基板処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　今日の半導体集積回路装置では、基板上に形成された多数の素子を接続するのに、層間
絶縁膜中に配線パターンを埋設した配線層を積層した多層配線構造を使うことが多い。
【０００２】
　このような多層配線構造では、特に低抵抗のＣｕを配線パターンとして使う技術として
、低誘電率層間絶縁膜（いわゆるlow-K層間絶縁膜）中にあらかじめ所望の配線パターン
あるいはビアプラグに対応した配線溝あるいはビアホールなどの凹部を形成しておき、か
かる凹部を拡散バリア層を介してＣｕ層で充填した後、層間絶縁膜表面の余分なＣｕ層を
ＣＭＰ（化学機械研磨）法により除去するダマシン法、あるいはデュアルダマシン法が使
われている。
【０００３】
　このような多層配線構造においては、素子の微細化および集積密度の向上に伴って顕著
に現れる配線間の寄生容量による信号遅延を最小し、また消費電力を低減すべく、前記の
低抵抗Ｃｕ配線層の使用に合わせて、低誘電率層間絶縁膜（いわゆるlow-K層間絶縁膜）
の使用が必須であり、層間絶縁膜として、ＳｉＯＣ膜（炭素ドープシリコン酸化膜）など
の低誘電率材料が一般的に使用されている。これら従来層間絶縁膜として使われている低
誘電率材料は、もっとも誘電率が低いもので、２．４～２．５程度の比誘電率を有してい
る。
【背景技術】
【０００４】
　図１（Ａ）～図２（Ｄ）は、従来の典型的なデュアルダマシン法による配線層の形成工
程を示す図である。
【０００５】
　図１（Ａ）を参照するに、シリコン基板１１０上に形成されたＳｉＯ2膜１１１上には
Ｃｕなどの低抵抗金属よりなる配線パターン１１１Ａが埋設されており、図１（Ｂ）の工
程において、前記ＳｉＯ2膜１１１上にはＳｉＮなどのエッチングストッパ膜１１２を介
して低誘電率層間絶縁膜１１３、ＳｉＮなどのエッチングストッパ膜１１４および低誘電
率層間絶縁膜１１５が形成される。
【０００６】
　次に図１（Ｃ）の工程において前記層間絶縁膜１１３および１１５中に配線溝やビアホ
ールなどの凹部１１３Ａ，１１３Ｂが、前記ビアホール１１３Ｂの底部において前記Ｃｕ
配線パターン１１１Ａが露出するように、前記ＳｉＮ膜１１４をエッチングストッパ膜と
して形成され、さらに図２（Ｃ）の工程において前記図１（Ｂ）の構造上に前記凹部底面
および側壁面を覆うようにバリアメタル膜１１６が形成される。
【０００７】
　さらに図２（Ｄ）の工程において前記凹部１１３Ａ，１１３ＢをＣｕ膜で充填した後（
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図示せず）、前記層間絶縁膜１１３上の余分なＣｕ膜および前記層間絶縁膜上面のバリア
メタル膜１１４をＣＭＰ法で研磨・除去し、図２（Ｄ）に示すように前記凹部１１３Ａ，
１１３ＢがＣｕ材料で充填されて、Ｃｕ配線パターンあるいはＣｕプラグなどの導電パタ
ーン１１７の構造が得られる。
【特許文献１】特開２００３－７７９７６号公報
【特許文献２】特開２０００－５８５３６号公報
【特許文献３】特開２００２－３７００５９号公報
【特許文献４】米国特許第６６３８８５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このような従来の多層配線構造の形成方法においては、前記ビアホール１１３Ｂの形成
が、前記層間絶縁膜１１３のドライエッチングプロセスにより行われるが、これに関連し
て様々な問題が生じる。
【０００９】
　図３（Ａ），（Ｂ）は、図２（Ｃ）の工程において、前記ビアホール１１３Ｂを形成し
た後、バリアメタル膜１１６を形成するまでの工程を示す。ただし図３（Ａ），（Ｂ）は
、図２（Ｃ）の構造において前記ビアホール１１３Ｂの近傍を拡大して示している。
【００１０】
　図３（Ａ）を参照するに、前記層間絶縁膜１１３中にビアホール１１３Ｂをドライエッ
チングプロセスにより形成すると、例えば低誘電率層間絶縁膜の構成成分であるメチル基
などのエッチング残渣がビアホール１１３の側壁面や層間絶縁膜１１３の表面に結合して
終端される場合が生じる。また図３（Ａ）に示すビアホール１１３を形成された基板を大
気中に保持した場合には、前記層間絶縁膜１１３の表面および前記ビアホール１１３Ｂ、
さらに図示はしないが配線溝１１Ａの側壁面に大気中の水分や有機物が付着するのみなら
ず、前記ビアホール１１３Ｂの底部において前記Ｃｕ配線パターン１１１Ａが大気中の酸
素により酸化され、酸化層１１１Ｏｘが形成されてしまう。このうち、前記水分や有機物
の大部分は、不活性ガスを流しながら加熱する脱ガス工程を行うことにより、除去するこ
とができるが、前記酸化層１１１Ｏｘはこのような脱ガス工程では除去できない。また層
間絶縁膜１１３の表面に終端するメチル基なども、脱ガス工程で完全に除去するのは困難
である。
【００１１】
　そこで図３（Ｂ）の工程において、このような構造上に前記バリアメタル膜１１６をス
パッタ法、ＣＶＤ法あるいはＡＬＤ法などにより、そのまま単純に形成してしまうと、前
記メチル基など、前記層間絶縁膜１１３の表面およびビアホール１１３Ｂの側壁面に残留
する不純物を核とした核生成が生じ、図３（Ｂ）に示すように形成されるバリアメタル膜
１１６は不連続な、あるいは層間絶縁膜１１５の表面を露出する欠陥の多い膜となってし
まう。この場合、前記ビアホール１１３ＢをＣｕ配線材料で充填すると、Ｃｕ原子がこれ
らバリアメタル膜１１６中の欠陥１１６Ａの欠陥部を介して前記層間絶縁膜１１３中に拡
散し、比誘電率の増大やリーク電流の増大など、様々な問題を引き起こす。さらに前記配
線パターン１１１には、前記ビアホール１１３Ｂの底部に対応して前記酸化層１１１Ｏｘ
が存在するため、前記ビアホール１１３ＢにおいてＣｕ材料との密着不良やＣｕ配線１１
１Ａのコンタクト抵抗が増大する問題が生じる。
【００１２】
　これに対し従来、図３（Ａ）の工程の後、前記バリアメタル１１６の堆積前に前記層間
絶縁膜１１３の表面および前記ビアコンタクト１１３Ｂの側壁面、さらに前記ビアコンタ
クト１１３Ｂにより露出されたＣｕ配線パターン１１１Ａの表面をＡｒプラズマでクリー
ニングし、前記層間絶縁膜１１３の表面およびビアホール１１３Ｂの側壁面から、前記メ
チル基などの不純物を除去すると同時に、前記ビアホール１１３Ｂの底部に露出された酸
化層１１１Ｏｘをスパッタエッチングにより除去する前処理技術が知られている。
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【００１３】
　しかし、このような従来技術では、配線パターンを形成した際に前記ビアホール１１３
Ｂ側壁面に付着した不純物は除去できても、前記酸化層１１１Ｏｘのスパッタエッチング
の場合は、図４に示すようにスパッタエッチされた銅酸化物１１１ｘが前記ビアホール１
１３Ｂの側壁面に再付着してしまう場合がある。この場合、付着した銅酸化物１１１ｘは
前記ビアホール１１３Ｂの側壁面に直接に接しているため、その後でバリアメタル膜１１
６を形成しても、前記銅酸化物１１１ｘから層間絶縁膜１１３中へのＣｕ原子の拡散は抑
制することができない。
【００１４】
　さらにこのような従来の前処理では、プラズマのエネルギにより低誘電率層間絶縁膜が
変質し、半導体装置の高速動作にとってクリティカルなビアコンタクト部において比誘電
率が増大してしまう問題が生じる。すなわち前記層間絶縁膜が組成であるメチル基などの
基を含む低密度膜である場合、プラズマ処理によりビアホール側壁面に不純物として付着
