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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
(a)基板と、
(b)前記基板の上に配置され、２.６あるいはそれ以下の有効誘電率を有し、底部スパン・
オン(スピン・オンされた）誘電体および上部スパン・オン誘電体から構成され、前記底
部スパン・オン誘電体と前記上部スパン・オン誘電体の間に接着促進剤が配置され、前記
底部スパン・オン誘電体および前記上部スパン・オン誘電体は異なる原子組成を有し、か
つ前記スパン・オン誘電体の少なくとも一つは多孔質である、ハイブリッド型低ｋ誘電体
と、
(c)前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の上に形成された研磨止め層と、
(d)前記ハイブリッド型低ｋ誘電体および前記研磨止め層の内部に形成されたトレンチと
、
(e)前記トレンチ内に充填された金属導体領域と、を含み、
前記研磨止め層と前記研磨止め層上に形成されたパターニング層とを含み、前記上部スパ
ン・オン誘電体内に形成される配線トレンチに対応する第１の開口部が、前記パターニン
グ層内に形成され、前記底部スパン・オン誘電体内に形成されるビア・トレンチに対応す
る第２の開口部が、前記第１の開口部の内側で前記研磨止め層内に形成される、ハード・
マスクを用いて前記トレンチが形成され、
前記底部スパン・オン誘電体は前記上部スパン・オン誘電体のための固有のエッチング・
ストッパ層として使用される、相互接続構造。
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【請求項２】
前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の前記有効誘電率が１.２乃至２.２である、請求項１に記
載の相互接続構造。
【請求項３】
両方の前記スパン・オン誘電体が、多孔質（porous）の誘電材料であり、前記上部スパン
・オン誘電体が有機誘電体であり、かつ前記底部スパン・オン誘電体が無機誘電体である
、請求項１に記載の相互接続構造。
【請求項４】
前記上部スパン・オン誘電体は無機誘電体でかつ前記底部スパン・オン誘電体は有機誘電
体である、または前記上部スパン・オン誘電体は有機誘電体でかつ前記底部スパン・オン
誘電体は無機誘電体である、請求項１に記載の相互接続構造。
【請求項５】
前記上部スパン・オン誘電体の前記無機誘電体は、多孔質であり、５乃至８０％の体積多
孔率で、５乃至５００Åの孔径を有する、請求項４に記載の相互接続構造。
【請求項６】
前記無機誘電体は、Ｓｉ、Ｏ、とＨおよび任意選択のＣを含む、請求項５に記載の相互接
続構造。
【請求項７】
前記無機誘電体は、ＨＯＳＰ、ＭＳＱ、ＴＥＯＳ、ＨＳＱ、ＭＳＱ－ＨＳＱ共重合体、オ
ルガノシランもしくはその他Ｓｉ含有材料である、請求項６に記載の相互接続構造。
【請求項８】
前記有機誘電体は、Ｃ、Ｏ、およびＨを含む、請求項４に記載の相互接続構造。
【請求項９】
前記有機誘電体は、芳香族熱硬化高分子樹脂である、請求項８に記載の相互接続構造。
【請求項１０】
前記上部スパン・オン誘電体の前記有機誘電体は、多孔質であり、５乃至３５％の体積多
孔率で、１乃至５０ｎｍの孔径を有する、請求項４に記載の相互接続構造。
【請求項１１】
前記研磨止め層が、無機誘電体または有機誘電体である、請求項１に記載の相互接続構造
。
【請求項１２】
前記金属導体領域が、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｗおよびその合金から構成されるグループから
選択された少なくとも一つの導電金属を含む、請求項１に記載の相互接続構造。
【請求項１３】
前記金属導体領域が、ライナー材料をさらに含み、前記ライナー材料は、ＴｉＮ、ＴａＮ
、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ、ＷＮ、Ｃｒ、Ｎｂとその混合物から構成されるグループから選択され
る、請求項１２に記載の相互接続構造。
【請求項１４】
底部スパン・オン誘電体および上部スパン・オン誘電体から構成され、前記底部スパン・
オン誘電体と前記上部スパン・オン誘電体の間に接着促進剤が配置され、２.６あるいは
それ以下の誘電率を有し、前記底部および上部スパン・オン誘電体は異なる原子組成を有
し、かつ前記誘電体の少なくとも一つは多孔質である、ハイブリッド型低ｋ誘電体と、
研磨止め層と、前記研磨止め層の上に形成されるパターニング層とを含み、前記上部スパ
