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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）電気泳動移動度により示される３～９の範囲のｐＨを有する水性媒体中に分散し
た際に、正に帯電している少なくとも一種の研磨粒子と、
　（Ｂ）
　（ｂ１）少なくとも２個の炭素原子、少なくとも一つのヒドロキシ基、及び少なくとも
一つのカルボン酸基を分子に有し、該カルボン酸基に対する水酸基のモル比が少なくとも
２である脂肪族及び脂環式ヒドロキシカルボン酸；
　（ｂ２）ラクトン基、エステル化ヒドロキシ基、エステル化カルボン酸基、及びこれら
の混合物からなる群から選択される少なくとも一つの基を有するヒドロキシカルボン酸（
ｂ１）エステル（ただし、一つ以上のヒドロキシ基が（ｂ２）中に存在する）；、更に
　（ｂ３）これらの混合物；
　から成る群から選択される成分を含有する一種以上の水溶性及び水分散性のヒドロキシ
基と、
　並びに、
　（Ｃ）カチオンポリマー凝集剤である少なくとも一種の水溶性及び水分散性のポリマー
成分としてのカチオン変性ポリアクリルアミドと、
を含有する水性研磨剤組成物であって、
　（Ｂ）成分が、キナ酸、グルコノ－δ－ラクトン、グルクロン酸、ラクトビオン酸、及
びこれらの混合物から成る群れから選ばれ、
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　ｐＨ値が２．５～４であることを特徴とする水性研磨剤組成物。
【請求項２】
　研磨粒子（Ａ）が、無機粒子である請求項１に記載の水性研磨剤組成物。
【請求項３】
　無機研磨粒子（Ａ）が、セリアを含有するか、又はセリアから成る請求項１又は２に記
載の水性研磨剤組成物。
【請求項４】
　成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）とは異なる少なくとも一種の官能性成分（Ｄ）を含み、
　官能性成分（Ｄ）が、粒子（Ａ）とは異なる有機、無機、及び有機－無機混合の研磨粒
子、少なくとも２つのヒドロキシル基を有する多価アルコール、下限臨界溶液温度ＬＣＳ
Ｔ又は上限臨界溶液温度ＵＣＳＴを有する材料、酸化剤、不動態化剤、電荷反転剤、錯化
剤又はキレート剤、摩擦調整剤、安定化剤、レオロジー調整剤、界面活性剤、金属カチオ
ン、並びに有機溶媒から成る群から選択される請求項１～３の何れか１項に記載の水性研
磨剤組成物。
【請求項５】
　成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）とは異なる少なくとも一種のｐＨ調節剤又は緩衝剤（Ｅ
）を含有する請求項１～４の何れか１項に記載の水性研磨剤組成物。
【請求項６】
　電気、機械、及び光学デバイス用の基板材料を、水性研磨剤組成物に１回以上接触させ
、所望の平面度が実現されるまで研磨する方法であって、
　請求項１～５の何れか１項に記載の水性研磨剤組成物を使用する方法。
【請求項７】
　基板材料が、少なくとも一種の絶縁体酸化ケイ素材料を含むか、又は該絶縁体酸化ケイ
素材料から成る少なくとも一層の層と、
　窒化ケイ素を含むか、又は窒化ケイ素から成る少なくとも一層の層と、を有する請求項
６に記載の方法。
【請求項８】
　電気デバイスが、集積回路装置であり、
　該集積回路装置が、５０ｎｍ未満の大きさの構造を有し、大規模集積回路又は超大規模
集積回路を有する集積回路を含む請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　電気、機械、及び光学デバイスを製造するために、請求項１～５の何れか１項に記載の
水性研磨剤組成物を使用する方法。
【請求項１０】
　１０００００ダルトン未満の重量平均分子量を有し、電気泳動移動度により示される３
～９の範囲のｐＨを有する水性媒体中に分散されたときに正に帯電される少なくとも一種
の研磨粒子（Ａ）を含む、分散物安定化用のカチオンポリマー凝集剤（ｃ３）としてのカ
チオン変性ポリアクリルアミドを、ラクトビオン酸と共に、研磨ウェーハを得るためにｐ
Ｈ値が２．５～４の範囲で使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気、機械及び光学デバイス用の基板材料の研磨に特に好適な新規の水性研
磨剤組成物に関する。
【０００２】
　また、本発明は、電気、機械及び光学デバイス用の基板材料を研磨する新規な方法に関
する。
【０００３】
　最後に、本発明は、電気、機械及び光学デバイスの製造のための新規な水性研磨剤組成
物の新規な使用方法に関する。
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【０００４】
引用された文献
　本出願で引用した文献は、それら全てが本明細書に参考として組み込まれる。
【背景技術】
【０００５】
　化学的・機械的な平面化又は研磨（ＣＭＰ）は、集積回路（ＩＣ）デバイスの局所的及
び全体的な平面度を実現するための主要なプロセスである。この技術は、一般的には、回
転基板の表面と研磨パッドとの間において、研磨剤及び活性化学物質である他の添加剤を
含有する組成物又はＣＭＰスラリーを、負荷の下で施す。従って、ＣＭＰプロセスは、研
磨等の物理的方法に、例えば、酸化又はキレート化等の化学的方法を組み合わせる。基板
材料の除去又は研磨においては、単純に物理的な作用或いは単純に化学的な作用を含むべ
きであるが、上記技術は、高速で均一な除去を実現するために、むしろ両者の相乗的組み
合わせで構成されるので望ましくない。
【０００６】
　この方法では、所望の平面度が達成されるまで、又はバリアサブレイヤー若しくは停止
層が露出するまで、基板材料が取り除かれる。最終的には、平面状の欠陥のない表面が得
られる。この表面は、その後のフォトリソグラフィー、パターニング、エッチング及び薄
膜処理によって、適切な多層ＩＣデバイスの製造が可能となす。
【０００７】
　シャロートレンチアイソレーション（ＳＴＩ）は、一般的にパターニングされたウェー
ハ基板上において、二酸化ケイ素を選択的に取り除き、窒化ケイ素とすることを要求する
特定のＣＭＰ用途の一つである。この場合、エッチングされたトレンチは、絶縁体材料（
二酸化ケイ素）で過剰に充填され、例えば、停止層としての窒化ケイ素バリア膜を用いて
研磨される。ＣＭＰプロセスでは、露出した窒化ケイ素及びトレンチの酸化ケイ素の除去
を最小限としつつ、バリア膜から二酸化ケイ素を取り除いて終了する。
【０００８】
　この方法では、窒化ケイ素の除去量に対する二酸化ケイ素材料の除去量の比を高くする
ことのできるＣＭＰスラリーが要求される。当該技術分野ではこの比は、窒化物に対する
酸化物の選択度とも呼ばれている。
【０００９】
　セリア系ＣＭＰスラリーは、セリアの二酸化ケイ素への化学的親和性が高いことにより
相当に高い窒化物に対する酸化物の選択度を実現するので、ＳＴＩ用途において相当の注
目を受けている。なお、当該技術分野において、上記化学的親和性は、セリアの化学歯作
用（ｃｈｅｍｉｃＡｌ　ｔｏｏｔｈ　Ａｃｔｉｏｎ）とも呼ばれている。
【００１０】
　それにもかかわらず、セリア系ＣＭＰスラリーの窒化物に対する酸化物の選択度は、選
択度を調整する添加剤により改善されなければならない。
【００１１】
　セリア系ＣＭＰスラリーの選択度を調整するための多くの試みがなされている。
【００１２】
　ＪＡｅ－Ｄｏｎｇ　Ｌｅｅらは、「ＪｏｕｒｎＡｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃ
ｈｅｍｉｃＡｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　１４９　（８）　Ｇ４７７－Ｇ４８１，　２００２
－Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｎｏｎｉｏｎｉｃ　ＳｕｒｆＡｃｔＡｎｔｓ　ｏｎ　Ｏｘｉｄ
ｅ－Ｔｏ－Ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｄｕｒｉｎｇ　Ｃｈｅｍ
ｉｃＡｌ　ＭｅｃｈＡｎｉｃＡｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ」において、酸化物からポリシリ
コンへの選択度における、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）やエチレンオキシド－プロピ
レンオキシド－エチレンオキシドトリブロックコポリマー等の界面活性剤の影響について
開示されている。しかしながら、窒化物に対する酸化物の選択度については対処されてい
ない。
【００１３】
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　ＵＳ５７３８８００Ｂ、ＵＳ６０４２７４１Ｂ、ＵＳ６１３２６３７Ｂ、及びＵＳ６２
１８３０５Ｂには、錯化剤を含有するセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。この錯
化剤は、例えば、リンゴ酸、酒石酸、グルコン酸、クエン酸、オルトジ－及びポリヒドロ
キシ安息香酸、フタル酸、ピロカテコール、ピロガロール、没食子酸、タンニン酸、及び
それらの塩である。また、セリア系ＣＭＰスラリーは、アニオン性、カチオン性、両性、
又は非イオン性界面活性剤を含んでいる。セリア系ＣＭＰスラリーは、高い窒化物に対す
る酸化物の選択度を有することが主張されている。
【００１４】
　ＵＳ５７５９９１７Ｂ１、ＵＳ６６８９６９２Ｂ１、及びＵＳ６９８４５８８Ｂ２には
