
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タンタル系金属膜上に形成された銅系金属膜を研磨するための化学的機械的研磨用スラ
リーであって、
　研磨砥粒、酸化剤、塩基性アミノ酸類、有機酸および酸化防止剤を含有し、
　前記塩基性アミノ酸類は、アルギニン、アルギニン誘導体、リシン、リシン誘導体から
なる群より選ばれる１種以上を含有し、
　前記有機酸がグリシンであり、
　

　

　ｐＨが３以上９以下であることを特徴とする化学的機械的研磨用スラリー。
【請求項２】
　

　

【請求項３】
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前記塩基性アミノ酸類の含有量が、化学的機械的研磨用スラリー全体に対して０．０１
質量％以上１０質量％以下で、

前記有機酸の含有量が、化学的機械的研磨用スラリー全体に対して、０．０１質量％以
上５質量％以下で、

前記塩基性アミノ酸類の含有量が、化学的機械的研磨用スラリー全体に対して０．１質
量％以上２質量％以下で、

前記有機酸の含有量が、化学的機械的研磨用スラリー全体に対して、０．０５質量％以
上３質量％以下である請求項１に記載の化学機械研磨用巣ラリー。

　ｐＨが７であることを特徴とする請求項１または２に記載の化学的機械的研磨用スラリ



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の製造に用いられる化学的機械的研磨用スラリーに関し、より詳し
くは、バリア金属膜材料としてタンタル系金属を用いた埋め込み金属配線の形成に好適な
化学的機械的研磨用スラリーに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、微細化・高密度化が加速するＵＬＳＩ等の半導体集積回路の形成において、銅は、
エレクトロマイグレーション耐性に優れ且つ低抵抗であるため、非常に有用な電気的接続
材料として着目されている。
【０００３】
現在、銅を用いた配線の形成は、ドライエッチングによるパターニングが困難である等の
問題から次のようにして形成される。すなわち、絶縁膜に溝や接続孔等の凹部を形成し、
バリア金属膜を形成した後に、その凹部を埋め込むように銅膜をメッキ法により成膜し、
その後、化学的機械的研磨（以下「ＣＭＰ」という）法によって凹部以外の絶縁膜表面が
完全に露出するまで研磨して表面を平坦化し、凹部に銅が埋め込まれた埋め込み銅配線や
ビアプラグ、コンタクトプラグ等の電気的接続部を形成している。
【０００４】
以下、図１を用いて、埋め込み銅配線を形成する方法について説明する。
【０００５】
まず、半導体素子が形成されたシリコン基板（図示せず）上に、下層配線（図示せず）を
有する絶縁膜からなる下層配線層１が形成され、図１（ａ）に示すように、この上にシリ
コン窒化膜２及びシリコン酸化膜３をこの順で形成し、次いでシリコン酸化膜３に、配線
パターン形状を有しシリコン窒化膜２に達する凹部を形成する。
【０００６】
次に、図１（ｂ）に示すように、バリア金属膜４をスパッタリング法により形成する。次
いで、この上に、メッキ法により銅膜５を凹部が埋め込まれるように全面に形成する。
【０００７】
その後、図１（ｃ）に示すように、ＣＭＰにより銅膜５を研磨して基板表面を平坦化する
。続いて、図１（ｄ）に示すように、シリコン酸化膜３上の金属が完全に除去されるまで
ＣＭＰによる研磨を継続する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このような埋め込み銅配線の形成においては、銅の絶縁膜中への拡散防止等のために下地
膜としてバリア金属膜が形成される。しかし、バリア金属膜材料としてＴａやＴａＮ等の
タンタル系金属を用いた場合、ＴａやＴａＮは化学的に非常に安定であるため、従来の研
磨用スラリーでは、ＴａやＴａＮからなるバリア金属膜の研磨速度は、銅膜の研磨速度に
対して小さくなるという問題がある。すなわち、従来の研磨用スラリーを用いたＣＭＰに
よって埋め込み銅配線等の形成を行うと、銅膜とバリア金属膜間の研磨速度差が大きいた
め、ディッシングやエロージョンが発生する。
【０００９】
ディッシングとは、図２に示すように、凹部内の銅が過剰に研磨されてしまい、基板上の
絶縁膜平面に対して凹部内の銅膜の中央部が窪んだ状態になることをいう。従来の研磨用
スラリーでは、バリア金属膜の研磨速度が小さいため、絶縁膜（シリコン酸化膜３）上の
バリア金属膜４を完全に除去するためには研磨時間を十分にとらなければならない。しか
し、バリア金属膜４の研磨速度に対して銅膜５の研磨速度が大きいため、銅膜が過剰に研
磨されてしまい、その結果、このようなディッシングが生じる。
【００１０】
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一方、エロージョンとは、図１（ｄ）に示すように、配線密集領域の研磨が、配線孤立領
域などの配線密度の低い領域に比べて過剰に研磨が進行し、配線密集領域の表面が他の領
域より窪んでしまう状態をいう。銅膜５の埋め込み部が多く存在する配線密集領域と銅膜
５の埋め込み部があまり存在しない配線孤立領域とが無配線領域などによりウェハ内で大