ン・オン誘電体内に形成される配線トレンチに自己整合する、第１の開口部（２４）が前
記パターニング層内に形成され、前記底部スパン・オン誘電体内に形成されるビア・トレ
ンチに自己整合する、前記第１の開口部内に形成され前記研磨止め層を貫通する第２の開
口部（２６）とを有する、ハード・マスクとを含み、前記底部スパン・オン誘電体は上部
スパン・オン誘電体のための固有のエッチング・ストッパ層として使用される、
デュアル・ダマシン型の相互接続構造の形成に用いる構造体。
【請求項１５】
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(a)基板の表面上に底部スパン・オン誘電体、接着促進剤、および上部スパン・オン誘電
体を順次形成して、ハイブリッド型低ｋ誘電体を形成する工程であって、前記ハイブリッ
ド型低ｋ誘電体は、２.６以下の有効誘電率を有し、前記底部および上部スパン・オン誘
電体は異なる原子組成を有し、かつ前記スパン・オン誘電体の少なくとも一つは多孔質で
ある工程と、
(b)前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の上に、研磨止め層（２０）とパターニング層を順次
堆積して、前記研磨止め層とパターニング層を含むハード・マスク層を形成する工程と、
(c)前記研磨止め層の一部を露出するために、前記パターニング層内に第１の開口部を形
成する工程と、
(d)前記第１の開口部の内側に前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の一部を露出するために、
前記研磨止め層内に第２の開口部を形成する工程と、
(e)前記ハード・マスク層の前記研磨止め層をエッチング・マスクとして使用して、前記
第２の開口部に対応するビア・トレンチを、前記上部スパン・オン誘電体を貫通して前記
底部スパン・オン誘電体内に形成し、続いて前記ハード・マスク層の前記パターニング層
をエッチング・マスクとして使用し、かつ前記底部スパン・オン誘電体を前記上部スパン
・オン誘電体に対する固有のエッチング・ストッパ層として使用して、前記第１の開口部
に対応する配線トレンチを、前記上部スパン・オン誘電体内に形成する工程と、
(f)前記ビア・トレンチおよび配線トレンチを導電金属で充填する工程と、
(g)前記導電金属を前記研磨止め層の上で止めて平坦化する工程と
を含む、相互接続構造を形成する方法。
【請求項１６】
前記導電金属で充填する工程の前に前記トレンチの中にライナー材料を堆積する工程をさ
らに含む、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高速マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）およびその他の
高速集積回路（ＩＣ）のための相互接続構造に関する。本発明は拡張された回路スピード
、熱サイクル中の構造安定性、導電抵抗の正確な値、製造コストの低減、および化学機械
式研磨（ＣＭＰ）互換性によるプロセス容易性の向上を有する低誘電率すなわち低ｋ（lo
w-k）の相互接続構造を提供する。さらに、本発明の構造は、従来技術の通常の構造に比
べて、より低い有効誘電率を有し、かつ金属配線抵抗の制御を改善したものである。
【背景技術】
【０００２】
超低誘電率（約３.５かそれ以下の値）である上にデュアル・ダマシン型のＣｕ相互接続
構造が数多く知られている。たとえばR.D. Goldblattらによる、“A High Performance 0
.13 μm Copper BEOL Technology with Low-K Dielectric”, Proceedings of the Inter
national Interconnect Technology Conference, IEEE Electron Devices Society, 2000
年6月5－7日,261-263ページを参照されたい。それらの従来技術による相互接続構造は、
層間あるいは層内の誘電体として有機誘電材料ばかりでなく無機誘電材料を含む。デュア
ル・ダマシン構造はシングル・ダマシンあるいは減法メタル構造に比べより低コストであ
ることから広く受け入れられている。
【０００３】
一般に、従来技術のデュアル・ダマシン相互接続構造に関して４つの本質的問題があり、
それは
a)Ｃｕ線の厚み（すなわちトレンチの深さ）および抵抗率の制御が不充分、
b)低ｋ誘電体の熱膨張率（ＣＴＥ）が高く、そのために最終的に熱サイクル中の故障につ
ながる、