している基のみならず、膜を構成している基までが除去され、層間絶縁膜の密度、従って
比誘電率が、前記ビアコンタクト部周辺で局所的に増大してしまう問題が生じる。
【００１５】
　本発明は上記の課題を解決した、新規で有用な基板処理方法および半導体装置の製造方
法を提供することを概括的課題とする。
【００１６】
　本発明のより具体的な課題は、ビアホールを層間絶縁膜中にドライエッチングプロセス
により形成する際に前記ビアホールの側壁面に付着した不純物を除去し活性名面を露出さ
せ、前記ビアホール底において露出された配線パターンをスパッタすることなく、しかも
ビアホール底の露出部分に形成された金属酸化膜を金属膜に変換できる基板処理方法およ
び半導体装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は上記の課題を、メチル基を含む層間絶縁膜中にビアホールを、前記層間絶縁膜
の下に形成された低抵抗金属配線パターンが、前記ビアホールの底面において露出するよ
うに形成する工程と、前記層間絶縁膜上に、前記ビアホールの側壁面および前記露出され
た低抵抗金属配線パターンを覆うように、前記ビアホールの形状に整合して導電性バリア
膜を形成する工程と、前記導電性バリア膜上に低抵抗金属膜を形成する工程とよりなる半
導体装置の製造方法であって、前記ビアホール形成工程の後、前記導電性バリア膜の形成
工程の前に、前記層間絶縁膜を、前記ビアホールの側壁面および前記ビアホールの底面を
含めて、前記低抵抗金属パターンのスパッタが生じないようなエネルギの水素を含むプラ
ズマで処理し、前記層間絶縁膜表面を、前記ビアホールの側壁面および前記ビアホールの
底面を含めて水素終端する前処理工程を含み、前記前処理工程において前記プラズマの電
子温度は、３ｅＶを超えず、前記前処理工程において前記プラズマは、平面アンテナより
マイクロ波を放射することにより励起されることを特徴とする半導体装置の製造方法によ
り、解決する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、層間絶縁膜中に金属配線パターンを露出するビアホールを形成し、さ
らに前記絶縁膜上に前記ビアホールの側壁面および前記露出された金属配線パターンを覆
うように導電性バリア膜を形成する際、前記導電性バリア膜を形成する前に、前記層間絶
縁膜表面およびビアホールの側壁面、さらに前記ビアホールの底面に露出された金属配線
パターンに対して前記前処理を適用することにより、前記ビアホール形成時に前記層間絶
縁膜のドライエッチングにより前記ビアホール側壁面に付着した不純物等を除去すること
ができ、しかも前記金属配線パターンがスパッタされることがないため、ビアホール側壁
面への金属汚染が生じることもない。さらに前記前処理を、水素を含むプラズマで行うた
め、前記ビアホール底に金属酸化物が形成されていてもこれが還元され、前記ビアホール
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を介したコンタクト抵抗が低減される。また、前記前処理を、水素を含むプラズマで行う
ため、前記層間絶縁膜の表面およびビアホール側壁面、さらに底面が水素終端され、不純
物を吸着しにくい安定な構造が得られる。さらに本発明によれば、このような前処理を低
エネルギプラズマにより実行することにより、前記層間絶縁膜表面に付着した不純物は除
去されるが層間絶縁膜自体が変質することはなく、比誘電率の増大などの問題が生じるこ
とはない。
【００１９】
　本発明は特に比誘電率が３．０以下の、いわゆるｌｏｗ－Ｋ膜とよばれる低密度絶縁膜
を使うプロセスにおいて有効である。これらの低密度絶縁膜には、ＣＶＤ法で形成された
ＳｉＯＣＨ膜や無機ＳＯＤ膜、さらに有機ポリマー膜、およびこれらの多孔質膜が含まれ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
［第１実施例］
　最初に、本発明の原理を本発明の第１実施例として説明する。
【００２１】
　図５および図６は、本発明で使われるプラズマ処理装置１０の構成を示す。
【００２２】
　図５を参照するに、プラズマ処理装置１０は被処理基板Ｗを保持する基板保持台１１Ｂ
を収納し、前記基板保持台１１Ｂとともにプロセス空間１１Ａを画成する処理容器１１を
含み、前記基板保持台１１Ｂの外縁部には、前記処理容器１１の内壁面との間にリング状
の排気ポート１１Ｃが形成される。
【００２３】
　前記処理容器１１にはダクト１６を介してポンプ１７が結合され、前記プロセス空間１
１Ａ中で生じた反応ガスは前記ポンプ１７の作用ｎより前記排気ポート１１ｃから前記ダ
クト１６を通り、さらに排ガス処理の後、系外に排出される。前記ポンプ１７としては、
ドライポンプや、ドライポンプでブーストされたターボ分子ポンプを使うことができる。
【００２４】
　前記プロセス空間１１Ａの上部は、前記処理容器１１上にシールリング１２ａを介して
保持された、石英やアルミナなどの低損失セラミックよりなるプレート１２により塞がれ
ており、前記プレート１２上には、ディスク状の導電性シールド部材１３Ａと、前記シー
ルド部材１３Ａのアンテナ開口部を覆うように形成され、図６に示す多数のスロット１３
ａ，１３ｂを含むラジアルラインスロットアンテナ１３Ｂと、前記シールド部材１３Ａと
前記ラジアルラインスロットアンテナ１３Ｂとの間に形成され、ＳｉＯ2やＡｌ2Ｏ3など
の膜よりなり、マイクロ波波長を圧縮する遅相板１３Ｃとよりなる、アンテナ本体１３が
結合されている。図６を参照するに、前記スロット１３ａ，１３ｂは同心円状に、かつ互
いに直交するように形成されている。
【００２５】
　そこで前記アンテナ本体１３に、前記シールド部材１３Ａに接続された外側導波管１４
Ａと前記ラジアルラインスロットアンテナ１３Ｂに結合された内側導波管１４Ｂとよりな
る同軸導波管１４よりマイクロ波を供給すると、供給されたマイクロ波は前記シールド部
材１３Ａとラジアルラインスロットアンテナ１３Ｂとの間を径方向に伝播し、前記直交す
るスロット１３ａ，１３ｂより放射される。このようにして放射されたマイクロ波は互い
に直交する偏波面を有し、全体として円偏波を形成する。
【００２６】
　そこでこの状態で前記プロセス空間１１Ａ中に、前記処理容器１１中に形成されたガス
通路１５より、ＡｒやＨｅ、Ｋｒ，Ｘｅ，Ｎｅなどの希ガスを、必要に応じて水素などの
プロセスガスとともに導入することにより、前記プロセス空間１１Ａ中に電子温度が２～
３ｅＶ以下の、非常に電子温度が低く、かつ電子密度が１０12ｃｍ-3を超えるような低ダ
メージの高密度プラズマ１６を、形成することができる。



(7) JP 4503356 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

【００２７】
　本発明では、先に説明した図３（Ａ）の構造に対して前処理を行う際に、かかる前処理
を、低ダメージのプラズマを使って実行する。例えばマイクロ波プラズマ処理装置１０に
より形成された低ダメージの高密度プラズマを使うことにより、前記層間絶縁膜表面ある
いはビアホールの側壁面、さらに底面に付着していた有機基などの不純物は完全に除去さ
れ活性面が形成される一方、プラズマの電子温度が低いため、前記ビアホール底に露出し
ていた金属配線パターンがスパッタされることはなく、このため金属がバリアメタルを形
成する前の層間絶縁膜表面あるいはビアホール側壁面に付着することがない。
【００２８】