きく隔てられている場合、バリア金属膜４やシリコン酸化膜３（絶縁膜）より銅膜５の研
磨が速く進行すると、配線密集領域では、配線孤立領域に比べてバリア金属膜４やシリコ
ン酸化膜３に加わる研磨パッド圧力が相対的に高くなる。その結果、バリア金属膜４露出
後のＣＭＰ工程（図１（ｃ）以降の工程）では、配線密集領域と配線孤立領域とではＣＭ
Ｐによる研磨速度が異なるようになり、配線密集領域の絶縁膜が過剰に研磨され、エロー
ジョンが発生する。
【００１１】
上述のように半導体装置の電気的接続部の形成工程において、ディッシングが発生すると
、配線抵抗や接続抵抗が増加したり、また、エレクトロマイグレーションが起きやすくな
るため素子の信頼性が低下する。また、エロージョンが発生すると、基板表面の平坦性が
悪化し、多層構造においてはより一層顕著となるため、配線抵抗の増大やバラツキが発生
するという問題が起きる。
【００１２】
これらの問題を解決するために、従来、種々の検討がなされてきた。
【００１３】
例えば、特開平１１－２３８７０９号公報には、研磨用スラリーにベンゾトリアゾールあ
るいはその誘導体を含有させ、銅の表面に保護膜を形成することによって、ＣＭＰ工程に
おけるディッシングを防止することが記載されている。
【００１４】
また、特開平１０－４４０４７号公報には、酢酸等の特定の有機酸を含有する研磨用スラ
リーを用いてＣＭＰを行うと、配線用のアルミニウム層とシリコン酸化物との研磨速度の
差が大きくなるとともに、バリア金属膜用のチタン膜の除去速度を高められることが記載
されている。
【００１５】
更に、特開平１０－４６１４０号公報には、リンゴ酸等の特定のカルボン酸、酸化剤及び
水を含有し、アルカリによりｐＨが５～９に調整されてなることを特徴とする化学的機械
研磨用組成物を用いれば、研磨速度を向上でき、腐食痕に伴うディッシングの発生を抑制
できることが記載されている。
【００１６】
しかしながら、ＣＭＰにより、タンタル系のバリア金属膜を有する埋め込み銅配線を形成
する際に、これらの公報に記載される研磨用スラリーを用いたとしても、依然、ディッシ
ング及びエロージョンを十分抑制できない場合があった。
【００１７】
一方、研磨用スラリーの性能を向上するために、アミノ酸を添加することが検討されてき
た。
【００１８】
例えば、特開平８－８３７８０号公報には、銅等の金属を主成分とする材料のエッチング
剤としてアミノ酸を使用し、ディッシングを抑制することが記載されており、アミノ酸と
して中性アミノ酸であるグリシンが例示されている。
【００１９】
また、特開平１１－２１５４６号公報には、ベンゾトリアゾール等の膜生成剤により形成
された不動態層を攪乱する錯生成剤として、アミノ酸を添加することが記載されており、
実施例の欄において中性アミノ酸であるグリシンが記載されている。
【００２０】
更に、特開平７－２１６３４５号公報にも、研磨用組成物に添加する有機酸として、アミ
ノ酸類が例示されており、アミノ酸の具体例としては、中性アミノ酸であるグリシンと、
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酸性アミノ酸であるグルタミン酸とが挙げられている。
【００２１】
加えて、特開２０００－１０９７９９号公報には、窒化珪素等のストッパ膜上に形成され
た酸化珪素膜の研磨を念頭に、生分解性の添加剤として、ポリアミノ酸を使用することが
記載されおり、ポリアミノ酸のモノマーとして、アルギニン、ヒスチジン及びリシン等の
塩基性アミノ酸が例示されている。なお、当該公報においては、モノマーであるアミノ酸
を添加することは記載されていない。
【００２２】
以上に説明したように、これらの公報にはアミノ酸およびペプチドを使用することが記載
されている。しかしながら、特に塩基性のアミノ酸を使用することは記載されておらず、
当該公報に記載される研磨用スラリーを用いたとしても、埋め込み銅配線部におけるディ
ッシング及びエロージョンを十分抑制できない場合があった。
【００２３】
なお、特開平４－１０８８８７号公報には、研磨剤組成物にアミノ酸類を添加することが
記載されており、アミノ酸類として、中性アミノ酸、酸性アミノ酸および塩基性アミノ酸
が記載されている。しかしながら、この記載は、具体的なアミノ酸を例示したと言うより
も、むしろアミノ酸を一般的に分類したに過ぎないものである。また、当該公報において
、アミノ酸の具体例としては、グリシン、アラニン及びアミノカプロン酸等の中性アミノ
酸と、アスパラギン酸およびグルタミン酸等の酸性アミノ酸とが挙げられているのみで、
塩基性アミノ酸は例示されていない。更に、実施例においても、グリシンが使用されてい
るのみである。加えて、当該公報には、アミノ酸として、特に塩基性のものを用いること
の利点は記載されておらず、塩基性アミノ酸を使用することにより、タンタル系バリア金
属膜の研磨速度を低減し、埋め込み銅配線部においてディッシングやエロージョンを抑制
することを示唆する記載もない。
【００２４】
以上の様に、半導体装置の製造において良好なＣＭＰを実現するために、アミノ酸を添加
する提案は多数なされているものの、アミノ酸としては中性および酸性のものが一般的で
あり、塩基性アミノ酸が添加された研磨用スラリーは見受けられない。このため、タンタ