c)超低ｋ材料は化学機械式研磨（ＣＭＰ）に耐えることができない、
d)該構造を形成するためのコストが増加すること
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を含む。
【０００４】
従来技術の相互接続構造を製造中、金属配線導体（金属充填およびＣＭＰ後）になるトレ
ンチの深さは、しばしば制御が不充分であり、かつトレンチ底部は粗い表面を有する。こ
の影響は、反応性イオン・エッチング（ＲＩＥ）を多孔質誘電材料に行うときより悪化す
る。時間調整型反応性イオン・エッチング（ＲＩＥ）プロセスは、一般にトレンチ深さを
時間制御することで、トレンチをエッチングするために使用される。構造体（feature）
サイズ(トレンチ幅)によるエッチング速度の日ごとおよびウエハ全体にわたるばらつきが
、トレンチ深さの大きなばらつきをもたらし、言い換えると金属導体抵抗の大きなばらつ
きをもたらす。トレンチ底部が粗いと、より大きな静電容量、金属線間の電流の漏れ、ク
ロストーク、ノイズ、電力損失、および最終的にはデバイス性能のさらなる低下と信頼性
の低下がもたらされる。
【０００５】
前述の問題に対するの一般的な解決法は、別のプラズマ強化化学的気相堆積法（ＰＥＣＶ
Ｄ）装置による別個のエッチング・ストッパ層の堆積を含む余分なプロセス段階を追加す
ることになり、従って所望の低ｋ（low-k）に加えてＣｕによる相互接続構造の製造コス
トが上昇する。
【０００６】
加えて、低ｋ誘電体に加えてＣｕによるデュアル・ダマシン型の相互接続構造は、ビア（
孔）を囲む誘電体の熱膨張率が高いために熱サイクル試験中に機能しなくなる。さらに、
一般に使用される多孔質の低ｋ誘電体は、ＣＭＰに耐えられない。それどころか、従来技
術の多孔質の低ｋ誘電体は、ＣＭＰプロセスの間、層剥離し易くかつ除去され易い傾向に
ある。なおその上、従来技術のエッチング・ストッパ層は、購入および保守に費用のかか
る真空ベースのＰＥＣＶＤ堆積装置により形成される。
【０００７】
従来技術の上記問題を鑑みて、上述の欠点を克服する、新規で改善された低誘電率のデュ
アル・ダマシン型の相互接続構造を提供することが引き続き求められている。
【非特許文献１】R.D. Goldblattらによる、“A High Performance 0.13 μm Copper BEO
L Technology with Low-K Dielectric”, Proceedings of the International Interconn
ect Technology Conference, IEEE Electron Devices Society, June 5-7,（2000）,ペー
ジ261-263
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の一つの目的は、低ｋ（low-k）誘電体に加えて、金属導体抵抗について精密で均
一な制御を導体の厚みばらつきのなく達成するデュアル・ダマシン型の金属導体相互接続
構造を提供することである。
【０００９】
本発明の別の目的は、ロバスト性のある低ｋ誘電体に加えて、ビアを取り囲む誘電体が低
熱膨張率であるため熱サイクル中、安定しの金属導体相互接続構造を提供することである
。
【００１０】
本発明のさらなる目的は、層間剥離もしくはその他の故障のなくＣＭＰに耐える構造なの
で、プロセスが容易である相互接続構造を提供することである。
【００１１】
本発明のさらに別の目的は、低ｋ誘電体に加えて、付加的なプロセス段階を含まず、その
結果当該構造の製造コストが著しくは増加しない金属導体相互接続構造を提供することで
ある。
【００１２】
本発明のさらに別の目的は、低ｋ誘電体に加えて積層のスパン・オン（spun-on;スピン・
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オンされた）誘電体を含む金属導体相互接続構造を提供することである。
【００１３】
本発明の付加的な目的は、低ｋ誘電体に加えて当該構造を形成するために使うプロセスが
費用のかかる真空ベースの堆積装置の使用を避ける金属導体相互接続構造を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明において、これら上述および別の目的および利点は、金属配線に加えて低ｋ誘電体
のデュアル・ダマシン型の相互接続構造を提供することによって達成され、それは導電金
属線およびビアが、異なる原子組成を有し２つのスパン・オン誘電体の少なくとも１つは