、カルボン酸を含有するセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。このカルボン酸は、
例えば、酢酸、アジピン酸、酪酸、カプリン酸、カプロン酸、カプリル酸、クエン酸、グ
ルタル酸、グリコール酸、ギ酸、フマル酸、乳酸、ラウリン酸、リンゴ酸、マレイン酸、
マロン酸、ミリスチン酸、シュウ酸、パルミチン酸、フタル酸、プロピオン酸、ピルビン
酸、ステアリン酸、コハク酸、酒石酸、吉草酸、２－（２－メトキシエトキシ）酢酸、２
－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］酢酸、ポリ（エチレングリコール）ｂｉｓ
（カルボキシメチル）エーテル、並びにこれらの誘導体及び塩である。また、セリア系Ｃ
ＭＰスラリーは、例えば、硝酸塩、リン酸塩、及び硫酸塩等の水溶性の有機塩及び無機塩
を含有する。セリア系ＣＭＰスラリーは、酸化ケイ素を研磨して窒化ケイ素膜で過剰充填
することが主張されている。
【００１５】
　ＵＳ６２９９６５９Ｂ１には、セリア系ＣＭＰスラリーが開示されており、このセリア
系ＣＭＰスラリーでは、窒化物に対する酸化物の選択度を向上させるために、研磨粒子が
、シラン、チタネート、シクロエート、アルミニウム、及びリン酸の塩カップリング剤で
処理される。
【００１６】
　ＵＳ２００２／００３４８７５Ａ１、及びＵＳ６６２６９６８Ｂ２には、界面活性剤、
ｐＨ調整剤及び疎水性官能基を含むセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。ｐＨ調整
剤は、例えば、水酸化カリウム、硫酸、硝酸、塩酸又はリン酸、並びに親水性官能基及び
疎水性官能基を含有するポリマーである。ポリマーは、例えば、ビニルメチルエーテル（
ＰＶＭＥ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリオキシエチレン２３ラウリルエー
テル（ＰＯＬＥ）、ポリプロパン酸（ＰＰＡ）、ポリアクリル酸（ＰＭ）、及びポリエー
テルグリコールビスエーテル（ＰＥＧＢＥ）である。しかし、このセリア系ＣＭＰスラリ
ーは、窒化物に対する酸化物の選択度を向上させる。
【００１７】
　ＵＳ６４３６８３５Ｂ１には、水溶性のカルボン酸又はカルボン酸塩又はスルホン酸又
はスルホン酸基を有する有機化合物を含有する、シャロートレンチアイソレーションプロ
セスのためのセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。上記カルボン酸又はカルボン酸
塩又はスルホン酸又はスルホン酸基は、例えば、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ナ
フタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、リンゴ酸、乳酸、酒石酸、グルコン酸、クエン酸
、コハク酸、アジピン酸、フマル酸、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン４－アミ
ノ酪酸、６－アミノヘキサン酸、１２－アミノラウリン酸、アルギニン、グリシルグリシ
ン、ラウリルベンゼンスルホン酸、及びこれらのアンモニウム塩である。このセリア系Ｃ
ＭＰスラリーは、ｐＨの値が４以下であっても良く、又はｐＨの値が４より大きくことが
好ましく、高い窒化物に対する酸化物の選択度を有することが主張されている。
【００１８】
　ＵＳ６４９１８４３Ｂ１、ＵＳ６５４４８９２Ｂ２、及びＵＳ６６２７１０７Ｂ２には
、窒化物に対する酸化物の選択度を改善するために、例えばリジン、アラニン、及びプロ
リン等のα－アミノ酸を含むセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。
【００１９】
　ＵＳ６６１６５１４Ｂ１には、水性媒体中で解離しない少なくとも３つのヒドロキシル
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基を有する有機ポリオールを含有するセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。或いは
、少なくとも３つのヒドロキシル基を有する少なくとも一種のモノマーから形成されるポ
リマーが開示されており、このポリマーは、マンニトール、ソルビトール、マンノース、
キシリトール、ソルボース、スクロース、及びデキストリン等の水性媒体で解離しない。
【００２０】
　これにより、窒化物に対する酸化物の選択度が改善される。
【００２１】
　ＵＳ２００６／０２０７１８８Ａ１には、ポリマーの反応生成物を含有するセリア系Ｃ
ＭＰスラリーが開示されている。当該ポリマーは、例えば、ポリアクリル酸又はポリ（ア
ルキルメタクリレート）、並びにアクリルアミド、メタクリルアミド、エチルメタクリル
アミド、ビニルピリジン又はビニルピロリドン等のモノマーである。また、反応生成物は
、窒化物に対する酸化物の選択度を増大させると考えられている。
【００２２】
　ＵＳ２００６／０２１６９３５Ａ１には、タンパク質、リジン及び／又はアルギニン並
びにピロリドン化合物を含有するセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。なお、ピロ
リドン化合物は、例えば、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、Ｎ－オクチル－２－ピロリ
ドン、Ｎ－エチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２－ピロリドン、Ｎ－シク
ロヘキシル－２－ピロリドン、Ｎ－ブチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヘキシル－２－ピロリ
ドン、Ｎ－デシル－２－ピロリドン、Ｎ－オクタデシル－２－ピロリドン、及びＮ－ヘキ
サデシル－２－ピロリドンである。さらに、セリア系ＣＭＰスラリーは、ポリアクリル酸
、グリコール、及びポリグリコールのような分散剤を含んでいても良い。具体例としては
、プロリン、ポリビニルピロリドン又はＮ－オクチル－２－ピロリドン、ＰＰＯ／ＰＥＯ
ブロックコポリマー、及びグルタルアルデヒドである。セリア系ＣＭＰスラリーは、積極
的に、トレンチの二酸化ケイ素を除去することが無いと考えられ、これにより、最小段の
高さをほぼ増加させることなく、端点を超えて拡張された研磨が可能となる。
【００２３】
　ＵＳ２００７／００７７８６５Ａ１には、ポリエチレンオキシド／ポリプロピレンオキ
シドコポリマー（ＢＡＳＦ社によりＰｌｕｒｏｎｉｃシリーズとして販売されている）を
含むセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。また、このセリア系ＣＭＰスラリーは、
例えば、２－ジメチルアミノ－２－メチル－１－プロパノール（ＤＭＡＭＰ）、２－アミ
ノ－２－エチル－１－プロパノール（ＡＭＰ）、２－（２－アミノエチルアミノ）エタノ
ール、２－（イソプロピルアミノ）エタノール、２－（メチルアミノ）エタノール、２－
（ジエチルアミノ）エタノール、２－（２－ジメチルアミノ）エトキシ）エタノール、１
，１’－［［３－（ジメチルアミノ）プロピル］イミノ］－ｂｉｓ－２－プロパノール、
２－（２－ブチルアミノ）エタノール、２－（ｔｅｒｔ－ブチルアミノ）エタノール、２
－（ジイソプロピルアミノ）エタノール、及びＮ－（３－アミノプロピル）モルホリンを
含む。
【００２４】
　さらに、セリア系ＣＭＰスラリーは、水酸化テトラメチルアンモニウム等の第四級アン
モニウム化合物、塗膜形成剤、及び錯化剤を含む。塗膜形成剤は、例えば、アルキルアミ
ン、アルカノールアミン、ヒドロキシルアミン、リン酸エステル、ラウリル硫酸ナトリウ
ム、脂肪酸、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリビニルホスホン酸塩、ポリリ
ンゴ酸塩、ポリスチレンスルホン酸塩、ポリビニル硫酸塩、ベンゾトリアゾール、トリア
ゾール、及びベンゾイミダゾールである。また、錯化剤は、例えば、アセチルアセトン、
酢酸塩、グリコール酸塩、乳酸塩、グルコン酸塩、没食子酸、シュウ酸塩、フタル酸塩、
クエン酸塩、コハク酸塩、酒石酸塩、リンゴ酸塩、エチレンジアミン四酢酸、エチレング
リコール、ピロカテコール、ピロガロール、タンニン酸、ホスホニウム塩、及びホスホン
酸である。セリア系ＣＭＰスラリーは、ポリシリコンに対して、酸化ケイ素及び／又は窒
化ケイ素の良好な選択度を提供すると考えられる。
【００２５】
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　ＵＳ２００７／０１７５１０４Ａ１には、水溶性ポリマー類から選択されるポリシリコ
ン摩耗抑制剤を含むセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。上記水溶性ポリマー類は
、アクリルアミド、メタクリルアミド、及びこれらのα－置換誘導体から選択される群か
らなる要素により置換される、Ｎ－モノ置換又はＮ，Ｎ－ジ－置換された骨格を有する。
【００２６】
　また、水溶性ポリマー類は、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、アルキ
ルオキシレート直鎖脂肪族アルコール、及びアセチレン系ジオールのエチレンオキシド付
加物である。更に、セリア系ＣＭＰスラリーは、アルギン酸、ペクチン酸、カルボキシメ
チルセルロース、寒天、カードラン、プルラン等の多糖類；ポリアスパラギン酸、ポリグ
