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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上の絶縁層に所望の配線パターンでトレンチを形成すること、
　下層の導電性部材の少なくとも一部を露出させるために、前記トレンチの底部から下方
に延びるコンタクトビアを形成すること、
　前記半導体基板を収容する反応チャンバ内で第１の反応種にさらして、前記トレンチお
よびコンタクトビアの表面を、ハロゲン化物又は有機配位子がモノレイヤの終端になるよ
うに１モノレイヤ以下でライニングすること、
　前記反応チャンバから第１の反応種を除去すること、
　還元種と前記モノレイヤを反応させることで、前記モノレイヤからハロゲン化物又は有
機配位子の終端を除去すること、および
　前記反応チャンバから前記還元種を除去すること、
　前記還元種を除去した後で、第２の反応種と、ライニングした前記モノレイヤとを反応
させること、および
　前記反応チャンバから第２の反応種を除去することを含むダマシン・メタライゼーショ
ン方法。
【請求項２】
　ライニングすることが、前記第２の反応種を除く第１の化学物質を供給することを含み
、前記第２の反応種と、ライニングした前記モノレイヤとを反応させることが、前記第１
の反応種を除く第２の化学物質を供給することを含む請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　厚さ２０Å～２００Åの層が形成されるまで、前記第１の化学物質を供給することと、
前記第１の化学物質を除去することと、前記モノレイヤを前記還元種と反応させることと
、前記還元種を除去することと、前記第２の化学物質を供給することと、前記第２の反応
種を除去することと、を交互に繰り返すことをさらに含む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の化学物質を供給することと、前記第２の化学物質を供給することとを交互に
繰り返す間に、キャリアガスを供給することをさらに含む請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の反応種を除去することが、前記第１の反応種と前記キャリアガスとをパージ
することを含む請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の化学物質を供給する前に、前記第１の化学物質の供給を停止し、化学物質反
応チャンバを、２つ分のチャンバより多い体積のパージガスでパージする請求項５記載の
方法。
【請求項７】
　ライニングすることが、自己限定的反応で膜を形成することを含む請求項１記載の方法
。
【請求項８】
　前記自己限定的反応で形成された前記膜が、ハロゲン終端（ｈａｌｏｇｅｎ－ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｅｄ）である請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記還元種と前記モノレイヤを反応させることが、ライニングした後で、かつ前記第２
の反応種を反応させる前に、ハロゲン終端を除去することを含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記還元種が、トリエチルボランを含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の反応種が、金属アルキルアミンを含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の反応種が、揮発性有機金属化合物であり、前記ライニングすることが、有機
表面終端を含む金属含有膜を形成することを含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の反応種が、揮発性メタルハライドを含む請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の反応種が、四塩化チタンを含む請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の反応種が、六フッ化タングステンを含む請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の反応種が、揮発性の窒素ソースを含む請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
　前記窒素ソースが、アンモニアを含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記モノレイヤを前記還元種と反応させることが、前記第２の反応種を反応させる前に
、ライニングされた前記モノレイヤからハライドテール（ｈａｌｉｄｅ　ｔａｉｌｓ）を
除去することを含む請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記還元種がトリエチルボランを含む請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　ライニングする前に、前記第１の反応種と反応する終端を与えるように前記トレンチお
よびコンタクトビアの表面を処理することをさらに含む請求項１記載の方法。
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【請求項２１】
　処理することが、接着層を堆積することを含む請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記接着層が、金属層を含む請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　処理することが、前記接着層に表面終端を形成することをさらに含み、前記第１の反応
種が、前記表面終端との配位子交換反応を行う請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　処理することが、前記トレンチおよびコンタクトビアの少なくとも複数の表面に、表面
終端を形成することを含み、前記第１の反応種が、前記表面終端との配位子交換反応を行
う請求項２０記載の方法。
【請求項２５】
　前記表面終端が、前記トレンチおよびコンタクトビアの少なくとも露出された金属表面
にＮＨｘ終端を含む請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　集積回路に金属構造を形成するための形成方法であって、
　部分的に製造された集積回路に、デュアルダマシンのトレンチおよびコンタクト構造を
形成すること、
　前記トレンチおよびコンタクト構造の表面に第１の化学物質を供給することで、ハロゲ
ン化物又は有機配位子が終端となる表面を形成すること、
　前記トレンチおよびコンタクト構造から第１の化学物質を除去すること、
　前記トレンチおよびコンタクト構造の前記表面に還元剤を供給すること、
　前記トレンチおよびコンタクト構造から前記還元剤を除去すること、
　前記還元剤を除去した後、前記トレンチおよびコンタクト構造に第２の化学物質を供給
すること、
　前記トレンチおよびコンタクト構造から前記第２の化学物質を除去すること、および
　前記第１の化学物質を供給し、除去することと、前記還元剤を供給し、除去することと
、前記第２の化学物質を供給し、除去することとを、少なくとも１０回繰り返すことを含
む金属構造形成方法。
【請求項２７】
　前記第１の化学物質を除去することが、前記第１の化学物質を供給した後で、かつ前記
第２の化学物質を供給する前に、不活性ガスをフローすることを含む請求項２６記載の金
属構造形成方法。
【請求項２８】
　前記第１の化学物質を供給する間、及び前記第２の化学物質を供給する間に、不活性ガ
スをフローすることをさらに含む請求項２６記載の金属構造形成方法。
【請求項２９】
　前記還元剤が、トリエチルボランである請求項２６記載の金属構造形成方法。
【請求項３０】
　集積回路内の絶縁層を貫通して形成されたコンタクトビア内に金属窒化物バリア層を形
成する方法であって、
　自己限定反応により金属含有種の１以下のモノレイヤを形成し、前記モノレイヤはハロ
ゲン化物又は有機配位子が終端であること、
　過剰な前記金属含有種を除去した後に、前記ハロゲン化物又は有機配位子を除去するた
めに還元剤と前記モノレイヤを反応させること、
　前記還元剤を除去すること、および
　窒素含有種を前記モノレイヤと反応させることを含む金属窒化物バリア層形成方法。
【請求項３１】
　前記自己限定反応が、ハロゲン終端金属膜を形成することを含む請求項３０記載の金属
窒化物バリア層形成方法。
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【請求項３２】
　前記窒素含有種を反応させることが、前記金属膜にアンモニアを吸着させることを含む
請求項３１記載の金属窒化物バリア層形成方法。
【請求項３３】
　前記モノレイヤを前記還元剤と反応させることが、前記窒素含有種を反応させる前に、
前記ハロゲン終端金属膜からハロゲン終端を除去することを含む請求項３２記載の金属窒
化物バリア層形成方法。
【請求項３４】
　前記窒素含有種を前記モノレイヤと反応させた後で、前記金属含有種の第２のモノレイ
ヤを形成すること、および前記窒素含有種を前記第２のモノレイヤと反応させることをさ
らに含む請求項３０記載の金属窒化物バリア層形成方法。
【請求項３５】
　半導体基板上の絶縁層に、下方に位置する導電性部材の少なくとも一部を露出させる開
口を形成すること、
　第１の段階として、前記開口の表面を、１モノレイヤ以下のハライド終端（ｈａｌｉｄ
ｅ－ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ）金属種でライニングすること、
　前記第１の段階と別個の第２の段階として、トリエチルボラン（ＴＥＢ）を含む還元剤
を用いて、前記ハライド終端金属種からハロゲンテールを除去すること、
　第３の段階として、ハロゲンテールを除去された金属種に１モノレイヤ以下の反応性種
を吸着させること、および
　前記第１、第２および第３の段階を少なくとも１０サイクル繰り返すことを含むメタラ