多孔質（porous）である２つのスパン・オン誘電体を含むハイブリッド型低ｋ誘電体構造
に作りこまれることを含む。当該２つのスパン・オン誘電体は、本発明によるハイブリッ
ド型低ｋ誘電体構造を形成するために使用され、各々約２.６あるいはそれ以下の誘電率
を有し、好ましくはハイブリッド構造の各々の誘電体は約１.２乃至２.２の誘電率（ｋ）
を有する。本発明によるハイブリッド型低ｋ誘電体構造を使用することによって、追加の
コストなしで、金属配線抵抗（トレンチ深さ）に関する優れた制御が達成される。これは
、もし存在を仮定すると２つのスパン・オン誘電体の間に形成され得る埋め込みエッチン
グ・ストッパ層を使わずに達成される。
【００１５】
本発明に基づいて、ハイブリッド型低ｋ誘電体構造によるスパン・オン誘電体は、明瞭に
異なる原子組成を有し、底部スパン・オン誘電体（すなわちビア誘電体）を上部スパン・
オン誘電体（すなわち配線誘電体）のための固有のエッチング・ストッパ層として使うこ
とによって導電抵抗の制御を可能にする。
【００１６】
本発明の一つの側面では、
a)該表面に形成されたパターン化されたハイブリッド型低ｋ誘電体を有する基板で、前記
パターン化されたハイブリッド型低ｋ誘電体は、約２.６あるいはそれ以下の有効誘電率
を有し、底部スパン・オン誘電体および上部スパン・オン誘電体から構成され、前記底部
および前記上部スパン・オン誘電体は異なる原子組成を有し、前記スパン・オン誘電体の
少なくとも一つは多孔質であることを含み、
b)前記パターン化されたハイブリッド型低ｋ誘電体の上に形成された研磨止め層、および
c)前記パターン化されたハイブリッド型低ｋ誘電体内部に形成された金属導体領域
を含む相互接続構造が提供される。
【００１７】
本発明の別の側面では、デュアル・ダマシン型の相互接続構造を形成するために使用でき
るハイブリッド型低ｋ誘電体に関する。具体的には、本発明によるハイブリッド型誘電体
は、底部スパン・オン誘電体および上部スパン・オン誘電体から構成され、前記底部およ
び上部スパン・オン誘電体は約２.６あるいはそれ以下の誘電率、異なる原子組成を有し
、かつ前記誘電体の少なくとも一つは多孔質である。
【００１８】
本発明のさらなる側面は、前述した相互接続構造を形成するための方法に関する。具体的
には、本発明による方法は、
(a)基板の表面上にハイブリッド型低ｋ誘電体を形成し、前記ハイブリッド型低ｋ誘電体
は、約２.６あるいはそれ以下の有効誘電率を有し、かつ底部スパン・オン誘電体および
上部スパン・オン誘電体から構成され、前記底部および上部スパン・オン誘電体は異なる
原子組成を有しかつ前記スパン・オン誘電体の少なくとも一つは多孔質であることを含み
、
(b)前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の上にハード・マスクを形成し、前記ハード・マスク
は少なくとも研磨止め層を含んでおり、
(c)前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の一部を露出するために前記ハード・マスクにおいて
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開口部を形成し、
(d)前記ハイブリッド型低ｋ誘電体の前記露出された一部において前記ハード・マスクを
エッチング・マスクとして使用してトレンチを形成し、
(e)前記トレンチを少なくとも導電金属で充填し、および
(f)前記導電金属を前記研磨止め層の上で止めて平坦化する
工程を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
デュアル・ダマシン型の相互接続構造を形成するために有用なハイブリッド型誘電体を提
供する本発明について、ここでは本発明に基づく図面を参照することによってさらに詳細
に記述する。ここで図面において同じおよび／もしくは対応する構成要素は同じ参照符号
で参照されることに留意されたい。
【００２０】
まず、本発明で使用する初期の構造を示す図１を参照する。具体的には、図１に示された
構造は、当該表面上に形成されたハイブリッド型低ｋ誘電体１２を有する基板１０を備え
る。ハイブリッド型低ｋ誘電体は、底部スパン・オン誘電体１４および上部スパン・オン
誘電体１６を含む。本発明に基づくと、本発明によるハイブリッド型誘電体は、約２.６
あるいはそれ以下の有効誘電率を有し、さらに有効誘電率は約１.２乃至約２.２であるこ
とがより好ましい。
【００２１】
本発明において、使用されるハイブリッド型低ｋ誘電体は、異なる原子組成を有する２つ