ルタミン酸、ポリリシン、ポリリンゴ酸、ポリメタクリル酸、ポリイミド酸、ポリマレイ
ン酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポリ（ｐ－スチレンカルボン酸）、ポリアクリル
酸、ポリアクリルアミド、アミノポリアクリルアミド、ポリグリオキザル酸、及びこれら
の塩等のポリカルボン酸；ポリビニルアルコール等のビニルポリマー；並びにポリアクロ
レインである。セリア系ＣＭＰスラリーは、ポリシリコンにおける酸化ケイ素の選択度が
非常に高い。
【００２７】
　ＵＳ２００７／０１９１２４４Ａ１には、重量平均分子量が３０～５００であり、ヒド
ロキシル基若しくはカルボキシル基又はこの両方を含むセリア系ＣＭＰスラリーが開示さ
れている。ヒドロキシル基又はカルボキシル基は、クエン酸塩、リンゴ酸塩、グルコン酸
塩、酒石酸塩、２－ヒドロキシイソ酪酸塩、アジピン酸塩、オクタン酸、コハク酸、ＥＤ
ＴＡ含有化合物、グルタン酸塩、メチレンコハク酸塩、マンノース、グリセロ－ガラクト
ヘプトース、エリスロ－マンノ－オクトース、アラビノ－ガラクトノノース、及びグルタ
ミンである。さらに、セリア系ＣＭＰスラリーは、直鎖ポリマー酸又はアルコキシグリコ
ール側鎖を有するグラフト型ポリマー酸を含有してもよい。セリア系ＣＭＰスラリーは、
研磨されたウェーハの全体的平面度の改善を実現すると記載されている。
【００２８】
　ＵＳ２００７／０２１８８１１Ａ１には、ｐＨが４～７．５であり、分散剤、ポリカル
ボン酸、及び１００～１０００ｐｐｍの濃度での３．２以下のｐＫＡを有する第一の非解
離性酸性基を有する強酸を含有したセリア系ＣＭＰスラリーが開示されている。この例に
よれば、アクリル酸及びメタクリル酸のポリマーが、アニオン性分散剤として挙げられ、
ポリオキシエチレン誘導体は、ノニオン性分散剤として挙げられており、及びポリビニル
ピロリドンがカチオン性分散剤として記載されている。特に上述の強酸は、硫酸、塩酸、
硝酸、リン酸、シュウ酸、マレイン酸、ピクリン酸、亜硫酸、チオ亜硫酸、アミド硫酸、
塩素酸、過塩素酸、亜塩素酸、ヨウ化水素酸、過ヨウ素酸、ヨウ素酸、臭化水素酸、過臭
素酸、クロム酸、亜硝酸、ジホスホン酸、トリポリリン酸、ホスフィン酸、ピコリン酸、
ホスホン酸、イソニコチン酸、ニコチン酸、トリクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、クロロ酢酸
、シアノ酢酸、オキサロ酢酸、ニトロ酢酸、ブロモ酢酸、フルオロ酢酸、フェノキシ酢酸
、ｏ－ブロモ安息香酸、ｏ－ニトロ安息香酸、ｏ－クロロ安息香酸、ｐ－アミノ安息香酸
、アントラニル酸、フタル酸、フマル酸、マロン酸、酒石酸、クエン酸、ｏ－クロロアニ
リン、２，２’－ビピリジン、４，４’－ビピリジン、２，６－ピリジンジカルボン酸、
ピルビン酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリスルホン酸、グルタミン酸、サリチル酸、ア
スパラギン酸、２－アミノエチルホスホン酸、リジン、アルギニン、イソロイシン、サル
コシン、オルニチン、グアノシン、シトルリン、チロシン、バリン、ヒポキサンチン、メ
チオニン、リジン、及びロイシンである。上記セリア系ＣＭＰスラリーによれば、効率的
な高速操作、及び容易なプロセス管理が可能となり、パターン密度の差に起因する膜厚に
おける変動を小さくすることができる。
【００２９】
　ＵＳ２００８／００８５６０２Ａ１及びＵＳ２００８／０１２４９１３Ａ１には、０．
００１～０．１質量％の非イオン性界面活性剤を含有するセリア系ＣＭＰスラリーが開示
されている。この非イオン性界面活性剤は、分散剤としてエチレン－プロピレン－エチレ
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ンオキサイドトリブロックコポリマー及びポリアクリル酸から選択される。０．００１～
０．１質量％含有するセリア系ＣＭＰスラリーを開示している。このセリア系ＣＭＰスラ
リーは、ポリシリコンにおける酸化ケイ素及び窒化ケイ素の選択度が高いことが記載され
ている。
【００３０】
　電子デバイスの製造、特に、半導体集積回路（ＩＣｓ）の製造においては、とりわけ高
い選択度のＣＭＰを用いた高精度な方法を必要とする。
【００３１】
　従来技術のセリア系ＣＭＰスラリーは、十分な窒化物に対する酸化物の選択度、ウェー
ハ面内の不均一性（ＷＩＷＮＵ）、及びウェーハとウェーハの間の不均一性（ＷＴＷＮＵ
）によって例示される良好な全体及び局所的平面度を有するウェーハを提供するが、ＩＣ
アーキテクチャの大きさが減少する場合であっても、特にＬＳＩ（大規模集積回路）又は
ＶＬＳＩ（超大規模集積回路）を伴うＩＣにおいては、集積回路デバイスにおける製造者
に対して増加する技術的かつ経済的な要求を満たすために、セリア系ＣＭＰスラリーの一
定の改善を必要とする。
【００３２】
　しかし、従来のセリア系ＣＭＰスラリーに対する差し迫った要求は、集積回路デバイス
の分野にのみ当てはまるものではなく、他の電子機器の分野においても研磨及び平面化効
果の改良が必要である。なお、他の電子機器とは、例えば、液晶パネル、有機エレクトロ
ルミネッセンスパネル、プリント回路基板、マイクロマシン、ＤＮＡチップ、マイクロプ
ラント、光電池、及び磁気ヘッドである。また、高精度の機械装置、及び光学デバイスと
して、フォトマスク、レンズ及びプリズム、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）等の無機材
料の導電性フィルム、光集積回路、光スイッチング素子、光導波管、例えば光ファイバ及
びシンチレータの端面における光学単結晶、固体レーザ単結晶、青色レーザＬＥＤ用のサ
ファイア基板、半導体単結晶、及び磁気ディスク用のガラス基板である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３３】
【特許文献１】ＵＳ５，７３８，８００Ｂ
【特許文献２】ＵＳ６，０４２，７４１Ｂ
【特許文献３】ＵＳ６，１３２，６３７Ｂ
【特許文献４】ＵＳ６，２１８，３０５Ｂ
【特許文献５】ＵＳ５，７５９，９１７Ｂ
【特許文献６】ＵＳ６，６８９，６９２　Ｂ１
【特許文献７】ＵＳ６，９８４，５８８　Ｂ２
【特許文献８】ＵＳ６，２９９，６５９　Ｂ１
【特許文献９】ＵＳ２００２／００３４８７５　Ａ１
【特許文献１０】ＵＳ６，６２６，９６８　Ｂ２
【特許文献１１】ＵＳ６，４３６，８３５　Ｂ１
【特許文献１２】ＵＳ６，４９１，８４３　Ｂ１
【特許文献１３】ＵＳ６，５４４，８９２　Ｂ２
【特許文献１４】ＵＳ６，６２７，１０７　Ｂ２
【特許文献１５】ＵＳ６，６１６，５１４　Ｂ１
【特許文献１６】ＵＳ２００６／０２０７１８８　Ａ１
【特許文献１７】ＵＳ２００６／０２１６９３５　Ａ１
【特許文献１８】ＵＳ２００７／００７７８６５　Ａ１
【特許文献１９】ＵＳ２００７／０１７５１０４　Ａ１
【特許文献２０】ＵＳ２００７／０１９１２４４　Ａ１
【特許文献２１】ＵＳ２００７／０２１８８１１　Ａ１
【特許文献２２】ＵＳ２００８／００８５６０２　Ａ１
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【特許文献２３】ＵＳ２００８／０１２４９１３　Ａ１
【特許文献２４】ＷＯ９０／０１０３３Ａ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　従って、本発明の目的は、新規な水性研磨剤組成物を提供すること、特に、新規な化学
機械研磨（ＣＭＰ）組成物、特に従来の研磨剤組成物の不利益及び欠点を示さない新規な
セリア系ＣＭＰスラリーを提供することである。
【００３５】
　特に、新規な水性研磨剤組成物、より詳細には新規な化学機械研磨（ＣＭＰ）組成物、
より詳細には新規なセリア系ＣＭＰスラリーは、大幅に改善された窒化物に対する酸化物
の選択度を示し、良好な全体的及び局所的平面度を有する研磨ウェーハが得られる。この
ウェーハの良好な全体的及び局所的平面度は、ウェーハ内の不均一性（ＷＩＷＮＵ）及び
ウェーハ間の不均一性（ＷＴＷＮＵ）により例示されるものである。従って、ウェーハは
、５０ｎｍ以下のサイズを有する構造のＩＣアーキテクチャ、特にＬＳＩ（大規模集積回
路）又はＶＬＳＩ（超大規模集積回路）を有するＩＣｓの製造において極めて好適である
。
【００３６】
　また、新規な水性研磨剤組成物、より詳細には新規な化学機械研磨（ＣＭＰ）組成物、
より詳細には新規なセリア系ＣＭＰスラリーは、集積回路デバイスの分野において非常に
有用であるだけでなく、他の電気デバイスの製造の分野においても最も効率的かつ有利と
なるべきである。なお、他の電気デバイスとは、例えば、液晶パネル、有機エレクトロル
ミネッセンスパネル、プリント回路基板、マイクロマシン、ＤＮＡチップ、マイクロプラ
ント、及び磁気ヘッドであり、並びに高精度機械デバイス及び光学デバイス、特に光学ガ
ラスとして、フォトマスク、レンズ及びプリズム、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）等の
無機材料の導電性フィルム、光集積回路、光スイッチング素子、光導波管、光ファイバ及
びシンチレータの端面等の光学単結晶は、固体レーザ単結晶、青色ＬＥＤレーザ用のサフ
ァイア基板、半導体単結晶、並びに磁気ディスク用のガラス基板である。
【００３７】
　更に、本発明の目的は、機械デバイス、電気デバイス及び光学デバイス用の基板材料（