イゼーション方法。
【請求項３６】
　前記開口が、単一ダマシン形成方法の一部として形成されたトレンチである請求項３５
記載のメタライゼーション方法。
【請求項３７】
　前記開口が、デュアルダマシン形成方法の一部として形成されたダマシントレンチの底
部から延びるビアである請求項３５記載のメタライゼーション方法。
【請求項３８】
　その形状的構造が穴である請求項３５記載のメタライゼーション方法。
【請求項３９】
　前記ハライド終端金属種が、塩化銅を含む請求項３５記載のメタライゼーション方法。
【請求項４０】
　前記第３の段階の前記反応性種が、窒素含有種を含む請求項３５記載のメタライゼーシ
ョン方法。
【請求項４１】
　前記第１の段階が、六フッ化タングステンをフローすることを含み、前記第２の段階が
、トリエチルボランをフローすることを含み、さらに前記第３の段階が、アンモニアをフ
ローすることを含む請求項４０記載のメタライゼーション方法。
【請求項４２】
　各サイクルの前記第３の段階が、各サイクルの直後のサイクルの前記第１の段階を含む
請求項３５記載のメタライゼーション方法。
【請求項４３】
　前記第１および前記第３の段階が、メタルハライドをフローすることを含み、前記第２
の段階が、還元剤をフローすることを含む請求項４２記載のメタライゼーション方法。
【請求項４４】
　集積回路のメタライゼーションの間に、トレンチを含むダマシン構造に金属窒化物ライ
ナーを形成する方法であって、
　前記トレンチの表面に１モノレイヤ以下のメタルハライド種を化学吸着させること、
　トリエチルボランを用いて、前記メタルハライド種からハロゲン原子を除去すること、
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　ハロゲン原子を除去した後で、窒素含有種を前記モノレイヤと反応させること、および
　銅の拡散を防止するのに十分な厚さの金属窒化物が前記トレンチの表面を覆って形成さ
れるまで、繰り返し化学吸着させ、除去し、反応させることを含む金属窒化物ライナーの
形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、広く、集積回路製造時に高いアスペクト比のボイド内にライニング層を形成す
ることに関し、より詳細には、デュアルダマシンのメタライゼーション方式でトレンチお
よびコンタクトビアにライニングするバリア層に関する。
【０００２】
（発明の背景）
集積回路を製造するときに、絶縁材料、導電材料、および半導体材料の層が、所望の構造
を製作するために堆積され、さらにパターニングされる。「バックエンド」法またはメタ
ライゼーション方法は、コンタクト形成および金属ラインまたは配線の形成を含む。コン
タクト形成により、絶縁層を貫通して垂直方向に導電層を接続する。従来、コンタクトビ
アまたはコンタクト開口は絶縁層中に形成され、この絶縁層は、一般に、ホウ素リンケイ
酸ガラス（ＢＰＳＧ）のような酸化物、またはテトラエチルオルトシリケート（ＴＥＯＳ
）前駆物質から形成される酸化物の形で構成される。それから、ビアに導電材料を充填し
て、電気装置と絶縁層の上や下の配線とを相互に接続する。垂直方向のコンタクトで相互
接続された層は、一般に、集積回路全体にわたって走る水平な金属ラインを含む。そのよ
うなラインは、従来、絶縁層の上に金属層を堆積し、その金属層を所望の配線パターンで
マスクし、さらに所望の配線や導電ラインの間の金属をエッチング除去して形成される。
【０００３】
ダマシン処理は、所望のラインパターンでトレンチを形成し、そのトレンチに金属または
他の導電材料を充填し、それからその金属を絶縁層までエッチバックすることを含む。こ
のようにして、配線は、トレンチ内に残り、所望のパターンで互いに分離される。このよ
うに、エッチバック法によって、従来の金属ライン画定におけるより困難なフォトリソグ
ラフィマスキングプロセスおよびエッチングプロセスを回避することができる。
【０００４】
ダマシン処理の延長で、デュアルダマシンとして知られているプロセスは、一般にエッチ
ストップ材料で隔てられた２層の絶縁層を形成し、上述したように、ダマシン処理のため
に、上層の絶縁層にトレンチを形成することを含む。トレンチをエッチングした後で、コ
ンタクトが必要な下方の導電部材を露出させるように、さらなるマスクを使用して、トレ
ンチの底部および下層の絶縁層を貫通して下方に向かってコンタクトビアをエッチングす
る。
【０００５】
ゲート電極、キャパシタ、コンタクト、ランナーおよび配線層のような導電部材は、各々
、集積回路の適正な動作のために、互いに電気的に分離されていなければならない。その
ような導電部材の周りに絶縁層を設けることに加えて、導電材料が、絶縁層を通り抜けて
拡散またはスパイクするのを防ぐように注意しなければならない。このような拡散やスパ
イクは、デバイスやラインの間に不要な短絡を生じさせることがある。保護バリアは、多
くの場合に、基板アセンブリにおいてビアまたはトレンチの壁と金属との間に形成されて
、堆積材料をビアやトレンチの壁の内側に閉じ込めるのに役立つ。このように、バリアは
、ダマシンやデュアルダマシンの相互接続への応用にとって有用であり、銅のように小さ
くて拡散速度が速い元素には特に有用である。
【０００６】
保護バリアの候補材料は、第一に、拡散バリアとして効果的な特性を示さなければならな
い。加えて、その材料は、隣接する材料（例えば、ビアの酸化膜壁、接着層、エッチスト
ップ層および／またはビアやトレンチを充填する金属材料）との間で優れた接着性を示さ
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なければならない。多くの用途で、バリア層は電流経路内に配置されるので、導電性でな
ければならない。一般に、バリアは、窒化チタン（ＴｉＮ）、窒化タンタル（ＴａＮ）、
窒化タングステン（ＷＮ）のような金属窒化物（ＭＮx）で形成されている。これらの金
属窒化物（ＭＮx）は、高密度であり、さらに、コンタクトビア、配線用トレンチおよび
他の導電性バリアの用途にライニングするのに十分に導電性を有する。
【０００７】
次に、化学的気相成長法（ＣＶＤ）、物理的気相成長法（ＰＶＤ）、および電気メッキを
含む様々なプロセスのいずれかによって、ライニングされたこれらのビアまたはトレンチ
に金属を充填する。有効な導電率を得るために、また動作中のエレクトロマイグレーショ
ンを防止するため、ビアまたはトレンチに、ボイドや重大な穴を残さないように、コンタ
クトまたは配線層の金属を充填しなければならない。より速い動作処理速度やより低い消
費電力の追求により、集積回路の寸法が次第に縮小されてきており、深くて狭い開口に導
電材料を完全に充填することが、ますます課題になっている。
【０００８】
図１および図２に示したように、導電性バリア層および／または他のライナーを使用する
ことにより、デュアルダマシン処理のトレンチおよびビアを充填することは一層困難にな
る。図１に、デュアルダマシンのプロセスを示す。ここでは、上層の絶縁層１０が下層の
絶縁層１２の上に形成され、その下層の絶縁層１２は、同様に導電性配線層１４の上に、
好ましくは介在する誘電体バリア１５を伴って、形成されている。この誘電体バリア１５
は、下層の導電性配線層１４における銅または他の導電性材料が、上方に配置された下層
の絶縁層１２内に拡散するのを防ぐ役割を果たす。
【０００９】
所望の配線パターンにパターニングし、エッチングしてトレンチ１６を形成するためにマ
スクを使用する。図示した実施の形態では、２つの絶縁層、上層の絶縁層１０および下層
の絶縁層１２の間に形成された、エッチストップ用のハードマスク１９のレベルまで、エ
ッチングしてトレンチ１６を形成する。一般に、上層の絶縁層１０の堆積の前に、このハ
ードマスク１９をパターニングおよびエッチングして、トレンチ１６の底から延びること
になる所望のコンタクトビアの水平方向の寸法を画定するハードマスクを形成する。ハー
ドマスク１９を介した連続したエッチングによって、トレンチ１６の底から下層の導電性
配線層１４までコンタクトビア２０が開けられる。また、当業者には理解されるであろう
が、図１には、上層の絶縁層１０の上に、後の平坦化ステップにおけるエッチングまたは
化学機械研磨（ＣＭＰ）を停止させる停止層２１が示されている。
【００１０】
そして、好ましくは導電材料で形成される保護ライナー２２を、露出した水平な面および
側壁面に形成する。一般に、保護ライナー２２は、少なくとも金属窒化物を含み、さらに
接着強化層やシード層を含んでもよい。例えば、保護ライナー２２は、Ｔｉ／ＴｉＮ／Ｃ
ｕの３層で構成することもできる。そのような構造では、チタン層は、露出した酸化膜側
壁との接着を改善する役割を果たす。すなわち、窒化チタンは、拡散バリアとして作用し
、そして、薄い銅層は、後の銅メッキのためのシード層として作用する。他の例では、保
護ライナー２２は、窒化タンタルまたは窒化タングステンのバリアを含む。
【００１１】
　しかし、保護ライナー２２のコンフォーマル堆積は、従来の処理では非常に困難である
。例えば、金属層（接着層、バリア層および／またはシード層用）のスパッタリングなど
の物理的気相成長法（ＰＶＤ）では、トレンチ１６およびコンタクトビア２０の全面にわ
たるのに、少なくとも約５０Åは必要である。残念ながら、高アスペクト比のボイドへの
金属のＰＶＤで、ビアの底で十分なカバレージを実現するには、加工物の上面においてよ
り多くの堆積を必然の結果として伴う。例えば、デュアルダマシン方式のための一般的な
最先端のトレンチおよびコンタクト構造において、厚さ５０Å分の金属がコンタクトビア
２０の底および側壁に到達するためには、厚さ約５００Å分のＰＶＤ金属が必要になる。
【００１２】
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このようにステップカバレージが悪いのは、今日の集積回路の設計においてデュアルダマ
シン処理で高アスペクト比のボイドが形成されるようになったことに起因する。コンタク
トビアのアスペクト比は、深さまたは高さと幅との比として定義される。デュアルダマシ
ンのコンタクトの場合、トレンチ１６およびコンタクトビア２０は、上層の絶縁層１０、
下層の絶縁層２０の２つの層を貫通して一体となって延びているので、コンタクトビア２
