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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空引き可能になされた処理容器内でプラズマにより金属ターゲットをイオン化させて
金属イオンを含む金属粒子を発生させ、前記金属粒子を前記処理容器内の載置台上に載置
した被処理体にバイアス電力により引き込んで凹部が形成されている前記被処理体に金属
膜を堆積させて前記凹部を埋め込むようにした成膜方法において、
　前記処理容器内へプラズマガスを供給し、前記金属ターゲットへ直流電力を供給し、前
記プラズマの発生用の高周波電力を供給すると共に前記載置台に前記バイアス電力を供給
した状態で、前記バイアス電力を、前記金属粒子による成膜とプラズマガスによるスパッ
タエッチングの作用により前記被処理体の上面の成膜量が、ゼロから前記バイアス電力が
ゼロの時に前記被処理体の上面に形成される成膜量の３／１０の成膜量の範囲内となるよ
うな状態に設定して前記凹部内に前記金属膜を形成する成膜工程と、
　前記プラズマガスの供給と前記高周波電力の供給と前記バイアス電力の供給とを継続す
ると共に前記直流電力の供給を停止することにより前記金属粒子の供給を停止した状態で
前記被処理体を前記プラズマガスの衝突エネルギーにより加熱して前記被処理体を前記金
属膜の表面拡散が生ずる所定の温度範囲に加熱維持することにより前記金属膜の原子を前
記凹部の底部に向けて移動させる拡散工程と、を交互に複数回繰り返すようにしたことを
特徴とする成膜方法。
【請求項２】
　前記バイアス電力は、前記凹部に形成されている下地膜がエッチングされないような大
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きさであることを特徴とする請求項１記載の成膜方法。
【請求項３】
　前記所定の温度範囲は、前記金属膜が体積拡散する温度より小さいことを特徴とする請
求項１または２記載の成膜方法。
【請求項４】
　前記成膜工程と前記拡散工程とは同一の処理容器内で交互に繰り返し行われることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項５】
　前記凹部の幅、或いは直径は１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項６】
　前記１回の成膜工程で形成する前記金属膜の厚さは５ｎｍ以下であることを特徴とする
請求項１乃至５のいずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項７】
　前記凹部は、配線用の溝、或いはホールであることを特徴とする請求項１乃至６のいず
れか一項に記載の成膜方法。
【請求項８】
　前記金属膜は、銅または銅合金よりなることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一
項に記載の成膜方法。
【請求項９】
　前記所定の温度範囲は２００～４００℃の範囲内であることを特徴とする請求項８記載
の成膜方法。
【請求項１０】
　前記凹部は、断面が少なくとも２段の段部構造になっており、幅の狭い下段の段部が前
記金属膜により埋め込まれた後に、上段の段部を埋め込むメッキ工程を行うことを特徴と
する請求項１乃至９のいずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項１１】
　前記凹部は、断面が少なくとも２段の段部構造になっており、幅の狭い下段の段部と上
段の段部は、前記金属膜により埋め込まれることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか
一項に記載の成膜方法。
【請求項１２】
　真空引き可能になされた処理容器と、
　凹部の形成された被処理体を載置するための載置台と、
　前記処理容器内へ所定のガスを導入するガス導入手段と、
　前記処理容器内へプラズマを発生させるためのプラズマ発生源と、
　前記処理容器内に設けられて前記プラズマにより金属粒子を発生する金属ターゲットと
、
　前記金属ターゲットへ放電用電力を供給するターゲット用の直流電源と、
　前記載置台に対して所定のバイアス電力を供給するバイアス電源と、
　装置全体の動作を制御する装置制御部と、を有して、プラズマにより前記金属ターゲッ
トをイオン化させて金属イオンを含む金属粒子を発生させ、該金属粒子をバイアス電力に
より凹部が形成されている被処理体に引き込んで前記凹部を金属膜により埋め込むように
したプラズマ成膜装置において、
　前記装置制御部は、
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の成膜方法を実施するように制御することを特
徴とするプラズマ成膜装置。
【請求項１３】
　前記載置台は、前記被処理体を冷却する冷却手段を有することを特徴とする請求項１２
記載のプラズマ成膜装置。
【請求項１４】
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　前記載置台は、前記被処理体を加熱する加熱手段を有することを特徴とする請求項１２
または１３記載のプラズマ成膜装置。
【請求項１５】
　前記載置台の表面には、熱伝導ガスを流すガス溝が形成されていることを特徴とする請
求項１２乃至１４のいずれか一項に記載のプラズマ成膜装置。
【請求項１６】
　真空引き可能になされた処理容器と、
　凹部の形成された被処理体を載置するための載置台と、
　前記処理容器内へ所定のガスを導入するガス導入手段と、
　前記処理容器内へプラズマを発生させるためのプラズマ発生源と、
　前記処理容器内に設けられて前記プラズマにより金属粒子を発生する金属ターゲットと
、
　前記金属ターゲットへ放電用電力を供給するターゲット用の直流電源と、
　前記載置台に対して所定のバイアス電力を供給するバイアス電源と、
　装置全体の動作を制御する装置制御部と、を有して、プラズマにより前記金属ターゲッ
トをイオン化させて金属イオンを含む金属粒子を発生させ、該金属粒子をバイアス電力に
より凹部が形成されている被処理体に引き込んで前記凹部を金属膜により埋め込むように
したプラズマ成膜装置を用いて成膜を行うに際して、
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の成膜方法を実施するように前記プラズマ成膜
装置を制御するプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成膜方法及びプラズマ成膜装置に係り、特に半導体ウエハ等の被処理体に形
