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(57)【要約】
【解決手段】化学機械研磨後に半導体ウェーハを洗浄す
るための方法を提供する。方法の一例では、ウェーハに
酸化環境における熱処理を施し、その後、還元環境にお
ける熱処理を施す。酸化環境における熱処理では、残留
物を除去すると共に、露出した銅を酸化して酸化銅層を
形成する。還元環境における熱処理では、その後、酸化
銅を元素銅へ還元する。これにより、露出した銅は清浄
となり、無電解メッキ等、更なる処理のための状態とな
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＭＰ後洗浄方法であって、
　約１００℃より高い温度の気相酸化環境においてウェーハを処理し、その後、
　約１００℃より高い温度の気相還元環境において前記ウェーハを処理することを備える
方法。
【請求項２】
前記酸化環境における前記ウェーハの処理は、Ｏ2を含有する雰囲気中において前記ウェ
ーハを処理することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記雰囲気は、約１％から約１０％のＯ2を含む、請求項２記載の方法。
【請求項４】
前記酸化環境における前記ウェーハの処理は、Ｏ3を含有する雰囲気中において前記ウェ
ーハを処理することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記雰囲気は、約１％から約２％のＯ3を含む、請求項４記載の方法。
【請求項６】
前記酸化環境の前記温度は、約１５０℃から約２５０℃である、請求項１記載の方法。
【請求項７】
前記酸化環境内の圧力は、約１Ｔｏｒｒである、請求項１記載の方法。
【請求項８】
前記酸化環境における前記ウェーハの処理は、前記ウェーハを前記酸化環境内において、
約１分間から約５分間の滞留時間に渡って保持することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項９】
前記還元環境における前記ウェーハの処理は、Ｈ2を含有する雰囲気中において前記ウェ
ーハを処理することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
前記雰囲気は、Ｈ2と不活性ガスとの混合物を含む、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
前記還元環境内の圧力は、約１Ｔｏｒｒから約１０Ｔｏｒｒである、請求項１記載の方法
。
【請求項１２】
前記還元環境の前記温度は、約１５０℃から約２５０℃である、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
前記酸化環境の温度と、前記還元環境の温度とは、同一である、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
前記還元環境における前記ウェーハの処理は、前記ウェーハを前記還元環境内において、
約１分間から約２分間の滞留時間に渡って保持することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
前記酸化環境における前記ウェーハの処理の前に、塩基性溶液により前記ウェーハを処理
することを更に備える、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
前記塩基性溶液は、約８から約１１の範囲のｐＨを有する、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
前記塩基性溶液は、水酸化テトラメチルアンモニウムを含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１８】
前記塩基性溶液における前記ウェーハの処理は、前記ウェーハを前記塩基性溶液中に、約
３０秒間から約２分間の滞留時間に渡って保持することを含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１９】
Ｃｕ2Ｏ表面層を有する導電性特徴部を含むＣＭＰ後のウェーハを洗浄するための方法で
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あって、
　ＣｕＯ表面層を形成するために第一の気相環境において前記Ｃｕ2Ｏ表面層を酸化させ
、
　第二の気相環境においてＣｕＯ表面層を元素銅に還元させること、を備える方法。
【請求項２０】
前記第一の気相環境は、約１００℃より高い温度のＯ2を含有する雰囲気を含む、請求項
１９記載の方法。
【請求項２１】
前記第一の気相環境は、約１００℃より高い温度のＯ3を含有する雰囲気を含む、請求項
１９記載の方法。
【請求項２２】
前記第二の気相環境は、約１００℃より高い温度のＨ2を含有する雰囲気を含む、請求項
１９記載の方法。
【請求項２３】
Ｃｕ2Ｏ表面層を酸化させる前に、塩基性溶液により残留層を実質的に除去することを更
に備える、請求項１９記載の方法。
【請求項２４】
前記塩基性溶液は、約８から約１１の範囲のｐＨを有する、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
前記塩基性溶液は、水酸化テトラメチルアンモニウムを含む、請求項２３記載の方法。
【請求項２６】
ウェーハの導電性特徴部上にキャッピング層を選択的に形成する方法であって、
　　ＣｕＯ表面層を形成するために第一の気相環境において前記導電性特徴部のＣｕ2Ｏ
表面層を酸化させ、その後、
　　第二の気相環境において前記ＣｕＯ表面層をＣｕに還元させることを含む
前記ウェーハの洗浄と、
　無電解メッキにより導電性特徴部上に選択的に前記キャッピング層を形成すること、を
備える方法
【請求項２７】
前記ウェーハの洗浄は、前記Ｃｕ2Ｏ表面層を酸化させる前に、塩基性溶液により前記ウ
ェーハを処理することを備える、請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
前記キャッピング層は、コバルト又はコバルト合金を含む、請求項２６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイス製造の分野に関し、特に、ウェーハ洗浄に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスは、そのバックエンドオブライン（ＢＥｏＬ）相互接続構造を含め、銅
により形成された導電線及び他の特徴部（Feature）を含む。ウェーハ上での半導体デバ
イス製造中、銅は、通常、誘電層に画成されたトレンチ又はビア内に堆積される。その後
、銅及び誘電層を平坦化して、追加層を堆積させるための平滑面を提供する。平坦化のた
めの一般的な方法は、化学機械平坦化（ＣＭＰ）である。ＣＭＰ処理は、通常、次の層の
形成前に除去を要する残留物をウェーハの露出面に残す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＣＭＰ残留物を除去するための通常の方法には、ウェーハの洗浄が含まれる。例えば、
ウェーハを、最初に酸性溶液、次に塩基性溶液において洗浄するか、あるいは、最初に塩
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基性溶液、その後に酸性溶液により洗浄することができる。しかしながら、こうした方法
には、銅を除去することで、周囲の誘電層に対して窪んだ銅特徴部が生じる傾向を有する
という欠点がある。ＣＭＰ残留物を除去するための他の方法では、ウェーハを活発なプラ
ズマに露出し、残留物をエッチングにより取り去る。
【０００４】
　本発明は、露出した銅にも、誘電層にも害を与えない、ＣＭＰ残留物を除去するための
新規な方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ＣＭＰ後洗浄方法の一例は、約１００℃より高い温度の気相酸化環境においてウェーハ
を処理し、その後、約１００℃より高い温度の気相還元環境においてウェーハを処理する
ことを備える。酸化環境におけるウェーハの処理は、Ｏ2又はＯ3を含有する雰囲気中にお
けるウェーハの処理を含み得ると共に、還元環境におけるウェーハの処理は、Ｈ2を含有
する雰囲気中におけるウェーハの処理を含み得る。本方法は、更に、酸化環境におけるウ
ェーハの処理の前に、塩基性溶液によりウェーハを処理することを備え得る。塩基性溶液
は、例えば、約８から約１１の範囲のｐＨを有し得ると共に、一部の実施形態において、
水酸化テトラメチルアンモニウムを含む。
【０００６】
　本発明は、更に、Ｃｕ2Ｏ表面層を有する導電性特徴部を含むＣＭＰ後ウェーハを洗浄
するための方法を提供する。この方法の一例は、ＣｕＯ表面層を形成するために第一の気
相環境においてＣｕ2Ｏ表面層を酸化させ、第二の気相環境においてＣｕＯ表面層を元素
銅に還元することを備える。Ｃｕ2Ｏ表面層の酸化処理は、約１００℃より高い温度のＯ2