　またかかるプラズマを形成する際に前記希ガスに水素を添加することにより、前記ビア
ホール底に露出されている酸化物がＨ2で還元され、金属酸化物を金属膜に改質すること
で低抵抗ビアコンタクトが得られるとともに、前記層間絶縁膜表面およびビアホール側壁
面、さらに前記ビアホール底面が水素終端され、不純物の付着が生じにくい安定な構造が
得られる。
【００２９】
　以下、本発明の第１実施例による多層配線構造の形成方法を、図７（Ａ）～図１０（Ｈ
）を参照しながら説明する。
【００３０】
　図７（Ａ）を参照するに、シリコン基板２１上に２００ｎｍの厚さに形成されたＳｉＯ

2膜２２中には幅が０．１μｍで厚さが１００ｎｍのＣｕパターンがダマシン法により、
前記ＳｉＯ2膜２２の表面において露出するように形成されており、図７（Ｂ）の工程で
図７（Ａ）の構造上に、ＳｉＮバリア兼エッチングストッパ膜２３と、ＳｉＣＯＨ層間絶
縁膜２４と、ＳｉＮエッチングストッパ膜２５と、ＳｉＣＯＨ層間絶縁膜２６と、ＳｉＮ
エッチングストッパ膜２７とが、順次プラズマＣＶＤ法により形成される。
【００３１】
　前記ＳｉＯＣＨ膜２４，２６としては、市販のプラズマＣＶＤ法膜を使うことができる
が、例えばかかるＳｉＯＣＨ膜２４，２６の形成を図示しない平行平板型高周波プラズマ
ＣＶＤ装置で行う場合は、成膜を、約３９９Ｐａ（３Ｔｏｒｒ）の圧力下、基板温度２５
℃で、Ａｒガスを５０ＳＣＣＭ、水素ガスを５００ＳＣＣＭの流量で供給し、周波数が１
３．５０ＭＨｚの高周波を１０００Ｗのパワーで供給することにより行うことができる。
このようにして形成されたＳｉＯＣＨ膜２４，２６は約３．０の比誘電率を有する。また
このようなＳｉＯＣＨ膜の多孔質膜は、約２．２の比誘電率を有する。
【００３２】
　次に図８（Ｃ）の工程において図示しないフォトリソグラフィ工程により前記ＳｉＮ膜
２７を所望の配線パターンにパターニングし、さらに前記ＳｉＮ膜２７をハードマスクに
前記層間絶縁膜２６を前記ＳｉＮ膜２５が露出するまでドライエッチングし、前記層間絶
縁膜２６中に所望の配線パターンに対応した溝部２６Ａを形成する。さらに図８（Ｃ）の
工程では前記溝部２６Ａ中に露出した前記ＳｉＮ膜２５を所望のビアコンタクトにパター
ニングし、前記ＳｉＮ膜２５およびＳｉＮ膜２７をハードマスクに前記層間絶縁膜２４を
前記ＳｉＮ膜２３が露出するまでドライエッチングし、前記層間絶縁膜２４中に、前記ビ
アコンタクトに対応して開口部２４Ａを形成する。なお図８（Ｃ）の工程で前記溝部２６
Ａを形成する工程と開口部２４Ａを形成する工程の順序は逆転させてもよい。
【００３３】
　次に図８（Ｄ）の工程において、前記開口部２４Ａの底部に露出したＳｉＮ膜２３をエ
ッチバックにより除去し、前記開口部２４Ａの底部に前記Ｃｕ配線パターンを露出させる
。またこのＳｉＮ膜のエッチバック工程により、前記層間絶縁膜２６上のＳｉＮ膜２７が
除去され、さらに前記配線溝２６Ａの底部のＳｉＮ膜２５が除去される。
【００３４】
　このようにして得られた構造では、先に図３（Ａ）と同様に、配線溝２６Ａあるいはビ
アホール２４Ａのドライエッチングで除去された膜の一部がメチル基などの形で配線溝２
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６Ａおよびビアホール２４Ａの側壁面および底面に吸着・結合しており、このままバリア
メタル膜の堆積を行うと、バリアメタル膜の膜質が著しく劣化してしまう。またこのよう
にして得られた構造を大気中に保持した場合には、前記層間絶縁膜２６および２４の表面
に水分や大気中の有機物が付着するのみならず、前記Ｃｕ配線パターン２２Ａのうち、前
記ビアホール２４Ａで大気露出された部分には酸化膜２２ａが形成されてしまう。
【００３５】
　そこで本実施例ではこのようにして得られた構造上にバリアメタル膜を形成する場合、
最初に脱ガス処理を行って大気中で吸着した水分や有機物を除去した後、図９（Ｅ）の工
程において前記構造を図５，６のプラズマ処理装置１０中に導入し、前記層間絶縁膜２４
および２６の表面、さらに配線溝２６Ａ，ビアホール２４Ａの側壁面および底面に結合し
ている有機基などの不純物を除去する前処理を行う。
【００３６】
　より具体的には、１３．３～１３３０Ｐａ（０．１０～１０Ｔｏｒｒ）の圧力下、５０
～２５０°C、好ましくは２００℃以下の基板温度でＡｒガスあるいはＨｅガスおよび水
素ガスを、いずれも１００～１０００ＳＣＣＭの流量で供給し、さらに前記ラジアルライ
ンスロットアンテナ１３より周波数が２．４５ＧＨｚのマイクロ波を１０００～５０００
Ｗのパワーで供給して前記前処理を実行する。これにより、前記層間絶縁膜２６の表面、
配線溝２６Ａの側壁面および底面、さらに前記ビアホール２４Ａの側壁面および底面に吸
着していたメチル基などの不純物が除去される。また前記プラズマが水素を含んでいるた
め、前記金属酸化膜２２ａが還元されて前記ビアホール２４Ａの底部には、清浄なＣｕパ
ターン２２Ａの金属表面が露出される。さらに前記層間絶縁膜２６の表面および配線溝２
６Ａの側壁面および底面、さらに前記ビアホール２４Ａの表面および側壁面は、プラズマ
中に水素により終端される。
【００３７】
　次に図９（Ｆ）の工程において図９（Ｅ）の構造は図１２に示す成膜装置３００中に導
入され、ＴａＮ膜とＴａ膜とを積層したバリアメタル膜２８が、成膜ガスと還元ガスとを
間にパージ工程を挟みながら繰り返し供給することで成膜を行う、いわゆるＡＬＤ法によ
り実行される。
【００３８】
　図１２を参照するに、成膜装置３００は、排気管３１９を介して排気装置３２０により
排気されるプロセス空間３０１Ａを画成する処理容器３０１を有し、前記プロセス空間３
０１Ａ中には被処理基板Ｗを保持するサセプタ３０２が納められている。前記サセプタ３
０２にはヒータ３０３が埋め込まれ、前記ヒータ３０３を駆動電源３０４より駆動するこ
とにより、前記被処理基板Ｗが所定の温度に加熱される。また前記処理容器３０１の上部
３０１ａには、前記サセプタ３０２上の被処理基板Ｗに対向するように、シャワーヘッド
３３０が絶縁部材３０５を介して設けられている。
【００３９】
　前記シャワーヘッド３３０の上面には、原料ガスを導入するためのガス導入口３０６と
、Ｈ2などの還元ガスを導入するためのガス導入口３０７とが形成されており、前記ガス
導入口３０６は、シャワーヘッド３３０の内部において形成された多数の原料ガス通路３
０８に接続され、原料ガス通路３０８は、ガス分散室を介して対応する原料ガス吐出孔３
０９に接続されている。一方前記導入口３０７は、シャワーヘッド３３０の内部において
形成された多数の還元ガス通路３１０に接続されており、還元ガス通路３１０はガス分散
室を介して、対応する還元ガス吐出孔３１１に接続されている。このような、いわゆるポ
ストミックスタイプのシャワーヘッド３３０では、シャワーヘッド内部で原料ガスと還元
ガスが混合されることがなく、したがってシャワーヘッド３３０内部において原料ガスの
還元反応が生じて成膜されることがない。
【００４０】
　前記ガス導入口３０６には、バルブ３１５及びマスフローコントローラ３１６を介して
成膜原料ガス供給源３１２とＡｒガスなどの不活性キャリアガス供給源３１３とが接続さ
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れており、前記原料ガス供給源３１２からの原料ガスがキャリアガス供給源３１３からの
キャリアガスにより運搬され、前記処理容器３０１内のプロセス空間にシャワーヘッド３