成されている凹部を効果的に埋め込むようにした成膜方法、プラズマ成膜装置及び記憶媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスを製造するには、半導体ウエハに成膜処理やパターンエッチン
グ処理等の各種の処理を繰り返し行って所望のデバイスを製造するが、半導体デバイスの
更なる高集積化及び高微細化の要請より、線幅やホール径が益々微細化されている。そし
て、配線材料や埋め込み材料としては、各種寸法の微細化により、より電気抵抗を小さく
する必要から電気抵抗が非常に小さくて且つ安価である銅を用いる傾向にある（特許文献
１、２、３）。そして、この配線材料や埋め込み材料として銅を用いる場合には、その下
層との密着性等を考慮して、一般的にはタンタル金属（Ｔａ）やタンタル窒化膜（ＴａＮ
）等がバリヤ層として用いられる。
【０００３】
　そして、上記凹部内を埋め込むには、まずプラズマスパッタ装置内にて、この凹部内の
壁面全体を含むウエハ表面全面に銅膜よりなる薄いシード膜を形成し、次にウエハ表面全
体に銅メッキ処理を施すことにより、凹部内を完全に埋め込むようになっている。その後
、ウエハ表面の余分な銅薄膜をＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏ
ｌｉｓｈｉｎｇ）処理等により研磨処理して取り除くようになっている。
【０００４】
　この点については図９及び図１０を参照して説明する。図９は半導体ウエハの表面に形
成された凹部の一例を示す断面斜視図、図１０は図９中の一部の凹部を埋め込むための従
来の成膜方法を示す工程図である。図９は半導体ウエハＷの表面に形成した絶縁層３に断
面矩形状の横に長い溝（トレンチ）よりなる凹部２と、この溝状の凹部２の底部にビアホ
ールやスルーホールのようなホール状の凹部４が形成されている状態を示し、ここでは２
段の段部構造になっている。図示例ではホール状の凹部４の下部には、下層としての配線
層６が形成されており、この凹部４を導電部材で埋め込むことにより導通が取られること
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になる。このような２段構造をＤｕａｌ－Ｄａｍａｓｃｅｎｅ構造と称す。尚、溝状の凹
部２、或いはホール状の凹部４が単独で形成されている場合もある。これらの凹部２、４
は、設計ルールの微細化に伴って幅や直径が非常に小さくなっており、これに伴って埋め
込み凹部の縦横の寸法比を示すアスペクト比は逆に大きくなって、例えば３～４程度にな
っている。
【０００５】
　ここで図１０を参照して、主にホール状の凹部４内を埋め込む方法について説明する。
この半導体ウエハＷの表面には上記凹部４内の内面も含めて略均一に例えばＴａＮ膜及び
Ｔａ膜の積層構造よりなるバリヤ層８が下地膜としてプラズマスパッタ装置にて予め形成
されている（図１０（Ａ）参照）。そして、プラズマスパッタ装置にて上記凹部４内の表
面を含むウエハ表面全体に亘って金属膜として薄い銅膜よりなるシード膜１０を形成する
（図１０（Ｂ）参照）。このシード膜１０をプラズマスパッタ装置内で形成する際、半導
体ウエハ側に高周波電圧のバイアス電力を印加して、銅の金属イオンの引き込みを効率良
く行うようになっている。更に、上記ウエハ表面に３元系銅メッキ処理を施すことにより
上記凹部４内を例えば銅膜よりなる金属膜１２で埋め込むようになっている。この時、上
段の溝状の凹部２も銅メッキにより埋め込まれる。その後は、上記ウエハ表面の余分な金
属膜１２、シード膜１０及びバリヤ層８を上記したＣＭＰ処理等を用いて研磨処理して取
り除くことになる。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－７７３６５号公報
【特許文献２】特開平１０－７４７６０号公報
【特許文献３】特開平１０－２１４８３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、一般的にプラズマスパッタ装置内で成膜を行う場合、上述のように半導体ウ
エハ側にバイアス電力を印加して金属イオンの引き込みを促進させることによって、成膜
レートを大きくするようになっている。この場合、バイアス電圧を過度に大きくすると、
プラズマを発生させるために装置内に導入されている不活性ガス、例えばアルゴンガスの
イオンによりウエハ表面がスパッタされて折角堆積した金属膜が削り取られてしまうので
、上記バイアス電力はそれ程大きくは設定されていない。
【０００８】
　しかしながら、上記のように銅膜よりなるシード膜１０を形成する場合、図１０（Ｂ）
に示すように、凹部４の上端の開口部におけるシード膜１０の部分に、この開口を挟める
ような形で突出したオーバハング部分１４が発生してしまう。このため、その後にこの凹
部４をメッキ等により銅膜よりなる金属膜１２で埋め込んでも内部に十分にメッキ液が浸
入しない場合が生じ、この内部が十分に埋まらずにボイド１６が発生する場合がある、と
いう問題があった。
【０００９】
　そのため、上記ボイド１６の発生を防止するために、上記銅メッキを行う際にメッキ液
中に種々の添加剤を加えて、できるだけ凹部４の底部に銅膜が堆積するように成膜を促進
させてボトムアップさせることも行われている。
　このような添加剤は、銅の金属膜中に僅かに残留するが、メッキ処理後に一般的に行わ
れる高温アニール処理時に、銅の金属膜中の添加剤は膜中から抜け出て純粋な銅の金属膜
配線とすることができた。
【００１０】
　しかしながら、最近の線幅や穴径の更なる微細化傾向により、線幅や穴径が１００ｎｍ
以下の寸法が要求されると、上記高温アニール処理で今まで容易に抜けていた上記添加剤
が銅の金属膜中から十分に抜け切ることができずに、金属膜中に残留してしまう、という
問題が発生した。
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　このように銅の金属膜中に添加剤が残留すると、その配線の抵抗値が大きくなって設計
通りの電気特性が得られなくなるばかりか、添加剤の存在がアニール処理時における銅の
グレインの成長を抑制することになり、この金属膜の信頼性を低下させる原因にもなって
いた。
【００１１】
　そこで、上記添加剤による問題をなくすために、メッキ処理を用いないで凹部４内の全
てをプラズマスパッタによって埋め込むことも検討されているが、この場合にも、前述し
たように図１０（Ｂ）で説明したオーバハング部１４が凹部４の開口端に形成されて内部