０の実効アスペクト比は非常に高くなる。
【００１３】
従来の堆積プロセスでは、様々な理由のために、そのような高アスペクト比のビアでのス
テップカバレージ（すなわち、側壁カバレージとフィールドまたは水平面のカバレージの
比）が非常に悪くなる。例えば、ＰＶＤの異方性のために、トレンチ１６の上の角２６お
よびコンタクトビア２０の上の角２８では、ビアの底面３０に比べて、堆積物が速く蓄積
する傾向がある。構造物の上面における堆積材料の速い形成の結果として、トレンチ１６
内の導電ライン幅の大部分をライナーが占めるようになり、また、それとともに、コンタ
クトビア２０のさらに多くの部分をライナーが占めるようになる。次に、これらの形成さ
れたトレンチ１６の上の角２６、コンタクトビア２０の上の角２８が構造の下方の領域に
陰を落とし、その結果、下方の面、特に底部の隅は、それ以上の堆積が起こらないように
なっててしまう。例えば堆積する気体のコリメーションまたはイオン化によって、ＰＶＤ
堆積をより明確にビアの底に向けることができるが、そのような付加的な異方性により、
側壁のカバレージが犠牲になる傾向がある。
【００１４】
化学的気相成長法（ＣＶＤ）のプロセスは、ある特定の金属および金属窒化物のために開
発されてきた。ＣＶＤは、ＰＶＤプロセスよりも優れたステップカバレージを示す傾向が
ある。ＣＶＤプロセスが優れたステップカバレージを示すために、反応はいわゆる「表面
律速」方式で操作されなければならない。この方式において反応種は、最初の衝突ではト
レンチまたはビアの壁に付着しない。むしろ反応種は、反応する前に何回か（例えば、１
０～５００回）トレンチまたはビア表面に当たって跳ね返る。
【００１５】
周囲の材料と両立できるように、十分に低い温度でバリア層を堆積する最先端のＣＶＤプ
ロセスは、完全には表面制御方式の範囲内で作用しない。したがって、ＣＶＤプロセスで
さえも、構造の上面および側壁よりも遥かに少ない材料が、デュアルダマシンのコンタク
トビア２０の底に堆積する傾向がある。トレンチ１６およびコンタクトビア２０の上の角
は、容積に対する表面領域の集中が著しい部分に相当する。水平な上面への堆積と隣接す
る垂直な側壁面への堆積とが一緒になって、トレンチ１６の上の角２６、コンタクトビア
２０の上の角２８の近くでは堆積速度が増加することになる。さらに、フローされる反応
生成物は、トレンチ１６およびコンタクトビア２０の狭い空間内にゆっくりと拡散する。
したがって、ビアの底３０に達する反応生成物の濃度は、構造の上面に達する反応生成物
の濃度に比べて遥かに小さくなる。このようにして、ＰＶＤに比べて幾分改良されるもの
の、デュアルダマシン構造のＣＶＤによるステップカバレージは、現在知られている多く
の低温ＣＶＤでは依然として一様ではない。
【００１６】
より速い動作速度およびより低い消費電力の追求により、集積回路における寸法は絶えず
縮小してきている。不断の縮小に伴って、コンタクトおよびトレンチのアスペクト比は上
昇し続けている。これは、集積回路内の構造の幅または水平方向の寸法は縮小し続ける一
方で、金属層を分離する絶縁層の厚さは同じ基準で薄くすることはできないからである。
絶縁層の薄膜化は、導電線で挟まれた誘電体層間の容量によって、電荷は速度が遅くなる
か、または拘束される、寄生容量の現象によって制限される。周知のように、水平方向の
寸法が縮小するのにつれて絶縁層が比例して薄くなると、そのような寄生容量は害をもた
らすものとなるだろう。
【００１７】
図２を参照して図１を縮小したものを示す。ここで、同じ部分は、接尾文字「ａ」を付加
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した同じ数字と文字「ａ」の組合せで表すものとする。図示したように、不断の縮小によ
って、デュアルダマシン構造にライニングする間の不均一なステップカバレージの効果は
一層顕著になっている。コンタクトビア２０ａの上の角２８ａでの材料の蓄積によって、
開口の大きさは急速に減少し、コンタクトビア２０ａ内に達する反応生成物の濃度をさら
に減少させている。したがって、ビアの底面３０ａのカバレージは一層早く減少する。さ
らに、図２の縮小した構造では、ライナー材料によって占められるトレンチ１６ａの割合
が遥かに大きくなる。ライニング材料は、それに続く充填金属（例えば、銅）よりも導電
性が一般に劣るので、全体としての導電率が小さくなる。さらに悪いことには、底面３０
ａが十分に被覆されないうちに、または充填金属の堆積中に、コンタクトビアの上の角２
８ａの先端が塞がってしまうことがある。
【００１８】
したがって、特にデュアルダマシンメタライゼーションの状況において集積回路内のトレ
ンチおよびビアにライニングする、より効果的な方法が求められている。
【００１９】
（発明の概要）
この要求を満たすため、デュアルダマシン・メタライゼーション方式での高アスペクト比
のトレンチおよびコンタクトビア内にライニング材料を堆積させる方法を、ここに提供す
る。有利なことに、本発明に係る方法によれば、高いステップカバレージが達成されるの
で、最低限必要な厚さのライニング層だけを全ての表面に形成するとよい。接着層、バリ
ア層および電気メッキ用シード層のうち１またはそれ以上の膜の形成に本発明に係る方法
を適用する実施例を提供する。
【００２０】
一般に、本発明に係る方法は交互になる反応生成物段階のサイクルを含み、各段階が自己
限定効果を有する。「純粋な」金属層は、例えば、自己飽和性ハライドまたは有機終端金
属のモノレイヤを吸着させることと、その金属含有モノレイヤを還元することとを交互に
行わせることで、形成することができる。導電性拡散バリアに適した金属窒化物は、自己
終端金属含有モノレイヤを吸着することと、配位子交換反応を行うこととを交互に行わせ
、金属含有モノレイヤのハロゲンテールまたは有機テールを窒素含有種で置換することに
よって形成することができる。もしくは、自己終端金属含有モノレイヤのテールは、窒素
段階に先行する中間除去物質またはゲッターの段階で還元するか、または別に取り除くこ
とができる。
【００２１】
有利なことに、本発明に係る方法によって、高アスペクト比の開口（例えば、トレンチお
よびビア）内に、望ましくはそれぞれの機能に合わせてできるだけ薄い、一様な厚さの導
電層を形成することが可能となる。したがって、そのような開口内の残りの体積が最大に
なり、金属ランナーおよび不可欠なコンタクトための銅のような、より高導電性の充填材
料の体積をそれに合わせてより大きくすることが容易になる。
【００２２】
本発明に係るこれらの態様および他の態様は、以下の説明、添付した特許請求の範囲を考
慮して、および本発明を例証するが限定しない意図である図面から、当業者には容易に明
らかになるであろう。
（好ましい実施の形態の詳細な説明）
ある特定の好ましい材料に関連して説明するが、ここで説明する方法および構造は、ダマ
シン構造にライニングするための様々な他の材料に応用できることは、ここでの開示を考
慮して理解されるであろう。
【００２３】
　上記発明の背景の項で述べたように、物理的気相成長法（ＰＶＤ）および従来の化学的
気相成長法（ＣＶＤ）によって、ダマシン構造、特にデュアルダマシン構造にライニング
すると、トレンチおよびコンタクトビアの大部分の体積部が、望ましいようには埋められ
ない。したがって、後に続く高導電性金属の充填には余りスペースが残っていない。より
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薄いライナー材料を使用すると、銅のような高導電性の充填金属のためにより多くのスペ
ースが残るようになり、このスペースが多くなることで、今度は、導電率が増加し、また
集積回路の動作信号伝達速度が向上する。ＰＶＤおよびＣＶＤのような従来の方法は、ま
さにその特質により、底よりもダマシン構造の上端方向ほど厚い層を形成する。デュアル
ダマシンのトレンチおよびコンタクトビアのよりコンフォーマルなステップカバレージを
得ることに対して多くの研究が行われたが、そのような構造の全ての表面に、同じ濃度の
反応種（または、ＰＶＤスパッタ材料）を供給することは非常に難しい。特に、既に深い
トレンチの底から延びる深くて狭いコンタクトビアの底に供給されるものと同じ濃度の堆
積種を、そのような構造の上面に供給することは難しい。
【００２４】
殆ど完全なステップカバレージを実現することで、好都合にもこの好ましい実施の形態に
よって、デュアルダマシン構造におけるトレンチおよびコンタクトビアの全ての表面にわ
たって、所望のライナー層のために必要最小限の厚さを実現することができる。望ましい
ことには、好ましい実施の形態の方法の場合には、トレンチおよびコンタクトビアの下方
領域に比べて、上方領域では反応種の相対的な濃度への依存がより少ない。
【００２５】
図５～図８に示したように、好ましい実施の形態に従って、絶縁物層が半導体基板の一面
に形成される。まず図５に示したように、下層の絶縁層である第１の絶縁層５０が下層の
バリア層５１および導電性回路部材５２の上に形成される。この導電性回路部材５２は、
例示した実施の形態において、下層の相互接続層の一部を形成する。当業者には理解され
るように、メタライゼーション方式では、一般に、様々な配線層全体にわたって１つの金
属組成が使用される（例えば、銅の相互接続、またはアルミニウムの相互接続）。
【００２６】
好ましい実施の形態は、多くの異なる材料に適応可能であるが、ある特定の実施の形態は
ダマシン構造にライニングするのに特に適合しており、そのダマシン構造では、ビアの底
または下層の導電性回路部材５２は高導電性銅ラインを含む。第１の絶縁層５０は、形成
される上層の配線構造から、下層の導電性回路部材５２を絶縁するのに十分な厚さに形成
されるのが好ましい。エッチストップ層となるハードマスク５４（図６～図７）が、第１
の絶縁層５０の上に形成され、上層の絶縁層となる第２の絶縁層５６（図８）がハードマ
スク５４の上に形成される。第２のエッチストップ層またはＣＭＰ停止層となる停止層５
８（シールド層としても知られている）もまた、第２の絶縁層５６の上に形成されるのが
好ましい。
【００２７】
例示した実施の形態では、第１の絶縁層５０および第２の絶縁層５６の各々は、前駆物質
テトラエチルオルトシリケートを使用するプラズマＣＶＤによって堆積された酸化物を含