ル系バリア金属膜の研磨速度を低減し、埋め込み銅配線部において、ディッシング及びエ
ロージョンの両者を十分に抑制できない場合があった。
【００２５】
そこで本発明の目的は、バリア金属膜としてタンタル系金属膜を用いた銅の埋め込み配線
の形成において、ＣＭＰにおけるディッシング及びエロージョンの両者を抑制し、配線抵
抗のバラツキが小さい埋め込み配線の形成を可能とする化学的機械的研磨用スラリーを提
供することである。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、タンタル系金属膜上に形成された銅系金属膜を研磨するための化学的機械的
研磨用スラリーであって、研磨砥粒、酸化剤

ことを特徴とする化学的機械的研磨用スラリーに関する。
【００２７】
なお、本発明において銅系金属とは銅または銅を主成分とする合金を言い、タンタル系金
属とはタンタル（Ｔａ）または窒化タンタル（ＴａＮ）を言う。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００２９】
本発明においては、研磨用スラリーにアミノ酸類として塩基性のものを添加する。この様
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、塩基性アミノ酸類、有機酸および酸化防止
剤を含有し、前記塩基性アミノ酸類は、アルギニン、アルギニン誘導体、リシン、リシン
誘導体からなる群より選ばれる１種以上を含有し、前記有機酸がグリシンであり、ｐＨが
３以上９以下である



な研磨用スラリーを用いてＣＭＰを行った場合、特にタンタル系金属膜の研磨速度が低下
する。
【００３０】
即ち、前述の図１（ｂ）に示すように、凹部が形成された絶縁膜３上にバリア金属膜４を
形成し、この凹部を埋め込むように全面に銅系金属膜５を形成した基板表面を、本発明の
研磨用スラリーを用いてＣＭＰすれば、図３（ａ）に示すように、タンタル系金属からな
るバリア金属膜４が、銅系金属膜の研磨における実質的な停止膜として機能するため、デ
ィッシング及びエロージョンを防止できる。
【００３１】
なお、タンタル系金属からなるバリア金属膜４でＣＭＰを停止した後は、研磨用スラリー
をタンタル系金属膜の研磨速度が比較的大きい研磨用スラリーに切替えてＣＭＰを行うこ
とにより、図３（ｂ）に示すように、ディッシング及びエロージョンが抑制された銅系金
属の埋め込み配線を形成することができる。
【００３２】
本発明で使用される塩基性アミノ酸類としては、分子に塩基性の特性を付与するアミノ基
等の含窒素構造を側鎖に有するα－アミノ酸を使用することにより、特に高性能の研磨用
スラリーを作製することができる。
【００３３】
この理由は明らかではないが、以下の様に、側鎖の構造に起因する部分と、α－アミノ酸
の構造に起因する部分とがあると推察している。
【００３４】
側鎖の構造に起因する理由として、側鎖のアミノ基等の含窒素構造は、タンタル系金属膜
と強く相互作用するためだと考えられる。このため、側鎖にアミノ基等を有するアミノ酸
を研磨用スラリーに添加することにより、タンタル系金属膜の研磨速度を効果的に低減で
きる。
【００３５】
また、α－アミノ酸の構造に起因する理由として、次のように考えている。即ち、α－ア
ミノ酸は、カルボキシル基とα－炭素に結合するアミノ基とが分子内共役酸塩基構造を取
るため、双性イオンを形成する。この双性イオンは緩衝剤として機能するため、α－アミ
ノ酸を添加することにより、研磨用スラリーのｐＨの変動が抑制される。この結果、安定
にＣＭＰを行うことができる。
【００３６】
側鎖に存在する含窒素構造としては、Ｒ 1Ｒ 2Ｎ－（Ｒ 1及びＲ 2は、独立に水素または炭素
数１以上１８以下の炭化水素基を示す。）で示される基を挙げることができる。この様な
構造を側鎖に有する塩基性α－アミノ酸としては、アルギニン及びリシン等を挙げること
ができる。
【００３７】
また、側鎖に存在する含窒素構造としては、－ＮＲ 3－（Ｒ 3は、水素または炭素数１以上
１８以下の炭化水素基を示す。）で示される構造を挙げることができる。この様な構造を
側鎖に有する塩基性α－アミノ酸としては、アルギニン及びヒスチジン等を挙げることが
できる。
【００３８】
更に、側鎖に存在する含窒素構造としては、＝ＮＲ 4（Ｒ 4は、水素または炭素数１以上１
８以下の炭化水素基を示す。）で示される構造を挙げることができる。この様な構造を側
鎖に有する塩基性α－アミノ酸としては、アルギニン及びヒスチジン等を挙げることがで
きる。
【００３９】
なお、上記の含窒素構造が複数存在する側鎖を有する塩基性α－アミノ酸を使用すること
もできる。
【００４０】
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また、塩基性α－アミノ酸の側鎖の電離指数（ｐＫ R）は、タンタル系金属膜との相互作
用の指標となる。そして、タンタル系金属膜および塩基性α－アミノ酸が十分に相互作用
するためには、ｐＫ Rが１０以上があることが好ましく、１１以上がより好ましい。また
、上限としては、１５以下が好ましく、１４以下がより好ましい。例えば、アルギニン及
びリシンのｐＫ Rは、それぞれ１３及び１１である。なお、塩基性α－アミノ酸のα－ア