まで金属イオンが到達し難くなってしまい、結果的にボイド１６の発生を余儀なくされて
しまう。
　また、このオーバハング部１４の問題を解決するために、特許文献２、３にも開示され
ているように、堆積した金属膜を高温処理によりリフローさせて凹部４内を埋め込むこと
も考えられるが、特許文献２、３に示されるように金属膜が極めて容易に溶融するアルミ
ニウムの場合はリフローが可能であるが、溶融し難い銅の場合にはリフローが非常に起こ
り難く、現実的な解決策にはなり得ないのが実情である。
【００１２】
　本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものであ
る。本発明の目的は、メッキ処理を用いることなくプラズマスパッタだけで微細な凹部を
、例えば銅等の金属によりボイドを発生させることなく効果的に且つ適正に埋め込むこと
ができる成膜方法、プラズマ成膜装置及び記憶媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器内でプラズマにより金属ター
ゲットをイオン化させて金属イオンを含む金属粒子を発生させ、前記金属粒子を前記処理
容器内の載置台上に載置した被処理体にバイアス電力により引き込んで凹部が形成されて
いる前記被処理体に金属膜を堆積させて前記凹部を埋め込むようにした成膜方法において
、前記処理容器内へプラズマガスを供給し、前記金属ターゲットへ直流電力を供給し、前
記プラズマの発生用の高周波電力を供給すると共に前記載置台に前記バイアス電力を供給
した状態で、前記バイアス電力を、前記金属粒子による成膜とプラズマガスによるスパッ
タエッチングの作用により前記被処理体の上面の成膜量が、ゼロから前記バイアス電力が
ゼロの時に前記被処理体の上面に形成される成膜量の３／１０の成膜量の範囲内となるよ
うな状態に設定して前記凹部内に前記金属膜を形成する成膜工程と、前記プラズマガスの
供給と前記高周波電力の供給と前記バイアス電力の供給とを継続すると共に前記直流電力
の供給を停止することにより前記金属粒子の供給を停止した状態で前記被処理体を前記プ
ラズマガスの衝突エネルギーにより加熱して前記被処理体を前記金属膜の表面拡散が生ず
る所定の温度範囲に加熱維持することにより前記金属膜の原子を前記凹部の底部に向けて
移動させる拡散工程と、を交互に複数回繰り返すようにしたことを特徴とする成膜方法で
ある。
【００１４】
　このように、プラズマスパッタにより主に凹部内に金属膜を形成する工程と、この金属
膜を表面拡散が生ずる温度まで加熱する工程とを繰り返し行うようにしたので、金属膜を
表面拡散で凹部の底部側へ移動させつつ凹部内を底部側から埋め込むことができる。従っ
て、メッキ処理を用いることなくプラズマスパッタだけで微細な凹部を、例えば銅等の金
属によりボイドを発生させることなく効果的に且つ適正に埋め込むことができる。
【００１５】
　この場合、例えば請求項２に規定するように、前記バイアス電力は、前記凹部に形成さ
れている下地膜がエッチングされないような大きさである。
　また例えば請求項３に規定するように、前記所定の温度範囲は、前記金属膜が体積拡散
する温度より小さい。
　また例えば請求項４に規定するように、前記成膜工程と前記拡散工程とは同一の処理容
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器内で交互に繰り返し行われる。
【００１６】
　また例えば請求項５に規定するように、前記凹部の幅、或いは直径は１００ｎｍ以下で
ある。
　また例えば請求項６に規定するように、前記１回の成膜工程で形成する前記金属膜の厚
さは５ｎｍ以下である。
　また例えば請求項７に規定するように、前記凹部は、配線用の溝、或いはホールである
。
【００１７】
　また例えば請求項８に規定するように、前記金属膜は、銅または銅合金よりなる。
　また例えば請求項９に規定するように、前記所定の温度範囲は２００～４００℃の範囲
内である。
　また例えば請求項１０に規定するように、前記凹部は、断面が少なくとも２段の段部構
造になっており、幅の狭い下段の段部が前記金属膜により埋め込まれた後に、上段の段部
を埋め込むメッキ工程を行う。
　また例えば請求項１１に規定するように、前記凹部は、断面が少なくとも２段の段部構
造になっており、幅の狭い下段の段部と上段の段部は、前記金属膜により埋め込まれる。
【００１８】
　請求項１２に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器と、凹部の形成された被処
理体を載置するための載置台と、前記処理容器内へ所定のガスを導入するガス導入手段と
、前記処理容器内へプラズマを発生させるためのプラズマ発生源と、前記処理容器内に設
けられて前記プラズマにより金属粒子を発生する金属ターゲットと、前記金属ターゲット
へ放電用電力を供給するターゲット用の直流電源と、前記載置台に対して所定のバイアス
電力を供給するバイアス電源と、装置全体の動作を制御する装置制御部と、を有して、プ
ラズマにより前記金属ターゲットをイオン化させて金属イオンを含む金属粒子を発生させ
、該金属粒子をバイアス電力により凹部が形成されている被処理体に引き込んで前記凹部
を金属膜により埋め込むようにしたプラズマ成膜装置において、前記装置制御部は、請求
項１乃至１１のいずれか一項に記載の成膜方法を実施するように制御することを特徴とす
るプラズマ成膜装置である。
【００１９】
　この場合、例えば請求項１３に規定するように、前記載置台は、前記被処理体を冷却す
る冷却手段を有する。
　また例えば請求項１４に規定するように、前記載置台は、前記被処理体を加熱する加熱
手段を有する。
　また例えば請求項１５に規定するように、前記載置台の表面には、熱伝導ガスを流すガ
ス溝が形成されている。
【００２０】
　請求項１６に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器と、凹部の形成された被処
理体を載置するための載置台と、前記処理容器内へ所定のガスを導入するガス導入手段と
、前記処理容器内へプラズマを発生させるためのプラズマ発生源と、前記処理容器内に設
けられて前記プラズマにより金属粒子を発生する金属ターゲットと、前記金属ターゲット
へ放電用電力を供給するターゲット用の直流電源と、前記載置台に対して所定のバイアス
電力を供給するバイアス電源と、装置全体の動作を制御する装置制御部と、を有して、プ
ラズマにより前記金属ターゲットをイオン化させて金属イオンを含む金属粒子を発生させ
、該金属粒子をバイアス電力により凹部が形成されている被処理体に引き込んで前記凹部