む。好ましい材料（当業界では、「ＰＥＣＶＤ　ＴＥＯＳ」と呼ばれる）の第１の絶縁層
５０および第２の絶縁層５６は、厚さ約０．３μｍ～１．５μｍで提供されるのが好まし
く、より好ましくは厚さ約０．５μｍ～１．０μｍである。当業者は容易に理解するであ
ろうが、絶縁層は他のいくつかの適当な誘電体材料のいずれかを含むことができる。例え
ば、従来の酸化物に比べて、低い誘電率（小さなｋ）を示す誘電体材料が、最近開発され
た。このｋの小さい誘電体には、高分子材料、多孔質材料およびフッ素ドープト酸化物が
ある。トレンチおよびコンタクトビアにライニングする本発明に係る方法は、そのような
ｋの小さい材料と併せても有用である。
【００２８】
例示した実施の形態におけるハードマスク５４、停止層５８は、各々、第１の絶縁層５０
および第２の絶縁層５６に対して異なるエッチングレートを示す材料を含み、エッチング
プロセスのより優れた制御を可能にする。例示した実施の形態では、エッチストップ層５
４、５８は窒化シリコン（Ｓｉ3Ｎ4）を含み、厚さ約１００Å～７００Åで提供されるの
が好ましく、より好ましくは厚さ約２００Å～５００Åである。下層のバリア層５１もま
たＳｉ3Ｎ4を含むことが好ましい。
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【００２９】
上記発明の背景の項で述べたように、第１のの絶縁層５０およびハードマスク５４となる
層を形成した後で（図５および図６）、マスク工程およびエッチング工程により、開口５
５のパターン（図７に１つ示す）が転写され、ハードマスク５４となる。それから、第２
の絶縁層５６および停止層５８がハードマスク５４の上に形成されてもよい。
【００３０】
ここで図９Ａに示したように、基板をマスクし、第２の絶縁層５６を貫通してトレンチ６
０（１つを図示する）がエッチングされ、好ましくは、第１のハードマスク層５４の露出
した部分で停止する。当業者には理解されるように、集積回路の設計に従って金属ライン
に所望のパターンで、トレンチ６０は、絶縁層５６を貫通するようにエッチングされる。
例示した実施の形態では、トレンチの幅は約０．３５μｍよりも狭く、より好ましくは約
０．２５μｍよりも狭い。
【００３１】
ハードマスク５４を通したエッチングの継続によって、下層の導電性部材（例えば、導電
性回路部材５２）を露出させるために、トレンチの底部から第１の絶縁層５０を貫通して
下方に延びるコンタクトビア６２（１つを図示する）が画定される。コンタクトビア６２
は、ハードマスク５４内の開口５５によりトレンチ６０に沿った別々の位置に画定される
。望ましくは、コンタクトビア６２は、幅が約０．３５μｍよりも狭く、より好ましくは
、約０．０５μｍと０．２５μｍとの間である。コンタクトビア６２の幅または直径は、
上のトレンチ６０で画定されたライン幅に等しく、または僅かに狭くすることができる。
【００３２】
したがって、コンタクトビア６２の実効アスペクト比（深さ：幅）は、約２：１よりも高
いことが好ましい。コンタクトビア６２の実効深さは第１の絶縁層５０および第２の絶縁
層５６の両方を貫通して画定されるので、実効アスペクト比は、より好ましくは約３：１
よりも高く、最も好ましくは約４：１と８：１との間である。好ましい実施の形態は、未
来世代のデバイスに関係する特有の有用性を備えるであろうし、それによって、ライン幅
およびコンタクト幅はなお一層狭くなるだろう。
【００３３】
図９Ｂ～図９Ｄを参照して、好ましい実施の形態は、また図９Ａのデュアルダマシン構造
上の変形と関連する特有の有用性を備える。図９Ａの部分と同様な部分は、同じ符号で参
照する。
【００３４】
図９Ｂを参照して、キャップしていないデュアルダマシン構造を示す。キャップしていな
いビア６２が、デザインルール上許容されるとき（そして、これらのビアはより高い回路
密度を得るために望ましい）、マスクアライメント不良により、一層高いアスペクト比を
もたらすこともある。一方のビア側壁は、ハードマスク５４で画定された開口５５に対応
する縁部から後退しているので、実効コンタクトサイズは減少し、そのアスペクト比は、
図９Ａにおいて例示した上記の実施の形態で示したアスペクト比の２倍に容易く、なりう
る。
【００３５】
図９Ｃに、十分に土台を持っていないビアは、同様により高い実効アスペクト比を有する
こと示す。そのような状況においてハードマスク５４の開口５５は、導電性回路部材５２
の縁部７０と重なる。回路部材５２を取り囲む絶縁層となる誘電体層７４に、小さいが非
常に高いアスペクト比のオーバエッチ孔７２が形成される。オーバエッチ孔７２の深さは
、もちろん、下層のバリア層５１と周囲の誘電体層７４との間のエッチング選択性に依存
している。
【００３６】
図９Ｄは、ビアのエッチングの間における下層のバリア層５１のアンダーカット効果を示
す。下方に配置された導電性回路部材５２を露出させるように、下層のバリア層５１がビ
アの底から選択性エッチングでエッチングされるときに、下層のバリア層５１は横方向に
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窪まされる傾向がある。結果として生じる空洞８０には、従来プロセスではライニングす
るのが非常に難しい。
【００３７】
図９Ｅは、さらに他の理想的でないダマシン構造を示す。構造をパターニングするために
使用されたフォトレジストを取り除くときに、ｋの小さい誘電体で形成された第１の絶縁
層５０および第２の絶縁層５６は損傷を受け易く、トレンチ６０およびコンタクトビア６
１内に、たる状の外形を残す。この構造においてもまた、従来の処理方法で効果的にライ
ニングし、また充填することは難しい。
【００３８】
　同様に、他の多くの理想的でない条件によって、デュアルダマシンのトレンチおよびビ
アに、他の凹角形状、空洞、および／または極端に高いアスペクト比が結果として生じう
る。そのような状況で、ボイドを形成することなく、これらの構造にライニングし、そし
て充填するのに、従来の処理方法では不十分である。対照的に、好ましい実施の形態に係
る方法は、図９Ｂから図９Ｅに示した異常な構造でさえも、効果的にライニングすること
ができる。さらに、当業者は、デュアルダマシンの状況を越えて、ここに開示された方法
および薄膜の応用を容易に見出すであろう。例えば、ここに開示された方法は、単一ダマ
シン配線方式におけるトレンチにライニングするために、または従来方式のコンタクトビ
アおよび開口にライニングするために、効果的に使用することもできる。ライニングする
方法は、好ましい実施の形態におけるデュアルダマシンのプロセスフローと関連する特有
の有用性を備える。
　コンフォーマルライナーの形成方法
　そのように形成されるダマシン構造は、その後で、高いステップカバレージでライニン
グされる。好ましい実施の形態に従って、ライナーは、各サイクルが、自己限定的な方法
で、堆積させ、反応させ、または加工物に層を吸着させる周期的なプロセスで形成される
。好ましくは、各サイクルは少なくとも２つの別個の段階を含み、ここで各段階は、自己
限定効果を有する飽和性反応であり、約１原子モノレイヤ以下の所望のライナー材料を残
す。
【００３９】
図３は、高いステップカバレージを有するダマシンライニング層を形成する方法を一般的
に示す。好ましい方法は、原子層堆積（ＡＬＤ）の形態であり、それによって、反応生成
物は、サイクル内の交互パルスで加工物に供給される。好ましくは、各サイクルにおいて
、吸着、好ましくは化学吸着によって、約１モノレイヤ以下のライニング材料による層が
形成される。基板温度は、化学吸着を促進する範囲内に保たれる。特に、基板温度は、吸
着種とその下の表面との間の結合が損なわれないように維持され、かつ反応種が分解しな
いように、十分に低い温度に維持される。他方で基板温度は、反応生成物の凝縮を防止す
るように、かつ各段階における所望の表面反応に対する活性化エネルギーを供給するよう
に、十分に高いレベルに維持される。もちろん、与えられたＡＬＤ反応のいずれにおいて
も、その適切な温度の範囲は表面終端および関連する反応種に依存する。
【００４０】
各サイクルの各パルスまたは段階は、実質的に自己限定的であることが好ましい。以下に
示す実施例では、各々の段階が自己終端的である（すなわち、吸着された、また好ましく
は化学吸着されたモノレイヤによって、その段階の化学反応で反応しない表面状態が残さ
れる）。構造の表面を飽和させるように、過剰な反応前駆物質が各段階で供給される。表
面飽和によって、（以下でより詳細に述べるように、物理的な大きさの制限を条件とする
）全ての有効な反応サイトの反応生成物による占有が保証され、一方で、自己終端によっ
て、反応生成物により長く露出される場所での過剰な膜の成長が妨げられる。飽和と自己
終端の化学作用とがあいまって、優れたステップカバレージが保証される。
【００４１】
説明したように、好ましい実施の形態に従ったプロセスは、図９Ａ～図９Ｄに図示し、ま
た上述したような、デュアルダマシン構造の形成１００から始まる。
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【００４２】
必要な場合は、デュアルダマシン構造の露出面（例えば、図９に示すトレンチおよびビア
の側壁表面および金属の底部、または先だって堆積された接着層の表面）は、ＡＬＤプロ
セスの第１の段階で反応するように終端される（１０２）。好ましい実施の形態に係る第
１の段階は（表１～４参照）は、例えば、水酸基（ＯＨ）またはアンモニア（ＮＨ3）の
終端で反応性がある。以下に述べる実施例では、デュアルダマシン構造のシリコン酸化物
およびシリコン窒化物の表面は別個の終端を必要としない。ビア６２（図９Ａ）の底のよ
うなある特定の金属表面は、例えば、アンモニア処理で終端されうる。堆積すべきライニ
ング材料が金属窒化物である場合、表面終端は、最初の接着層と、そこからの表面終端と
の構成を含むと考えることができるが、後述する表１についてより詳細に説明するように
、接着層の付加的な表面終端処理も可能である。
【００４３】
最初の表面終端１０２の後に、必要に応じて第１の化学物質が加工物に供給される（１０
４）。図４に関してより詳細に後述する好ましい実施の形態によれば、第１の化学物質は
、前のステップ１０２で残された終端した表面に対して反応性がある金属含有化合物を含