３０を介して供給される。また前記ガス導入口３０７には、バルブ３１５及びマスフロー
コントローラ３１６を介して還元ガス源３１４が接続されており、水素ガス源３１４から
の水素ガスが前記処理容器３０１内に供給される。なお、図示はしていないが、プラズマ
ＣＶＤ装置３００には、前記処理容器３０１内にパージ用のＡｒガスまたは窒素などの別
の不活性ガスを供給するラインも設けられている。
【００４１】
　さらに前記シャワーヘッド３３０には、整合器３１７及び周波数を制御するマッチャー
３２１を介して高周波電源３１８が接続されており、前記高周波電源３１８から前記シャ
ワーヘッド３３０に高周波電力を、前記マッチャー３２１を介して供給することにより、
前記処理容器３０１中に供給されたガスがプラズマ励起され、これにより成膜反応が進行
する。
【００４２】
　図１３は、図１２の成膜装置３００を使って実行されるＡＬＤプロセスの例を示す。
【００４３】
　図１３を参照するに、最初にステップ１で前記処理容器３２１内のプロセス空間３２１
Ａ中に前記成膜原料ガス源３１２からの原料ガスが、Ａｒガス源３１３からのＡｒキャリ
アガスにより導入される。このようにして導入された原料ガス中の原料分子は前記被処理
基板Ｗの表面に化学吸着し、非常に薄い、１～数分子層の厚さの原料分子膜が被処理基板
Ｗの表面に形成される。
【００４４】
　次にステップ２において前記プロセス空間３０１Ａ中の成膜原料ガスはＡｒガスを導入
することにより、あるいは真空引きすることによりパージされ、ステップ３において前記
水素ガス源３１４より水素ガスが前記プロセス空間３０１Ａ中に導入される。
【００４５】
　ステップ３では同時に前記プラズマ源３１８が駆動され、これにより前記プロセス空間
３０１Ａには前記水素ガスの励起により水素ラジカルや水素イオンが形成される。このよ
うにして形成された水素ラジカルと水素イオンは前記被処理基板Ｗの表面に吸着していた
原料分子を還元し、１～数原子層の厚さの膜が形成される。
【００４６】
　さらにステップ４において前記プロセス空間３０１Ａ中の成膜原料ガスは、Ａｒガスを
再び導入することにより、あるいは真空引きすることによりパージされる。
【００４７】
　先にも述べたように本実施例では前記バリアメタル膜２８をＴａＮ膜とＴａ膜の積層に
より形成するが、図１３のＡＬＤプロセスは、前記ＴａＮ膜の形成とＴａ膜の形成のいず
れに対しても適用可能である。この場合、Ｃｕ層との密着性の観点から、Ｃｕ側からＴａ
Ｎ膜およびＴａ膜を順次形成するのが好ましい。
【００４８】
　前記ＴａＮ膜をＡＬＤプロセスで形成する場合には、前記処理容器３０１中のプロセス
空間３０１Ａを０．１３３～１３３Ｐａ（０．００１～１Ｔｏｒｒ）のプロセス圧に保持
し、被処理基板Ｗの温度を１５０～３５０℃、好ましくは約２５０℃に設定し、図１３の
ステップ１において前記成膜原料供給源３１２からＴａ（ＮＣ（ＣＨ3）２Ｃ2Ｈ5）（Ｎ
（ＣＨ３）2）3をＴａＮ膜の原料として気化器（図示せず）に１０～１００ｍｇ／分の流
量で供給し、気化した原料を１００～１０００ＳＣＣＭの流量のＡｒキャリアガスにより
前記処理容器３０１に供給する。ステップ１の状態を１秒間保持することにより、前記原
料分子の分子層が前記被処理基板W上に形成される。
【００４９】
　さらにステップ２において前記プロセス空間が、Ａｒガスと水素ガスをそれぞれ１００
～２０００ＳＣＣＭおよび０～２０００ＳＣＣＭの流量で１秒間供給することによりパー
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ジされ、次にステップ３において前記水素ガス源３１４より水素ガスが２００～２０００
ＳＣＣＭの流量で供給される。前記ステップ３ではさらに前記高周波源３１８が駆動され
、周波数が１３．５６ＭＨｚの高周波が１００～２０００Ｗのパワーで前記シャワーヘッ
ド３３０に供給される。これにより、前記被処理基板Ｗに化学吸着していた前記Ｔａ（Ｎ
Ｃ（ＣＨ3）２Ｃ2Ｈ5）（Ｎ（ＣＨ３）2）3成膜原料分子が分解され、図９（Ｅ）の構造
上に１～数分子層の厚さのＴａＮ膜が、前記配線溝２６Ａおよびビアホール２４Ａの側壁
面および底面を連続して覆うように形成される。
【００５０】
　さらに図１３のステップ４において前記プロセス空間を、Ａｒガスと水素ガスをそれぞ
れ１００～２０００ＳＣＣＭおよび０～２０００ＳＣＣＭの流量で供給することにより１
秒間パージする。パージガスは、Ａｒガスまたは水素ガスのいずれか一方を使うことも可
能である。
【００５１】
　さらに前記ステップ１～４を繰り返すことにより、前記ＴａＮ膜が所望の厚さ、例えば
０．１～２ｎｍ、好ましくは０．１～１ｎｍの厚さに形成される。なお前記ＴａＮ膜の原
料としては、上記のものの他に、Ｔａ［Ｎ（Ｃ2Ｈ5ＣＨ3）］5（ＰＥＭＡＴ），Ｔａ［Ｎ
（ＣＨ3）2］5（ＰＤＭＡＴ），Ｔａ［Ｎ（Ｃ2Ｈ5）2］5（ＰＤＥＡＴ），Ｔａ（ＮＣ（
ＣＨ3）3）（Ｎ（Ｃ2Ｈ5）2）3（ＴＢＴＤＥＴ），Ｔａ（ＮＣ（ＣＨ3）2）3，Ｔａ（Ｎ
Ｃ2Ｈ5）2）3，Ｔａ（Ｎ（Ｃ2Ｈ5）2）（Ｎ（Ｃ2Ｈ5）2）3等の有機金属化合物を使うこ
とができる。
【００５２】
　このようにして形成されたＴａＮ膜上にＴａ膜をALDプロセスで形成する場合には、前
記処理容器３０１中のプロセス空間３０１Ａを０．１３３～１３３Ｐａ（０．００１～１
Ｔｏｒｒ）のプロセス圧に保持し、被処理基板Ｗの温度を１５０～３５０℃に設定し、図
１３のステップ１において前記プロセス空間を、Ａｒガスと水素ガスをそれぞれ１００～
２０００ＳＣＣＭおよび０～２０００ＳＣＣＭの流量で供給することにより１秒間パージ
する。
【００５３】
　次にステップ２において前記成膜原料供給源３１２からＴａＣｌ5をＴａ膜の原料とし
て１～１０ＳＣＣＭの流量で、１００～１０００ＳＣＣＭの流量のＡｒキャリアガスと共
に前記処理容器３０１に供給する。ステップ２の状態を１秒間保持することにより、前記
ＴａＣｌ5の分子層が前記被処理基板W上に１～数分子層の厚さで形成される。
【００５４】
　さらにステップ３において前記プロセス空間が、Ａｒガスと水素ガスをそれぞれ１００
～２０００ＳＣＣＭおよび０～２０００ＳＣＣＭの流量で５秒間供給することによりパー
ジされ、次にステップ４において前記水素ガス源３１４より水素ガスが２００～２０００
ＳＣＣＭの流量で供給される。前記ステップ４ではさらに前記高周波源３１８が駆動され
、周波数が１３．５１ＭＨｚの高周波が１００～２０００Ｗのパワーで前記シャワーヘッ
ド３３０に供給される。これにより、前記被処理基板Ｗに化学吸着していた前記ＴａＣｌ

5分子が分解され、前記ＴａＮ膜上に１～数分子のＴａ膜が、前記配線溝２６Ａおよびビ
アホール２４Ａの側壁面および底面を連続して覆うように形成される。さらに前記ステッ
プ１～４を繰り返すことにより、前記Ｔａ膜が所望の厚さ、例えば０．１～２ｎｍ、好ま
しくは０．５～１ｎｍの厚さに形成される。なお、前記Ｔａ膜の原料としてはＴａＣｌ5

以外にも、ＴａＦ5，ＴａＢｒ5，ＴａＩ5等を使うことが可能である。
【００５５】
　このようにして図９（Ｆ）の工程でＴａＮ／Ｔａ積層構造のバリアメタル膜２８を配線
溝２６Ａおよびビアホール２４Ａの内壁面および底面に形成した後、図１０（Ｇ）の工程
において前記バリアメタル膜２８上に、前記配線溝およびビアホールの形状に整合して、
Ｃｕシード層２９を形成する。
【００５６】
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　図１４は、上記Ｃｕシード層２９の形成に使われるＣＶＤ装置４００の構成を示す。