又はＯ3を含有する雰囲気中におけるウェーハの処理を含み得ると共に、ＣｕＯ表面層の
還元処理は、約１００℃より高い温度のＨ2を含有する雰囲気中におけるウェーハの処理
を含み得る。方法は、更に、Ｃｕ2Ｏ表面層の酸化処理の前に、塩基性溶液により残留層
を実質的に除去することを含み得る。
【０００７】
　本発明の他の方法は、ウェーハの導電性特徴部上にキャッピング層を選択的に形成する
ことを対象とする。この方法の一例は、ウェーハを洗浄し、無電解メッキにより導電性特
徴部上に選択的にキャッピング層を形成することを備える。この方法において、ウェーハ
の洗浄は、ＣｕＯ表面層を形成するために第一の気相環境において導電性特徴部のＣｕ2

Ｏ表面層を酸化させ、その後、第二の気相環境においてＣｕＯ表面層を元素Ｃｕに還元す
ることを含み得る。一部の実施形態において、キャッピング層は、コバルト又はコバルト
合金を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】誘電層内に配置された導電性特徴部を含むＣＭＰ後ウェーハの断面図である。
【図２】図１の導電性特徴部の上部の断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による図１のＣＭＰ後ウェーハを洗浄するための方法のフロ
ーチャートである。
【図４】本発明の一実施形態による酸化環境における処理後の図２に示した導電性特徴部
の上部の断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による還元環境における処理後の図３に示した導電性特徴部
の上部の断面図である。
【図６】本発明の一実施形態による導電性特徴部上に選択的に配置されたキャッピング層
を含むウェーハの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、化学機械研磨後に半導体ウェーハを洗浄するための方法を提供する。方法の
一例では、ウェーハに酸化環境における熱処理を施し、その後、還元環境における熱処理
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を施す。酸化環境における熱処理では、残留物を除去すると共に、露出した銅を酸化して
酸化銅層を形成する。還元環境における熱処理では、その後、酸化銅を元素銅へ還元する
。これにより、露出した銅は清浄となり、無電解メッキ等、更なる処理のための状態とな
る。
【実施例】
【００１０】
　図１は、化学機械研磨（ＣＭＰ）処理後のウェーハ１００の断面図である。ウェーハ１
００は、誘電層１１０と、誘電層１１０内に配置され、露出した導電性特徴部１２０とを
備える。図１は、更に、ＣＭＰ処理により誘電層１１０と導電性特徴部１２０との表面に
残された残留層１３０を示している。残留層１３０は、例えば、洗浄残留物及び防蝕剤を
含む可能性があり、通常は銅－有機物複合体である。残留層１３０は、導電性特徴部１２
０の無電解メッキ等、更なる処理の前に、可能な限り完全に除去するべきである。
【００１１】
　誘電層１１０は、ＳｉＯ2、又はＳｉＯ2より低い誘電率を有する低誘電率（「ｌｏｗ－
ｋ」）材料を含み得る。こうしたｌｏｗ－ｋ材料、特に、誘電率が３より低いものは、完
成したデバイスに優れた電気特性を与えるため、半導体デバイス製造において好まれる度
合いが高まっている。適切なｌｏｗ－ｋ材料には、例えば、フルオロケイ酸塩ガラス（Ｆ
ＳＧ）、有機ケイ酸塩ガラス（ＯＳＧ）、及び高多孔性ＳｉＯ2が含まれる。
【００１２】
　導電性特徴部１２０は、例えば、銅製の導電線又はビアである。図１には単一の導電性
特徴部１２０のみを図示しているが、導電性特徴部１２０は、一般にウェーハ１００上に
存在する多数の導電性特徴部を表すために使用される。
【００１３】
　図２は、図１の導電性特徴部１２０の上部の拡大図である。残留層１３０は、明確化の
ため図２において省略されている。図２に示したように、導電性特徴部１２０が銅を含む
時、ＣＭＰ処理により、導電性特徴部１２０は、酸化銅（Ｃｕ2Ｏ）の薄い表面層２００
を備えた状態となる。
【００１４】
　図３は、残留層１３０を除去するためにウェーハ１００を洗浄するための方法３００の
一例を表すフローチャートである。方法は、随意的に塩基性溶液によりウェーハ１００を
処理すること３１０と、気相酸化環境においてウェーハを処理すること３２０と、気送管
現環境においてウェーハを処理すること３３０と、を含む。ここで、「気相」とは、環境
内の物質の相がプラズマではなく気体であることを示す。
【００１５】
　方法３００は、随意的に、塩基性溶液によりウェーハ１００を処理することにより開始
