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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板にホールを形成するホール形成工程と、
　前記ホール内にポリイミド膜を形成するポリイミド膜形成工程と、
　前記基板を、前記ホール内の側壁部の前記ポリイミド膜を覆うマスクを使用せずに異方
性エッチングして、前記ホール内の側壁部の前記ポリイミド膜を残したまま、前記ホール
内の底部の前記ポリイミド膜の少なくとも一部を除去して貫通させるプラズマエッチング
工程と、
　前記ホール内に導体金属を充填する導体金属充填工程と
　を具備し、
　前記プラズマエッチング工程は、
　前記基板を載置する載置台を兼ねた下部電極と、当該下部電極に対向するように配置さ
れた上部電極との間に高周波電力を印加するプラズマエッチング装置を用い、
　フッ素を含むガスと不活性ガスと酸素ガスの混合ガスからなり前記フッ素を含むガスの
流量が前記酸素ガスの流量より多いエッチングガスを使用し、
　前記下部電極にイオン引き込み用のバイアスを印加した異方性エッチングにより行う
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記フッ素を含むガスはＣＦ４であり、不活性ガスはＡｒである
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　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記下部電極に、第１高周波電力と、前記第１高周波電力より周波数の低いイオン引き
込み用の第２高周波電力とを印加する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１～３いずれか１項記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記ポリイミド膜は、蒸着重合によって形成する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造分野では、微細化によって集積度を上げる試みが多く行われてきた。
また、近年では三次元実装と呼ばれる半導体装置の積層によって単位面積あたりの集積度
を上げる試みが盛んに行われている。
【０００３】
　縦に積層された半導体装置（チップ）は、基板を貫通して形成された電極を具備してお
り、この電極を介して電気的に接続されるようになっている。このような基板を貫通する
電極を形成する際には、基板に開けたホール内に形成した絶縁膜を、ホール内の側壁部を
残して底部のみを除去する必要がある。
【０００４】
　上記のように、ホール内に形成した絶縁膜を、ホール内の側壁部を残して底部のみを除
去する方法としては、ホール形状をテーパ状とし、基板表面にテープを貼り付けて、この
テープのホールに対応する部分にホールの開口径より小さな穴を開け、この穴を介してホ
ールの底部の絶縁膜をエッチングする方法が知られている（例えば、特許文献１参照。）
。
【０００５】
　また、ホール内の側壁部の絶縁膜をフォトレジストで覆い、ホール内の底部の絶縁膜を
エッチングにより除去する技術も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ２００４－０６４１５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した基板にテープを貼り、このテープのホールに対応する部分にホールの開口径よ
り小さな穴を開けてエッチングする技術では、ホール形状をテーパ状とする必要があり、
垂直なホール形状のものには適用することが難しい。このため、微細化に限界があり、ま
た、テープの貼り付けやその穴開けのために精度の高い幾つかの工程が必要となり、生産
性の向上が難しいという問題がある。
【０００８】
　また、ホール内の側壁部の絶縁膜をフォトレジストで覆い、ホール内の底部の絶縁膜を
エッチングにより除去する技術においても、フォトレジストの塗布、現像等の工程が必要
となり、生産性の向上が難しいという問題がある。
【０００９】



(3) JP 5373669 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

　本発明は、上記従来の事情に対処してなされたもので、ホール形状を垂直として微細化
を図ることができるとともに、従来に比べて工程数を削減することができ、生産性の向上