【００５７】
　図１４を参照するに、ＣＶＤ装置４００は図示しないドライポンプにより排気される処
理容器４１１を有し、前記処理容器４１１中にはヒータ４１２Ａを組み込まれた基板保持
台４１２が設けられる。また、前記処理容器４１１中には、前記基板保持台４１２上に保
持された被処理基板（図示せず）に対面するようにシャワーヘッド４１３が設けられ、前
記シャワーヘッド４１３は前記基板載置台４１２上の基板表面にＣｕの気相前駆体化合物
を吹き付ける。また、前記処理容器４１１には、ライン４１１Ａより水素（Ｈ２）ガスが
、前記Ｃｕシード層２９の堆積工程開始に先立って、前記処理容器４１１中の内圧を安定
させるために供給される。
【００５８】
　前記Ｃｕ前駆体化合物は、液体の形で原料容器４１４に保持されており、前記原料容器
４１４に供給されるＡｒガスにより、バルブ４１５Ａを備え所定の温度に保持された前駆
体化合物供給ライン４１５に押し出される。前記ライン４１５に押し出された前駆体化合
物は質量流量計４１５Ｂを通過し、さらに前記質量流量計４１５Ｂにより制御されるバル
ブ４１５Ｃを介して気化器４１６に供給される。前記前駆体化合物として、前記Ｃｕ+1（
ヘキサフルオロアセチルアセトネート）・トリメチルビニルシラン（Ｃｕ（ｈｆａｃ）Ｔ
ＭＶＳ）を使う場合には、前記気化器４１６は５０～７０°Ｃの温度に保持される。さら
に、前記前駆体化合物供給ライン４１５には、ドレインバルブ４１５Ｄが設けられる。
【００５９】
　前記気化器４１６において前記気相前駆体化合物はミストあるいは気体の形で噴射され
、ライン１６Ａ中をバルブ１６Ｂを介して供給される、室温あるいは６０°ＣのＨ2より
なるスイープガスと共に、前記処理容器１１中のシャワーヘッド４１３に、バルブ４１６
Ｃを介して供給される。その際、前記バルブ４１６Ｃを含む気化器４１６から処理容器４
１１に至る気相原料供給ライン４１６Ｄの温度は、前記Ｃｕ（ｈｆａｃ）ＴＭＶＳをＣｕ
の前駆体化合物に使う場合には、前記前駆体化合物の再液化を防ぐため、気化器と同温程
度に制御される。また前記シャワーヘッド４１３は５０～７０°Ｃの温度に保持され、ま
た処理容器４１１自体もシャワーヘッドと同程度の温度に保持される。
【００６０】
　前記前駆体化合物供給ライン４１５にはドレインが形成され、さらに前記気化器４１６
は、バルブ４１６Ｅを介して、ドライポンプ（図示せず）により排気され、前記Ｃｕ前駆
体化合物から離脱したＴＭＶＳアダクトが除去される。
【００６１】
　図１４の化学気相堆積装置を使うことにより、前記処理容器４１１中において、例えば
化学式
２Ｃｕ+1（ｈｆａｃ）ＴＭＶＳ→２Ｃｕ+1（ｈｆａｃ）＋２ＴＭＶＳ
　　　　　　　　　　　　　　→Ｃｕ＋Ｃｕ+2（ｈｆａｃ）＋２ＴＭＶＳ
に従って、Ｃｕシード層２９の堆積が生じる。なお、Ｃｕシード層２９はＰＶＤ法により
形成することもできる。
【００６２】
　図１０（Ｇ）の工程の後、前記基板は図１０（Ｈ）の工程において電解めっき処理装置
に移され、電解めっき法あるいは無電解めっき法により前記Ｃｕシード層２９上にＣｕ層
３０が形成される。
【００６３】
　さらに熱処理の後、図１１（Ｉ）の工程において前記層間絶縁膜２６上のＣｕ層３０お
よびその下のバリアメタル膜２８がＣＭＰ（化学機械研磨）法により研磨除去され、前記
配線溝２６Ａおよびビアホール２４ＡをＣｕにより充填した配線構造が得られる。
【００６４】
　さらに上記図７（Ａ）～図１１（Ｉ）の工程を繰り返すことにより、図１５に示すよう
な、図１１（Ｉ）の構造が繰り返された多層配線構造を形成することができる。
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【００６５】
　本実施例では図９（Ｅ）の工程において、バリアメタル膜２８を堆積する前に前記層間
絶縁膜２６の表面、前記配線溝２６Ａの側壁面および底面、さらに前記ビアホール２４Ａ
の側壁面および底面を前処理するに際し、電子温度の低い高密度プラズマを使うため、層
間絶縁膜２４，２６がダメージを受けることがなく、膜中の基がスパッタされることによ
る膜密度および比誘電率の局所的な増大が生じることがない。またビアホール２４Ａ底部
で露出されているＣｕ配線パターン２２ＡがスパッタされてＣｕあるいはＣｕ酸化物がビ
アホール２４Ａや配線溝２６Ａの側壁面に付着することがなく、このためＣｕ原子の層間
絶縁膜２４あるいは２６への拡散が生じることがない。
【００６６】
　なお、以上の説明では、前記層間絶縁膜２４および２６を市販の原料を使ったプラズマ
ＣＶＤ法により形成されるＳｉＯＣＨ膜としたが、本発明はかかる特定の層間絶縁膜組成
に限定されるものではない。一般に前記層間絶縁膜２４および２６としては、大別して無
機系の膜と有機系の膜があり、例えば無機ＳＯＤ膜（スピンコート法によって成膜される
絶縁膜）であるアルキルシロキサンポリマー、ＨＳＱ（水素化シルセスキオキサンポリマ
ー）、などを使うことができる。また、ＣＶＤ（化学気相堆積）法によっても低誘電率膜
は形成可能であり、このような無機膜として、例えばフッ素添加シリコン酸化膜などを使
うこともできる。
【００６７】
　また、このような無機膜やシリコン酸化膜は、いずれも多孔質膜にすることによってさ
らに誘電率を低下させることができ、本発明はこのような多孔質膜を使う場合にも有効で
ある。
【００６８】
　また、前記層間絶縁膜２４，２６として有機膜を使う場合には、ＰＴＦＥ系膜、ポリイ
ミド系膜、フッ素添加ポリイミド膜、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）膜、パレリン－Ｎ膜
、パレリン－Ｆ膜、ＭＳＱ（アルキルシルセスキオキサンポリマー）膜、ＨＯＳＰ（水素
化アルキルシルセスキオキサンポリマー）膜などの有機ポリマー膜を使うことができる。
さらに有機系の膜には、ＣＶＤ法によって形成されるフッ素添加カーボン膜やＤＬＣ（ダ
イヤモンドライクカーボン）、ＳｉＣＯ膜やＳｉＣＯ（Ｈ）膜などが含まれる。このよう
な有機膜を使う場合でも、多孔質膜にすることによってさらに誘電率を低減することがで
き、本発明はこのような場合にも有効である。
【００６９】
　また図１０（Ｇ）の工程において、前記Ｃｕシード層２９をスパッタなどのＰＶＤ法に
より行うこともできる。
【００７０】
　さらに図９（Ｆ）のバリアメタル膜２８の形成においては、前記Ｔａ膜の形成をスパッ
タなどのＰＶＤ法により行うこともできる。またＴａＮ膜をＡＬＤ－ＣＶＤ法により、ま
たＴａ膜をＰＶＤ法で形成することも効果的である。
【００７１】
　図９（Ｅ）のプラズマ処理工程と図９（Ｆ）のバリアメタル膜２８の形成工程は、同一
の処理容器内において行うことも可能ではあるが、図９（Ｅ）の工程と図９（Ｆ）の工程
とでは処理温度が異なるので、これらの工程は別々の処理容器で行うのが好ましい。さら
に図９（Ｆ）のバリアメタル膜成膜工程は図９（Ｅ）の前処理工程の直後に、大気に曝す
ことなく行う必要があるため、これら別々の処理容器は真空搬送室で結合するのが好まし
い。
【００７２】
　さらに前記図１０（Ｇ）のＣｕシード層２９の成膜は、図９（Ｅ）の前処理工程あるい
は図９（Ｆ）のＡＬＤ工程よりは低圧力環境で行われるため、図１０（Ｇ）の工程は前記
真空搬送室に、真空度の高い別の真空搬送室を介して結合された別の処理容器において実
行するのが、処理効率の観点から好ましい。前記Ｃｕシード層２９の成膜をＰＶＤ法で行