む。したがって、金属含有種は表面終端に取って替わるか、または表面終端上に吸着する
。この金属含有種層は、自己終端的であるのが望ましく、その結果、第１の化学物質のい
かなる過剰な成分もそれ以上に、このプロセスで形成されたモノレイヤと反応することは
ない。ハライドまたは有機の配位子が金属含有モノレイヤの終端となるのが好ましい。
【００４４】
反応性の金属含有種は、ガス状の形態で供給されるのが好ましく、したがって、後に説明
するように、金属ガスソースと呼ぶ。いくつかの実施例では、反応性種は、実際にプロセ
ス温度より高い融点を有する（例えば、下の表５で、ＣｕＣｌは４３０℃で溶融するが、
プロセスは約３５０℃で行われる）。それにもかかわらず、この種がプロセス条件の下で
十分な蒸気圧を有し、露出した表面を飽和させるために十分な濃度で種を加工物に移送す
る場合、本説明の上では、金属ソースガスは「揮発性」であると考える。
【００４５】
それから、第１の化学物質が反応チャンバから取り除かれる（１０６）。例示した実施の
形態では、ステップ１０６は、第１の化学物質のフローの停止を伴うだけであるが、一方
で、ビア、トレンチおよび反応チャンバから過剰な反応生成物および反応副生成物を拡散
させるか、またはパージするように、十分な時間の間ずっとキャリアガスをフローし続け
ることを必然的に伴う。ここで、パージガスは、約２つ分の反応チャンバ体積よりも多い
ことが好ましく、より好ましくは、約３つ分のチャンバの体積である。例示した実施の形
態では、化学物質の除去１０６は、第１の化学物質のフローを止めた後で、約０．１秒か
ら２０秒の間ずっとパージガスをフローし続けることを含む。１９９９年９月８日に出願
された、出願番号０９／３９２，３７１のIMPROVED APPARATUS AND METHOD FOR GROWTH O
F A THIN FILM（薄膜成長のための改良された装置およびその方法）というタイトルの係
属中の米国特許出願に、パルス間のパージが記載されている。この文献の開示を参照して
ここに組み込む。他の形態では、交互の化学物質の間で、チャンバが完全に排気されうる
。例えば、１９９６年６月６日に公開されたMETHOD AND APPARATUS FOR GROWING THIN FI
LMS（薄膜成長方法およびその装置）というタイトルのＰＣＴ公開番号ＷＯ９６／１７１
０７公報を参照されたい。参照としてこの開示を本明細書に組み込む。吸着１０４と反応
生成物除去１０６とがあいまってＡＬＤサイクルの第１の段階を表す。
【００４６】
第１の化学物質の反応生成物がチャンバから取り除かれたときに（１０６）、第２の化学
物質が加工物に供給される（１０８）。第２の化学物質は、ステップ１０４で形成された
自己終端モノレイヤと反応するのが望ましい。図４に関して、以下でより詳細に説明され
る例示の実施の形態では、この反応は、窒素ソースガスを加工物に供給することを含む。
窒素ソースガスからの窒素種または窒素含有種が、前に吸着された金属含有種と反応して
、金属含有モノレイヤの代わりに金属窒化物を残す。
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【００４７】
他の形態では、第２の化学物質は、ステップ１０４で形成された、吸着された金属複合体
モノレイヤの配位子終端を、（例えば、配位子交換、昇華、または還元によって）ただ単
に除去するか、または取り除くか、または、そうでなければ、さらなるモノレイヤの堆積
／吸着および／または、さらなる化学物質との反応のためのモノレイヤを調整する（例え
ば、下の表１、表４および表５を参照されたい）。反応１０８もまた自己限定的であるの
が好ましい。反応生成物は、ステップ１０４で残された、限られた数の反応サイトを飽和
させる。温度条件および圧力条件は、第２の化学物質からの反応生成物がモノレイヤを通
って下層の材料に拡散することがないように調整するのが好ましい。第２の化学物質も、
飽和性反応段階で堆積を制限するように作用する表面終端を残す。下の表２および表３の
例示した実施の形態では、金属窒化物モノレイヤを終端とする窒素テールおよびＮＨxテ
ールは、第２の化学物質のＮＨ3に対して反応性でない。
【００４８】
金属含有モノレイヤを第２の化学物質で完全に飽和させ、反応させるのに十分な時間の後
で、第２の化学物質を加工物から取り除く（１１０）。第１の化学物質の除去１０６での
ように、このステップ１１０は、好ましくは、第２の化学物質のフローを止めること、お
よび第２化学物質の過剰な反応生成物および反応副生成物が、ダマシン構造のビアおよび
トレンチから拡散し、反応チャンバからパージされるのに十分な時間の間、キャリアガス
をフローし続けることを含む。例えば、反応生成物第１の化学物質のフローを止めた後で
、パージガスをフローすることで、反応生成物および反応副生成物を取り除くことができ
る。好ましくは、少なくとも約２つ分のチャンバの体積で行い、より好ましくは、少なく
とも約３チャンバ分の体積のパージガスで行う。例示した実施の形態では、第２の化学物
質の除去１１０は、第１の化学物質のフローを止めた後で、約０．１秒から約２０秒の間
パージガスをフローし続けることを含む。反応１０８と除去１１０があいまってＡＬＤサ
イクルにおける第２の段階１１１を表す。
【００４９】
第２の化学物質の過剰な反応生成物および副生成物が、ビアおよびトレンチから、また好
ましくは反応チャンバからいったん拡散すると、２つの段階が入れ替わる、例示した実施
の形態では、ＡＬＤプロセスの第１の段階が繰り返される。したがって、第１の化学物質
を加工物に再度供給（１０４）して、別の自己終端モノレイヤを形成する。
【００５０】
このように、２つの段階１０７、１１１は、ＡＬＤプロセスにおいてモノレイヤを形成す
るために繰り返されるサイクル１１５を表す。第１の化学物質は、一般に、前のサイクル
における第２の化学物質で残された終端と反応する。必要な場合は、サイクル１１５は、
図３の点線で示すように、ステップ１０２に類似の別個の表面調整を含むように広げるこ
とができる。それから、サイクル１１５は、ステップ１０４から１１０を通して続く。こ
のサイクル１１５は、所望の機能を行うのに十分な厚さのライニング層をデュアルダマシ
ン構造内に生成するように、十分な回数繰り返される。
【００５１】
図３において、第１および第２の化学物質だけを用いて説明したが、他の形態において、
追加の化学物質が各サイクルに含まれうることは理解されるであろう（例えば、下の表４
を参照されたい）。さらに、以下の実施例において、最初の金属段階およびその後の窒素
段階で説明するが、表面および段階の化学物質に依存して、サイクルを窒素段階から始め
てもよいことは理解されるであろう。
【００５２】
金属接着ライナーの形成
露出した材料および所望のＡＬＤ化学物質に依存して、拡散バリアの形成に先立つ接着層
が望まれることがあり、または望まれないことがある。ＴＥＯＳ酸化物では、本発明者は
接着層使用の必要性を見出さなかった。他方で、スピンオン誘電体およびｋの小さい材料
のような慣習的方法でない絶縁材料で形成されたビアおよびトレンチには、接着層が望ま
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しいことがある。ビア６２（図９Ａ）の底面に露出された金属ランナーまたはランディン
グパッドとなる導電性回路部材５２の上で第１の段階の反応を促進するために、導電性接
着層が望まれる場合もある。
【００５３】
接着層が望まれる場合、その接着層は、デュアルダマシン構造の酸化物層、金属層および
エッチストップ層の上に、「純粋な」金属ライニング層を含むことが好ましい。そのため
、好ましいバリア層を形成する前に、図９Ａから図９Ｅの構造と同様なデュアルダマシン
構造に、金属接着層をライニングするのが好ましい。当技術分野で知られているように、
そのような接着層はＰＶＤまたはＣＶＤで形成することができる。例えば、ＰＶＤチタン
およびＣＶＤタングステンが当技術分野でよく知られている。
【００５４】
　より好ましくは、下の表１のプロセスレシピで例示されるように、接着層はＡＬＤで形
成される。理解されるであろうが、図３に関して、また以下に示す金属窒化物の特定の実
施例に関して、ここに開示される原理は、様々なライナー材料の形成に適用することがで
きる。例えば、金属のハロゲン終端モノレイヤまたは有機終端モノレイヤを交互に堆積し
、還元剤（例えば、Ｈラジカル、トリエチルボランまたは他の強い還元剤）をフローして
ハロゲン終端を取り除くことで、純粋な金属層を堆積することができる。配位子と結合し
、これを運び去ることによる金属モノレイヤ終端の除去は、より一般的に、配位子の「ゲ
ッタリング」または「除去」と呼ばれている。したがって、次のサイクルで、金属ソース
ガスが、別の自己終端段階で下方に配置された金属モノレイヤに吸着することができる。
結果として生じるＡＬＤ金属は、バリア層堆積前の接着層として、また、バリア堆積に続
き、電気メッキに先行するシード層として、特に有用である。
【００５５】
　したがって、反応種の１つは、有機配位子またはハロゲン化物配位子を有する金属含有
種を含むことが好ましい。例示的な金属前駆物質は、タンタルペンタエトキシド、テトラ
キス（ジメチルアミノ）チタン、ペンタキス（ジメチルアミノ）タンタル、ＴａＣｌ5お
よびＴｉＣｌ4を含む。例示した実施の形態では、タングステン（Ｗ）シード層を、パー
ジステップで隔てられた交互の金属段階および還元段階において、ＡＬＤによって形成す
る。下の表１のプロセスレシピでは、六フッ化タングステン（ＷＦ6）が、還元剤トリエ
チルボラン（（ＣＨ3ＣＨ2）3Ｂ）またはＴＥＢの形の除去物質と交互になっている。
【００５６】
【表１】

【００５７】
プラズマ発生装置で供給されるラジカルは、ＡＬＤ処理の低温域で金属含有層の堆積を促
進することができる。金属および金属含有層をラジカルの高揚により堆積させる方法およ
びその構造は、１９９９年９月８日に出願された、出願番号０９／３９２，３７１のIMPR
OVED APPARATUS AND METHOD FOR GROWTH OF A THIN FILM（薄膜成長のための改良された
装置およびその方法）というタイトルの特許出願に提供されており、この開示は、上で参