ミノ基に起因するｐＫは、一般に１０未満であるのでｐＫ Rと区別できる。
【００４１】
更に、塩基性アミノ酸類としては、塩基性アミノ酸および塩基性アミノ酸誘導体を使用す
ることができる。より具体的には、アルギニン、リシン、ヒスチジン等の塩基性アミノ酸
；ジベンゾイルアルギニン、α－カルボベンゾキシアルギニン、アルギニンメチルエステ
ル、アルギニンエチルエステル、α，ε－ジベンゾイルリシン、ε－カルボベンゾキシリ
シン、α，ε－ジカルボベンゾキシリシン、リシンメチルエステル、リシンエチルエステ
ル、ベンゾイルヒスチジン、ヒスチジンメチルエステル、ヒスチジンエチルエステル等の
塩基性アミノ酸誘導体を使用することができる。
【００４２】
なお、これらの塩基性アミノ酸類は単独で、又は２種以上を混合して使用することができ
、特に、アルギニン、アルギニン誘導体、リシン、リシン誘導体、ヒスチジン及びヒスチ
ジン誘導体からなる群より選ばれる１種以上を使用することが好ましい。
【００４３】
中でも、水系溶媒への溶解度が高い等の理由から、塩基性アミノ酸が好ましく、特にタン
タル系金属膜の研磨速度の低減効果が大きい等の理由から、アルギニンが好ましい。
【００４４】
また、塩基性アミノ酸類は、塩の状態または純粋な状態の何れでも使用することができる
。塩基性アミノ酸類を塩の状態で研磨用スラリーに添加するか、純粋な状態で研磨用スラ
リーに添加するかは、所望とされる研磨用スラリーの組成に依存して決定される。即ち、
研磨用スラリーに多量の難溶性アミノ酸類を添加する必要がある場合は、塩の状態で添加
する。一般にアミノ酸類の塩は、純粋なアミノ酸類と比較して、水系溶媒への溶解特性に
優れているからである。一方、研磨用スラリーに持込まれる塩の量を低減する必要がある
場合は、純粋な塩基性アミノ酸類を添加する。ここで、塩基性アミノ酸類の塩としては、
一塩酸塩、二塩酸塩、ピクリン酸塩、フラビアン酸塩等を使用することができる。
【００４５】
なお、アルギニン、リシン及びヒスチジンは、水系溶媒への溶解性に優れているため、普
通、これらの塩を添加する必要はなく、純粋な状態で添加することが好ましい。
【００４６】
以上で説明した塩基性アミノ酸類は、タンタル系金属膜と強く相互作用するものと考えら
れる。このため、これらの塩基性アミノ酸類は、タンタル系金属膜の研磨表面と研磨砥粒
との間に介在し、研磨表面の潤滑性を向上させるものと考えられる。結果として、本発明
の研磨用スラリーを用いれば、研磨表面での研磨砥粒の滑りが大きくなり、研磨砥粒によ
る機械的研磨の効果が低下するものと考えられる。
【００４７】
本来、タンタル系金属は化学的に安定であるため、タンタル系金属膜のＣＭＰは化学的研
磨の寄与が小さく機械的研磨が支配的である。よって、塩基性アミノ酸類を含有する本発
明の研磨用スラリーによれば、タンタル系金属膜の機械的研磨が抑制され、すなわちタン
タル系金属膜のＣＭＰ速度が低下する。一方、銅系金属膜のＣＭＰにおいては、酸化剤に
よる化学的研磨の寄与が大きいため銅系金属膜の研磨速度が低下しすぎることはない。
【００４８】
結果として、本発明の研磨用スラリーによれば、タンタル系金属膜の研磨速度を低下させ
るとともに、タンタル系金属膜と銅系金属膜の研磨速度差を大きくすることができる。こ
のため、銅系金属膜の研磨において、タンタル系金属からなるバリア金属膜は停止膜（研
磨ストッパー）としての機能が増大する。
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【００４９】
なお、塩基性アミノ酸類の含有量は、タンタル系金属膜の研磨を抑制する点から、研磨用
スラリー全体に対して０．０１質量％以上が好ましく、０．１質量％以上がより好ましい
。また、研磨用スラリーのｐＨが高くなりすぎることを抑制する点から、１０質量％以下
が好ましく、２質量％以下がより好ましい。
【００５０】
本発明の研磨用スラリーに含有される研磨材としては、α－アルミナ、θ－アルミナ、γ
－アルミナ、ヒュームドアルミナ等のアルミナ；ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ等
のシリカ研磨材；チタニア、ジルコニア、ゲルマニア、セリア、及びこれらの金属酸化物
等の金属系研磨砥粒等を用いることができる。
【００５１】
なお、研磨用スラリー中の添加物の種類および量によっては、シリカ研磨材がゲル化する
傾向の場合があるが、この様な場合においても、塩基性アミノ酸類は、支障なく使用する
ことができるため好ましい。
【００５２】
シリカ研磨材としては、ヒュームドシリカやコロイダルシリカ等の二酸化ケイ素からなる
砥粒を用いることができる。これらのシリカ研磨材は、種々の方法で製造される。例えば
、ヒュームドシリカは、四塩化ケイ素を酸素と水素の火炎中で気相合成することにより製
造される。また、コロイダルシリカは、ケイ酸化合物から不純物を除去して無水ケイ酸ゾ
ルとし、これをコロイド化することによって製造される。更に、金属アルコキシドを液相
で加水分解し焼成して製造されたシリカを使用することもできる。
【００５３】
これらの二酸化ケイ素からなる砥粒は、低価格であり、不純物としてＮａを実質的に含ま
ないので好ましい。研磨用スラリーがＮａを含有すると、Ｎａは基板の形成で多用される