酸化ケイ素絶縁体膜及び窒化ケイ素膜を含む）を研磨するための新規な方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　従って、新規な水性研磨剤組成物を発見した。この研磨剤組成物は、
　（Ａ）電気泳動移動度により示される３～９の範囲のｐＨを有する水性媒体中に分散し
た際に、正に帯電している少なくとも一種の研磨粒子と、
　（Ｂ）
　（ｂ１）少なくとも２個の炭素原子、少なくとも一つのヒドロキシ基、及び少なくとも
一つのカルボン酸基をその分子に有し、該カルボン酸基に対する水酸基のモル比が１以上
である脂肪族及び脂環式ヒドロキシカルボン酸；
　（ｂ２）ラクトン基、エステル化ヒドロキシ基、エステル化カルボン酸基、及びこれら
の混合物からなる群から選択される少なくとも一つの基を有するヒドロキシカルボン酸（
ｂ１）のエステル（ただし、一つ以上のヒドロキシ基が（ｂ２）中に存在する）；更に、
　（ｂ３）これらの混合物；
　から成る群から選択される成分を含有する一種以上の水溶性及び水分散性のヒドロキシ
基と、
　並びに、
　（Ｃ）
　（ｃ１）直鎖及び分岐鎖のアルキレンオキシドホモポリマー及びコポリマー；
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　（ｃ２）直鎖及び分岐鎖の、脂肪族及び脂環式のポリ（Ｎ－ビニルアミド）ホモポリマ
ー　及びコポリマー；更に、
　（ｃ３）１０００００ダルトン未満の重量平均分子量を有するカチオンポリマー凝集剤
；
から成る群から選択される少なくとも一種の水溶性及び水分散性のポリマー成分と、を含
有することを特徴とする。
【００３９】
　以下では、新規な水性研磨剤組成物は、「本発明の組成物」と記載する。
【００４０】
　本発明の新規な方法においては、電気、機械、及び光学デバイス用の基板材料を、本発
明の組成物に１回以上接触させて研磨（特に機械及び化学研磨）し、所望の平面度が実現
される。
【００４１】
　以下では、電気、機械、及び光学デバイス用の基板材料の新規な研磨方法を、「本発明
の方法」と記載する。
【００４２】
　更に、電気、機械、及び光学デバイス製造用の本発明の組成物の使用方法、並びに粒子
の水性分散物の安定化用のカチオン変性凝集剤の新規な使用方法であって、本発明におい
て見出されたものは、以下では「本発明の使用方法」と記載する。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の目的が、本発明の組成物、本発明の方法及び本発明の使用方法によって解決で
きることは、驚きべきことであり、当業者にとって従来技術から容易に予測できものでは
ない。
【００４４】
　本発明の組成物は、驚くべきことに、窒化物に対する酸化物の選択度、並びにウェーハ
面内の不均一性（ＷＩＷＮＵ）及びウェーハ間の不均一性（ＷＴＷＮＵ）によって例示さ
れる良好な全体的平面度及び局所的平面度を有する研磨ウェーハの収率について大幅な改
善を示す。したがって、本発明の組成物は、５０ｎｍ以下の大きさの構造を有するＩＣア
ーキテクチャ、特にＬＳＩ（大規模集積回路）又はＶＬＳＩ（超大規模集積回路）を備え
るＩＣｓの製造に極めて適している。
【００４５】
　また、本発明の組成物は、長期間の輸送や貯蔵において安定的であって、物流管理及び
プロセス管理において極めて安定した改善性が得られた。
【００４６】
　さらに、本発明の組成物は、集積回路デバイスの分野において非常に有用であるだけで
なく、他の電気デバイスの製造の分野においても最も効率的かつ有利となる。なお、他の
電気デバイスとは、例えば、液晶パネル、有機エレクトロルミネッセンスパネル、プリン
ト回路基板、マイクロマシン、ＤＮＡチップ、マイクロプラント、及び磁気ヘッドであり
、並びに高精度機械デバイス及び光学デバイス、特に光学ガラスとして、フォトマスク、
レンズ及びプリズム、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）等の無機材料の導電性フィルム、
光集積回路、光スイッチング素子、光導波管、光ファイバ及びシンチレータの端面等の光
学単結晶は、固体レーザ単結晶、青色ＬＥＤレーザ用のサファイア基板、半導体単結晶、
並びに磁気ディスク用のガラス基板である。
【００４７】
　最も具体的には、本発明の組成物は、本発明の使用方法に極めて良く適合する。
【００４８】
　従って、本発明の組成物は、特に、本発明の方法にもっとも有用である。本発明の方法
は、電気デバイス用の基板材料の研磨、特に化学的機械研磨に最も好適に用いられる。な
お、電気デバイスは、例えば、液晶パネル、有機エレクトロルミネッセンスパネル、プリ
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ント回路基板、マイクロマシン、ＤＮＡチップ、マイクロプラント、及び磁気ヘッドであ
り、並びに高精度機械デバイス及び光学デバイス、特に光学ガラスとして、フォトマスク
、レンズ及びプリズム、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）等の無機材料の導電性フィルム
、光集積回路、光スイッチング素子、光導波管、光ファイバ及びシンチレータの端面等の
光学単結晶は、固体レーザ単結晶、青色ＬＥＤレーザ用のサファイア基板、半導体単結晶
、並びに磁気ディスク用のガラス基板である。
【００４９】
　しかし、最も具体的には、本発明の方法は、酸化ケイ素絶縁膜及び窒化ケイ素膜を含む
半導体ウェーハの研磨に極めて適している。本発明の方法により、ウェーハ内の不均一性
（ＷＩＷＮＵ）及びウェーハ間の不均一性（ＷＴＷＮＵ）に表されるディッシング、カッ
ピング、又はホットスポットが無く、良好な全体的平面度及び局所的平面度並びに良好な
バランスを有する研磨ウェーハの収率において大幅な改善が示される。このウェーハは、
５０ｎｍ以下の大きさの構造を有するＩＣアーキテクチャ、特にＬＳＩ（大規模集積回路
）又はＶＬＳＩ（超大規模集積回路）を備えるＩＣｓの製造に極めて適している。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明の組成物は、水性組成物である。これは、組成物が主溶媒及び分散剤として水、
特に超純水を含有することを意味する。それにもかかわらず、本発明の組成物は、本発明
の組成物は、当該組成物の水性の性質を変えない程度の少量で少なくとも１種の水混和性
有機溶媒を含有してもよい。
【００５１】
　本発明の組成物は、当該組成物の全質量を基準として、好ましくは、６０～９９．９５
質量％、より好ましくは７０～９９．９質量％、さらに好ましくは９０～９９．９質量％
の水を含む。
【００５２】
　「水溶性」とは、関連する化合物（Ａ）が、水溶性媒体に分子レベルで分散することを
意味する。
【００５３】
　「水分散性」とは、化合物（Ａ）が水性媒体中に微細に分散し、安定した状態の懸濁液
又は乳濁液、好ましくは安定した懸濁液を形成することができることを意味する。最も好
ましくは、化合物（Ａ）は水溶性である。
【００５４】
　「ポリマー」又は　「ポリマーの」とは、本発明の組成物の関連する成分又は構成要素
が、すべて同一の構造を有していても良い１２個以上の架橋モノマーの構造単位から成る
ことを意味する。しかしながら、構造単位は、少なくとも２つの異なる構造から選択され
ても良い。
【００５５】
　本発明の組成物の第一の必須成分は、少なくとも一種、好ましくは一種の研磨粒子（Ａ
）である。
【００５６】
　研磨粒子（Ａ）は、３～９の範囲のｐＨを有する水性媒体中に分散されたときに正に帯
電される。正電荷は、研磨粒子（Ａ）の電気泳動移動度μ（ミクロン／秒）（Ｖ　／　ｃ
ｍ）により示される。電気泳動移動度μは、ＭＡｌｖｅｒｎ，Ｌｔｄ製のゼータサイザー
ナノ等の装置を用いて直接的に測定することができる
【００５７】
　研磨粒子（Ａ）の平均粒径は、大きく変更することができ、したがって、当該濃度は、
本発明の特定の組成物、及び方法に合わせて、有利に調整することができる。好ましくは
、動的レーザ光散乱により測定される平均粒径が、１～２０００ｎｍ、好ましくは１～１
０００ｎｍ、より好ましくは１～７５０ｎｍ、及び最も好ましくは１～５００ｎｍである
。
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【００５８】
　研磨粒子（Ａ）の粒径分布は、単峰性、二峰性、又は多峰峰性であってもよい。粒径分
布は、本発明の方法において、研磨粒子（Ａ）の適切な形状及び方法の条件の再現が容易
になるように単峰性であることが好ましい。
【００５９】
　また、研磨粒子の粒度分布（Ａ）は、狭くても良く、又は広くすることもできる。好ま
しくは、本発明の方法において、研磨粒子（Ａ）の適切な形状及び方法の条件の再現が容
易になるように、小径粒子及び大径粒子を少量のみとして粒径分布を狭くすることが好ま
しい。
【００６０】
　研磨粒子（Ａ）は、種々の形状を有するようにすることができる。したがって、研磨粒
子（Ａ）は、一種又は実質的に一種の形状を有していても良い。しかし、研磨粒子（Ａ）
が異なる形状を有していても良い。特に、本発明の組成物中においては、２種類の異なる
形状を有する研磨粒子（Ａ）が存在してもよい。上記形状は、突起又は凹みを有している
か或いは有していない、立方体、面取りされた立方体、８面体、２０面体、瘤状、球、及
び立方体であっても良い。最も好ましくは、形状は、突起又は凹みが無いか或いはごく少
数の球である。この形状が好ましい理由は、通常、ＣＭＰプロセス中においてさらされる
機械的負荷に対する抵抗を増加させるためである。
【００６１】
　原則として、研磨粒子が上述の適切な形状を有する限り、任意の種類の研磨粒子（Ａ）