のスパン・オン誘電体を含み、かつスパン・オン誘電体の少なくとも１つは多孔質で、好
ましくは両方のスパン・オン誘電体が多孔質であることを含む。底部スパン・オン誘電体
は、相互接続構造のビア・レベル（層）の誘電体として機能し、一方上部スパン・オン誘
電体は、相互接続構造の配線レベル（層）の誘電体として機能することは留意されたい。
さらに、ハイブリッド型誘電体の有効誘電率は約２.６あるいはそれ以下であるので、ス
パン・オン誘電体は低ｋ（ｋは約２.６あるいはそれ以下）の誘電体から構成される。ハ
イブリッド型低ｋ誘電体に関するさらに詳細な記述をこれ以降で行う。
【００２２】
本発明に使用される基板は、一般に相互接続構造において存在する通常の材料を含み得る
。従って、たとえば、基板１０は、誘電体（層間、層内）、配線層、接着促進剤、半導体
ウエハもしくはその組み合わせであり得る。半導体ウエハが基板として使用されるとき、
当該ウエハはその上に形成された各種の回路および／もしくはデバイスを含み得る。
【００２３】
上述のように、ハイブリッド型誘電体の各層は当業者によく知られた通常のスピン・オン
塗布プロセス段階を用いて形成され、その後スピン・オン・プロセスに続いて、各層はホ
ットプレート焼成プロセスの対象となり、それは絶縁層が溶けないようにするためにスパ
ン・オン誘電体層および／もしくは部分的に架橋した層からいかなる残存溶媒をも除去す
るのに十分な条件を用いて行われる。
【００２４】
本発明の一つの実施形態において、ハイブリッド構造の底部スパン・オン誘電体は、Ｃ、
Ｏ、およびＨを含む有機の低ｋ誘電体である。本発明において使用される有機の低ｋ誘電
体の例としては芳香族熱硬化性高分子樹脂があり、たとえばDow Chemical Company（ダウ
・ケミカル社） がＳｉＬＫ（登録商標）という商品名で、Honeywell（ハネウェル）がFl
are（登録商標）という商品名で販売している樹脂があるがこれらに制限されるわけでは
なく、他の供給元および他の類似の有機誘電体も含まれる。本発明において使用される有
機誘電体は、多孔質あるいは多孔質でないこともあり得ることは留意されたい。多孔質の
低ｋ誘電体が使用される場合、多孔質有機誘電体の孔径は様様であるが、一般に、体積多
孔率が約５乃至約３５％の場合で、約１乃至約５０ｎｍの孔径を有する有機誘電体が使用
される。
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【００２５】
底部スパン・オン誘電体が、有機誘電体から構成されるとき、そのとき上部スパン・オン
誘電体は、無機誘電体層で形成される。一般に、本発明において、無機誘電体層は、Ｓｉ
、ＯとＨおよび任意選択でＣを含む。本発明において使用できる無機誘電体のタイプの一
例として、シルセスキオキサンＨＯＳＰ（Heneywell社が販売するＳｉ含有無機物）であ
る。本発明において使用できる別のタイプの無機誘電体には、メチルシルセスキオキサン
（ＭＳＱ）、テトラエチルオルソシラン（ＴＥＯＳ）、ヒドリド・シルセスキオキサン（
ＨＳＱ）、ＭＳＱ－ＨＳＱ共重合体、オルガノシラン、および他のいかなるＳｉ含有材料
をも含まれるが、これらに限定するものではない。本発明のこの実施形態において、上部
スパン・オン誘電体として多孔質または非多孔質の無機誘電体が使用できる。無機スパン
・オン誘電体の孔径は、本発明には重要でない一方、本発発明に使用される無機スパン・
オン誘電体の孔径は、一般に体積多孔率で約５乃至約８０％の場合で約５乃至約５００Å
であり、さらに好ましくは体積多孔率で約１０乃至約５０％の場合で約１０乃至約２００
Åの孔径である。
【００２６】
この実施形態において、多孔質の無機上部スパン・オン誘電体および非多孔質の有機底部
スパン・オン誘電体を使用することは極めて好ましい。
【００２７】
本発明の好ましい別の実施形態において、底部スパン・オン誘電体は、無機誘電体（多孔
質あるいは非多孔質）でかつ上部スパン・オン誘電体は有機誘電体でハイブリッド構造の
少なくとも一つのスパン・オン誘電体は多孔質であるという条件付きで、多孔質でも非多
孔質でもあり得る。本発明の第１の実施形態で使用された有機および無機誘電体のタイプ
に関連した上記の記述は、この実施形態にも当てはまることは留意されたい。従って、こ
こではさらなる記述の必要はない。この実施形態において、多孔質の有機上部スパン・オ
ン誘電体および多孔質の無機底部スパン・オン誘電体を有することは極めて好ましい。
【００２８】
上部誘電体を底部誘電体の上にスピン塗布する前に、底部スパン・オン誘電体は通常の接
着促進剤で処理され得ることは留意されたい。接着促進剤の塗布は、当業者によく知られ