Ｓｉと容易に反応するため、基板に付着および残留し、ＣＭＰ工程後の洗浄工程において
も、Ｎａを除去することが困難となる場合があるからである。
【００５４】
研磨砥粒の含有量は、化学的機械的研磨用スラリー全体に対して１質量％以上が好ましく
、３質量％以上がより好ましく、上限としては、３０質量％以下が好ましく、１０質量以
下％がより好ましい。研磨用スラリーが２種類以上の研磨砥粒を含有する場合、各研磨砥
粒の含有量の総和は、化学的機械的研磨用スラリー全体に対して１質量％以上が好ましく
、３質量％以上がより好ましく、上限としては、３０質量％以下が好ましく、１０質量％
以下がより好ましい。
【００５５】
本発明の研磨用スラリーに含有される酸化剤としては、研磨精度や研磨能率を考慮して、
水溶性の酸化剤から選択して用いることができる。例えば、重金属イオンのコンタミネー
ションを起こさないものとして、Ｈ 2Ｏ 2、Ｎａ 2Ｏ 2、Ｂａ 2Ｏ 2、（Ｃ 6Ｈ 5Ｃ） 2Ｏ 2等の過
酸化物；次亜塩素酸（ＨＣｌＯ）、過塩素酸、硝酸、オゾン水、過酢酸やニトロベンゼン
等の有機過酸化物等を挙げることができる。なかでも、金属成分を含有せず、有害な複生
成物を発生しない過酸化水素（Ｈ 2Ｏ 2）が好ましい。
【００５６】
酸化剤の添加量は、十分な添加効果を得る点から、研磨用スラリー全量に対して０．０１
質量％以上が好ましく、０．１質量％以上がより好ましい。上限は、ディッシングの抑制
や研磨速度を適度な値に調整する点から、１５質量％以下が好ましく、１０質量％以下が
より好ましい。なお、過酸化水素のように比較的経時的に劣化しやすい酸化剤を用いる場
合は、所定の濃度の酸化剤含有溶液と、この酸化剤含有溶液を添加することにより所定の
研磨用スラリーとなるような組成物を別個に調整しておき、使用直前に両者を混合しても
よい。
【００５７】
ＣＭＰで使用される研磨用スラリーには、酸化剤の酸化を促進し、また安定した研磨を行
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うために、プロトン供与剤としてカルボン酸やアミノ酸等の有機酸が一般に添加される。
本発明においては、タンタル系金属膜の研磨抑制剤として塩基性アミノ酸類を添加するが
、この塩基性アミノ酸類がプロトン供与剤としても機能する。しかしながら、塩基性アミ
ノ酸類のプロトン供与効果が不十分である等の場合には、カルボン酸、中性アミノ酸、酸
性アミノ酸等の有機酸を添加することができる。
【００５８】
カルボン酸としては、シュウ酸、マロン酸、酒石酸、リンゴ酸、グルタル酸、クエン酸、
マレイン酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、アクリル酸、乳酸、コハク酸、
ニコチン酸、これらの塩、及びこれらのカルボン酸の混合物などを挙げることができる。
【００５９】
中性および酸性アミノ酸は、塩基性アミノ酸類の場合と同様に、純粋な状態で添加される
場合もあれば、塩および水和物の状態で添加される場合もある。例えば、グルタミン酸、
グルタミン酸一塩酸塩、グルタミン酸ナトリウム一水和物、グルタミン、グルタチオン、
グリシルグリシン、アラニン、β－アラニン、γ－アミノ酪酸、ε－アミノカプロン酸、
アスパラギン酸、アスパラギン酸一水和物、アスパラギン酸カリウム、アスパラギン酸カ
ルシウム三水塩、トリプトファン、スレオニン、グリシン、シスチン、システイン、シス
テイン塩酸塩一水和物、オキシプロリン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン、オルチ
ニン塩酸塩、フェニルアラニン、フェニルグリシン、プロリン、セリン、チロシン、バリ
ン、これらアミノ酸の混合物等を添加することができる。
【００６０】
塩基性アミノ酸類以外の有機酸の含有量は、プロトン供与剤としての十分な添加効果を得
る点から、研磨用スラリー全体量に対して０．０１質量％以上が好ましく、０．０５質量
％以上がより好ましい。一方、塩基性アミノ酸類によるタンタル系金属膜の研磨抑制効果
が阻害されないために、５質量％以下が好ましく、３質量％以下がより好ましい。なお、
研磨用スラリーが、塩基性アミノ酸類以外で複数の有機酸を含有する場合、上記含有量は
、それぞれの有機酸の含有量の総和を意味する。
【００６１】
本発明の研磨用スラリーのｐＨは、塩基性アミノ酸類およびタンタル系金属膜との十分な
相互作用を実現するために、ｐＨ３以上が好ましく、ｐＨ４以上がより好ましく、一方、
ｐＨ９以下が好ましく、ｐＨ８以下がより好ましい。
【００６２】
研磨用スラリーのｐＨ調整は、例えば、研磨用スラリーに、酸またはアルカリを直接添加
して行うことができる。ｐＨ調整用の酸としては、硝酸、リン酸、硫酸等を使用すること
ができる。ｐＨ調整用のアルカリとしては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアル
カリ金属の水酸化物；炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属の炭酸塩；アンモ
ニア；アミン等を使用することができる。
【００６３】
本発明の研磨用スラリーには、さらに酸化防止剤を添加することが好ましい。酸化防止剤
の添加により、銅系金属膜の研磨速度の調整が容易となり、また、銅系金属膜の表面に被