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う場合、および前記Ｔａ膜の成膜をＰＶＤ法で行う場合も同様である。

［第２実施例］
　図１６（Ａ）は、このような本発明のプロセスを効率よく実行するのに適した、クラス
タ型基板処理システム５００の構成を、図１６（Ｂ）は、前記基板システム５００におい
て実行される基板処理の流れを示す。
【００７３】
　図１６（Ａ）を参照するに、基板処理システム５００は大気環境中にカセットモジュー
ル５０１Ａ，５０１Ｂ、およびウェハのノッチあるいはオリエンテーションフラットを検
出してウェハ方位を合わせるウェハオリエンタ５０１Ｃを有する導入側ウェハ搬送室５０
１を有し、前記導入側ウェハ搬送室５０１にはゲートバルブＧ1，Ｇ2を介してロードロッ
ク室５０２Ａ，５０２Ｂが結合されている。前記導入側ウェハ搬送室５０１は大気圧状態
にあり、ウェハを清浄な状態で保持する。
【００７４】
　前記ロードロック室５０２Ａ，５０２ＢにはそれぞれのゲートバルブＧ3，Ｇ4を介して
ウェハ搬送ロボットを含む真空ウェハ搬送室５０３が結合されており、前記真空ウェハ搬
送室５０３にはゲートバルブＧ５，Ｇ６，Ｇ７をそれぞれ介して、脱ガス処理室５０４Ａ
と図５，６のマイクロ波プラズマ処理装置１０を有する前処理室５０４Ｂと図１２の堆積
装置３００を有するバリアメタル成膜処理室５０４Ｃとが結合されている。
【００７５】
　さらに前記真空ウェハ搬送室５０３にはウェハ受け渡し室５０４Ｄおよびゲートバルブ
Ｇ８を介してウェハ搬送ロボットを含む第２の真空ウェハ搬送室５０５が結合されており
、前記真空ウェハ搬送室５０５にはゲートバルブＧ9を介して、図１０（Ｇ）のＣｕシー
ド層２９の形成工程を実行するＣＶＤ室５０６Ａが結合されている。ここで前記真空ウェ
ハ搬送室５０３は、前記処理室５０４Ａ～５０４Ｃでの処理に対応して、比較的高い、１
０-6Ｔｏｒｒ程度の圧力に保持されているのに対し、前記真空ウェハ搬送室５０５は、前
記処理室５０６Ａでの処理に対応して、より低い、１０-7Ｔｏｒｒ以下の圧力に保持され
ている。また真空搬送室５０３と５０５の圧力を同圧に、あるいは真空搬送室５０５の圧
力を真空搬送室５０３の圧力よりも低く設定して、真空搬送室５０５の雰囲気が真空搬送
室５０３に侵入して汚染を生じるのを抑制する。
【００７６】
　図１６（Ｂ）のフローチャートを参照するに、前記カセットモジュール５０１Ａあるい
は５０１Ｂ中には図８（Ｄ）の状態のウェハが保持されており、前記ウェハは、前記ウェ
ハオリエンタ５０１Ｃで方位を合わされた後、前記導入側ウェハ搬送室５０１より前記ゲ
ートバルブＧ1およびロードロック室５０２ＡあるいはゲートバルブＧ2およびロードロッ
ク室５０２Ｂを通って前記真空ウェハ搬送室５０３に導入され、さらに前記真空ウェハ搬
送室５０３からゲートバルブＧ5を通って脱ガス処理室５０４に搬送される。前記脱ガス
処理室５０４では不活性ガスを導入して加熱あるいは紫外光照射処理が行われるようにし
てもよい。
【００７７】
　前記脱ガス処理室５０４で大気中の水や膜中の残留ガス等を脱ガス処理の後、前記ウェ
ハは前記ゲートバルブＧ5を通って真空ウェハ搬送室５０３に戻され、さらにステップ２
において前記ゲートバルブＧ6を通って前記前処理室５０４Ｂに搬送され、図９（Ｅ）の
工程に対応した前処理が行われる。
【００７８】
　次に前記前処理室５０４Ｂにおける脱ガス処理の後、前記ウェハは前記ゲートバルブＧ
6を通って真空ウェハ搬送室５０３に戻され、さらにステップ３において前記ゲートバル
ブＧ7を通って前記成膜処理室５０４Ｃに搬送され、図９（Ｆ）の工程に対応してバリア
メタル膜２８の形成が、先に説明したＡＬＤ工程により、なされる。
【００７９】
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　さらに前記成膜処理室５０４Ｃにおけるバリアメタル膜２８の成膜処理の後、前記ウェ
ハは前記成膜処理室５０４ＣからゲートバルブＧ7を通って真空ウェハ搬送室５０３に戻
され、さらにウェハ受け渡し室５０４ＤからゲートバルブＧ8を通って真空ウェハ搬送室
５０５に搬送される。
【００８０】
　前記真空ウェハ搬送室５０５に導入されたウェハは、ステップ４において前記ゲートバ
ルブＧ9を通ってＣＶＤ室５０６Ａに導入され、図１０（Ｇ）の工程に対応してＣｕシー
ド層２９が形成される。
【００８１】
　このようにしてＣｕシード層２９が形成された後、前記ウェハは前記ゲートバルブＧ9
を通って真空ウェハ搬送室５０５に戻され、さらに前記ゲートバルブＧ8およびウェハ受
け渡し室５０４Ｄを通って真空ウェハ搬送室５０３に戻される。さらに前記ウェハは前記
真空搬送室５０３からゲートバルブＧ３、ロードロック室５０２ＡおよびゲートバルブＧ
1を通って、あるいはゲートバルブＧ4、ロードロック室５０２ＢおよびゲートバルブＧ2
を通って前記導入側ウェハ搬送室５０１に戻され、さらにカセットモジュール５０１Ａあ
るいは５０１Ｂに戻される。
【００８２】
　かかる構成では、連続して処理する必要があるが処理温度が異なる脱ガス工程、図９（
Ｅ）の前処理工程、および図９（Ｆ）のバリアメタル成膜工程が、真空ウェハ搬送室５０
３で結合された別々の処理室で実行されるため、基板温度の昇降に伴う時間が短縮され、
効率のよい基板処理が可能となる。また処理圧が大きく異なる図１０（Ｇ）のＣｕシード
層の形成工程が、より低圧に保持される真空ウェハ搬送室５０５に結合された処理室５０
６Ａにおいて実行されるため、ウェハを様々な処理容器に出し入れする際の圧力調整幅が
、単一の真空ウェハ搬送室を使う場合よりも減少し、効率的な基板処理が可能になる。
【００８３】
　なお、図１６の基板処理システム５００は、先に説明したような多層配線構造の形成の
みならず、層間絶縁膜上にＴａ／ＴａＮ構造のバリアメタル膜を介してＲｕやＩｒなどの
金属電極膜を形成し、その上に強誘電体膜を形成する強誘電体メモリの製造においても有
用である。

［第３実施例］
　図１７（Ａ）は、本発明の第３実施例による基板処理システム６００の構成を示す。た
だし図１７（Ａ）中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００８４】
　図１７（Ａ）を参照するに、本実施例では前記ＣＶＤ室５０６Ａが除去され、その代わ
りに図１０（Ｇ）のＣｕシード層２９の形成工程をスパッタ法により実行するＰＶＤ室５
０６が前記真空ウェハ搬送室５０５にゲートバルブＧ10を介して結合されている。
【００８５】
　図１７（Ｂ）は、図１７（Ａ）の基板処理システム６００を使って行われる基板処理の
流れを示す。
【００８６】
　図１７（Ｂ）を参照するに、図１６（Ｂ）のステップ１に対応するステップ１１の脱ガ
ス処理およびステップ２に対応するステップ１２の前処理の後、ステップ１３において前
記バリア膜２８がＴａ膜のＡＬＤプロセスにより、あるいはＴａＮ膜のＡＬＤプロセスに
より、あるいはＴａＮ膜とＴａ膜を積層するＡＬＤプロセスにより形成れる。前記バリア
膜２８をＴａ膜のみにより形成する場合は、先に説明したＴａ膜の形成シーケンスを所望
の膜厚が得られるまで繰り返せばよく、また前記バリア膜２８をＴａＮ膜のみにより形成
する場合には、先に説明したＴａＮ膜の形成シーケンスを、所望の膜厚が得られるまで繰
り返せばよい。
【００８７】
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　ステップ１３の後、本実施例では前記処理室５０４Ｃから前記ウェハが前記ゲートバル