を図ることのできる半導体装置の製造方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の半導体装置の製造方法の一態様は、基板にホールを形成するホール形成工程と
、前記ホール内にポリイミド膜を形成するポリイミド膜形成工程と、前記基板を、前記ホ
ール内の側壁部の前記ポリイミド膜を覆うマスクを使用せずに異方性エッチングして、前
記ホール内の側壁部の前記ポリイミド膜を残したまま、前記ホール内の底部の前記ポリイ
ミド膜の少なくとも一部を除去して貫通させるプラズマエッチング工程と、前記ホール内
に導体金属を充填する導体金属充填工程とを具備し、前記プラズマエッチング工程は、前
記基板を載置する載置台を兼ねた下部電極と、当該下部電極に対向するように配置された
上部電極との間に高周波電力を印加するプラズマエッチング装置を用い、フッ素を含むガ
スと不活性ガスと酸素ガスの混合ガスからなり前記フッ素を含むガスの流量が前記酸素ガ
スの流量より多いエッチングガスを使用し、前記下部電極にイオン引き込み用のバイアス
を印加した異方性エッチングにより行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ホール形状を垂直として微細化を図ることができるとともに、従来に
比べて工程数を削減することができ、生産性の向上を図ることのできる半導体装置の製造
方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態の工程を説明するための図。
【図２】本発明の一実施形態に用いるプラズマエッチング装置の構成を示す図。
【図３】本発明の実施例の半導体ウエハの電子顕微鏡写真。
【図４】本発明の実施例の半導体ウエハの電子顕微鏡写真。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の詳細を、図面を参照して実施形態について説明する。
【００１４】
　図１は、被処理基板としての半導体ウエハＷの要部断面構成を拡大して模式的に示し、
本実施形態の工程を示すものである。また、図２は、本実施形態に係るプラズマエッチン
グ装置の断面概略構成を模式的に示すものである。
【００１５】
　まず、図２を参照してプラズマエッチング装置の構成について説明する。
【００１６】
　プラズマエッチング装置は、気密に構成され、電気的に接地電位とされた処理チャンバ
ー１を有している。この処理チャンバー１は、円筒状とされ、例えばアルミニウム等から
構成されている。処理チャンバー１内には、被処理基板である半導体ウエハＷを水平に支
持する載置台２が設けられている。載置台２は例えばアルミニウム等で構成されており、
下部電極としての機能を有する。この載置台２は、絶縁板３を介して導体の支持台４に支
持されている。また、載置台２の上方の外周には、フォーカスリング５が設けられている
。さらに、載置台２及び支持台４の周囲を囲むように、例えば石英等からなる円筒状の内
壁部材３ａが設けられている。
【００１７】
　載置台２には、第１の整合器１１ａを介して第１のＲＦ電源１０ａが接続され、また、
第２の整合器１１ｂを介して第２のＲＦ電源１０ｂが接続されている。第１のＲＦ電源１
０ａは、プラズマ発生用のものであり、この第１のＲＦ電源１０ａからは所定周波数（２
７ＭＨｚ以上例えば１００ＭＨｚ）の高周波電力が載置台２に供給されるようになってい
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る。また、第２のＲＦ電源１０ｂは、イオン引き込み用（バイアス用）のものであり、こ
の第２のＲＦ電源１０ｂからは第１のＲＦ電源１０ａより低い所定周波数（１３．５６Ｍ
Ｈｚ以下、例えば１３．５６ＭＨｚ）の高周波電力が載置台２に供給されるようになって
いる。一方、載置台２の上方には、載置台２と平行に対向するように、上部電極としての
機能を有するシャワーヘッド１６が設けられており、シャワーヘッド１６と載置台２は、
一対の電極（上部電極と下部電極）として機能するようになっている。
【００１８】
　載置台２の上面には、半導体ウエハＷを静電吸着するための静電チャック６が設けられ
ている。この静電チャック６は絶縁体６ｂの間に電極６ａを介在させて構成されており、
電極６ａには直流電源１２が接続されている。そして電極６ａに直流電源１２から直流電
圧が印加されることにより、クーロン力によって半導体ウエハＷが吸着されるよう構成さ
れている。
【００１９】
　支持台４の内部には、冷媒流路４ａが形成されており、冷媒流路４ａには、冷媒入口配
管４ｂ、冷媒出口配管４ｃが接続されている。そして、冷媒流路４ａの中に適宜の冷媒、
例えば冷却水等を循環させることによって、支持台４及び載置台２を所定の温度に制御可