膜を形成することによりディッシングも抑制できる。従って、研磨用スラリーが塩基性ア
ミノ酸類および酸化防止剤の両者を含有する場合、ディッシング及びエロージョンが、よ
り効果的に抑制される。さらに、研磨用スラリーに塩基性アミノ酸類および酸化防止剤を
添加することにより、タンタル系金属膜および銅系金属膜の研磨速度をそれぞれ調整する
ことができ、銅系金属膜／タンタル系金属膜の研磨速度比をより広い範囲で制御可能とな
る。
【００６４】
酸化防止剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール、１，２，４－トリアゾール、ベンゾ
フロキサン、２，１，３－ベンゾチアゾール、ｏ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレン
ジアミン、カテコール、ｏ－アミノフェノール、２－メルカプトベンゾチアゾール、２－
メルカプトベンゾイミダゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、メラミン、及びこ
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れらの誘導体が挙げられる。
【００６５】
中でも、ベンゾトリアゾール、ベンゾトリアゾール誘導体、１，２，４－トリアゾール及
び１，２，４－トリアゾール誘導体が好ましい。ベンゾトリアゾール誘導体としては、そ
のベンゼン環にヒドロキシル基、メトキシやエトキシ等のアルコキシ基、アミノ基、ニト
ロ基、メチル基やエチル基、ブチル等のアルキル基、又は、フッ素や塩素、臭素、ヨウ素
等のハロゲン置換基を有する置換ベンゾトリアゾールが挙げられる。また、１，２，４－
トリアゾール誘導体としては、その５員環に上記の置換基を有する置換１，２，４－トリ
アゾールが挙げられる。
【００６６】
このような酸化防止剤の含有量としては、十分な添加効果を得る点から、研磨用スラリー
全体量に対して０．０００１質量％以上が好ましく、０．００１質量％以上がより好まし
い。一方、適度な研磨速度に調整する点からは、５質量％以下が好ましく、２．５質量％
以下がさらに好ましい。
【００６７】
本発明の研磨用スラリーには、その特性を損なわない範囲内で、広く一般に研磨用スラリ
ーに添加されている緩衝剤や粘度調整剤などの種々の添加剤を含有させてもよい。
【００６８】
本発明の研磨用スラリーは、タンタル系金属膜の研磨速度が、好ましくは１０ｎｍ／分以
下、より好ましくは３ｎｍ／分以下となるように組成比を調整することが好ましい。また
、本発明の研磨用スラリーは、銅系金属膜の研磨速度が、好ましくは３００ｎｍ／分以上
、より好ましくは４００ｎｍ／分以上、好ましくは１５００ｎｍ／分以下、より好ましく
は１０００ｎｍ／分以下となるように組成比を調整することが好ましい。
【００６９】
さらに、銅系金属膜の研磨速度とタンタル系金属膜の研磨速度の比（Ｃｕ／Ｔａ研磨比）
については、ウエーハ面内の銅系金属よりなる配線パターンに依存せず、銅系金属膜の均
一なＣＭＰを行う観点から、５０／１以上が好ましく、１００／１以上がより好ましい。
【００７０】
本発明の研磨用スラリーの製造方法としては、一般的な遊離砥粒の水系研磨スラリー組成
物の製造方法が適用できる。すなわち、水系媒体に研磨粒子を適量混合し、必要に応じて
分散剤を適量混合する。この状態では、研磨粒子は凝集状態で存在している。そこで、凝
集した研磨粒子を所望の粒径を有する粒子とするため、研磨砥粒の分散を実施する。分散
工程は、例えば超音波分散機、ビーズミル分散機、ニーダー分散機、ボールミル分散機な
どを用いて実施できる。
【００７１】
本発明の研磨用スラリーは、タンタル系金属膜がバリア金属膜として凹部を有する絶縁膜
上に形成され、その上にこの凹部を埋め込むように全面に銅系金属膜が形成された基板を
ＣＭＰして、埋め込み配線やビアプラグ、コンタクトプラグ等の電気的接続部を形成する
場合に最も効果的に用いられる。絶縁膜としては、シリコン酸化膜、ＢＰＳＧ膜、ＳＯＧ
膜等の絶縁膜が挙げられる。銅合金としては、銀、金、白金、チタン、タングテン又はア
ルミニウム等の金属を含有する銅を主成分とする合金を挙げることができる。
【００７２】
本発明の研磨用スラリーを用いたＣＭＰは、一般的なＣＭＰ装置を用いて、例えば次のよ
うにして行う。銅系金属膜が成膜されたウエーハは、スピンドルのウエーハキャリアに設
置される。このウエーハの表面を、回転プレート（定盤）上に貼り付けられた多孔性ウレ
タン等よりなる研磨パッドに接触させ、研磨用スラリー供給口から研磨用スラリーを研磨
パッド表面に供給しながら、ウエーハと研磨パッドの両方を回転させて研磨する。必要に
より、パッドコンディショナーを研磨パッドの表面に接触させて、研磨パッド表面のコン
ディショニングを行う。
【００７３】
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銅系金属膜が除去され、タンタル系金属膜が露出したことを検出することは、種々の方法
により行うことができる。
【００７４】
そのような方法の第１の例として、銅系金属膜の研磨速度を予め測定しておき、所定の厚
さの銅系金属膜を除去するに必要な時間を算出し、ＣＭＰ開始後算出された時間が経過し