照して組み込まれている。他の例示的なＡＬＤ金属プロセスフローは、１９９９年６月２
９日に発行されたShermanの米国特許第５，９１６，３６５に提供されている。この開示
は、参照して本明細書に組み込む。
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【００５８】
金属窒化物バリアライナーの形成方法
図４および下の表２～表４は、図９Ａから図９Ｅの構造をライニングする金属窒化物バリ
ア層を形成するための例示的なプロセスを示す。簡単のために、同じ符号を用いて、図３
の一般的な説明に対応する金属窒化物の実施例（図４）の段階およびステップを参照する
。
【００５９】
図４を参照して、特定の実施の形態に従って、ガスフローの順序を説明する。図示した実
施例では、加工物に金属ソースガスと窒素ソースガスとを交互に供給して、導電性窒化物
、より詳細には金属窒化物を形成する。各サイクルの第１または金属段階１０７において
、望ましくは窒素ソースガスがない状態で、金属含有材料の層を化学吸着させる。各サイ
クルの第２または窒素段階１１１において、望ましくは金属ソースガスのない状態で、堆
積した金属含有層に窒素含有材料を反応させるか、または吸着させる。他の形態では、段
階の順序は逆にすることができること、および反応生成物除去ステップまたはパージステ
ップは、先行するまたはそれに続く反応生成物パルスの一部と考えられうることが、理解
されるであろう。
【００６０】
ライニング材料が形成されるべきダマシン構造の表面は、金属ソースガスに対して反応性
がある表面を与えるように、最初に終端される。図９Ａの実施の形態では、堆積が必要な
露出した表面には、第１の絶縁層５０および第２の絶縁層５６（例示した実施の形態では
、ＴＥＯＳ）の側壁、露出したハードマスク５４、停止層５８、およびより下層の導電性
回路部材５２（例示した実施の形態では、銅）で画定されるコンタクトビア６２の底部が
含まれる。これらの表面には、例えば、望ましくは上述したようなＡＬＤ金属堆積による
接着層の堆積と、ＮＨ3による金属接着層のさらなる処理とによって、バリア層形成の調
整するのが好ましい。接着層がない場合、金属段階１０７の反応生成物は、別個の表面終
端のない所望のダマシン構造の酸化物表面および窒化物表面に、反応生成物化学吸着する
ことができる。金属段階１０７の化学物質に依存して、露出した金属ランナー５２の表面
処理を（例えば、ＮＨ3で）行うことができる。
【００６１】
最も好ましくは、金属段階１０７は自己限定的であり、その結果、第１の段階で、約１原
子のモノレイヤ以下の堆積がなされる。望ましくは、揮発性金属ソースガスがパルス１０
４で供給される。例示的な金属ソースガスには、四塩化チタン（ＴｉＣｌ4）、六フッ化
タングステン（ＷＦ6）、五塩化タンタル（ＴａＣｌ5）、タンタルペンタエトキシド、テ
トラキス（ジメチルアミノ）チタン、ペンタキス（ジメチルアミノ）タンタル、塩化銅（
ＣｕＣｌ）および銅ヘキサフルオロアセチルアセテートビニルトリメチルシラン（Ｃｕ（
ＨＦＡＣ）ＶＴＭＳ）が含まれる。
【００６２】
金属ソースガスがデュアルダマシンのコンタクトビアの底部へと拡散するのに十分な時間
の後で、金属ソースガスのフローを遮断して、金属パルス１０４を終了させる。金属ソー
スガスがチャンバからパージされるまで、キャリアガスは、パージステップ１０６でフロ
ーされ続けることが好ましい。
【００６３】
パルス１０４の間に、金属ソースガスは、加工物の露出した表面および終端した表面と反
応して、金属含有種の「モノレイヤ」を堆積させるか、または化学吸着させる。理論的に
、反応生成物は加工物の露出した層上有効なサイトのそれぞれに化学吸着するが、各サイ
クルによる被覆率は、（特に、終端配位子を有する）吸着種の物理的な大きさで、一般に
モノレイヤの断片に限られる。表２の実施例では、ＡＬＤプロセスで、およそ０．３５Å
／サイクルで金属窒化物層を成長させるので、完全なモノレイヤは、約４．２Åのバルク
格子定数を有するＴｉＮでは、ほぼ１５サイクル毎に堆積される材料から形成される。各
サイクルは、金属ソースガスのパルスと窒素ソースガスのパルスの組合わせで表される。
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したがって、本明細書で使用するような「モノレイヤ」は、堆積中の断片的なモノレイヤ
を意味し、主としてパルス１０４の自己限定的効果のことをいう。
【００６４】
特に、加工物上に堆積／吸着された金属含有種は、表面がそれ以上は金属ソースガスと反
応しない自己限定的なものである。以下に示す実施例では、ＴｉＣｌ4（表２）は、塩化
物で終端したチタンのモノレイヤを残す。ＷＦ6（表３および表４）は、フッ素で終端し
たタングステンのモノレイヤを残す。同様に、他の揮発性メタルハライドは、ハロゲン化
物で終端した表面を残し、タンタルペンタエトキシド、テトラキス（ジメチルアミノ）チ
タン、およびペンタキス（ジメチルアミノ）タンタルのような金属有機物は、有機配位子
で終端した表面を残す。そのような表面は、金属ソースガスパルス１０４の間、反応生成
物フローの金属ソースまたは他の成分とそれ以上は反応しない。反応生成物に対する過剰
な露出によって過剰な堆積が起こらないので、プロセスの金属段階１０７の間における化
学物質は、自己限定的であると言える。より高濃度の反応生成物により長く露出している
にもかかわらず、加工物の上面での堆積はビアの底部の堆積を超えない。
【００６５】
サイクル１１５の第２の段階１１１で、次に、窒素ソースガスのパルス１０８が加工物に
供給される。例示した実施例では、窒素ソースガスはアンモニアを含む。好ましくは、第
１の段階１０７で残された金属含有種のモノレイヤを十分に窒素ソースガスにさらすのに
十分な時間の間、第２の段階１１１は維持される。窒素ソースガスがデュアルダマシンの
コンタクトビアの底へと拡散するのに十分な時間の後で、金属ソースガスのフローを遮断
することにより、窒素パルス１０８を終了させる。好ましくは、チャンバから窒素ソース
ガスがパージされるまで、キャリアガスをパージステップ１１０でフローし続ける。
【００６６】
窒素パルス１０８の間、窒素ソースガスは、第１の段階１０７で残された自己終端金属モ
ノレイヤと反応し、またはその上に化学吸着する。表２および表３の実施の形態では、こ
の化学吸着は飽和性の配位子交換反応を含み、金属モノレイヤのハロゲン終端を窒素含有
種に置き換える。対照的に、表４の実施の形態では、中間のゲッターまたは除去の段階に
よって、まず窒素パルスに先立って金属モノレイヤのハロゲン終端を取り除く。この場合
、第３の段階で、窒素含有種は、ゲッター段階で露出されたままになっている金属と反応
し吸着する。どちらの場合にも、好ましくはモノレイヤで、金属窒化物が形成される。望
ましくは、このプロセスによって、化学量論の金属窒化物が残される。金属段階１０７に
関して述べたように、吸着種の物理的な大きさのために、モノレイヤは有効なサイトを全
ては占有する必要はない。しかし、第２の段階１１１も自己限定的効果を有する。
【００６７】
　特に、窒素ソースガスは、金属ソースガスに先立つパルスの間に加工物表面に化学吸着
した金属含有種と反応する。パルス１０８の間のアンモニアは、金属窒化物モノレイヤを
終端する窒素テールおよびＮＨｘテールと反応しないので、反応もまた表面終端される。
さらに、温度条件および圧力条件は、アンモニアが金属モノレイヤを通り抜けて下方に配
置された材料に拡散しないように調整される。この飽和性の自己限定的反応段階１１１に
おいて、より高濃度の反応生成物により長くさらされても、加工物の上面に形成される金
属窒化物の厚さは、ビアの底部に形成された金属窒化物の厚さを超えない。
【００６８】
金属段階１０７（金属ソースパルス１０４およびパージ１０６を含む）および窒素段階１
０８（窒素ソースパルス１０８およびパージ１１０を含む）が、ともに、ＡＬＤプロセス
で繰り返されるサイクル１１５を決定する。最初のサイクル１１５の後で、第２のサイク
ル１１５ａが行われ、ここで金属ソースガスパルス１０４ａが再度供給される。金属ソー
スガスは、前のサイクル１１５で形成された金属窒化物の表面に、金属含有種を化学吸着
させる。金属含有種は容易に露出した表面と反応して、金属含有種の別のモノレイヤまた
は断片的なモノレイヤを堆積し、それ以上は金属ソースガスと反応しない自己終端した表
面を再び残す。金属ソースガスフロー１０４ａが止められ、チャンバからパージされる（
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１０６ａ）と、さらに、（表２および表３に従って）第２のサイクル１１５ａの第２の段
階１１１ａで、第２の金属モノレイヤを窒化物化する窒素ソースガスが供給される。表４
の実施例に従って、窒素段階の前に中間のゲッターまたは除去の段階がある。
【００６９】
デュアルダマシン構造でバリア機能を果たすよう十分な厚さの金属窒化物が形成されるま
で、サイクル１１５ａは、少なくとも約１０回、より好ましくは少なくとも約２０回繰り
返される。都合のよいことに、好ましい実施の形態に係る方法によれば、約２００Åより
薄い、より好ましくは約１００Åより薄い厚さの層を、ほぼ完全なステップカバレージで
形成することができる。
【００７０】
（実施例）
下の表には、超大規模集積処理のデュアルダマシン・メタライゼーション方式における、
バリア用に適した金属窒化物層を形成するための模範的なプロセスレシピが提供されてい
る。プロセスレシピの各々は、単一ウェーハ処理モジュールにおける１サイクルを表す。
特に、例示したパラメータは、フィンランドのASM Microchemistry Ltd.から市販されて
いる、商標名Pulsar 2000（商標）の単一ウェーハＡＬＤモジュール用に開発された。
【００７１】
以下の表（および、上の表１もであるが）のパラメータは、ただ例示的なものにすぎない
ことに留意すべきである。各プロセス段階は、ビアおよびトレンチの表面を飽和させるよ
うに構成されるのが望ましい。パージステップは、反応段階の間にビアから反応生成物を
取り除くように構成されている。ここでの実施例は、フィンランドのASM Microchemistry
 Ltd.のPulsar 2000（商標）の反応チャンバ内で、パターニングされていない平坦なウェ