能となっている。また、載置台２等を貫通するように、半導体ウエハＷの裏面側にヘリウ
ムガス等の冷熱伝達用ガス（バックサイドガス）を供給するためのバックサイドガス供給
配管３０が設けられており、このバックサイドガス供給配管３０は、図示しないバックサ
イドガス供給源に接続されている。これらの構成によって、載置台２の上面に静電チャッ
ク６によって吸着保持された半導体ウエハＷを、所定の温度に制御可能となっている。
【００２０】
　上記したシャワーヘッド１６は、処理チャンバー１の天壁部分に設けられている。シャ
ワーヘッド１６は、本体部１６ａと電極板をなす上部天板１６ｂとを備えており、絶縁性
部材４５を介して処理チャンバー１の上部に支持されている。本体部１６ａは、導電性材
料、例えば表面が陽極酸化処理されたアルミニウムからなり、その下部に上部天板１６ｂ
を着脱自在に支持できるように構成されている。
【００２１】
　本体部１６ａの内部には、ガス拡散室１６ｃが設けられ、このガス拡散室１６ｃの下部
に位置するように、本体部１６ａの底部には、多数のガス通流孔１６ｄが形成されている
。また、上部天板１６ｂには、当該上部天板１６ｂを厚さ方向に貫通するようにガス導入
孔１６ｅが、上記したガス通流孔１６ｄと重なるように設けられている。このような構成
により、ガス拡散室１６ｃに供給された処理ガスは、ガス通流孔１６ｄ及びガス導入孔１
６ｅを介して処理チャンバー１内にシャワー状に分散されて供給されるようになっている
。なお、本体部１６ａ等には、冷媒を循環させるための図示しない配管が設けられており
、プラズマエッチング処理中にシャワーヘッド１６を所望温度に冷却できるようになって
いる。
【００２２】
　上記した本体部１６ａには、ガス拡散室１６ｃへ処理ガスを導入するためのガス導入口
１６ｆが形成されている。このガス導入口１６ｆにはガス供給配管１５ａが接続されてお
り、このガス供給配管１５ａの他端には、エッチング用の処理ガスを供給する処理ガス供
給源１５が接続されている。ガス供給配管１５ａには、上流側から順にマスフローコント
ローラ（ＭＦＣ）１５ｂ、及び開閉弁Ｖ１が設けられている。そして、処理ガス供給源１
５からプラズマエッチングのための処理ガスが、ガス供給配管１５ａを介してガス拡散室
１６ｃに供給され、このガス拡散室１６ｃから、ガス通流孔１６ｄ及びガス導入孔１６ｅ
を介して処理チャンバー１内にシャワー状に分散されて供給される。
【００２３】
　上記した上部電極としてのシャワーヘッド１６には、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）５１
を介して可変直流電源５２が電気的に接続されている。この可変直流電源５２は、オン・
オフスイッチ５３により給電のオン・オフが可能となっている。可変直流電源５２の電流
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・電圧ならびにオン・オフスイッチ５３のオン・オフは、後述する制御部６０によって制
御されるようになっている。なお、後述のように、第１のＲＦ電源１０ａ、第２のＲＦ電
源１０ｂから高周波が載置台２に印加されて処理空間にプラズマが発生する際には、必要
に応じて制御部６０によりオン・オフスイッチ５３がオンとされ、上部電極としてのシャ
ワーヘッド１６に所定の直流電圧が印加される。
【００２４】
　処理チャンバー１の側壁からシャワーヘッド１６の高さ位置よりも上方に延びるように
円筒状の接地導体１ａが設けられている。この円筒状の接地導体１ａは、その上部に天壁
を有している。
【００２５】
　処理チャンバー１の底部には、排気口７１が形成されており、この排気口７１には、排
気管７２を介して排気装置７３が接続されている。排気装置７３は、真空ポンプを有して
おり、この真空ポンプを作動させることにより処理チャンバー１内を所定の真空度まで減
圧することができるようになっている。一方、処理チャンバー１の側壁には、ウエハＷの
搬入出口７４が設けられており、この搬入出口７４には、当該搬入出口７４を開閉するゲ
ートバルブ７５が設けられている。
【００２６】
　図中７６，７７は、着脱自在とされたデポシールドである。デポシールド７６は、処理
チャンバー１の内壁面に沿って設けられ、処理チャンバー１にエッチング副生物（デポ）
が付着することを防止する役割を有し、このデポシールド７６の半導体ウエハＷと略同じ
高さ位置には、グランドにＤＣ的に接続された導電性部材（ＧＮＤブロック）７９が設け
られており、これにより異常放電が防止される。
【００２７】
　上記構成のプラズマエッチング装置は、制御部６０によって、その動作が統括的に制御