た通常のスピン・オン・プロセスを含む。リンスおよび焼成工程を接着促進剤のスピン・
オン工程後に行うことができる。当該リンスおよび焼成工程は、全ての残存溶媒および未
反応の接着促進剤が、上部スパン・オン誘電体をその上に形成する前に、底部スパン・オ
ン誘電体から除去されることを確実にする。
【００２９】
本発明において、どの実施形態が実施されるかにかかわらず、ハイブリッド型低ｋ誘電体
の底部スパン・オン誘電体層は、約５００乃至約１００００Åの厚みを、より好ましくは
約９００乃至約３０００Åの厚みを有する。上部スパン・オン誘電体に関する限りにおい
て、当該層は一般に約５００乃至約１００００Åの厚みを、より好ましくは約１０００乃
至約３０００Åの厚みを有する。図面では２つのスパン・オン誘電体のみの存在を示して
いるが、ここでは追加のスパン・オン誘電体層もまた考えられることを留意されたい。
【００３０】
上部および底部スパン・オン誘電体を含むハイブリッド型低ｋ誘電体は、この時点で硬化
され得る、もしくはハード・マスクがスピン・オン絶縁膜から構成される場合、ハイブリ
ッド誘電体とハード・マスクは単一のキュア工程で硬化され得る。後者は、全工程中でプ
ロセス段階数を減らすので好ましい。これ以降で述べる硬化条件もまたハード・マスク形
成前に硬化を行う実施形態に適用できる。
【００３１】
図１に示す構造の形成後、ハード・マスク１８はハイブリッド誘電体の最上層表面つまり
上部スパン・オン誘電体１６の上に形成される。本発明に基づいて、ハード・マスク１８
は、少なくとも研磨止め層２０およびパターニング層２２を含む。図２に示されたハード
・マスクは通常のＰＥＣＶＤプロセスによって形成され得る、もしくはより好ましくは、
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ハード・マスクの各層は、スピン・オン塗布で形成される。スピン・オン塗布で形成され
た層は、全工程の中で使用する堆積装置の数を減らす、その結果全製造コストを減らすの
で好ましい。さらに、図面ではハード・マスクにおいて２つの層の存在を示すが、ハード
・マスクは２層を超える層を含み得る。
【００３２】
ハード・マスクの形成に使用される材料は、各種あり得、かつその下部に直接位置する層
に対するエッチングの選択性に依存する。たとえば、本発明に使用されるパターニング層
は、下部に位置する研磨止め層に対して高いエッチング選択比（約１０：１もしくはそれ
以上）を有する材料である。一方、研磨止め層は、下部に位置する上部スパン・オン誘電
体に対して高いエッチング選択比を有する材料であり、かつハイブリッド型低ｋ誘電体の
有効誘電率を著しく増加させることのない誘電率を有するべきである。研磨止め層はまた
ダマシン・プロセス中、金属構造体（feature）を研磨するのに使われるＣＭＰプロセス
において十分無視できる研磨速度を有する。
【００３３】
従って、パターニング層は有機あるいは無機の誘電体を含み得る、一方研磨止め層は無機
あるいは有機の誘電体を含み得る。各層の実際の性質は、まずハイブリッド型低ｋ誘電体
の上部スパン・オン誘電体に依存し、次に研磨止め層に依存する。たとえば、上部スパン
・オン誘電体が有機誘電体である場合、研磨止め層は一般に無機誘電体でありかつパター
ニング層は一般に有機誘電体層で構成される。ハード・マスクの各層の厚みは、さまざま
でありかつ本発明には重要ではない。しかし一般には、パターニング層は、約１００乃至
約３０００Åの厚みを有し、かつ研磨止め層は約１００乃至約１０００Åの厚みを有する
。
【００３４】
ハード・マスクの形成に続いて、下部に位置する多層のスパン・オン誘電体ばかりでなく
ハード・マスク、言い換えれば研磨止め層およびパターニング層も、単一の硬化工程の対
象となり得ることになり、当業者によく知られた通常の条件を用いて行われる。単一の硬
化工程は、全ての誘電体がスパン・オン誘電体から構成される場合に行われる。硬化工程
はホットプレート焼成段階もしくは加熱炉焼成を包含し得る。本発明において、加熱炉焼
成を含む硬化工程を使うことが好ましい。硬化条件は様様であり得るが、一般にホットプ
レート焼成は、温度約２５０℃乃至約５００℃で、約３０乃至約５００秒の時間実施され
、一方加熱炉焼成工程は、温度約２００℃乃至約５００℃で、約１５分乃至約３.０時間
実施される。ハード・マスクがスパン・オン誘電体で構成されていない場合、硬化はハー
ド・マスク堆積前に行い得ることを再び強調しておく。さらに、スピン・オン・ハード・
マスクが好ましいので、図面および以下の記述はその実施形態に特定される。しかしなが