を金属膜により埋め込むようにしたプラズマ成膜装置を用いて成膜を行うに際して、請求
項１乃至１１のいずれか一項に記載の成膜方法を実施するように前記プラズマ成膜装置を
制御するプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体である。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明に係る成膜方法、プラズマ成膜装置及び記憶媒体によれば、次のように優れた作
用効果を発揮することができる。
　プラズマスパッタにより主に凹部内に金属膜を形成する工程と、この金属膜を表面拡散
が生ずる温度まで加熱する工程とを繰り返し行うようにしたので、金属膜を表面拡散で凹
部の底部側へ移動させつつ凹部内を底部側から埋め込むことができる。従って、メッキ処
理を用いることなくプラズマスパッタだけで微細な凹部を、例えば銅等の金属によりボイ
ドを発生させることなく効果的に且つ適正に埋め込むことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、本発明に係る成膜方法、プラズマ成膜装置及び記憶媒体の一実施例を添付図面
に基づいて詳述する。
　図１は本発明に係るプラズマ成膜装置の一例を示す断面図である。ここではプラズマ成
膜装置としてＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）型プラ
ズマスパッタ装置を例にとって説明する。図示するように、このプラズマ成膜装置２２は
、例えばアルミニウム等により筒体状に成形された処理容器２４を有している。この処理
容器２４は接地され、この底部２６には排気口２８が設けられて、圧力調整を行うスロッ
トルバルブ３０を介して真空ポンプ３２により真空引き可能になされている。
【００２３】
　この処理容器２４内には、例えばアルミニウムよりなる円板状の載置台３４が設けられ
る。この載置台３４は、載置台本体３４Ａと、この上面に設置される静電チャック３４Ｂ
とよりなり、この静電チャック３４Ｂ上に被処理体である半導体ウエハＷを吸着して保持
できるようになっている。この静電チャック３４Ｂの上面側には、熱伝導ガスを流すガス
溝３６が形成されており、必要に応じてＡｒガス等の熱伝導ガスをこのガス溝３６に供給
してウエハＷと載置台３４側との熱伝導性を向上できるようになっている。尚、この静電
チャック３４Ｂには、図示しない吸着用の直流電圧が必要に応じて印加される。この載置
台３４は、この下面の中心部より下方へ延びる支柱３８により支持されており、この支柱
３８の下部は、上記容器底部２６を貫通している。そして、この支柱３８は、図示しない
昇降機構により上下移動可能になされており、上記載置台３４自体を昇降できるようにし
ている。
【００２４】
　上記支柱３８を囲むようにして伸縮可能になされた蛇腹状の金属ベローズ４０が設けら
れており、この金属ベローズ４０は、その上端が上記載置台３４の下面に気密に接合され
、また下端が上記底部２６の上面に気密に接合されており、処理容器２４内の気密性を維
持しつつ上記載置台３４の昇降移動を許容できるようになっている。この載置台３４の載
置台本体３４Ａには、ウエハＷを冷却する冷媒を流す冷媒循環路４２が冷却手段として形
成されており、この冷媒は支柱３８内の図示しない流路を介して給排されている。またこ
の載置台本体３６Ａには、加熱手段として例えば抵抗加熱ヒータ４４が設けられており、
必要に応じてウエハＷを加熱し得るようになっている。
【００２５】
　尚、これらの冷却手段４２や加熱手段４４は必要に応じられて設けられるものであり、
行うべき処理態様によっては設けなくてもよい。また容器底部２６には、これより上方に
向けて例えば３本（図示例では２本のみ記す）の支持ピン４６が起立させて設けられてお
り、また、この支持ピン４６に対応させて上記載置台３４にピン挿通孔４８が形成されて
いる。従って、上記載置台３４を降下させた際に、上記ピン挿通孔４８を貫通した支持ピ
ン４６の上端部でウエハＷを受けて、このウエハＷを外部より侵入する図示しない搬送ア
ームとの間で移載ができるようになっている。このため、処理容器２４の下部側壁には、
上記搬送アームを侵入させるために開閉可能になされたゲートバルブ５０が設けられてい
る。
【００２６】
　またこの載置台本体３４Ａ上に設けた上記静電チャック３４Ｂには、配線５２を介して
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例えば１３．５６ＭＨｚの高周波を発生する高周波電源よりなるバイアス電源５４が接続
されており、上記載置台３４に対して所定のバイアス電力を印加できるようになっている
。またこのバイアス電源５４はその出力されるバイアス電力を必要に応じて制御できるよ
うになっている。
【００２７】
　一方、上記処理容器２４の天井部には、例えば酸化アルミニウム等の誘電体よりなる高
周波に対して透過性のある透過板５６がＯリング等のシール部材５８を介して気密に設け
られている。そして、この透過板５６の処理容器２４内の処理空間６０に例えばプラズマ
励起用ガスとしてのＡｒガスをプラズマ化してプラズマを発生するためのプラズマ発生源
６２が設けられる。尚、このプラズマ励起用ガスとして、Ａｒに代えて他の不活性ガス、
例えばＨｅ、Ｎｅ等を用いてもよい。具体的には、上記プラズマ発生源６２は、上記透過
板５６に対応させて設けた誘導コイル部６４を有しており、この誘導コイル部６４には、
プラズマ発生用の例えば１３．５６ＭＨｚの高周波電源６６が接続されて、上記透過板５
６を介して処理空間６０に高周波を導入できるようになっている。ここで、この高周波電
源６６より出力されるプラズマ電力も必要に応じて制御できるようになっている。
【００２８】
　また上記透過板５６の直下には、導入される高周波を拡散させる例えばアルミニウムよ
りなるバッフルプレート６８が設けられる。そして、このバッフルプレート６８の下部に
は、上記処理空間６０の上部側方を囲むようにして例えば断面が内側に向けて傾斜されて
環状（截頭円錐殻状）になされた金属ターゲット７０が設けられており、この金属ターゲ
ット７０には放電用電力を供給するターゲット用の可変になされた直流電源７２が接続さ
れている。従って、この可変直流電源７２から出力される直流電力も必要に応じて制御で
きるようになっている。ここでは金属ターゲット７０として例えばタンタル金属や銅等が
用いられ、これら金属はプラズマ中のＡｒイオンにより金属原子、或いは金属原子団とし
てスパッタされると共に、プラズマ中を通過する際に多くはイオン化される。
【００２９】