される。この制御部６０には、ＣＰＵを備えプラズマエッチング装置の各部を制御するプ
ロセスコントローラ６１と、ユーザインターフェース６２と、記憶部６３とが設けられて
いる。
【００２８】
　ユーザインターフェース６２は、工程管理者がプラズマエッチング装置を管理するため
にコマンドの入力操作を行うキーボードや、プラズマエッチング装置の稼働状況を可視化
して表示するディスプレイ等から構成されている。
【００２９】
　記憶部６３には、プラズマエッチング装置で実行される各種処理をプロセスコントロー
ラ６１の制御にて実現するための制御プログラム（ソフトウエア）や処理条件データ等が
記憶されたレシピが格納されている。そして、必要に応じて、ユーザインターフェース６
２からの指示等にて任意のレシピを記憶部６３から呼び出してプロセスコントローラ６１
に実行させることで、プロセスコントローラ６１の制御下で、プラズマエッチング装置で
の所望の処理が行われる。また、制御プログラムや処理条件データ等のレシピは、コンピ
ュータで読取り可能なコンピュータ記憶媒体（例えば、ハードディスク、ＣＤ、フレキシ
ブルディスク、半導体メモリ等）などに格納された状態のものを利用したり、或いは、他
の装置から、例えば専用回線を介して随時伝送させてオンラインで利用したりすることも
可能である。
【００３０】
　このように構成されたプラズマエッチング装置で、半導体ウエハＷに形成された後述す
るホール内底部のポリイミド膜等をプラズマエッチングする手順について説明する。まず
、ゲートバルブ７５が開かれ、半導体ウエハＷが図示しない搬送ロボット等により、図示
しないロードロック室を介して搬入出口７４から処理チャンバー１内に搬入され、載置台
２上に載置される。この後、搬送ロボットを処理チャンバー１外に退避させ、ゲートバル
ブ７５を閉じる。そして、排気装置７３の真空ポンプにより排気口７１を介して処理チャ
ンバー１内が排気される。
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【００３１】
　処理チャンバー１内が所定の真空度になった後、処理チャンバー１内には処理ガス供給
源１５から所定の処理ガス（エッチングガス）が導入され、処理チャンバー１内が所定の
圧力に保持され、この状態で第１のＲＦ電源１０ａから載置台２に、周波数が例えば１０
０ＭＨｚの高周波電力が供給される。また、第２のＲＦ電源１０ｂからは、イオン引き込
みのため、載置台２に周波数が例えば１３．５６ＭＨｚの高周波電力（バイアス用）が供
給される。このとき、直流電源１２から静電チャック６の電極６ａに所定の直流電圧が印
加され、半導体ウエハＷはクーロン力により吸着される。
【００３２】
　この場合に、上述のようにして下部電極である載置台２に高周波電力が印加されること
により、上部電極であるシャワーヘッド１６と下部電極である載置台２との間には電界が
形成される。半導体ウエハＷが存在する処理空間には放電が生じ、それによって形成され
た処理ガスのプラズマにより、半導体ウエハＷに形成されたポリイミド膜がＲＩＥにより
異方性エッチング処理される。
【００３３】
　そして、上記したエッチング処理が終了すると、高周波電力の供給、直流電圧の供給及
び処理ガスの供給が停止され、上記した手順とは逆の手順で、半導体ウエハＷが処理チャ
ンバー１内から搬出される。
【００３４】
　次に、図１を参照して半導体装置の製造方法の一実施形態について説明する。図１に示
す半導体ウエハＷは、シリコン製の半導体ウエハＷに半導体回路を形成した後、裏面側か
らグラインディングによって薄化処理を行ったものである。この半導体ウエハＷをトレイ
等に仮貼り合わせを行った後、裏面側を上向きににし、所定のリソグラフィ工程を行って
、図１（ａ）に示すように、半導体ウエハＷを貫通して配線部（電極パッド）１００に通
じるホール１０１を形成する。
【００３５】
　このホール１０１は、側壁形状が略垂直とされており、図中に示すように、縦断面にお
ける底面から水平方向に延長した仮想線と側壁がなす角度θが、８８°～９０°の範囲と
なる形状とされている。このように、本実施形態では、側壁が略垂直の形状となっている
ので、小径のホールを高密度で配設することができ、半導体装置の微細化による高集積化
を図ることができる。
【００３６】
　次に、図１（ｂ）に示すように、ホール１０１の底部１０１ａ及び側壁部１０１ｂを含
めて、半導体ウエハＷの表面に絶縁膜としてのポリイミド膜１０２を形成する。このポリ
イミド膜１０２は、例えば蒸着重合によって形成することができる。ポリイミド膜１０２
を蒸着重合によって形成する場合、例えば、ＰＭＤＡ及びＯＤＡをモノマー原料として半