ブＧ7を通って真空ウェハ搬送室５０３に戻され、ステップ１４において前記ウェハはウ
ェハ受け渡し室５０４ＤおよびゲートバルブＧ8を介してより真空度の高い真空ウェハ搬
送室５０５に搬送される。さらに前記ウェハはゲートバルブＧ10を介してＰＶＤ室５０６
Ｂに搬送され、前記Ｃｕシード層２９がスパッタ法により形成される。
【００８８】
　一般にスパッタ法は１０-8Ｔｏｒｒ以下の圧力を必要とするため、かかるスパッタ室を
圧力が１０-6Ｔｏｒｒ程度の真空ウェハ搬送室５０３に結合すると、処理開始までに長い
排気時間を必要とする。これに対し本実施例では、前記スパッタ室５０６Ｂを真空度の高
い基板搬送室５０５に結合しているため、このような問題が生じない。
【００８９】
　本発明のその他の特徴は先の実施例の通りであり、説明を省略する。

［第４実施例］
　図１８（Ａ）は、本発明の第４実施例による基板処理システム７００の構成を示す。た
だし図１８（Ａ）中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００９０】
　図１８（Ａ）を参照するに、本実施例では図１７（Ａ）の実施例と同様に図１６（Ａ）
のＣＶＤ室５０６Ａが除去され、その代わりに図１０（Ｇ）のＣｕシード層２９の形成工
程をスパッタ法により実行するＰＶＤ室５０６Ｂが前記真空ウェハ搬送室５０５にゲート
バルブＧ10を介して結合されている。さらに本実施例では前記ウェハ真空搬送室５０５に
ゲートバルブＧ11を介して図９（Ｆ）のバリアメタル膜２８の成膜工程のうち、Ｔａ膜の
成膜工程をスパッタ法により実行するＰＶＤ室５０６Ｃが結合されている。本実施例でも
前記真空ウェハ搬送室５０３と真空ウェハ搬送室５０５は同圧に、あるいは真空ウェハ搬
送室５０５の圧力を真空ウェハ搬送室５０３よりも低く設定して、真空ウェハ搬送室５０
３中の雰囲気が真空ウェハ搬送室５０３に侵入して汚染を生じるのを抑制する。
【００９１】
　図１８（Ｂ）は、図１８（Ａ）の基板処理システム７００を使って行われる基板処理の
流れを示す。
【００９２】
　図１８（Ｂ）を参照するに、図１６（Ｂ）のステップ１に対応するステップ２１の脱ガ
ス処理およびステップ２に対応するステップ２２の前処理の後、ステップ２３において前
記バリア膜２８が最初ＴａＮ膜のＡＬＤ工程により、ついでステップ２４においてＴａ膜
のＰＶＤ工程により、ＴａＮ膜とＴａ膜の積層として形成される。
【００９３】
　より詳細に説明すると、前記ステップ２３において図９（Ｅ）の状態のウェハが前記堆
積装置５０４Cに導入され、先に第１実施例において説明したＡＬＤ工程を行うことによ
り、前記バリアメタル膜２８のうちのＴａＮ膜が形成される。
【００９４】
　ステップ２３の後、本実施例では前記ウェハが前記処理室５０４Ｃから前記ゲートバル
ブＧ7を通って真空ウェハ搬送室５０３に戻され、さらにステップ２４において前記ウェ
ハはウェハ受け渡し室５０４ＤおよびゲートバルブＧ8を介してより真空度の高い真空ウ
ェハ搬送室５０５に搬送される。さらに前記ウェハはゲートバルブＧ11を介してＰＶＤ室
５０６Ｃに搬送され、前記Ｔａ膜が、先に形成されたＴａＮ膜上にスパッタ法により形成
される。これにより、図９（Ｆ）のバリアメタル膜２８の成膜が完了する。
【００９５】
　次にステップ２５において前記バリアメタル膜２８が形成された図９（Ｆ）の状態のウ
ェハは前記ゲートバルブＧ11を通って真空搬送室５０５に戻され、さらにゲートバルブＧ
10を通って前記ＰＶＤ室５０６Ｂに搬送され、前記バリアメタル膜２８上に図１０（Ｇ）
の構造に対応してＣｕシード層２９が形成される。



(16) JP 4503356 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

【００９６】
　本実施例においても高真空を要求するＰＶＤ室５０６Ｂおよび５０６Ｃが、真空度の低
い真空基板搬送室５０５とはゲートバルブＧ8で隔てられた真空度の高い真空基板搬送室
５０５に結合されているため、ＰＶＤ室５０６Ｂおよび５０６Ｃにウェハを出し入れする
際の圧力調整期間が短くてすみ、効率のよい基板処理が可能となる。
【００９７】
　なお本実施例ではＰＶＤ処理としてイオン化ＰＶＤ処理が好ましく、ＡＬＤ処理として
はプラズマＡＬＤ処理を行うのが好ましい。
 
［第１参考例］
　以上の説明では、図９（Ｅ）の低エネルギプラズマを使った前処理を、図５，６で説明
したマイクロ波プラズマ処理装置１０において行っているが、本発明はかかる特定のプラ
ズマ処理装置に限定されるものではない。
【００９８】
　図１９は、図９（Ｅ）の工程において低エネルギプラズマ源として使うことのできるＩ
ＣＰ（誘導結合プラズマ）型のプラズマ処理装置８００の構成を示す。
【００９９】
　図１９を参照するに、プラズマ処理装置８００はプロセス空間７０１Ａを画成する処理
容器８０１を有し、前記プロセス空間８０１中には被処理基板Ｗを保持する基板保持台８
０１Ｂが設けられている。
【０１００】
　前記処理容器８０１の上部には多数のガス吐出口８０２Ａを有するガス導入部８０２が
設けられており、前記ガス導入部上には石英ガラスよりなるベルジャー８０３が設けられ
ている。また前記ベルジャー８０３にはＡｒガスなどの希ガスと水素ガスなどのプロセス
ガスを供給するガス導入口８０３Ａが形成されており、さらに前記ベルジャー８０３の周
囲には高周波誘導コイル８０４が巻回されている。
【０１０１】
　そこで例えば１．３３～１３３０Ｐａ（０．０１～１０Ｔｏｒｒ）の圧力下、５０～２
５０℃の基板温度で前記ベルジャー８０３中に前記ガス導入口８０３ＡよりＡｒガスを１
００～１０００ＳＣＣＭの流量で、あるいは前記Ａｒガスの代わりにＨｅガスを１００～
１０００ＳＣＣＭの流量で、水素ガスを１００～１０００ＳＣＣＭの流量で供給し、前記
コイル８０４に周波数が４５０ｋＨｚの高周波を５００～５０００Ｗのパワーで供給する
ことにより、前記層間絶縁膜２６の表面や配線溝２６Ａの側壁面および底面、さらに前記
ビアホール２４Ａの側壁面や底面に付着した有機基などの不純物が除去され、さらにビア
ホール２４Ａ底部において露出したＣｕパターン２２Ａ表面の酸化層が還元される。また
このようにして形成されたプラズマは３ｅＶ以下の低い電子温度を有しており、前記層間
絶縁膜２４，２６表面のダメージや、これに伴う比誘電率の増大の問題を生じることがな
く、またＣｕパターン２２Ａをスパッタすることがない。流量比がＡｒ＜Ｈ2のプラズマ
で処理されるので、２２４表面はスパッタされない。
 
［第２参考例］
　さらに図９（Ｅ）の前処理工程を、図２０に示すリモートプラズマ源９１０を使った基
板処理装置９００にて行うことも可能である。
【０１０２】
　図２０を参照するに、基板処理装置９００はプロセス空間９０１Ａを画成し被処理基板
Ｗを保持する基板保持台９０１Ｂを含む処理容器９０１を有し、前記処理容器９０１と基
板保持台９０１Ｂとの間には排気ポート９０１Ｃが形成されている。
【０１０３】
　さらに図２０の構成では前記処理容器９０１の一部には、前記リモートプラズマ源９１
０が設けられ、ガスライン９１１より供給されたＡｒガスあるいはＨｅガスを含み、さら
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に水素ガスを含む処理ガスを高周波によりプラズマ励起する。
【０１０４】
　そこで本参考例では前記基板処理装置９００中に図８（Ｄ）の状態の基板２１を被処理
基板Ｗとして導入し、さらに前記リモートプラズマ源により励起されたプラズマを作用さ