を本発明の組成物に使用することができる。従って、研磨粒子（Ａ）は、有機若しくは無
機粒子、又は有機粒子と無機粒子の混合粒子であってもよい。好ましくは、研磨粒子（Ａ
）は、無機粒子である。
【００６２】
　原則として、研磨粒子が上述の適切な形状を有する限り、任意の種類の研磨粒子（Ａ）
を本発明の組成物に使用することができる。しかし、最も好ましくは、セリアを含むか或
いは含まない無機研磨粒子（Ａ）が使用される。
【００６３】
　セリアを含有する研磨粒子（Ａ）は、他の希土類金属酸化物を少量含有していても良い
。
【００６４】
　セリアを含有する研磨粒子（Ａ）は、好ましくは、少なくとも一種の他の研磨粒子を含
む又は他の研磨粒子から成る複合粒子（Ｂ）である。なお、この研磨粒子は、特にアルミ
ナ、シリカチタニア、ジルコニア、酸化亜鉛、及びこれらの混合物とは異なる材料である
。
【００６５】
　上述の複合粒子（Ｂ）は、例えば、ＷＯ２００５／０３５６８８Ａ１、ＵＳ６１１０３
９６、ＵＳ６２３８４６９Ｂ１、ＵＳ６６４５２６５Ｂ１、Ｋ．Ｓ．Ｃｈｏｉらによる「
Ｍａｔ．　Ｒｅｓ．　Ｓｏｃ．　Ｓｙｍｐ．　Ｐｒｏｃ．　Ｖｏｌ．　６７１，　２００
１　ＭａｔｅｒｉＡｌｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　Ｍ５．８．１　ｔｏ　
Ｍ５．８．１０，」、Ｓ．－Ｈ．Ｌｅｅらによる「Ｊ．　Ｍａｔｅｒ．　Ｒｅｓ．，　Ｖ
ｏｌ．　１７，　Ｎｏ．　１０，　（２００２），　ｐＡｇｅｓ　２７４４　ｔｏ　２７
４９」、Ａ．　Ｊｉｎｄａｌらによる「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　１５０　（５）　Ｇ３１４－Ｇ３１８　（２００
３）」、Ｚ．　Ｌｕによる「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｒｅｓｅａｒ
ｃｈ，　Ｖｏｌ．　１８，　Ｎｏ．　１０，　ＯｃｔｏＢｅｒ　２００３，　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｏｃｉｅｔｙ」、又はＳ．　Ｈｅｄｇｅらによる「Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，　７
　（１２）　Ｇ３１６－Ｇ３１８　（２００４）」により知られている。
【００６６】



(12) JP 6196155 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

　最も好ましくは、複合粒子（Ｂ）が、アルミナ、シリカチタニア、ジルコニア、酸化亜
鉛、及びこれらの混合物から成る群から選択されるコアを含むラズベリー形の被覆粒子で
あり、コアの径は２０～１００ｎｍである。コアは、１０ｎｍ未満の粒子径を有するセリ
ア粒子により被覆される。
【００６７】
　本発明の組成物における研磨粒子（Ａ）の量は大きく変更することができ、したがって
、当該平均粒径は、本発明の組成物、方法、及び使用方法の特定の要求に合わせて、有利
に調整することができる。本発明の組成物は、当該組成物の全質量を基準として、好まし
く、０．００５～１０質量％、より好ましくは０．０１～８質量％、最も好ましくは０．
０１～６質量％の研磨粒子（Ａ）を含む。
【００６８】
　本発明の組成物は、少なくとも一種、好ましくは一種の水溶性又は水分散性、好ましく
は、水溶性の成分（Ｂ）を含む。この成分（Ｂ）は、第２の必須成分である。
【００６９】
　成分（Ｂ）は、
　（ｂ１）分子に、
　２個以上、好ましくは３個以上、より好ましくは４個以上、さらに好ましくは５個以上
、及び最も好ましくは６個以上の炭素原子、
　１個以上、好ましくは２個以上、より好ましくは３個以上、及び最も好ましくは４個以
上のヒドロキシ基、及び
　一種以上のカルボン酸基、
　を含み、
　カルボン酸基に対するヒドロキシ基のモル比が、１以上、好ましくは２以上、より好ま
しくは３以上、及び最も好ましくは４以上である脂肪族及び脂環式ヒドロキシカルボン酸
；
　（ｂ２）ラクトン基、エステル化ヒドロキシ基、エステル化カルボン酸基、及びこれら
の混合物からなる群から選択される少なくとも一つの基を有するヒドロキシカルボン酸（
ｂ１）エステル（ただし、一つ以上のヒドロキシ基、好ましくは２個以上のヒドロキシ基
、最も好ましくは３個以上のヒドロキシ基が、（ｂ２）中に存在する）；、及び
　（ｂ３）これらの混合物；
　から成る群から選択される。
【００７０】
　好ましくは、ヒドロキシカルボン酸（ｂ１）は、グリコール酸、乳酸、キナ酸、糖酸、
及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００７１】
　好ましくは、エステル（ｂ２）は、グリコール酸、乳酸、キナ酸、糖酸エステル、ラク
トン及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００７２】
　より好ましくは、糖酸（ｂ１）は、アルドン酸、ウロン酸、グリクロン酸、アルダル酸
、ウロソン酸、ノイラミン酸、シアル酸、及びこれらの混合物からなる群から選択される
。
【００７３】
　より好ましくは、糖酸エステル（ｂ２）は、アルドン酸、ウロン酸、グリクロン酸、ア
ルダル酸、ウロソン酸、ノイラミン酸、シアル酸エステル、ラクトン、及びこれらの混合
物からなる群から選択される。
【００７４】
　さらにより好ましくは、糖酸（ｂ１）は、グリセリン酸、酒石酸、トレオン酸、エリト
ロン酸、キシロン酸、グルクロン酸、アスコルビン酸、グルコン酸、ガラクツロン酸、イ
ズロン酸、マンヌロン酸、グルクロン酸、グルロン酸、グリクロン酸、グルカル酸、ウロ
ソン酸、ノイラミン酸、シアル酸、ムラミン酸、ラクトビオン酸、及びこれらの混合物か
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らなる群から選択される。
【００７５】
　さらにより好ましくは、糖酸エステル（ｂ２）は、グリセリン酸、酒石酸、トレオン酸
、エリトロン酸、キシロン酸、グルクロン酸、アスコルビン酸、グルコン酸、ガラクツロ
ン酸、イズロン酸、マンヌロン酸、グルクロン酸、グルロン酸、グリクロン酸、グルカル
酸、ウロソン酸、ノイラミン酸、シアル酸、ムラミン酸、ラクトビオン酸エステル、ラク
トン、グルコノ－デルタ－ラクトン、パンガミン酸、及びこれらの混合物からなる群から
選択される。
【００７６】
　最も好ましくは、成分（Ｂ）は、キナ酸、グルクロン酸、ラクトビオン酸、グルコノデ
ルタラクトン、及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００７７】
　本発明の組成物における成分（Ｂ）の濃度は、大きく変更することができ、したがって
、当該濃度は、本発明の特定の組成物、方法、及び使用方法に合わせて、有利に調整する
ことができる。好ましくは、本発明の組成物は、該組成物全質量を基準として、０．００
５～５質量％、より好ましくは０．０１～４％、最も好ましくは０．０１～３質量％の成
分（Ｂ）を含有する。
【００７８】
　第３の必須成分として、本発明の組成物は、少なくとも一種、好ましくは２種の、水溶
性又は水分散性、好ましくは水溶性ポリマーを含み、該ポリマーはポリマー成分（Ｃ）か
らなる群から選択される。
【００７９】
　成分（Ｃ）は、
　（ｃ１）直鎖及び分岐鎖のアルキレンオキシドのホモポリマー及びコポリマー；
　（ｃ２）直鎖及び分岐鎖の、脂肪族及び脂環式ポリ（Ｎ－ビニルアミド）ホモポリマー
及びコポリマー；並びに
　（ｃ３）１０００００ダルトン未満、好ましくは７５０００ダルトン未満、さらに好ま
しくは５００００ダルトン未満、最も好ましくは３００００ダルトン未満の重量平均分子
量を有するカチオン性高分子凝集剤；
　からなる群から選択される。
【００８０】
　好ましくは、アルキレンオキシドのホモポリマー又はコポリマー（ｃ１）は、直鎖及び
分岐鎖のエチレンオキシド及びプロピレンオキシドホモポリマー及びコポリマー並びにこ
れらの混合物からなる群から選択される。
【００８１】
　エチレンオキシド－プロピレンオキシドのコポリマー（ｃ１）は、ランダムコポリマー
、交互コポリマー、又はポリエチレンオキシドブロック及びポリプロピレンオキシドブロ
ックを含むブロックコポリマーであっても良い。エチレンオキシド－プロピレンオキシド
のブロックコポリマー（ｃ１）では、ポリエチレンオキシドブロックが、好ましくは１０
～１５の親水親油バランス値（ＨＬＢ）を有する。ポリプロピレンオキシドブロックは、
好ましくは２８～約３２のＨＬＢ値を有していても良い。
【００８２】
　好ましくは、アルキレンオキシドホモポリマー（ｃ１）は、ポリエチレングリコール（
ＰＥＧ）等のエチレンオキシドポリマーである。
【００８３】
　好ましくは、水溶性ポリマー（ｃ１）は、２０００～１００００００ダルトン、より好
ましくは、５０００～５０００００ダルトン、及び最も好ましくは、１００００～２５０
０００ダルトンの重量平均分子量を有する。
【００８４】
　水溶性ポリマー（ｃ１）は、慣用及び公知の、市販の物質である。好適な水溶性ポリマ
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ー（ｃ１）は、特開２００１－２４０８５０の段落［０００７～００１４］及び請求項２
に、ＵＳ２００７／００７７８６５Ａ１の１ページの１欄の段落［０００８］～２ページ
に、ＵＳ２００６／０１２４５９４Ａ１の３ページの段落［００３６］及び［００３７］
、並びにＵＳ２００８／０１２４９１３Ａ１の３ページの段落［００３１］～［００３３
］及び請求項１４に記載されており、又は商標名「Ｐｌｕｒｏｎｉｃ」「Ｔｅｔｒｏｎｉ