ら図面および以下の記述はスピン・オン塗布されていないハード・マスクに対しても有効
であることは留意されたい。
【００３５】
硬化した層を図３に示すが、この層は、硬化済み上部スパン・オン誘電体１６’および硬
化済み底部スパン・オン誘電体１４’を含む薄硬化済みハイブリッド型低ｋ誘電体１２’
、および硬化済み研磨止め層２０’および硬化済みパターニング層２２’を含む硬化済み
ハード・マスク１８’と表示が付されている。ハイブリッド型低ｋ誘電体および任意にハ
ード・マスクの硬化に続いて、図３に示した構造は、次に硬化済みパターニング層２２’
において開口部２４を形成する第１のリソグラフィーおよびエッチング工程にさらされる
。図４を参照されたい。具体的には、図４に示した構造は、次のようにして形成される、
初めにパターニング層をパターン化するためにフォトレジスト（図面には示さない）が当
業者にはよく知られた通常の堆積プロセスを用いて、硬化済みパターニング層の上に形成
される。次に、フォトレジストは、照射パターンを用いて露光され、その後、通常のレジ
スト現像液を用いて該パターンがフォトレジスト上に現像される。
【００３６】
レジスト・パターンの現像後、(第１の）開口部２４が研磨止め層の下に位置する部分を
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露出するようにハード・マスクに形成される。具体的には、開口部は、反応性イオン・エ
ッチング（ＲＩＥ）、プラズマ・エッチングおよびイオン・ビーム・エッチングを含む通
常のドライ・エッチング・プロセスによって形成されるが、これらに限定はされるわけで
はない。これら各種のドライ・エッチング・プロセスのうち、フッ素ベースの成分（化学
作用）を含むＲＩＥを使用することが好ましい。このエッチング工程の後、パターン化さ
れたフォトレジストは、当業者にはよく知られた通常の剥離プロセスを用いて、構造から
剥離される。第１のリソグラフィーおよびエッチング工程から結果的に得られた構造を図
４に示す。
【００３７】
この構造からフォトレジストを剥離した後、新しいフォトレジスト（図示せず）が図４に
示す構造に塗布される。新しいフォトレジストは次に、第２の開口部２６をこの構造に設
けるために、リソグラフィーとエッチングを受け、硬化済みハイブリッド型低ｋ誘電体１
２’の表面を露出するようにする。第２のエッチング工程は、前述したドライ・エッチン
グ・プロセスの一つを含む。これら各種のドライ・エッチング・プロセスのうち、フッ素
ベース成分を含むＲＩＥを使用することが好ましい。スパン・オン誘電体の硬化済みの多
層を露出する第２のエッチングに続いて、第２のフォトレジストが通常の剥離工程を用い
て該構造から剥離され、図５に示すような構造が得られる。
【００３８】
好ましい実施形態において、第２のレジストが多孔質の有機上部誘電体のエッチングの間
、消費され、それにより多孔質の無機底部誘電体が潜在的に害を及ぼすレジスト剥離のプ
ラズマにさらされることを回避している。
【００３９】
図６は、ハード・マスクに形成されたパターンがハイブリッド型低ｋ誘電体に転写された
後の構造を示す。具体的には、ハイブリッド誘電体にトレンチ２８を形成するパターン転
写は、酸化あるいは還元反応を含むドライ・エッチング・プロセスを用いて行われる。本
発明に基づいて、トレンチ２８は、ビアまたは配線またはそれら両方であり得る。
【００４０】
ハイブリッド誘電体へのパターン転写に続いて、当該トレンチは次に導電金属３２で充填
され、図７に示された構造を提供するために平坦化される。任意だがより好ましくはライ
ナー材料３０を導電金属で充填する前にトレンチ内に形成することができる。“導電金属
”という用語は、ここではアルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、タングステン（Ｗ）、銀
（Ａｇ）および一般に相互接続構造で使用されるその他金属から構成されグループから選
択される金属をさすために使用する。Ａｌ－Ｃｕのようなこれら導電金属の合金もここで
は考えられる。本発明で使用される望ましい金属は銅である。当該金属は、化学的気相堆
積法（ＣＶＤ）、プラズマ支援ＣＶＤ、メッキ、スパッタリング、化学溶液付着およびそ
の他同様な堆積プロセスなど、通常の堆積プロセスを用いてトレンチ内に形成される。
【００４１】
本発明で使用される任意選択のライナー材料は、導電金属が誘電体層に拡散するのを防ぐ
と考えられうるいかなる材料をも含む。そのようなライナーのいくつかの例としては、Ｔ