た時点から所定の時間が経過後に、銅系金属膜のＣＭＰを終了する。
【００７５】
第２の例として、本発明の研磨用スラリーを用いる場合、タンタル系金属膜は停止膜とし
て機能するため、研磨速度を測定しながらＣＭＰを行い、研磨速度が急激に低下し始めた
時点から所定の時間が経過後に、ＣＭＰを終了する。
【００７６】
第３の例として、回転プレートの回転軸などに回転トルク計を設置しておき、回転軸に掛
る回転トルクの変化を測定しながらＣＭＰを行う。そして、銅系金属膜が除去されタンタ
ル系金属膜が露出したことに伴う回転トルクの変化を検出した時点から所定の時間が経過
後に、銅系金属膜のＣＭＰを終了する。すなわち、銅系金属膜を研磨中は、回転トルクは
安定しているが、タンタル系金属膜が露出した時点で、回転トルクが減少する。従って、
回転トルクが減少し始めた時点から所定の時間が経過後に、ＣＭＰを終了する。
【００７７】
第４の例として、基板上の研磨表面に光を照射し、反射光を測定しながらＣＭＰを行う。
すなわち、銅系金属膜からタンタル系金属膜にＣＭＰが進行すると、研磨表面に存在する
金属が変化するため、反射光強度が変化する。従って、反射光強度が変化し始めた時点か
ら所定の時間が経過後に、ＣＭＰを終了する。
【００７８】
タンタル系金属膜上に形成された銅系金属膜のＣＭＰにおいて、本発明の研磨用スラリー
を用いることにより、タンタル系金属膜の停止膜としての機能が増大する。このため、過
剰な研磨操作を行った場合であっても、タンタル系金属膜が露出した時点以降のＣＭＰの
進行は抑制される。その結果、ディッシング及びエロージョンの発生が抑制されるため、
基板表面の平坦性は良好となり、配線抵抗の増大やバラツキは抑制される。
【００７９】
銅系金属膜のＣＭＰ終了後は、研磨用スラリーを、銅系金属膜の研磨速度が比較的抑えら
れたスラリーに切替え、タンタル系金属膜をＣＭＰする。このようなスラリーとして、塩
基性アミノ酸類を含有しない研磨用スラリーを用いることができる。
【００８０】
【実施例】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
【００８１】
（ＣＭＰ試験）
タンタル膜および銅膜が積層された基板は、以下のようにして作製した。すなわち、トラ
ンジスタ等の半導体素子が形成された６インチのウェハ（シリコン基板）上に（図示せず
）、下層配線（図示せず）を有するシリコン酸化膜からなる下層配線層１を形成し、図１
（ａ）に示すように、その上にシリコン窒化膜２を形成し、その上に厚さ５００ｎｍ程度
のシリコン酸化膜３を形成し、通常のフォトリソグラフィー工程及び反応性イオンエッチ
ング工程によりシリコン酸化膜３をパターンニングして幅０．２３～１０μｍ、深さ５０
０ｎｍの配線用溝及び接続孔を形成した。次いで、図１（ｂ）に示すように、スパッタリ
ング法により厚さ５０ｎｍのＴａ膜４を形成し、引き続きスパッタリング法により５０ｎ
ｍ程度Ｃｕ膜を形成後、メッキ法により８００ｎｍ程度銅膜５を形成した。
【００８２】
ＣＭＰは、スピードファム・アイペック社製ＳＨ－２４型を使用して行った。研磨機の定
盤には研磨パッド（ロデール・ニッタ社製ＩＣ　１４００）を張り付けて使用した。研磨
条件は、研磨荷重（研磨パッドの接触圧力）：２７．６ｋＰａ、定盤回転数：５５ｒｐｍ
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、キャリア回転数：５５ｒｐｍ、スラリー研磨液供給量：１００ｍｌ／分とした。
【００８３】
タンタル膜および銅膜の研磨速度は以下のように測定した。ウエーハ上に一定間隔に並ん
だ４本の針状電極を直線上に置き、外側の２探針間に一定電流を流し、内側の２探針間に
生じる電位差を測定して抵抗（Ｒ '）を求め、更に補正係数ＲＣＦ（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｉ
ｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　Ｆａｃｔｏｒ）を乗じて表面抵抗率（ρｓ '）を求めた。
また厚みがＴ（ｎｍ）と既知であるウエーハ膜の表面抵抗率（ρｓ）を求めた。ここで表
面抵抗率は、厚みに反比例するため、表面抵抗率がρｓ 'の時の厚みをｄとするとｄ（ｎ
ｍ）＝（ρｓ×Ｔ）／ρｓ 'が成り立ち、これより厚みｄを算出することができ、更に研
磨前後の膜厚変化量を研磨時間で割ることにより研磨速度を算出した。表面抵抗率の測定
には、三菱化学社製四探針抵抗測定器（Ｌｏｒｅｓｔａ－ＧＰ）を用いた。
【００８４】
（実施例１～７）
８質量％の住友化学工業社製θアルミナ（ＡＫＰ－Ｇ００８）と、７質量％の関東化学社
製Ｈ 2Ｏ 2と、０．０１～１０質量％の関東化学社製アルギニンとを含有し、硝酸によりｐ
Ｈが７．０に調整された研磨用スラリーを作製した。なお、Ｈ 2Ｏ 2はＣＭＰ直前に添加し
た（実施例１～７）。
【００８５】
また、比較例１として、アルギニンを添加しないこと以外は実施例１～７と同様にして研
磨用スラリーを調製した。
【００８６】
これらの研磨用スラリーを用いてＣＭＰ試験を行った。結果を表１に示す。表１から明ら
かなとおり、アルギニンを添加することにより、タンタル膜の研磨速度を低下できた。さ