される。一部の実施形態において、塩基性溶液は、ｐＨが１０であり、塩基性溶液の適切
なｐＨ範囲は、約８から約１１である。塩基性溶液は、例えば、テトラメチルアンモニウ
ムヒドロキシドである。こうした条件下における塩基性溶液中での適切な滞留時間は、約
３０秒から約２分間である。塩基性溶液によるウェーハ１００の処理３１０は、誘電層１
１０の表面と、導電性特徴部１２０の表面とから、残留層１３０の実質的部分を除去する
役割を果たす。一部の実施形態では、処理３１０により、ほぼ単分子層の残留層１３０が
、誘電層１１０の表面と導電性特徴部１２０の表面との両方に残る。塩基性溶液による処
理３１０は、Ｃｕ2Ｏ表面層２００（図２）を有意に変化させない。
【００１６】
　次に、ウェーハ１００を酸化環境において処理する３２０。塩基性溶液によりウェーハ
１００を処理すること３１０は随意的であるため、一部の実施形態において、方法３００
は、酸化環境における処理３２０により開始される。酸化環境の一例は、約１％から約１
０％の分子酸素（Ｏ2）又は約１％から約２％のオゾン（Ｏ3）を含有した雰囲気を含み、
窒素、ヘリウム、又はアルゴンといった不活性ガスを雰囲気の残部とする。本明細書にお
いて使用した百分率は、特に記載が無い限り全て体積百分率である。
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　酸化環境の適切な温度範囲は、約１００℃から約４００℃である。更に好ましい温度は
、約１５０℃から約２５０℃の範囲である。酸化環境内の圧力は、標準気圧以下にし得る
。圧力の一例は、約１Ｔｏｒｒである。こうした条件下における酸化環境内での適切な滞
留時間は、約２分間であるが、約１分間から約５分間の範囲にし得る。塩基性溶液による
ウェーハ１００の随意的な処理３１０を省略すると、一般に滞留時間は長くなる。
【００１８】
　酸化環境における処理３２０は、残留層１３０内の有機物質を分解及び揮発させる役割
を果たす。酸化環境の高温は、更に残留層１３０において水を脱着させる役割を果たす。
加えて、酸化環境は、導電性特徴部１２０のＣｕ2Ｏ表面層２００を酸化させる役割を果
たす。図４に示したように、Ｃｕ2Ｏ表面層２００（図２）は、酸化され、酸化銅（Ｃｕ
Ｏ）表面層４００が形成される。
【００１９】
　次に、ウェーハ１００を還元環境において処理３３０する。還元環境は、例えば、分子
水素（Ｈ2）を含有した雰囲気を含む。雰囲気は、本質的に完全に水素にすること、ある
いは、窒素、ヘリウム、又はアルゴン等の不活性ガスと水素との混合物を含むことが可能
である。還元環境内の圧力は、標準気圧以下にし得る。標準気圧において、水素の適切な
濃度は、約４％である。約１Ｔｏｒｒから約１０Ｔｏｒｒ等の低圧において、雰囲気は、
完全に水素となり得る。還元環境の適切な温度範囲は、約１００℃から約４００℃である
。更に好ましい温度は、約１５０℃から約２５０℃の範囲である。一部の実施形態では、
処理３２０及び３３０の両方を通して、同じ温度が維持される。こうした条件下における
還元環境内での適切な滞留時間は、約１分間から約２分間である。
【００２０】
　図５に示したように、還元環境における処理３３０は、ＣｕＯ表面層４００（図４）を
元素銅（Ｃｕ）の表面層５００へ還元する役割を果たす。還元環境における処理３３０に
続いて、ウェーハ１００は、例えば、導電性特徴部１２０上のキャッピング層の選択的無
電解メッキ等により、更に処理可能である。コバルト及びコバルト合金の無電解メッキを
行う方法は、例えば、それぞれ参照により本明細書に組み込むものとする２００６年１２
月２２日提出の米国特許出願第１１／６４４，６９７号「コバルト合金の無電解メッキ」
及び２００６年８月３０日提出の米国特許出願第１１／５１３，６３４号「選択的金属堆
積用の銅表面を設計するプロセス及びシステム」において教示される。図６は、無電解メ
ッキにより導電性特徴部１２０上にキャッピング層６００を選択的に形成した後のウェー
ハ１００を示す。元素銅表面層５００は、コバルト及びコバルト合金キャッピング層の核
生成及び成長にとって、Ｃｕ2Ｏ表面層２００より優れた表面をもたらすという利点を有
する。
【００２１】
　上述した明細書において、特定の実施形態を参照して本発明を説明したが、当業者には
、本発明が特定の実施形態に限定されないことが理解されよう。上述した本発明の様々な
特徴及び態様は、個別に又は一緒に使用し得る。更に、本発明は、本明細書の広義の趣旨
及び範囲から逸脱することなく、本明細書において説明したものを超える任意の数の環境
及び用途において利用可能である。したがって、本明細書及び図面は、限定ではなく例示
と見做されるべきである。