　またこの金属ターゲット７０の下部には、上記処理空間６０を囲むようにして例えばア
ルミニウムよりなる円筒状の保護カバー７４が設けられており、この保護カバー７４は接
地されると共に、この下部は内側へ屈曲されて上記載置台３４の側部近傍に位置されてい
る。また処理容器２４の底部には、この処理容器２４内へ必要とされる所定のガスを導入
するガス導入手段として例えばガス導入口７６が設けられる。このガス導入口７６からは
、プラズマ励起用ガスとして例えばＡｒガスや他の必要なガス例えばＮ２ ガス等が、ガ
ス流量制御器、バルブ等よりなるガス制御部７８を通して供給される。
【００３０】
　ここで成膜装置２２の各構成部は、例えばコンピュータ等よりなる装置制御部８０に接
続されて制御される構成となっている。具体的には装置制御部８０は、バイアス電源５４
、プラズマ発生用の高周波電源６６、可変直流電源７２、ガス制御部７８、スロットルバ
ルブ３０、真空ポンプ３２等の動作を制御し、本発明方法により金属膜を成膜する時に次
のように動作する。
【００３１】
　まず装置制御部８０の支配下で、真空ポンプ３２を動作させることにより真空にされた
処理容器２４内に、ガス制御部７８を動作させつつＡｒガスを流し、スロットルバルブ３
０を制御して処理容器２４内を所定の真空度に維持する。その後、可変直流電源７２を介
して直流電力を金属ターゲット７０に印加し、更に高周波電源６６を介して誘導コイル部
６４に高周波電力（プラズマ電力）を印加する。
【００３２】
　一方、装置制御部８０はバイアス電源５４にも指令を出し、載置台３４に対して所定の
バイアス電力を印加する。このように制御された処理容器２４内においては、金属ターゲ
ット７０、誘導コイル部６４に印加されたプラズマ電力によりアルゴンプラズマが形成さ
れてアルゴンイオンが生成され、これらイオンは金属ターゲット７０に衝突し、この金属
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ターゲット７０がスパッタされて金属粒子が放出される。
　また、スパッタされた金属ターゲット７０からの金属粒子である金属原子、金属原子団
はプラズマ中を通る際に多くはイオン化される。ここで金属粒子は、イオン化された金属
イオンと電気的に中性な中性金属原子とが混在する状態となって下方向へ飛散して行く。
そして、特に金属イオンは、載置台３４に印加されたバイアス電力に引きつけられ、ウエ
ハＷに対し指向性の高い金属イオンとして載置台３４上のウエハＷに堆積する。
【００３３】
　後述するように、装置制御部８０は、例えばバイアス電源５４に大きな出力を出す指令
を与えることによりプラズマ中のＡｒイオンにおいても載置台３４側に引きつけることが
可能となり、成膜とスパッタエッチングの両方が同時に起きることが達成される。ここで
装置各構成部の制御は、装置制御部８０により、所定の条件で金属膜の成膜が行われるよ
うに作成されたプログラムに基づいて制御されるようになっている。この際、例えばフロ
ッピーディスク（登録商標）（ＦＤ）やコンパクトディスク（登録商標）（ＣＤ）、フラ
ッシュメモリー等の記憶媒体８２に、各構成部の制御を行うための命令を含むプログラム
を格納しておき、このプログラムに基づいて所定の条件で処理を行うように各構成部を制
御させる。
【００３４】
　次に、以上のように構成されたプラズマ成膜装置２２を用いて行われる本発明の成膜方
法について説明する。
　図２はスパッタエッチングの角度依存性を示すグラフ、図３はバイアス電力とウエハ上
面の成膜量との関係を示すグラフ、図４は本発明方法の一例を説明するためのフローチャ
ートを示す図、図５は本発明方法の各工程の作用を説明する説明図、図６は拡散工程の作
用を説明する説明図である。
【００３５】
　まず本発明方法の特徴は、バイアス電力を、半導体ウエハＷの金属ターゲット７０に対
する対向面に関して、金属粒子（金属イオンと中性金属原子、原子団）に対する引き込み
による成膜レートとプラズマガスによるスパッタエッチングのエッチングレートとが略均
衡するような状態になるように設定して凹部４（図１０参照）内に金属膜を形成する成膜
工程と、金属粒子の供給を停止した状態でウエハＷを金属膜の表面拡散が生ずる所定の温
度範囲に加熱維持することにより金属膜の原子を凹部４の底部に向けて移動させる拡散工
程とを交互に複数回繰り返すようにした点にある。
【００３６】
　成膜工程においては、プラズマによるスパッタ成膜により金属膜を形成する際に、バイ
アス電力、直流電力、プラズマ電力等を適切な大きさに制御することにより、上述したよ
うに金属粒子による成膜とプラズマガス（Ａｒイオン）によるスパッタエッチングとが同
時に生ずるようにし、しかも、凹部内では特に底部に金属膜が堆積するようにし、凹部以
外のウエハの上面側では金属膜がほとんど堆積しないように、或いは堆積しても非常に僅
かしか堆積しないような状態に設定した点である。具体的には、この時のバイアス電力は
、金属ターゲット７０に対する対向面、すなわち図１においてはウエハの上面に関して、
金属粒子による成膜レートとプラズマガス（Ａｒ＋ ）によるスパッタエッチングのエッ
チングレートとが略均衡するような大きさに設定される。
【００３７】
　この点について更に詳しく説明する。
　まず、成膜量を考慮しないでプラズマガスによるスパッタエッチングのエッチングレー
トについてその特性を検討すると、スパッタ面の角度とエッチングレートとの関係は図２
に示すグラフのようになる。ここでスパッタ面の角度とは、スパッタ面（ウエハ上面）の
法線がスパッタガス（Ａｒイオン：Ａｒ＋ ）の入射方向（図１中では下向き方向）とな
す角度を指し、例えばウエハ上面及び凹部４（図１０参照）の底部は共に”０度”であり
、凹部側壁は”９０度”である。
【００３８】
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　このグラフから明らかなように、ウエハ上面（スパッタ面の角度＝０度）はある程度ス
パッタエッチングが行われ、凹部の側壁（スパッタ面の角度＝９０度）はほとんどスパッ
タエッチングが行われず、また凹部の開口の角部（スパッタ面の角度＝４０～８０度近傍
）はかなり激しくスパッタエッチングされることが判る。
【００３９】
　さて、図１に示すようなＩＣＰ型スパッタ装置よりなる成膜装置では、ウエハＷ側に印
加するバイアス電力とウエハ上面（凹部の側壁ではない）に堆積する成膜量との関係は図
３に示すような関係となる。ここで横軸のワット数はターゲットの種類、ウエハサイズ等
により異なり、図３での数値は例えばターゲットが銅であって、ウエハサイズが２００ｍ