ｃ」、及び「Ｂａｓｅｎｓｏｌ」として、ＢＡＳＦ社及びＢＡＳＦ　ＳＥによって販売さ
れている。この販売については、ＢＡＳＦ社の会社パンフレット「ＰｌｕｒｏｎｉｃTM　
＆　ＴｅｔｒｏｎｉｃTM　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔｓ，
　１９９６」、又はＵＳ２００６／０２１３７８０Ａ１又はＵＳ２００６／０２１３７８
０Ａ１に記載されている。
【００８５】
　最も好ましくは、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）は、ポリマー（ｃ１）として使用
される。
【００８６】
　好ましくは、脂肪族又は脂環式Ｎ－ビニルアミドモノマーは、直鎖又は分岐鎖の脂肪族
又は脂環式ポリ（Ｎ－ビニルアミド）ホモポリマー及びコポリマー（ｃ２）のビルディン
グブロックであり、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルバレロ
ラクタム、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｎ－ビニルスクシンイミド、及びこれらの混合物
からなる群から選択される。
【００８７】
　ポリ（Ｎ－ビニルアミド）コポリマー（ｃ２）は、Ｎ－ビニルアミド以外の公知のオレ
フィン系不飽和モノマーを含有していても良く、当該オレフィン系不飽和モノマーは、例
えば、ビニルエステル及びエーテル、アクリル酸及びメタクリル酸エステル、アリルエス
テル及びエーテル、ハロゲン原子又はニトリル基で置換可能なオレフィン、及びスチレン
モノマーである。なお、上記モノマー単位は、水溶性が損なわれないような量でのみ含ま
れている。
【００８８】
　好ましくは、水溶性ポリマー（ｃ２）は、２０００～１００００００ダルトン、より好
ましくは、５０００～５０００００ダルトン、及び最も好ましくは、１００００～２５０
０００ダルトンの重量平均分子量を有する。
【００８９】
  好ましくは、カチオン性高分子凝集剤（ｃ３）（カチオンポリマー凝集剤（ｃ３））は
、カチオン変性ポリアクリルアミド、ポリアミン、ポリエチレンイミン、ポリ（ジアリル
－Ｎ，Ｎ－ジアルキルアンモニウムハライド）、及びこれらの混合物からなる群から選択
される。
【００９０】
　より好ましくは、カチオン性基は、第四級アンモニウム基、スルホニウム基、ホスホニ
ウム基、及びこれらの混合物からなる群から選択される。最も好ましくは、第四級アンモ
ニウム基が用いられる。
【００９１】
　より好ましくは、ポリ（ジアリル－Ｎ，Ｎ－ジアルキルアンモニウムハライド）（ｃ３
）のアルキル基が、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、およびこれらの
組み合わせからなる群から選択される。最も好ましくは、メチル基が用いられる。より好
ましくは、ハロゲン化物が、フッ化物、塩化物、及び臭化物からなる群から選択される。
最も好ましくは、塩化物が使用される。最も好ましくは、ポリ（ジアリル－Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアンモニウムクロリド）（ポリＤＡＤＭＡＣ）が用いられる。
【００９２】
  本発明の組成物中のカチオン変性凝集剤（ｃ３）（カチオンポリマー凝集剤（ｃ３））
の濃度は、大きく変更することができ、したがって、当該濃度は、本発明の特定の組成物
及び方法に合わせて、有利に調整することができる。凝集剤（ｃ３）は、本発明の組成物
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の全質量を基準として、０．０００１～１質量％、好ましくは０．０００２～１質量％、
及び最も好ましくは０．０００３～１質量％の量で使用される。
【００９３】
　カチオン変性凝集剤（ｃ３）は、慣用及び公知の市販の物質であり、例えば、商標Ｓｅ
ｄｉｐｕｒ　Ｃ．の下でＢＡＳＦ　ＳＥにより販売されている。
【００９４】
　本発明の使用方法の一つによれば、カチオン変性凝集剤（ｃ３）を、研磨粒子（Ａ）の
水性分散液を安定化させるために使用することができる点が最も驚くべきことである。
【００９５】
　本発明の組成物は、成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）とは異なる少なくとも一種の官能性
成分（Ｄ）を含んでいても良い。
【００９６】
　官能性成分（Ｄ）は、好ましくは、通常、セリア系ＣＭＰスラリーに使用される化合物
の群から選択される。このような化合物（Ｄ）の例は、例えば、Ｙ．Ｎ．Ｐｒａｓａｄら
による「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｌｅｔｔ
ｅｒｓ，　９　（１２）　Ｇ３３７－Ｇ３３９　（２００６）」、Ｈｙｕｎ－Ｇｏｏ　Ｋ
ａｎｇらによる「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　ｖｏ
ｌｕｍｅ　２２，　Ｎｏ．　３，　２００７の　７７７～７８７ページ」、Ｓ．Ｋｉｍら
による「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ，　３１９　（２００８）の４８～５２ページ」、Ｓ．Ｖ．Ｂａｂｕらによる「
Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，
　７　（１２）　Ｇ３２７－Ｇ３３０　（２００４）」、Ｊａｅ－Ｄｏｎｇ　Ｌｅｅらに
よる「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔ
ｙ，　１４９　（８）　Ｇ４７７－Ｇ４８１，　２００２」、ＵＳ５７３８８００、ＵＳ
６０４２７４１、ＵＳ６１３２６３７、ＵＳ６２１８３０５Ｂ、ＵＳ５７５９９１７、Ｕ
Ｓ６６８９６９２Ｂ１、ＵＳ６９８４５８８Ｂ２、ＵＳ６２９９６５９Ｂ１、ＵＳ６６２
６９６８Ｂ２、ＵＳ６４３６８３５Ｂ１、ＵＳ６４９１８４３Ｂ１、ＵＳ６５４４８９２
Ｂ２、ＵＳ６６２７１０７Ｂ２、ＵＳ６６１６５１４Ｂ１、ＵＳ７０７１１０５Ｂ２、Ｕ
Ｓ２００２／００３４８７５Ａ１、ＵＳ２００６／０１４４８２４Ａ１、ＵＳ２００６／
０２０７１８８Ａ１、ＵＳ２００６／０２１６９３５Ａ１、ＵＳ２００７／００７７８６
５Ａ１、ＵＳ２００７／０１７５１０４Ａ１、ＵＳ２００７／０１９１２４４Ａ１、ＵＳ
２００７／０２１８８１１Ａ１、及びＪＰ２００５－３３６４００Ａに開示されている。
【００９７】
　また、官能性成分（Ｄ）は、粒子（Ａ）とは異なる有機、無機、及び有機－無機混合の
研磨粒子、少なくとも２つのヒドロキシル基を有する多価アルコール、下限臨界溶液温度
ＬＣＳＴ及び上限臨界溶液温度ＵＣＳＴを有する材料、酸化剤、不動態化剤、電荷反転剤
、錯化剤又はキレート剤、摩擦調整剤、安定化剤、レオロジー調整剤、界面活性剤、金属
カチオン、並びに有機溶媒から成る群から選択される。
【００９８】
　好適な有機研磨粒子（Ｄ）及びその有効量は、例えば、ＵＳ２００８／０２５４６２８
Ａ１の４ページにおける段落［００５４］に、又はＷＯ２００５／０１４７５３Ａ１に記
載されている。当該文献においては、アセトグアナミン、ベンゾグアナミン及びジシアン
ジアミド等のメラミン及びメラミン誘導体から成る固体粒子が開示されている。
【００９９】
　好適な無機研磨粒子（Ｄ）及びその有効量は、例えばＷＯ２００５／０１４７５３Ａ１
の１２ページにおける１～８行目、又はＵＳ６０６８７８７Ｂの第６欄４１行目～第７欄
６５行目において開示されている。
【０１００】
　好適な機－無機混合の研磨粒子（Ｄ）及びその有効量は、例えば、ＵＳ２００８／０２
５４６２８Ａ１の４ページの段落［００５４］、又はＵＳ２００９／００１３６０９Ａ１
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の３ページの段落［００４７］～６ページの段落［００８７］に開示されている。
【０１０１】
　好適な多価アルコール（Ｄ）は、エチレングリコール及びプロピレングリコール等のジ
オール、グリセロール、ペンタエリスリトール、アルジトール、シクリトール等のトリオ
ール、並びにグリセロール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、アルジト
ール及びシクリトール等のダイマー及びオリゴマーである。
【０１０２】
　好適な酸化剤（Ｄ）及びその有効量は、例えば、ＥＰ１０３６８３６Ａ１の８ページの
段落［００７４］～［００７５］、又はＵＳ６０６８７８７Ｂの第４欄４０行目～第７欄
４５行目、又はＵＳ７３００６０１Ｂ２の第４欄１８行目～３４行目において開示されて
いる。好ましく、有機及び無機過酸化物、より好ましくは無機過酸化物が使用される。特
に、過酸化水素が使用されている。
【０１０３】
　好適な不動態化剤（Ｄ）及びその有効量は、例えば、ＵＳ７３００６０１Ｂ２の第３欄
５９行～第４欄９行目、又はＵＳ２００８／０２５４６２８Ａ１の段落［００５８］の４
～５ページに亘って記載されている。
【０１０４】
　摩擦調整剤（ＵＳ２００８／０２５４６２８Ａ１の５ページの段落［００６１］参照）
、又はエッチング剤若しくはエッチャント剤（ＵＳ２００８／０２５４６２８Ａ１の４ペ
ージの段落［００５４］）として指定されることのある錯化剤又はキレート剤（Ｄ）及び
その有効量は、例えば、ＵＳ７３００６０１Ｂ２の第４欄の３５行目～４８行目に記載さ
れている。アミノ酸、特にグリシン、さらには、ジシアンジアミド及びトリアジンであり