(7) JP 2010-530129 A 2010.9.2

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(8) JP 2010-530129 A 2010.9.2

10

20

30

40

【国際調査報告】



(9) JP 2010-530129 A 2010.9.2

10

20

30

40



(10) JP 2010-530129 A 2010.9.2

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｑ          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  アルナジリ・ティルチラーパリ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４５３８　フレモント，クッシング・パークウェイ，４６５
            ０，ラム　リサーチ　コーポレーション内
(72)発明者  レデカー・フリッツ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４５３８　フレモント，クッシング・パークウェイ，４６５
            ０，ラム　リサーチ　コーポレーション内
(72)発明者  ドルディ・イエッディ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４５３８　フレモント，クッシング・パークウェイ，４６５
            ０，ラム　リサーチ　コーポレーション内
(72)発明者  ボイド・ジョン
            カナダ国　オンタリオ州　ケー２ケー　２エックス２　オタワ，ソランドット・ロード，３０００
(72)発明者  コロリク・ミカイル
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４５３８　フレモント，クッシング・パークウェイ，４６５
            ０，ラム　リサーチ　コーポレーション内
(72)発明者  ホーバルト・アーサー・エム．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４５６６　プレザントン，カベルネ・コート，４２３３
(72)発明者  ティエ・ウィリアム
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４０８６　サニーベイル，フリンジ・ツリー・テラス，２５
            ６
(72)発明者  ナラ・プラビーン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州９４５３８　フレモント，クッシング・パークウェイ，４４０
            ０
Ｆターム(参考) 5F004 AA09  AA14  DA24  DA26  DA27  DB13  EA34  EB02 
　　　　 　　  5F033 HH11  HH15  MM01  MM05  PP28  QQ19  QQ48  QQ84  QQ85  QQ91 
　　　　 　　        QQ94  RR04  RR11  RR25  RR29  WW00  WW03  WW04  WW05  WW10 
　　　　 　　  5F057 AA21  BB22  CA25  DA38  EC30 
　　　　 　　  5F157 AA35  AA42  AA96  AC01  AC22  BC07  BE33  BG03  BG05  BG76 
　　　　 　　        CE62  DB03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