ｍの場合である。すなわち、一定のプラズマ電力及び金属ターゲット７０への一定の直流
電力を加えている状況において、バイアス電力がそれ程大きくない場合には、金属イオン
の引き込み及び中性金属原子によって高い成膜量が得られるが、バイアス電力が増加する
と、ウエハ表面がバイアス電力により加速されたプラズマガスであるアルゴンイオンによ
りスパッタされる傾向が次第に強くなり（図３参照）、この結果、折角、堆積した金属膜
がエッチングされてしまう。このエッチングは当然のこととしてバイアス電力が大きくな
る程、激しくなる。
【００４０】
　従って、引き込まれる金属イオン及び中性金属原子による成膜レートとプラズマガスの
イオンによるスパッタエッチングのエッチングレートとが同一になると、成膜とエッチン
グとが相殺されて、ウエハ上面の成膜量が”ゼロ”になり、この時の条件は図３中の点Ｘ
１（バイアス電力：１５０Ｗ）に対応する。尚、図３中のバイアス電力や成膜量は単に一
例を示したに過ぎず、プラズマ電力や直流電力を制御することによって、上記特性曲線は
図３中の一点鎖線にて示すように変動する。
【００４１】
　従来、この種のスパッタ装置で一般的に動作される条件は、領域Ａ１の部分であり、バ
イアス電力をあまり大きくせずに、高い成膜量（成膜レート）を稼ぐことができる領域で
あった。すなわち成膜量は、バイアスが零の時とほとんど変わらず（不活性ガスのプラズ
マによるエッチングは発生せず）に、且つ引き込まれる金属イオンが最大となる領域であ
り、凹部の底部においてもかなりの程度の成膜量が稼げる領域である。これに対して、本
発明方法の成膜工程では、引き込み金属イオン及び中性金属原子による成膜とプラズマガ
スによるスパッタエッチングとが同時に生じ、且つウエハ上面ではほとんど成膜が生じな
いが、凹部内では僅かに成膜が生ずるような領域で行うようにしている。
【００４２】
　更に詳しくは、上述のようにウエハ上面において、引き込み金属イオン及び中性金属原
子による成膜レートとプラズマガスによるスパッタエッチングのエッチングレートとが略
均衡するような領域Ａ２で行う。ここで”略均衡”とは、ウエハ上面の成膜量が”ゼロ”
の場合のみならず、領域Ａ１における成膜量と比較して３／１０程度までの僅かな膜厚で
ウエハ上面に成膜量が生ずる場合も含むものであり、且つ凹部内では特に底部にある程度
の膜厚の薄膜が堆積する状態を言う。
【００４３】
　このように、ウエハ上面には金属膜がほとんど堆積しなくても、ウエハ表面に形成した
凹部内に金属膜が堆積する理由を説明すると、ウエハ上面では一度堆積した金属膜がアル
ゴンイオンによりスパッタされて飛散した場合、処理容器２４の内壁側や保護カバー７４
の内壁面側に飛散してしまうが、本発明で用いるような直径や幅が１００ｎｍ以下の非常
に小さな凹部４（図１０参照）では、バイアスで凹部４内に引き込まれたガスイオンの衝
突で飛散した金属イオンは凹部４の外へ飛散することができずに、凹部４内の壁面や底部
に再度付着することになり、この結果、凹部４内の内壁面、特に凹部４の底部に金属膜が
より堆積することになる。
【００４４】
　さて、以上のような現象を理解した上で、図４乃至図６も参照して本発明に方法につい
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て説明する。
　まず、図１において載置台３４を下方へ降下させた状態で処理容器２４のゲートバルブ
５０を介して真空引き可能になされた処理容器２４内へウエハＷを搬入し、これを支持ピ
ン４６上に支持させる。そして、この状態で載置台３４を上昇させると、この上面にウエ
ハＷが受け渡され、このウエハＷが静電チャック３４Ｂにより載置台３４の上面に吸着さ
れる。
【００４５】
　そして、載置台３４上にウエハＷを載置して吸着固定したならば、成膜処理を開始する
。この時、ウエハＷの上面には、図９及び図１０において説明した構造と同じ構造の凹部
２、４等が予め搬入前に前工程で形成されている。この上段の凹部２は、溝状のトレンチ
よりなり、この底部に下段の凹部４としてビアホールやスルホールのようなホールが配線
層６に届くように形成されており、凹部全体として２段階の段部状になされている。図５
では下段の凹部４のみを代表として示している。
【００４６】
　まず、金属ターゲット７０としてここではタンタルが用いられており、処理容器２４内
を所定の圧力に真空引きした後に、プラズマ発生源６２の誘導コイル部６４にプラズマ電
力を印加し、且つバイアス電源５４より所定のバイアス電力を載置台３４の静電チャック
３４Ｂに印加する。更に金属ターゲット７０には可変直流電源７２より所定の直流電力を
印加して成膜を行う。ここでは、ＴａＮ膜を形成するためにガス導入口７８よりプラズマ
励起用ガスである例えばＡｒガスの他に、窒化ガスとしてＮ２ ガスを処理容器２４内に
供給する。これにより、ウエハＷの上面のみならず、凹部４内の側壁や底面にも略均一に
ＴａＮ膜を形成する。この時のバイアス電力は図３中の領域Ａ１であって従来の一般的な
成膜条件と同じであり、具体的には１００Ｗ（ワット）程度である。
【００４７】
　上記のようにＴａＮ膜の形成が完了したならば、次にＴａ膜を形成する。ここでは上記
窒化ガスであるＮ２ ガスの供給を停止した状態でＴａＮ膜の形成時と同じ条件で、Ｔａ
よりなる金属ターゲット７０をプラズマによりイオン化し、Ｔａ膜を堆積させる。この場
合にもバイアス電力は図３中の領域Ａ１であって従来の一般的な成膜条件と同じである。
これにより、下地膜としてＴａＮ／Ｔａ膜よりなるバリヤ層８が形成されることになる（
図４のＳ１及び図５（Ａ）参照）。尚、上記バリヤ層８としてＴａ膜の単層を用いる場合
もある。
【００４８】
　次に、上記バリヤ層８の形成されたウエハＷを図１に示す構成と同じ構成になされた別
のプラズマ成膜装置へ大気に晒すことなく搬送する。ここでは金属ターゲット７０として
ＴａではなくＣｕ（銅）が用いられている。このような銅の金属ターゲットが装着された
プラズマ成膜装置は、先のタンタルの金属ターゲットが装着された成膜装置に真空引き可
能になされたトランスファチャンバを介して連結すればよく、半導体ウエハＷを大気に晒
すことなく真空雰囲気中で両成膜装置間に亘って搬送することができる。
【００４９】
　上述したように、ここではＣｕ膜の成膜工程を行うために、金属ターゲット７０として
ここでは銅が用いられており、処理容器２４内を所定の圧力に真空引きした後に、プラズ
マ発生源６２の誘導コイル部６４にプラズマ電力を印加し、且つバイアス電源５４より所
定のバイアス電力を載置台３４の静電チャック３４Ｂに印加する。更に金属ターゲット７