導体ウエハＷ上で共蒸着重合反応を起こすことによって、半導体ウエハＷ上に均一なポリ
イミド膜１０２を形成することができる。なお、ポリイミド原料溶液を塗布してポリイミ
ド膜を形成すると、ホール１０１内が充填されるようにポリイミド膜が形成されるため、
好ましくない。
【００３７】
　次に、図１（ｃ）に示すように、ホール１０１の側壁部１０１ｂに形成されたポリイミ
ド膜１０２を残し、ホール１０１の底部１０１ａに形成されたポリイミド膜１０２のみを
プラズマエッチングして除去する。なお、半導体ウエハＷの裏面（図１の上側面）に絶縁
膜を残したい場合は、例えば、この部分のポリイミド膜１０２をホール１０１の底部１０
１ａに形成されたポリイミド膜１０２より厚くするか、エッチング時にマスクすることに
よって残すことができる。
【００３８】
　上記のプラズマエッチングは、例えば、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）を用いた異方
性エッチングによって行うことができる。このプラズマエッチングは、図２に示したプラ
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ズマエッチング装置を用い、例えば次のような条件のプラズマエッチングによって行うこ
とができる。
【００３９】
　圧力：３．３３Ｐａ（２５ｍTorr）
　エッチングガス：Ｏ２／Ａｒ／ＣＦ４＝２０／２００／１００ｓｃｃｍ
　高周波電力（１００ＭＨｚ／１３．５６ＭＨｚ）：４００Ｗ／６００Ｗ
【００４０】
　上記のプラズマエッチングガスでは、フッ素を含むガスとフッ素を含むガスと不活性ガ
スと酸素ガスの混合ガスからなり、フッ素を含むガスの流量が酸素ガスの流量より多いエ
ッチングガスを使用することが好ましい。これによって、フッ素イオンによる異方性を高
めたエッチングを行うことができる。また、フッ素を含むガスとしては、上記のＣＦ４ガ
スを好適に使用することができるが、他のフッ化炭素系ガスを用いてもよい。
【００４１】
　次に、図１（ｃ）に示すように、ホール１０１の内部に、メッキ等によって導電性の金
属１０３を埋め込んで、配線部１００と電気的に導通したウエハＷを貫通する電極を形成
する。
【００４２】
　図３、４に、実施例の半導体ウエハＷの要部を写した電子顕微鏡写真を示す。図３は、
上記のように半導体ウエハＷ上に蒸着重合によってポリイミド膜を形成した状態を示して
いる。この実施例における、各部のポリイミド膜の膜厚を測定したところ、図３中の上側
面の膜厚が８４５ｎｍ、ホールの側壁部分の膜厚が８３９ｎｍ、ホールの底部の膜厚が８
８９ｎｍの膜厚であった。
【００４３】
　図４は、図２に示したプラズマエッチング装置により、上記したエッチング条件でホー
ルの底部のポリイミド膜をエッチングした状態を示しており、図４（ａ）はホールの全体
、図４（ｂ）はホールの開口部付近、図４（ｃ）はホールの底部付近の状態を示している
。これらの電子顕微鏡写真に示されるとおり、ホールの側壁部分のポリイミド膜を残した
状態で、ホールの底部のポリイミド膜を除去することができた。
【００４４】
　以上のとおり、本実施形態及び実施例では、ホール１０１を、側壁形状が略垂直とされ
た形状とすることができるとともに、フォトレジスト層からなるマスクを形成したり、テ
ープを貼ってこのテープのホールに対応する位置に穴を開ける等の工程を必要とすること
なく、ＲＩＥによるプラズマエッチングによって、ホール１０１の側壁部の１０１ｂに形
成されたポリイミド膜１０２を残し、ホール１０１の底部１０１ａに形成されたポリイミ
ド膜１０２のみをエッチングして除去することができる。これによって、三次元実装型の
半導体装置を従来に比べて少ない工程で製造することができ、生産性の向上を図ることが
できる。
【００４５】
　なお、本願発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、各種の変形が可能であ
ることは、勿論である。例えば、プラズマエッチング装置は、下部電極に２種類の高周波
電力を印加する下部２周波印加型のプラズマエッチング装置に限らず、例えば、上下部２
周波印加型のプラズマエッチング装置や、下部１周波印加型のプラズマエッチング装置等
も使用することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１００……配線部、１０１……ホール、１０１ａ……底部、１０１ｂ……側壁部、１０
２……ポリイミド膜、１０３……導電性の金属、Ｗ……半導体ウエハ。
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