、少なくとも１つ、好ましくは２つ、さらに好ましくは３つの第１級アミン基を含むもの
が、最も好ましく使用される。この３つの第１級アミン基を含むものは、例えば、メラミ
ン及び水溶性グアナミン、特にメラミン、ホルモグアナミン、アセトグアナミン、及び２
，４－ジアミノ－６－エチル－１，３，５－トリアジンである。
【０１０５】
　好適な安定化剤（Ｄ）及びその有効な量は、例えば、ＵＳ６０６８７８７Ｂの第８欄の
４行目～５６行目に開示されている。
【０１０６】
　好適なレオロジー調整剤（Ｄ）及びその有効な量は、例えば、ＵＳ２００８／０２５４
６２８Ａ１の５ページの段落［００６５］～６ページの段落［００６９］に開示されてい
る。
【０１０７】
　好適な界面活性剤（Ｄ）及びその有効な量は、例えば、ＷＯ２００５／０１４７５３Ａ
１の８ページの２３行目～１０ページの１７行目、又はＵＳ７３００６０１Ｂ２の第５欄
の４行目～第６欄の８行目に開示されている。
【０１０８】
　好適な多価金属イオン（Ｄ）及びその有効な量は、例えば、ＥＰ１０３６８３６Ａ１の
８ページの段落［００７６］～９ページの段落［００７８］に開示されている。
【０１０９】
　好適な有機溶媒（Ｄ）及びその有効な量は、例えば、ＵＳ７３６１６０３Ｂ２の第７欄
の行３２行目～４８行目、又はＵＳ２００８／０２５４６２８Ａ１の５ページの段落［０
０５９］に開示されている。
【０１１０】
　下限臨界溶液温度ＬＣＳＴ又は上限臨界溶液温度ＵＣＳＴを示す好適な材料（Ｄ）は、
例えば、Ｈ．　Ｍｏｒｉ、　Ｈ．　ＩｗＡｙＡ、Ａ．　ＮＡｇＡｉ　、及びＴ．　Ｅｎｄ
ｏによる論文「Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅｒｍｏｒｅｓ
ｐｏｎｓｉｖｅ　ｐｏｌｙｍｅｒｓ　ｄｅｒｉｖｅｄ　ｆｒｏｍ　Ｌ－ｐｒｏｌｉｎｅ　
ｖｉＡ　ＲＡＦＴ　ｐｏｌｙｍｅｒｉｚＡｔｉｏｎ，　ｉｎ　ＣｈｅｍｉｃＡｌ　Ｃｏｍ
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ｍｕｎｉｃＡｔｉｏｎ，　２００５，　４８７２－４８７４」、若しくはＤ．　Ｓｃｈｍ
ＡｌｊｏｈＡＮ，Ｎによる論文「Ｔｈｅｒｍｏ－　Ａｎｄ　ｐＨ－ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ
　ｐｏｌｙｍｅｒｓ　Ａｎｄ　ｄｒｕｇ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ，　ＡｄｖＡｎｃｅｄ　Ｄｒ
ｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖｉｅｗｓ，　ｖｏｌｕｍｅ　５８　（２００６），　１
６５５－１６７０」、ＵＳ２００２／０１９８３２８Ａ１、ＵＳ２００４／０２０９０９
５Ａ１、ＵＳ２００４／０２１７００９Ａ１、ＵＳ２００６／０１４１２５４Ａ１、ＵＳ
２００７／００２９１９８Ａ１、ＵＳ２００７／０２８９８７５Ａ１、ＵＳ２００８／０
２４９２１０Ａ１、ＵＳ２００８／００５０４３５Ａ１、若しくはＵＳ２００９／００１
３６０９Ａ１、ＵＳ５０５７５６０Ｂ、ＵＳ５７８８８２Ｂ、及びＵＳ６６８２６４２Ｂ
２、ＷＯ０１／６０９２６Ａ１、ＷＯ２００４／０２９１６０Ａ１、ＷＯ２００４／０５
２１９４６Ａ１、ＷＯ２００６／０９３２４２Ａ２、若しくはＷＯ２００７／０１２７６
３Ａ１、ＥＰ０５８３８１４Ａ１、ＥＰ１１９７５８７Ｂ１、及びＥＰ１９４２１７９Ａ
１、若しくはＤＥ２６１０７０５に記載されている。
【０１１１】
　原則として、従来においてＣＭＰの分野で使用される任意の公知の電荷反転剤（Ｄ）を
用いることができる。電荷反転剤（Ｄ）は、好ましくは、モノマーの、オリゴマーの及び
ポリマーの化合物から成る群から選択される。また、この化合物は、カルボン酸塩、スル
フィン酸、硫酸塩、ホスホン酸塩、及びリン酸基からなる群から選択される少なくとも１
つのアニオン性基を含む。
【０１１２】
　存在する場合には、官能性成分（Ｄ）の含有量を様々に変更することができる。好まし
くは、（Ｄ）の合計量が、対応するＣＭＰ組成物の全質量に対して１０ｗｔ％以下（ｗｔ
％は質量％を意味する）、より好ましくは２質量％以下、最も好ましくは、０．５質量％
以下、特に好ましくは０．１質量％以下、例えば０．０１質量％以下である。
【０１１３】
　本発明の組成物は、任意に、成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）とは物質的に異なる少なく
とも一種のｐＨ調節剤又は緩衝剤（Ｅ）を含有していても良い。
【０１１４】
　好適なｐＨ調節剤又は緩衝剤（Ｅ）及びその有効な量は、例えば、ＥＰ１０３６８３６
Ａ１の８ページの段落［００８０］、［００８５］、及び［００８６］、ＷＯ２００５／
０１４７５３Ａ１の１２ページの１９行目～２４行目、ＵＳ２００８／０２５４６２８Ａ
１の６ページの段落［００７３］又はＵＳ７３００６０１Ｂ２の第５欄の３３行目～６３
行目に記載されている。ｐＨ調整剤又は緩衝剤（Ｅ）は、例えば、水酸化カリウム、水酸
化アンモニウム、水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）、硝酸、及び硫酸である
。
【０１１５】
　存在する場合には、ｐＨ調節剤又は緩衝剤（Ｅ）の含有量を様々に変更することができ
る。好ましくは、（Ｅ）の合計量が、対応するＣＭＰ組成物の全質量に対して２０質量％
以下、より好ましくは７質量％以下、最も好ましくは２質量％以下、特に０．５質量％以
下、例えば０．１質量％以下である。好ましくは、（Ｅ）の合計量は、対応する組成物の
全質量に対して少なくとも０．００１質量％、より好ましくは少なくとも０．０１質量％
、最も好ましくは少なくとも０．０５質量％、特に少なくとも０．１質量％、例えば少な
くとも０．５質量である。
【０１１６】
　好ましくは、本発明の組成物のｐＨは、好ましくは上記ｐＨ調整剤（Ｄ）を用いて、２
．５～４に設定される。
【０１１７】
　本発明の組成物の製造について詳細は示さないが、当該製造は、上述の成分（Ａ）、（
Ｂ）、及び（Ｃ）並びに任意に（Ｄ）及び／又は（Ｅ）を、水性媒体（特に脱イオン水）
中で溶解又は分散させることで実行することができる。このために、撹拌槽、インライン
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溶解機、高剪断インペラ、超音波ミキサー、ホモジナイザーノズル又は向流ミキサー等の
従来の標準的な混合方法及び混合装置を使用することができる。従って、好ましくは、得
られた本発明の組成物は、固体の塊又は凝集体等の粗い粒子を除去して細かく分散された
研磨粒子（Ａ）を得るために、適切なメッシュ開口のフィルターを通して濾過することが
できる。
【０１１８】
　本発明の組成物は本発明の方法に極めて適している。
【０１１９】
　本発明の方法においては、電気、機械、及び光学デバイス用、特に電気デバイス、最も
好ましくは集積回路デバイス用の基板材料を、本発明の組成物に１回以上接触させて研磨
（特に機械及び化学研磨）し、所望の平面度が実現される。
【０１２０】
　本発明における方法は、ｌｏｗ－ｋ材料又はｕｌｔｒＡ－ｌｏｗ－ｋの酸化ケイ素層材
料及び窒化ケイ素層から成る絶縁層（停止層又はバリア層である）を有するシリコン半導
体ウェーハのＣＭＰに対して特に有効である。
【０１２１】
　好適なｌｏｗ－ｋ材料又はｕｌｔｒａ－ｌｏｗ－ｋ材料、及び好適な絶縁体層を製造す
る方法は、例えば、ＵＳ２００５／０１７６２５９Ａ１の２ページの段落［００２５］～
［００２７］、ＵＳ２００５／００１４６６７Ａ１の１ページの段落［０００３］、ＵＳ
２００５／０２６６６８３Ａ１の１ページの段落［０００３］及び２ページの段落［００
２４］、ＵＳ２００８／０２８０４５２Ａ１の段落［００２４］～［００２６］、ＵＳ７
２５０３９１Ｂ２の第１欄の４９行目～５４行目、又はＥＰ１３０６４１５Ａ２の４ペー
ジの段落［００３１］に記載されている。
【０１２２】
　本発明の方法は、特にパターン化されたウェーハ基板で二酸化ケイ素を選択的に除去し
て窒化ケイ素とするシャロートレンチアイソレーション（ＳＴＩ）に適している。この方
法においては、エッチングされたトレンチが、停止層としての窒化ケイ素バリア膜を用い
て研磨される二酸化ケイ素等の絶縁体材料で過剰充填される。好ましい実施の形態におい
て、本発明の方法が、さらされた窒化ケイ素及びトレンチの酸化ケイ素の除去を最小限に
抑えつつ、バリア膜から二酸化ケイ素を除去して終了する。
【０１２３】
　従って、本発明の方法では、５０を超える、より好ましくは７５を超える、最も好まし
くは１００を超える、窒化物に対する酸化物の選択度を示す。
【０１２４】
　本発明における方法の詳細は示さないが、本発明の方法は、ＩＣｓとともに半導体ウェ
ーハを製造する際におけるＣＭＰに従来使用されていた方法及び設備を用いて行うことが
できる。
【０１２５】
　当技術分野で知られているように、ＣＭＰ用の典型的な装置は、研磨パッドで覆われて
回転するプラテンから構成される。ウェーハは、その上面側が研磨パッドに対向するよう
にキャリア又はチャックに取付けられる。このキャリアは、ウェーハを水平に固定する。
【０１２６】
　デバイスの研磨及び保持におけるこの特定の配置は、硬質プラテン設計として知られて
いる。キャリアは、キャリアの保持面と研磨されていないウェーハの表面との間に位置す
るキャリアパッドを保持することができる。このパッドは、ウェーハ用のクッションとし
て機能させることができる。
【０１２７】
　キャリアの下方には、より大きな直径のプラテンが概ね水平に配置され、研磨されるウ