らに、研磨後の基板の状態を段差計により分析し、併せて基板の断面をＳＥＭにより観察
したところ、ディッシング及びエロージョンが抑制されていることが分かった。
【００８７】
以上より、実施例１～７に示す研磨用スラリーを用いて銅膜を研磨した場合、下地のタン
タル膜が停止膜として機能することが分かった。
【００８８】
（実施例８～１０）
有機酸として、グリシン（実施例８）、クエン酸（実施例９）又はリンゴ酸（実施例１０
）を添加し、必要に応じてＫＯＨによりｐＨを７．０に調整した以外は、実施例４と同様
にして研磨用スラリーを調製した。
【００８９】
これらの研磨用スラリーを用いてＣＭＰ試験を行った。結果を表１に示す。表１から明ら
かなとおり、有機酸を添加した場合においても、アルギニンを添加することにより、タン
タル膜の研磨速度を低下できた。更に、研磨後の基板の状態を段差計により分析し、併せ
て基板の断面をＳＥＭにより観察したところ、ディッシング及びエロージョンが抑制され
ていることが分かった。
【００９０】
（実施例１１）
研磨砥粒としてアルミナの代わりに、トクヤマ社製ヒュームドシリカＱＳ－９を使用した
以外は、実施例９と同様にして研磨用スラリーを調製した。
【００９１】
なお、比較例２として、アルギニンを含まない以外は、実施例１１と同様にして研磨用ス
ラリーを調製した。
【００９２】
これらの研磨用スラリーを用いてＣＭＰ試験を行った。結果を表１に示す。表１より明ら
かなとおり、研磨砥粒がシリカの場合も、アルギニンを添加することにより、タンタル膜
の研磨速度を低下できることが分かった。更に、研磨後の基板の状態を段差計により分析
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し、併せて基板の断面をＳＥＭにより観察したところ、ディッシング及びエロージョンが
抑制されていることが分かった。
【００９３】
（実施例１２及び１３）
塩基性アミノ酸類としてアルギニンの代わりに、和光純薬工業社製ヒスチジン（実施例１
２）又は和光純薬工業社製リシン塩酸塩（実施例１３）を使用した以外は、実施例４と同
様にして研磨用スラリーを調製した。
【００９４】
これらの研磨用スラリーを用いてＣＭＰ試験を行った。結果を表１に示す。表１から明ら
かなとおり、アルギニン以外の塩基性アミノ酸類を用いた場合も、タンタル膜の研磨速度
を低下できた。更に、研磨後の基板の状態を段差計により分析し、併せて基板の断面をＳ
ＥＭにより観察したところ、ディッシング及びエロージョンが抑制されていることが分か
った。
【００９５】
【表１】
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（実施例１４）
有機酸として１．０質量％のグリシンと、酸化防止剤として０．０１質量％のベンゾトリ
アゾールとを添加した以外は、実施例３と同様にして研磨用スラリーを調製した。
【００９６】
なお、比較例３として、アルギニンを添加しないこと以外は、実施例１４と同様にして研
磨用スラリーを調製した。
【００９７】
これらの研磨用スラリーを用いてＣＭＰ試験を行った。結果を表２に示す。表２から明ら
かなとおり、ベンゾトリアゾールを添加した場合においても、アルギニンを添加すること
により、タンタル膜の研磨速度を低下できた。また、アルギニンを添加しても、Ｃｕの研
磨速度は余り低下しないため、タンタル膜の研磨速度に対する銅膜の研磨速度の比を向上
できた。すなわち、アルギニンを添加することにより、銅膜の研磨選択性が向上すること
が判った。更に、研磨後の基板の状態を段差計により分析し、併せて基板の断面をＳＥＭ
により観察したところ、ディッシング及びエロージョンが抑制されていることが分かった
。
【００９８】
【表２】
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【００９９】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように本発明の研磨用スラリーによれば、タンタル系金属膜の研
磨速度を低下させることができ、銅系金属膜に対する研磨速度差を大きくすることができ
るため、銅系金属膜の研磨におけるタンタル系金属膜の停止膜（研磨ストッパー）として
機能が増大する。その結果、タンタル系金属をバリア金属膜とする銅系金属の埋め込み配
線の形成において、ＣＭＰによるディッシング及びエロージョンが抑制され、配線抵抗の
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バラツキの抑えられた銅系金属の埋め込み配線を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の埋め込み銅配線の形成方法を説明するための工程断面図である。
【図２】従来の化学的機械的研磨用スラリーを用いて銅配線を形成した場合の配線部の断
面の形状を示す図である。
【図３】本発明の研磨用スラリーを用いて埋め込み銅配線を形成する方法を説明するため
の工程断面図である。
【符号の説明】
１　下層配線層
２　シリコン窒化膜
３　シリコン酸化膜
４　バリア金属膜
５　銅膜
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