ーハ表面に対して行われた。同様なＡＬＤプロセスが、約２０より高いアスペクト比のボ
イド内で９０％より高いステップカバレージを達成するように決定された。ここでの開示
を考慮して、当業者は容易に堆積条件を修正し、置換し、またはそうでなければ変更して
、異なる反応チャンバおよび異なる選ばれた条件で、許容可能な堆積速度において、飽和
し、自己終端した段階を実現することができる。
【００７２】
好都合なことに、ここで説明するＡＬＤプロセスは、反応生成物の供給がトレンチおよび
ビアの表面を飽和させるのに十分である限りは、圧力および反応生成物濃度に対して比較
的影響を受けない。さらに、このプロセスは低い温度において処理することができ、バッ
クエンドプロセスの間に熱バジェットを保持しながら、比較的速い堆積速度を実現するた
めに、加工物の温度は、プロセス全体を通して、約３００℃と５００℃との間に維持され
るのが好ましい。より好ましくは、その温度は約３５０℃と４００℃との間に維持され、
また、最も好ましくは、約３８０℃と４００℃との間に維持される。チャンバ内の圧力は
、ミリtorrの範囲から大気圧以上におよぶことができるが、好ましくは約１torr（１３３
Pa）と５００torr（６６７００Pa）との間に維持され、より好ましくは約１０torr（１３
３０Pa）と１００torr（１３３００Pa）との間に維持される。
【００７３】
【表２】

【００７４】
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上の表２は、デュアルダマシン構造のトレンチおよびコンタクトビアへの窒化チタン（Ｔ
ｉＮ）バリアのＡＬＤ用のパラメータを表す。上述したように、金属ソースガスは四塩化
チタン（ＴｉＣｌ4）を含み、キャリアガスは窒素（Ｎ2）を含み、さらに窒素ソースガス
は好ましくはアンモニア（ＮＨ3）を含む。
【００７５】
第１のサイクルの第１の段階で、デュアルダマシンのトレンチおよびコンタクトビアの酸
化物、窒化物、金属および／またはＯＨ－またはＮＨx－の終端した表面に、ＴｉＣｌ4が
化学吸着する。金属ソースガスは、その他のパラメータが与えられると、ダマシン表面を
飽和させるように、十分な割合のキャリア流量を含むことが好ましい。チタン複合体のモ
ノレイヤが、トレンチおよびビアの表面に残り、このモノレイヤは塩化物で自己終端され
る。
【００７６】
望ましくは、反応装置は、金属ソースガスをより小さなおよび／またはより多くの反応種
に変換するために、触媒を含む。例示した実施の形態では、好ましい反応チャンバは、Ｔ
ｉＣｌ4をＴｉＣｌ3

+に変換する有利なチタンの壁を含む。より小さな種は容易にビア内
に拡散し、サイクル当りにより多くの反応サイトを占有し、より容易に活性サイトに化学
吸着する。したがって、触媒によって、より速い堆積速度が可能となる。他の触媒を他の
化学物質に使用できることを、当業者は容易に理解するであろう。
【００７７】
　ＴｉＣｌ4のフローが停止され、連続したキャリアガスのフローによりパージされた後
で、ＮＨ3のパルスが加工物に供給される。他のプロセスパラメータが与えられると、金
属含有モノレイヤの表面を飽和させるように、アンモニアは十分な割合のキャリア流量を
含むのが好ましい。ＮＨ3は、配位子交換反応で金属モノレイヤの塩化物終端した表面と
容易に反応し、窒化チタン（ＴｉＮ）のモノレイヤを形成する。反応は、前に吸着された
有効な金属塩化物複合体の数で制限される。アンモニアもキャリアガスも、結果として生
じた窒化チタンモノレイヤとそれ以上は反応せず、モノレイヤは、窒素とＮＨｘのブリッ
ジ終端で残される。さらに、好ましい温度および圧力のパラメータにより、金属モノレイ
ヤを通り抜けるアンモニアの拡散が抑止される。
【００７８】
次のサイクルでは、第１段階で、窒化チタンモノレイヤの表面と容易に反応して、再び塩
化物終端したチタン層を残すＴｉＣｌ4が導入される。次に、第２サイクルの第２段階は
、第１サイクルに関して説明したようになる、所望の厚さの窒化チタンが形成されるまで
、これらのサイクルを繰り返す。
【００７９】
例示した実施の形態では、各サイクルの両段階の間、キャリアガスを一定の速度でフロー
し続ける。理解されるであろうが、反応生成物交互となるガスパルスの間に、チャンバの
排気により反応生成物を除去することができる。１つの形態において、好ましい反応装置
は、パルス堆積の間、一定の圧力を維持するハードウェアおよびソフトウェアを内蔵する
。１９８８年５月３１日にPosaに発行された米国特許第４，７４７，３６７号、および１
９８８年８月２日にConger等に発行された米国特許第４，７６１，２６９号の開示を参照
して本明細書に組み込む。
【００８０】
【表３】
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【００８１】
上の表３は、窒化タングステン（ＷＮ）のＡＬＤ用のパラメータを表す。上述したように
、金属ソースは六フッ化タングステン（ＷＦ6）を含み、キャリアガスは窒素（Ｎ2）を含
み、また窒素ソースガスは好ましくはアンモニア（ＮＨ3）を含む。各反応段階の間に、
反応生成物与えられた他のパラメータで表面が飽和されるのに十分な量で反応生成物を供
給する。
【００８２】
この場合、金属段階に形成された金属モノレイヤは、好ましい条件の下でＷＦ6と容易に
は反応しないフッ化物で、自己終端される。しかし、前に吸着されたフッ化タングステン
複合体の限られた供給により制限される反応では、窒素段階の間に、好ましい窒素ソース
ガスは、フッ化物終端した表面と反応するか、あるいはその上に吸着する。さらに、窒化
作用によって、飽和性段階での過剰なアンモニアとそれ以上反応しない窒素アンモニア終
端が残される。
【００８３】
【表４】

【００８４】
　上の表４は、窒化タングステン（ＷＮ）を形成する別のＡＬＤプロセス用のパラメータ
を表す。例示した実施の形態は、ビア底部の金属とトレンチおよびビアの絶縁性表面に、
中間接着層なしで、バリア層を直接堆積するのに特に有利である。上述したように、金属
ソースは六フッ化タングステン（ＷＦ6）を含み、キャリアガスは窒素（Ｎ2）を含み、ま
た窒素ソースガスは好ましくはアンモニア（ＮＨ3）を含む。この場合、金属段階で残さ
れた配位子は、ゲッターまたは除去物質によって取り除かれる。特に、例示した実施の形
態ではＴＥＢ（トリエチルボラン）を含む、強い還元剤によって、ハロゲン終端金属複合
体のモノレイヤは還元され、または、そうでなければ除去される。そのとき、窒素ソース
ガスは還元された金属表面と容易に反応する。他の形態では、ゲッターは、配位子交換反
応でハロゲン終端に取って代わり、望ましくは次の窒素含有種と反応する表面を残す。窒
素段階では、ゲッター段階で残された反応サイト（すなわち、例示した実施の形態では、
露出したタングステン表面）を飽和し、前記飽和性段階で過剰なアンモニアとそれ以上反
応しない窒素及びＮＨx終端を残す。
【００８５】
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属窒化物結晶が生じる。このような低い抵抗率は、集積回路配線の導電経路内に設けられ
る、好ましいデュアルダマシンにおけるバリアの状況に有利である。
【００８６】
さらに、表４のＴＥＢパルスで表されるように、中間の除去物質は、アンモニア段階の導
入に先立つ、先の金属段階で残されたハライドテールと結合し、これを運び去る。有利な
ことに、アンモニア段階では、配位子交換反応でハロゲン化水素（例えば、ＨＦ）を遊離
するのではなくむしろ、第１段階で形成された金属と直接反応する。ＨＦと対照的に、ハ
ロゲン化物をゲッターまたは除去物質に結合して生成された複合体は、ダマシン構造底の
金属のように敏感な表面を腐食しない。したがって、デュアルダマシン構造の導電性回路
部材５２は、ＨＦまたは他のハライド種の腐食作用から保護される。表４のプロセスは、
好ましい実施形態のように、導電性回路部材５２が銅を含む場合に、特に効果的であるこ
とが見出されている。銅のエッチングは最小限にされ、それにより、全面的な金属窒化物
の堆積の均一性が改善される。
【００８７】
表４の方法で金属窒化物（例えば、ＷＮ）の最初の薄い層（例えば、約３～１０ｎｍ）が
いったん形成されると、中間の除去物質段階なしで、バリア用材料および／または接着層
用材料のそれ以上の堆積を除去物質進めることができる。配位子交換反応を使用する２段
階のサイクルにより、最初の層上に、より厚いバリアをより効率的に生成することができ
る。例えば、表４の方法によるＷＮの後に、表２の方法でのようなＴｉＮのさらなる堆積
を続けることができる。ＷＮ／ＴｉＮバリアでの上層のＴｉＮの表面は、いくつかのプロ
セスフローにより優れた両立性を示す。
【００８８】
金属シード層の形成方法
金属窒化物バリア層の形成後に、デュアルダマシン構造を充填するために使用される方法
や、堆積されたバリア層の導電率に依存して、シード層が望まれる場合がある。例示した
実施の形態では、銅の充填材を、例示した金属窒化物バリアの上に電気メッキするのが望
ましい。したがって、最初に高導電性シード層をバリア層の上に形成するのが好ましい。
【００８９】
　当技術分野で知られているように、シード層は、金属層、より好ましくは銅の層を含む
のが好ましく、いくつかのプロセスのいずれかによって堆積することができる。例えば、
最先端の処理では、ＰＶＤまたはスパッタリングを使用して銅シード層を形成する。ＡＬ
Ｄによる前の金属窒化物のバリア層を形成する際に得られる高いステップカバレージと共
に、そのような方法は多くのデュアルダマシン方式に適し得る。
【００９０】
好ましくは、ＣＶＤプロセスを使用して、より高いステップカバレージでシード層を堆積
する。有機金属ＣＶＤ（ＭＯＣＶＤ）が、例えば、Wolfらによって「Process and equipm
ent simulation of copper chemical vapor deposition using Cu(HFAC)VTMS（Ｃｕ（Ｈ
ＦＡＣ）ＶＴＭＳを用いた銅の化学気相堆積プロセスおよびその装置シミュレーション）
」、Microelectronic Engineering、 Vol. 45、No. 1、pp. 15-27（1999年2月）で開示さ
れており、この開示を参照して、本明細書に組み込む。
【００９１】