ェーハの面に対して平行な面を呈している。平面化プロセス中に、プラテンの研磨パッド
にウェーハ表面が接触する。本発明のＣＭＰプロセスの間に、本発明の組成物は、連続流
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又は滴下方式で研磨パッドに塗布される。
【０１２８】
　キャリアとプラテンは双方とも、該キャリアとプラテンに対して直交して延びるそれぞ
れのシャフトの周りを回転するようになっている。回転キャリアのシャフトは、回転プラ
テンに対して固定されたままであるか、又はプラテンに対して水平に振動するようになっ
ていても良い。キャリアの回転方向は、通常、プラテンの回転方向と同一であるが、必ず
しもこれに限られない。キャリアとプラテンの回転速度は、通常、異なる値に設定される
が、必ずしもこれに限られない。
【０１２９】
　慣例的には、プラテンの温度は１０～７０℃の間の温度に設定される。
【０１３０】
　さらなる詳細は、ＷＯ２００４／０６３３０１Ａ１において、図１とともに、特に１６
ページの段落［００３６］～１８ページの段落［００４０］に記載されている。
【０１３１】
　本発明の方法によれば、パターン化されたｌｏｗ－ｋ材料及びｕｌｔｒＡ－ｌｏｗ－ｋ
材料の層、特に二酸化ケイ素層を含み、極めて良好な平面度を有するＩＣｓの半導体ウェ
ーハが得られる。従って、完成後のＩＣに優れた平面度及び優れた電気的機能を与える銅
のダマシン模様が得られる。
【０１３２】
（実施例及び比較例）
　比較例Ｃ１～Ｃ５
　酸化ケイ素コーティング及び窒化ケイ素コーティングされたブランケットウェーハのＣ
ＭＰ（比較例の水性研磨剤組成物Ｃ１～Ｃ５）、及び窒化物に対する酸化物の選択度。
【０１３３】
　比較例の水性研磨剤組成物Ｃ１～Ｃ５の組成を表１に示す。
【０１３４】
　表１：比較例の水性研磨剤組成物Ｃ１～Ｃ５の組成
【０１３５】

【表１】

ａ）動的レーザ光回折法により測定される平均一次粒子径：６０ｎｍ
【０１３６】
　ＣＭＰは、以下のプロセスパラメータを使用した。
－研磨装置：ＡＭＡＴミラ（ロータリータイプ）：
－プラテン速度：９０　ｒｐｍ；
－キャリア速度：７０　ｒｐｍ；
－ＩＣ１０００／Ｓｕｂａ４００　ロームアンドハース社製Ｋ－グルーブ研磨パッド；
－３Ｍ社製のＳ６０　ダイヤモンドコンディショナーを使用した調節；
－スラリー流量：２００　ｍｌ　／分；
－基板：２０００ｎｍ　のＳＫＷ社製の熱二酸化ケイ素でコーティングされたブランケッ
トウェーハ及び５００ｎｍのＭｏｎｔｃｏ　Ｓｉｌｉｃｏｎ社製の窒化ケイ素コーティン
グされたブランケットウェーハ；実施例２０～２２；ＴＥＯＳ二酸化ケイ素コーティング
されたブランケットウェーハ；
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－下方への力：３．５　ＰＳＩ（２４０ミリバール）；
－研磨時間：１分；
【０１３７】
　材料除去率ＭＲＲＳを、反射率計を用いて測定した。得られた結果を表２に示す。
【０１３８】
表２：二酸化ケイ素コーティングされたブランケットウェーハ及び窒化シリコンコーティ
ングされたブランケットウェーハのＣＭＰ、及び窒化物に対する酸化物の選択度
【０１３９】
【表２】

ａ）オングストローム／分
【０１４０】
　表２にまとめた結果によれば、ヒドロキシカルボン酸及びラクトンを単独で含有するヒ
ドロキシ基により、窒化物に対する酸化物の選択度を高くすることができることは明確で
ある。ただし、これらの添加剤のみを含有する比較例の水性研磨剤組成物では、ＳＴＩプ
ロセス及び分散安定性（ポットライフ）におけるトレンチ酸化物のディッシングや過剰研
磨に関してかなりの改善を必要とした。
【０１４１】
実施例１～４、並びに比較例Ｃ６及びＣ７
　酸化ケイ素及び窒化ケイ素のブランケットウェーハ及びパターン化ウェーハのＣＭＰ
　実施例１～４の水性研磨剤組成物の組成、並びに比較例の水性研磨組成Ｃ６及びＣ７の
水性研磨剤組成物の組成を表３にまとめる。
【０１４２】
　表３：実施例１～４の水性研磨剤組成物の組成、並びに比較例の水性研磨組成Ｃ６及び
Ｃ７の水性研磨剤組成物の組成
【０１４３】
【表３】

　ａ）レーザ光回折法により測定される平均粒径：６０ｎｍ；
　ｂ）１００００ダルトンの平均分子量を有するポリエチレングリコールＰＥＧ１０Ｋ；
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　ｃ）１７０００ダルトンの平均分子量を有するポリビニルピロリドンＰＶＰ１７Ｋ

【０１４４】
　ＣＭＰのために、以下のプロセスパラメータを使用した。
－実施例１及び２、並びに比較例Ｃ６における研磨装置：ＡＭＡＴミラ（ロータリー式）
；
－実施例３及び４、並びに比較例Ｃ７における研磨装置：Ｓｔｒａｓｂａｕｇｈ　６ＥＧ
　ｎＨａｎｃｅ；
－プラテン速度：９０　ｒｐｍ；
－キャリア速度：７０　ｒｐｍ；
－ロームアンドハース社製のＩＣ１０００／Ｓｕｂａ　４００Ｋ－グルーブ研磨パッド；
－ロームアンド・ハース又は３Ｍ社製のＡ１６０ダイヤモンドコンディショナーを使用し
た調整；
－スラリー流量：２００　ｍｌ　／分；
－基板：２０００ｎｍ　のＳＫＷ社製の熱二酸化ケイ素でコーティングされたブランケッ
トウェーハ及び５００ｎｍのＭｏｎｔｃｏ　Ｓｉｌｉｃｏｎ社製の窒化ケイ素コーティン
グされたブランケットウェーハ；
－下方への力：３　ＰＳＩ（２０５ミリバール）。
【０１４５】
　材料除去率（ＭＲＲｓ）は、Ｔｈｅｒｍａ　Ｗａｖｅ　Ｏｐｔｉｐｒｏｂｅ　２６００
によって、ＣＭＰの前後にｏｉｔｅ測定した。
【０１４６】
　窒化物フィールドにおいて酸化ケイ素が凹凸化されたウェーハＳＴＩ　３－２における
初期の凹凸又は段差の高さを、当該凹凸を無くすために、市販のＣＭＰスラリー（Cabot 
SS25、１：１希釈）を用いて研磨した。下方へ施される力は、５ｐｓｉ（３４１．６６ミ
リバール）であった。このＰ１処理の目的は、窒化ケイ素の停止層の上に少量の酸化膜の
厚みをとってほぼ平面化することであった。パターン化されたウェーハの測定を２か所で
行った。すなわち、（ｉ）残存している酸化物の測定のための活性酸化物部分と、（ｉｉ
）トレンチの酸化物を測定するためのフィールド酸化物部分である。
【０１４７】
　ブランケットウェーハを、上記条件で研磨した。得られた材料除去率ＭＲＲＳを、Ｐ１
処理後に窒化ケイ素の停止層の上に残存している活性酸化物を除去する時間を計算するた
めに使用した。この時間は、「エンドポイント（ＥＰ）」と呼ばれ、エンドポイントの後
に追加の研磨時間が、「余剰研磨（ＯＰ）」と呼ぶ。
得られた結果を表４にまとめる。
【０１４８】
　表４：実施例１～４の水性研磨剤組成物、並びに比較例のＣ６及びＣ７の水性研磨剤組
成物の余剰研磨挙動
【０１４９】
【表４】
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ａ）オングストローム／分
ｂ）オングストローム
【０１５０】
　表４を参照すれば、比較例Ｃ６及びＣ７と比較して、抗ディッシング剤ＰＥＧ１０Ｋ及
びＰＶＰ１７Ｋの添加により、活性酸化物ＭＲＲ用のブランケットの態様による顕著な差
は生じていないが、トレンチ酸化の消費量及びディッシングがかなり減少したことは明ら
かである。
【０１５１】
　実施例５
　カチオン変性凝集剤を含むセリア系水性研磨剤組成物の安定化
　カチオン変性凝集剤（ＢＡＳＦ　ＳＥ社製のＳｅｄｉｐｕｒTMＣＬ　５２０）を種々の
量で、０．５質量％のセリア及び０．０２５質量％のグルクロン酸を含む水性研磨剤組成
物（ｐＨは３）に添加した。平均粒径を、Horiba Instrument社製の粒子径分析装置を用
いて測定した。得られた結果を表５にまとめる。
【０１５２】
　表５：ＳｅｄｉｐｕｒTMＣＬ　５２０を用いてセリア系水性研磨剤組成物の安定化
【０１５３】
【表５】

【０１５４】
　表５により、１０ｐｐｍのような少量の添加であっても、セリア粒子の凝集を制御する
には十分であり、水性研磨剤組成物及びそのポットライフの安定性を高めることができる
ことは明らかである。
【０１５５】
実施例６及び比較例Ｃ８
　カチオン変性凝集剤を含む水性研磨剤組成物（実施例６）及びカチオン変性凝集剤を含
まない水性研磨剤組成物（比較例８）、並びに窒化物に対する酸化物の選択度。
【０１５６】
　０．５質量％のセリア及び０．０２５質量％のグルクロン酸を含む水性研磨剤組成物（
ｐＨは３）を、比較例Ｃ８に使用した。
【０１５７】
　０．５質量％のセリア及び０．０２５質量％のグルクロン酸を含む水性研磨剤組成物（
ｐＨは３）、及び７０ｐｐｍのＳｅｄｉｐｕｒTMＣＬ　５２０を実施例６に使用した。
【０１５８】
　二酸化ケイ素コーティングされたブランケットウェーハ及び窒化ケイ素コーティングさ
れたブランケットウェーハを、比較例Ｃ１～Ｃ５において上述のように研磨した。
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得られた結果を表６にまとめる。
【０１５９】
表６：二酸化ケイ素コーティングされたブランケットウェーハ及び窒化ケイ素コーティン
グされたブランケットウェーハのＣＭＰ、並びに窒化物に対する酸化物の選択度。
【０１６０】
【表６】

ａ）オングストローム／分
【０１６１】
　表６によれば、ＳｅｄｉｐｕｒTMＣＬ５２０を添加したことにより、研磨結果に悪影響
を及ぼさなかったことは明らかである。しかしながら、実施例６の水性研磨剤組成物は、
比較例Ｃ８の水性研磨剤組成物よりもはるかに長いポットライフを示した。
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