せることにより、先の実施例と同様に、前記層間絶縁膜２６の表面および配線溝２６Ａの
側壁面および底面、さらに前記ビアホール２４Ａの側壁面および底面に付着した有機基な
どの不純物を除去することができる。その際、前記プラズマの電子温度を３ｅＶ以下に抑
制することにより、前記層間絶縁膜２４あるいは２６のダメージが回避され、比誘電率の
増大が生じることはない。また前記ビアホール２４Ａの底面に露出したＣｕ配線パターン
２２Ａがスパッタされることもない。
【０１０５】
　このようなリモートプラズマは、例えば１３．３～１３３Ｐａの圧力下、Ａｒガスを１
００～５００ＳＣＣＭの流量で、またはＨｅガスを１００～５００ＳＣＣＭの流量で、さ
らに水素ガスを１０００ＳＣＣＭの流量で導入し、周波数が１３．５６ｋＨｚの高周波を
５００～２０００Ｗのパワーで供給することにより形成することができる。
【０１０６】
　前記プラズマは水素を含むため、前記前処理の後、前記層間絶縁膜２６の表面、前記配
線溝２６Ａの側壁面および底面、さらに前記ビアホール２４Ａの側壁面および底面は水素
終端され、不純物の付着が抑制される。
【０１０７】
　以上本発明を、低誘電率層間絶縁膜を有する多層配線構造の形成を例に説明したが、本
発明は図２１（Ａ）に示すように、下地膜１上に形成されたＳｉＯＣＨなどの低誘電率絶
縁膜２の表面に吸着した有機基などの不純物を、図２１（Ｂ）に示すように膜２にダメー
ジを生じることなく、また比誘電率を増大させることなくクリーニングし、かつ表面を水
素終端することが可能になる。
【０１０８】
　また先の実施例ではバリアメタル膜はＴａＮ膜あるいはＴａ膜、あるいはＴａＮ膜とＴ
Ａ膜を積層した構成の膜であるとして説明を行ったが、本発明はＴｉ膜やＴｉＮ膜など、
他のバリアメタル膜を使う場合でも有効である。
【０１０９】
　特許請求の範囲に記載した本発明の要旨内において、様々な変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】（Ａ），（Ｂ）は、従来の多層配線構造の形成方法を示す図（その１）である。
【図２】（Ｃ），（Ｄ）は、従来の多層配線構造の形成方法を示す図（その２）である。
【図３】（Ａ），（Ｂ）は、本発明が解決しようとする問題点を説明する図である。
【図４】本発明が解決しようとする問題点を説明する別の図である。
【図５】本発明で使われるプラズマ処理装置の構成を示す図である。
【図６】本発明で使われるプラズマ処理装置の構成を示す別の図である。
【図７】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第１実施例による多層配線構造の形成方法を示す図
（その１）
【図８】（Ｃ），（Ｄ）は、本発明の第１実施例による多層配線構造の形成方法を示す図
（その２）である。である。
【図９】（Ｅ），（Ｆ）は、本発明の第１実施例による多層配線構造の形成方法を示す図
（その３）である。
【図１０】（Ｇ），（Ｈ）は、本発明の第１実施例による多層配線構造の形成方法を示す
図（その４）である。
【図１１】（Ｉ）は、本発明の第１実施例による多層配線構造の形成方法を示す図（その
５）である。
【図１２】本実施例でバリアメタル膜の堆積に使われるＡＬＤ装置の構成を示す図である
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。
【図１３】図１２のＡＬＤ装置によるバリアメタル膜の堆積シーケンスを示す図である。
【図１４】本実施例でＣｕシード層の堆積に使われるＣＶＤ装置の構成を示す図である。
【図１５】本発明第１実施例により得られる多層配線構造を示す図である。
【図１６】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第２実施例による基板処理システムの構成を示す
図、および基板処理プロセスを示すフローチャートである。
【図１７】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第３実施例による基板処理システムの構成を示す
図、および基板処理プロセスを示すフローチャートである。
【図１８】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第４実施例による基板処理システムの構成を示す
図、および基板処理プロセスを示すフローチャートである。
【図１９】本発明の第１参考例で使われるＩＣＰ型基板処理装置を示す図である。
【図２０】本発明の第２参考例で使われるリモートプラズマ源を使った基板処理装置を示
す図である。
【図２１】（Ａ），（Ｂ）は、本発明による低誘電率絶縁膜のプラズマ処理を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　下地膜
　２　低誘電率膜
　１０，８００，９００　プラズマ処理装置
　１１　処理容器
　１１Ａ　プロセス空間
　１１Ｂ　基板保持台
　１１Ｃ　排気ポート
　１２　窓
　１２ａ　シールリング（Ｏリング）
　１３　アンテナ本体
　１３Ａ　導波部（シールド部材）
　１３Ｂ　ラジアルラインスロットアンテナ
　１３ａ，１３ｂスロット
　１３Ｃ　遅相板
　１４　同軸導波管
　１４Ａ　外側導波管
　１４Ｂ　内側導体
　１５　ガス導入口
　２１，１１０　シリコン基板
　２２，１１１　絶縁膜
　２２Ａ，１１１Ａ　Ｃｕ配線パターン
　２２ａ，１１１Ｏｘ　酸化物
　１１１ｘ　銅残渣
　２３，２５，２７，１１２，１１４　エッチングストッパ膜
　２６，２７，１１３，１１５　層間絶縁膜
　２６Ａ，１１３Ａ　配線溝
　２４Ａ，１１３Ｂ　ビアホール
　２８．１１６　バリアメタル膜
　２９　Ｃｕシード層
　３０　Ｃｕ層
　３０Ａ，１１７　Ｃｕ配線パターン
　３００　プラズマＡＬＤ装置
　３０１　処理容器
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　３０１ａ　処理容器上部
　３０１ｂ　処理容器底部
　３０２　基板保持台
　３０３　ヒータ
　３０４　ヒータ電源
　３０５　絶縁体
　３０６，３０７，３０８，３１０　ガス通路
　３０９，３１１　原料ガス吐出口
　３１２　成膜原料源
　３１３　Ａｒ源
　３１４　水素源
　３１５　バルブ
　３１６　ＭＦＣ
　３１７　整合器
　３１８　高周波電源
　３１９　排気口
　３２０　排気装置
　３２１　マッチャー
　３３０　シャワーヘッド
　４００　ＣＶＤ装置
　４１１　処理容器
　４１１Ａ，４１６Ａ　水素ガスライン
　４１２　基板保持台
　４１２Ａ　ヒータ
　４１３　シャワーヘッド
　４１４　Ｃｕ原料容器
　４１５，４１６Ｄ　配管
　４１５Ａ，４１５Ｃ，４１６Ｂ，４１６Ｃ，４１６Ｅ　バルブ
　４１５Ｂ　ＭＦＣ
　４１５Ｄ　ドレイン
　４１６　気化器
　５００，６００，７００　クラスタ型基板処理システム
　５０１　導入側ウェハ搬送室（大気搬送室）
　５０１Ａ，５０１Ｂ　カセットモジュール
　５０１Ｃ　ウェハオリエンタ
　５０２Ａ，５０２Ｂ　ロードロック室
　５０３，５０５　真空ウェハ搬送室
　５０４Ａ　脱ガス室
　５０４Ｂ　前処理室
　５０４Ｃ　ＡＬＤ室
　５０４Ｄ　ウェハ受け渡し室
　５０６Ａ　ＣＶＤ室
　５０６Ｂ、５０６Ｃ　ＰＶＤ室
　Ｇ1～Ｇ９　ゲートバルブ
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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