最も好ましいことには、シード層もまたＡＬＤで形成される。接着層、バリア層およびシ
ード層の１つまたは複数を高いステップカバレージで形成することにより体積が節約され
る。これにより、より高導電性の充填金属に利用できる、より大きな体積に起因して、よ
り高導電率のラインが導かれ、また、コンタクトビアおよびトレンチを完全に充填する機
会が増す。
【００９２】
【表５】
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【００９３】
上の表５は、上の表１のものに類似したＡＬＤによる純粋な金属のプロセスを示す。交互
となる段階では、最初に塩化銅を吸着し、次にＴＥＢで還元する。有利なことには、塩化
銅は有機銅の反応種よりも小さな反応種であり、加工物上の反応サイトを素早くより完全
に飽和させるのに役立つ。
【００９４】
結果として得られるトレンチおよびビアのライナー
図１０には、上記プロセスに従って形成された高いステップカバレージのライニング層１
５０を有する、図９におけるデュアルダマシン構造を示す。上述したように、ビアおよび
トレンチ構造の材料と様々な堆積ステップの化学物質とに依存して、ライニング層１５０
は、金属窒化物のバリア層に加えて、最初の金属接着層を含むことができる。ライニング
層１５０は、例えば、Ｗ／ＴｉＮ、Ｗ／ＷＮ、Ｔｉ／ＴｉＮ、Ｔｉ／ＷＮの二層や、接着
膜とバリア膜のいくつかの組合せのいずれかを含むことができる。表４の実施例では、バ
リア層は、デュアルダマシン構造の金属表面および絶縁性表面の上に直接堆積され、ＷＮ
／ＴｉＮの二層を含むこともできる。好ましくは、部分層の少なくとも１つは、上に開示
した方法に従って、ＡＬＤにより形成される。
【００９５】
デュアルダマシン処理のバリアの要求に従って、特に、高速で拡散する銅の金属充填材と
共に、ライニング層１５０の金属窒化物のバリア層は、バリア機能の十分な能力に必要な
、ほぼ最小限の厚さに形成される。したがって、深いトレンチとビアの構造にライニング
する金属窒化物層は、約２０Åよりも厚いことが望ましい。同時に、ここに開示した方法
により提供される高いステップカバレージによって、絶縁性側壁および導電性のビア底部
を含む、トレンチ６０およびコンタクトビア６２の全ての面にわたって、均一に、所望の
厚さの層を形成することができる。したがって、コンタクトビア６２内の金属窒化物ライ
ナーは、その構造のいずれかの点で、あるいは、そのプロセスにおけるいずれかの時点で
、約２００Å以下であることが好ましい。さらに、好ましい実施の形態での金属窒化物は
、より好ましくは約２０Åと１００Åとの間の厚さ、最も好ましくは約４０Åと８０Åと
の間の厚さに堆積される。
【００９６】
特に吸着種が有機配位子を含む場合に、好ましい条件の下では、すべての有効なサイトの
占有を抑制する化学吸着種の物理的な大きさに起因して、断片的なモノレイヤに十分な材
料がサイクルごとに堆積される。表２の実施例では、ＴｉＮは約０．３５Å／サイクルで
成長するので、銅の拡散を防ぐのに十分なＴｉＮバリア層を生成するために、好ましくは
約５０サイクル以上で、より好ましくは約６０サイクルと３００サイクルとの間で、さら
に、最も好ましくは約６０サイクルと２００サイクルとの間で行われる。
【００９７】
上述したように、ここで説明する方法により、好ましい実施の形態での高いアスペクト比
のトレンチとビアの構造についても、非常に高いステップカバレージ（ビアの側壁でのラ
イナーの厚さの比率としての、ビアの底でのライナーの厚さとして定義される）を可能と
する。ライニング層１５０、そして特にライニング層１５０内のＡＬＤ形成膜は、好まし
くは約９０％よりも高く、より好ましくは約９３％よりも高い、そして最も好ましくは約
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９７％よりも高いステップカバレージを示す。
【００９８】
　次に図１１に示したように、シード層１５５をライニング層１５０の上に形成してもよ
い。上述したように、充填金属を電気メッキで堆積する必要がある場合、およびライニン
グ層１５０が効果的な電気メッキには不十分な導電率を示す場合に、そのようなシード層
１５５が望まれる。そのような条件の下で、シード層１５５をＰＶＤで、より好ましくは
ＣＶＤで、また最も好ましくはＡＬＤで堆積することができる。例示した実施の形態では
、「純粋な」銅がシード層に使用される。他の形態では、電気メッキ用シード層としてタ
ングステンを使用することができる。さらに他の形態では、電気メッキではない充填手順
に先立つプロセスフローにおいて、またはバリア層が十分に導電性を有し（例えば、窒化
タングステン）、電気メッキされた銅の直接的な核形成を可能にする場合などにおいて、
ライニング層１５０の上にシード層が使用されない。
【００９９】
次に図１２に示したように、ライニングされたダマシン構造に、高導電性金属１６０を充
填する。例示した実施の形態では、シード膜がライニング層１５０の上に形成される場合
、充填材となる高導電性金属１６０は電気メッキされた銅を含むことが好ましい。当業者
は理解するであろうが、他の形態では、深いトレンチとビアの構造へのリフローを促進す
るように、アルミニウムのような金属を高圧および／または高温で堆積することができる
。そのような堆積プロセスを伴う厳しい条件の間、スパイクを防ぐのにも有効なバリアが
重要である。
【０１００】
次に図１３に示したように、構造は、化学機械研磨（ＣＭＰ）または他のエッチバックプ
ロセスで平坦化されて、下方に延びる必須のコンタクト１８０を有するトレンチ６０内に
、分離されたライン１７０が残される。後続する高温処理の間はもちろんのこと充填プロ
セスの間も、高導電性金属１６０の拡散は防止される。
【０１０１】
前述の発明は、ある特定の好ましい実施の形態の観点から説明したが、他の実施の形態は
当業者には明らかになるであろう。例えば、プロセスに特定のライニング材料を具体的に
与えたが、当業者は容易に理解するであろうが、他の材料によってダマシン構造にライニ
ングするために、ＡＬＤ方法を適用することができる。さらに、デュアルダマシン・メタ
ライゼーションの特定のプロセスフローおよび構造に関連して例証したが、当業者は、こ
こに開示された方法が有用となるような方式の変形に、想到可能であろう。さらに、ここ
での開示を考慮して、他の組合せ、省略、置換え、および修正は、当業者に明らかであろ
う。したがって、本発明は、好ましい実施の形態の詳説で限定されることを意図しておら
ず、添付した特許請求の範囲を参照して定義されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　トレンチおよびそこからのコンタクトビアをライニングする、従来のバリア層
を有するデュアルダマシン構造の概略断面図である。
【図２】　縮小された集積回路のための、図１と同様なライニングされたデュアル・ダマ
シン構造を一般的に示す図である。
【図３】　より高導電性の材料を充填するのに先立って、高アスペクト比のデュアルダマ
シン構造をライニングする方法を一般的に示すフローチャートである。
【図４】　本発明の好ましい実施の形態に従って、バリア層を堆積するための例示的なガ
スフロー図である。
【図５】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶縁
層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明す
る集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図６】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶縁
層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明す
る集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
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【図７】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶縁
層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明す
る集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図８】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶縁
層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明す
る集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図９Ａ】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図９Ｂ】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図９Ｃ】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図９Ｄ】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図９Ｅ】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図１０】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図１１】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図１２】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
【図１３】　好ましいデュアルダマシンのプロセスフローに従って、半導体基板の上の絶
縁層内に形成されたトレンチおよびビアの構成、ライニング、および充填を一般的に説明
する集積回路の製造過程における模式的な部分拡大断面図である。
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