０には可変直流電源７２より所定の直流電力を印加して成膜を行う。ここでは、Ｃｕ膜を
形成するためにガス導入口７８よりプラズマ励起用ガスである例えばＡｒガスを処理容器
２４内に供給する。
【００５０】
　この時、バイアス電力は図３中の領域Ａ１ではなく領域Ａ２に設定し、ウエハＷの上面
では金属粒子による成膜レートとプラズマガスによるスパッタエッチングのエッチングレ
ートが略均衝するような状態になるように設定して、凹部４内にＣｕ膜よりなる金属膜を
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形成する（図４中のＳ２）。これにより、図５（Ｂ）に示すように、凹部４の内壁面にＣ
ｕ膜よりなる金属膜９０が形成されることになる。この場合、上述のようにバイアス電力
を領域Ａ２に設定している。従って、ウエハ上面に一度堆積した金属膜はプラズマイオン
に叩かれると、金属粒子として飛び出し、この飛び出した金属粒子は何処かへ飛散してし
まうような状態になっていることから、ウエハ上面に堆積する金属膜９０の厚さＨ１は略
ゼロか、或いは堆積しても非常に僅かである（上段凹部２の幅が１００ｎｍよりもかなり
広いと仮定した場合）。
【００５１】
　これに対して、幅や直径が１００ｎｍ以下となる狭い凹部４内に侵入したプラズマイオ
ンで叩かれて飛散した金属粒子は凹部４の内壁面や底部へ再度付着して堆積することにな
る。この結果、凹部４の側壁の金属膜９０の厚さＨ２はある程度の厚さになり、底部の金
属膜９０の厚さＨ３は更に厚く堆積することになる。従って、上記各膜厚は”Ｈ１＜Ｈ２
＜Ｈ３”のようになり、凹部４内の底部に一番厚く金属膜９０が堆積することになる。
【００５２】
　この場合、側壁の金属膜９０の厚さＨ２は５ｎｍ以下となるように、好ましくは１～２
ｎｍとなるように成膜時間を設定する。ここで側壁の金属膜９０の厚さが５ｎｍ以上より
も大きくなると、次の拡散工程でＣｕ金属膜９０の拡散処理が、Ｃｕ金属膜が凝集するこ
とにより十分に行えなくなってしまう。その結果、側壁において金属膜９０の表層部分の
みに表面拡散が生じて下層部分が残留し、この残留部分が積み重なると、従来方法と同様
なボイドが発生する原因となってしまう。また、この成膜工程のバイアス電力の大きさは
、過度に大きくすると下地膜であるＴａＮ／Ｔａよりなるバリヤ層８がエッチングされて
しまうので、このバリヤ層８が削られないようなバイアス電力とする。具体的には、バイ
アス電力を図３中において、ウエハ上面に成膜量が”ゼロ”になる点Ｘ１、例えば１５０
Ｗ程度からバリヤ層８のエッチングが開始する点Ｘ２、例えば２００Ｗ程度の範囲内に設
定するのが好ましい。
【００５３】
　このようにして成膜工程が完了したならば、次に拡散工程へ移行する（Ｓ３）。この拡
散工程では、ウエハＷを他の装置へ移すことなく、この処理容器２４内で上記Ｃｕよりな
る金属膜９０の表面拡散が生ずる所定の温度範囲までウエハ温度を上げて維持し、図５（
Ｃ）に示すように上記金属膜９０の原子を凹部４の底部に向けて移動させる。この場合に
は、可変直流電源７２をオフして金属ターゲット７０からＣｕ金属原子、或いは金属粒子
が飛び出さないようにする。
【００５４】
　ただし、高周波電源６６及びバイアス電源５４は共にオン状態を維持すると共に、Ａｒ
ガスの供給も継続して行う。これにより、Ａｒガスのプラズマ励起用ガスは継続的に発生
してアルゴンガスをイオン化しており、アルゴンイオンＰがバイアス電力によってウエハ
Ｗに衝突してこの衝突エネルギーによってウエハＷが加熱されることになる。尚、バイア
ス電源５４の電力は、堆積したＣｕ膜が再度エッチングされないような小さな電力とする
。
【００５５】
　この時の加熱温度は、上述したようにＣｕの表面拡散が生ずるように２００～４００℃
の範囲内、すなわち体積拡散が生ずるような温度以下に設定する。このＣｕ表面拡散が生
ずると、図６にも示すように凹部４内の側壁部分に堆積していた金属膜９０の金属粒子９
０Ａが、量の多い底部の金属膜９０の部分に対して引き込まれるように拡散移動し、底部
の膜厚が膜厚Ｈ３から膜厚Ｈ４（図５（Ｃ）参照）へと増加する。この時、凹部４の外側
であるウエハＷの上面側に堆積していた金属膜９０の金属粒子９０Ｂも凹部４内へ向けて
引き込まれるように拡散移動する。この結果、凹部４内の底部から先立って埋め込まれる
ような状態となる。
【００５６】
　この場合、プラズマガスの衝突エネルギーにより、ウエハＷが過度に、例えば４００℃
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以上に加熱する恐れがあるので、これを防止するためにもバイアス電力を低く設定する。
また、ウエハ温度がＣｕ金属膜９０の表面拡散温度よりも高い体積拡散する温度まで上昇
すると、溶融したＣｕ自体が塊りとなるので好ましくない。
　また、先の成膜工程では冷媒循環路４２に冷媒を流して載置台３４自体は冷却されてい
るので、この拡散工程では、上記ガス溝３６へ熱伝導ガスを供給しないでガス溝３６内を
真空状態とし、ウエハＷと載置台３４との間の熱伝導を阻害してウエハＷの加熱を補助す
るようにしてもよい。また必要ならば加熱手段である抵抗加熱ヒータ４４に通電すること
により載置台３４を加熱するようにしてもよい。このようにして、例えば数１０秒間の拡
散工程を行う。或いは先の成膜工程において凹部４の側壁の金属膜の厚さが５ｎｍ以下の
場合では、載置台３４を冷却せずとも側壁での金属膜の凝集は起こらないため、載置台３
４を冷却する必要はない。この場合、むしろ載置台３４の温度を高め、成膜工程中におい
ても表面拡散を起こすようにしてもよい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００５７】
　このように、拡散工程を完了したならば、上記成膜工程Ｓ２及び拡散工程Ｓ３を所定の
回数（サイクル数）だけ実施する（Ｓ４のＮＯ）。
　図５（Ｄ）では２回目の成膜工程が示されており、再度、Ｃｕの金属膜９０が形成され
、図５（Ｅ）では２回目の拡散工程が示されており、上記２回目の金属膜９０が拡散移動
して底部に引き込まれている。
　そして、上記したように、成膜工程Ｓ２及び拡散工程Ｓ３をそれぞれ所定の回数（所定
のサイクル数）、例えば数１０回程度繰り返し実施したならば（Ｓ４のＹＥＳ）、図５（
Ｆ）に示すように、凹部４内はＣｕにより略完全に埋め込まれた状態になるので、処理を
終了することになる。
【００５８】
　ここで上記成膜工程及び拡散処理におけるプロセス条件の一例を示す。上記成膜工程Ｓ
２におけるプロセス条件に関しては、プロセス圧力は３０～１００ｍＴｏｒｒの範囲内、