ｉＮ、ＴａＮ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、ＷＮ、Ｃｒ、Ｎｂと類似の材料およびその組み合わせを
含む、これらに制限されるわけではない。ライナー材料は当業者にはよく知られた、ＣＶ
Ｄ、プラズマ支援ＣＶＤ、スパッタリング、メッキおよび化学溶液付着を含む通常の堆積
プロセスを用いてトレンチ内に形成することができる。
【００４２】
トレンチを導電金属で充たした後、当該構造は、研磨止め層上のいかなる導電金属をも除
去する化学機械式研磨（ＣＭＰ）のような通常の平坦化プロセスにさらされる。平坦化工
程ではハード・マスクのパターニング層も除去されるが、構造から研磨止め層は除去され
ないことは留意されたい。その代わりに、研磨止め層は構造の表面上に残る。この理由の
ため、相互接続構造の有効誘電率が高くならないように比較的低い誘電率を有する研磨止
め層を選択することが不可欠である。
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【００４３】
本発明のプロセス段階に続いて、追加のビアおよび配線層（level）を、本発明のプロセ
ス段階を繰り返すことによって、図６に示した構造の上に形成することができる。従って
、本発明による方法は、ここで示した１つ以上の配線およびビア層を含む相互接続構造を
準備するために使用することができる。
【００４４】
要約すると、本発明による工夫に富んだ相互接続構造は、従来技術による相互接続構造に
対して、
(a) 発明による構造（言い換えれば、低ｋ誘電体に加えて金属導体相互接続構造）は、金
属導電抵抗の精密で均一な制御ができ、
(b)高度に制御された金属導電抵抗は、追加のプロセス・コストなしでかつ真空ベースの
堆積装置の使用を減らしても達成でき、
(c)本発明の構造は、一つの好ましい実施形態において、ビアを取り囲む多孔質の無機誘
電体が低熱膨張率のために熱サイクル（ビアの抵抗は大きくは変化しない）中、安定であ
り、
(d)本発明の構造は、別の好ましい実施形態において、金属配線を取り囲む多孔質のより
丈夫な有機誘電体の存在により通常のＣＭＰプロセスに耐える
という優位性を有する。
【００４５】
さらに、一つの好ましい実施形態において、本発明による方法は、一組の誘電体の両方、
特に多孔質の底部無機誘電体に対して、有害なレジスト剥離プラズマが照射されるのを防
ぐ。
【００４６】
本発明を特に好適な実施形態の観点で示し記述したが、当業者にとって明らかなように、
本発明の範囲および精神から逸脱せずに前述の説明に基づいて変形を様様加えられること
は理解されるべきである。従って、本発明は記述され図示された形態そのものに制限され
るわけではなく、特許請求の範囲の精神および範囲内に含まるものを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【図２】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【図３】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【図４】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【図５】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【図６】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【図７】本発明によるプロセス段階での相互接続構造の断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１０　基板
１２　ハイブリッド型低ｋ誘電体
１２’硬化済みハイブリッド型低ｋ誘電体
１４　底部スパン・オン誘電体
１４’硬化済み底部スパン・オン誘電体
１６　上部スパン・オン誘電体
１６’硬化済み上部スパン・オン誘電体
１８　ハード・マスク
１８’硬化済みハード・マスク
２０　研磨止め層
２０’硬化済み研磨止め層
２２　パターニング層
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２２’硬化済みパターニング層
２４　（第１の）開口部
２６　第２の開口部
２８　トレンチ
３０　ライナー材料
３２　導電金属

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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