例えば５０ｍＴｏｒｒ（６．７Ｐａ）、プラズマ用の高周波電源６６の電力は４～５．３
ｋＷの範囲内、例えば５．２５ｋＷ、可変直流電源７２の電力は０．５～２ｋＷの範囲内
、例えば１．２ｋＷ、バイアス電源５４の電力は１２０～１７０Ｗの範囲内、例えば１５
０Ｗ、プロセス時間は堆積すべき膜厚に依存し、例えば２０ｓｅｃである。
【００５９】
　上記拡散工程Ｓ３におけるプロセス条件に関しては、プロセス圧力は３０～１００ｍＴ
ｏｒｒの範囲内、例えば５０ｍＴｏｒｒ（６．７Ｐａ）、プラズマ用の高周波電源６６の
電力は４～５．３ｋＷの範囲内、例えば５．２５ｋＷ、可変直流電源７２の電力は”ゼロ
”、バイアス電源５４の電力はＣｕ膜がエッチングされないような小さな電力で５０Ｗ以
下、例えば３５Ｗ、プロセス時間は堆積すべき膜厚に依存し、例えば３０ｓｅｃである。
また処理のサイクル数は２０サイクル程度である。
【００６０】
　このように、プラズマスパッタにより主に凹部４内に例えばＣｕ膜よりなる金属膜９０
を形成する工程と、この金属膜９０を表面拡散が生ずる温度まで加熱する工程とを繰り返
し行うようにしたので、金属膜９０を表面拡散で凹部４の底部側へ移動させつつ凹部４内
を底部側から埋め込むことができる。従って、メッキ処理を用いることなくプラズマスパ
ッタだけで微細な凹部４を、例えば銅等の金属によりボイドを発生させることなく効果的
に且つ適正に埋め込むことができる。
　またメッキ処理を不要にできるので、メッキ液の添加剤によるＣｕグレインの成長が阻
害されることがなく、十分にＣｕグレインを成長させることができ、この配線膜の信頼性
を向上させることができる。
【００６１】
　また凹部４をＣｕでなく、Ｃｕ合金で埋め込む場合には、Ｃｕ合金を用いるようにする
。
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　この実施例では、幅や直径の小さな下段の凹部４のみを埋め込む場合を示したが、図５
（Ｆ）に示す工程に引き続いて、上記成膜工程Ｓ２と拡散工程Ｓ３とを交互に繰り返し行
うことによって、上段の凹部２内の埋め込みも行うようにしてもよい。
　また上段の凹部２の幅や直径が例えば１００ｎｍ以上と大きい場合には、図５（Ｆ）に
示す工程を終了したならば、上記下段の凹部４に埋め込まれた金属膜を下部電極としてメ
ッキ工程によるＣｕメッキ処理を施して上段の凹部２を埋め込むようにしてもよい。この
場合は、上段の凹部２の幅や直径が大きいので、後工程でアニール処理を行えば、メッキ
液中の添加剤が金属膜中に残留することはない。
【００６２】
＜評価＞
　次に本発明方法を用いて実際にスルホールやビアホール等のホールや溝（トレンチ）の
埋め込みを行って評価をしたので、その評価結果について説明する。
　図７は幅１００ｎｍの溝（トレンチ）を従来方法と本発明の成膜方法で銅による埋め込
みを行った時の断面状態を示す電子顕微鏡写真である。ここでは模式図を併記している。
本発明方法のプロセス条件は、先に説明したプロセス条件に設定しており、成膜工程及び
拡散工程を２０サイクル行った。
【００６３】
　図７（Ａ）に示す拡散工程がない従来方法の場合には、凹部の開口部付近でオーバハン
グ部分が成長してブリッジ形状となり、凹部内にボイドが発生して埋め込み不良となって
いた。
　これに対して、図７（Ｂ）に示す本発明方法の場合には、埋め込み途中までであるが、
銅膜の表面拡散が生じた結果、ボイドが発生することなく凹部内が良好に埋め込まれつつ
あってボトムアップしており、良好な結果が得られることが確認できた。
　図８は本発明方法を用いて幅１００ｎｍの溝（トレンチ）と直径１００ｎｍのホールの
埋め込みをサイクル数を異ならせて行った時の断面状態を示す電子顕微鏡写真であり、最
も右側に斜め方向からの写真を示している。ここでは模式図を併記している。
　各プロセス条件は、先に説明した本発明のプロセス条件に設定しており、成膜工程及び
拡散工程を１０サイクルと２０サイクルそれぞれ行った。
【００６４】
　図８（Ａ）は溝を埋め込んだ時の状態を示しており、埋め込み処理が１０サイクルから
２０サイクルへ進むに従って、溝内がボイドを発生することなく埋め込まれて行くのが確
認できた。
　また図８（Ｂ）はホールを埋め込んだ時の状態を示しており、埋め込み処理が１０サイ
クルから２０サイクルへ進むに従って、ホール内がボイドを発生することなく埋め込まれ
て行くのが確認できた。
【００６５】
　更に、各高周波電源の周波数も１３．５６ＭＨｚに限定されるものではなく、他の周波
数、例えば２７．０ＭＨｚ等を用いることもできる。またプラズマ用の不活性ガスとして
はＡｒガスに限定されず、他の不活性ガス、例えばＨｅやＮｅ等を用いてもよい。
　また、ここでは被処理体として半導体ウエハを例にとって説明したが、これに限定され
ず、ＬＣＤ基板、ガラス基板、セラミックス基板等にも本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明に係るプラズマ成膜装置の一例を示す断面図である。
【図２】スパッタエッチングの角度依存性を示すグラフである。
【図３】バイアス電力とウエハ上面の成膜量との関係を示すグラフである。
【図４】本発明方法の一例を説明するためのフローチャートを示す図である。
【図５】本発明方法の各工程の作用を説明する説明図である。
【図６】拡散工程の作用を説明する説明図である。
【図７】幅１００ｎｍの溝（トレンチ）を従来方法と本発明の成膜方法で銅による埋め込
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【図８】本発明方法を用いて幅１００ｎｍの溝（トレンチ）と直径１０ｎｍのホールの埋
め込みをサイクル数を異ならせて行った時の断面状態を示す電子顕微鏡写真である。
【図９】半導体ウエハの表面に形成された凹部の一例を示す断面斜視図である。
【図１０】図９中の一部の凹部を埋め込むための従来の成膜方法を示す工程図である。
【符号の説明】
【００６７】
　２，４　凹部
　２２　プラズマ成膜装置
　２４　処理容器
　３４　載置台
　３６　ガス溝
　４２　冷媒循環路（冷却手段）
　４４　抵抗加熱ヒータ（加熱手段）
　５４　バイアス電源
　６２　プラズマ発生源
　７２　ターゲット用の直流電源
　７４　誘導コイル部
　７０　金属ターゲット
　８０　装置制御部
　８２　記憶媒体
　　Ｗ　半導体ウエハ（被処理体）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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