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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
銅シード層を含む基体上に銅層を析出させるために使用される電解めっき浴であって、銅
イオン源、酸性電解質、及び抑制剤化合物として以下の構造式を有する１以上の分岐ポリ
マーを含む電解めっき浴：
　Ｒ－（－Ｏ－（ＣＸＹＣＸ’Ｙ’Ｏ）ｎＨ）ｍ

　［ここで、Ｒは重合体骨格であり；Ｘ、Ｙ、Ｘ’及びＹ’は、それぞれ独立に水素、ア
ルキル、アリール、またはアルアルキルであり；ｎは、５から１００，０００の間の整数
であり、ｍは５から５００の整数である。］。
【請求項２】
１以上の分岐抑制剤が、高分岐線状ポリマー、デンドリマー又は星状ポリマーである請求
項１に記載の電解めっき浴。
【請求項３】
１以上の分岐抑制剤が酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含有する請求項
１に記載の電解めっき浴。
【請求項４】
ａ）銅シード層を含む基体に請求項１から３のいずれか１項に記載の電解めっき浴を接触
させ；及びｂ）銅層を析出させるのに十分な電流密度を電解めっき浴に加える工程を含む
、基体上に銅層を析出する方法。
【請求項５】
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ａ）銅シード層を含む電子デバイスに請求項１から３のいずれか１項に記載の電解めっき
浴を接触させ；及びｂ）電子デバイス上に銅層を析出させるのに十分な電流密度を電解め
っき浴に加える工程を含む、電子デバイスを製造する方法。
【請求項６】
１以上のアパーチャを含有する電子デバイス基体を含む製品であって、各アパーチャ壁は
、ａ）銅シード層を含む１以上のアパーチャを含む基体に、請求項１から３のいずれか１
項に記載の電解めっき浴を接触させ；及びｂ）銅層を析出させるのに十分な電流密度を電
解めっき浴に加える工程を含むことにより得られた電解銅析出物を含有する、製品。
【請求項７】
請求項６に記載の製品を回転ポリッシングパッドと接触させ、それにより製品から過剰の
物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法を使用することによる製品から過剰物質
を除去する方法。
【請求項８】
ａ）酸化または不連続を有する銅シード層を含む基体に請求項１から３のいずれか１項に
記載の電解めっき浴を接触させ；及びｂ）十分な銅を析出させるのに十分な電流密度を電
解めっき浴に加え、実質的に均一なシード層を提供する工程を含む、銅シード層を修復す
る方法。
【請求項９】
酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含有し、１０，０００以上の分子量を
有する１以上の分岐重合体化合物を、銅シード層を含む基体上に銅層を析出させるために
使用される電解めっき浴に添加する工程を含む電解めっき浴からの銅のめっき速度を抑制
する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、一般に電解めっきの分野に関する。特に、本発明は、シード（ｓｅｅｄ）層の
電解銅めっきの分野に関する。
【０００２】
サブミクロンのジオメトリーを有するもののような、より小さなマイクロエレクトロニク
スデバイスを目指す傾向は、より高い密度を取り扱う多金属被覆層を有するデバイスを結
果としてもたらした。半導体ウェーハ上に、ワイアリング（ｗｉｒｉｎｇ）とも称される
金属回路を形成するのに使用される一般的な金属は、アルミニウムである。アルミニウム
は、比較的廉価であり、低抵抗率であり、比較的エッチングし易いという利点を有する。
アルミニウムは、また、異なる金属層を接続するためのビアにおける層間接続を形成する
のに使用される。しかしながら、ビア／コンタシトホールが、サブミクロン領域まで小さ
くなるので、アルミニウムを使用して異なる金属層間の層間接続を形成させるときに、信
頼性の問題を引き起こし得るステップカバレッジ（ｓｔｅｐ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）の問題
が現れる。斯かる不良なステップカバレッジは、高電流密度を結果的にもたらし、電子マ
イグレーションを促進する。
【０００３】
ビア中の改良された層間接続路を提供するための一つの試みは、金属層にはアルミニウム
を使用する一方で、タングステンのような金属を使用して完全に充填されたプラグを形成
することである。しかしながら、タングステン法は、高価で、複雑であり、タングステン
は、高い抵抗率を有し、ボイドを生じさせ易く、配線層と不良な境界面を形成し易い。
【０００４】
銅は、層間接続金属用の代替物質として提案されてきた。銅は、タングステンと比較して
改良された電気的特性及びアルミニウムよりも良い電子マイグレーション性及び低い抵抗
率という利点を有する。銅についての欠点は、アルミニウム及びタングステンと比較して
エッチングするのがより困難なことであり、且つ二酸化珪素のような誘電体層中に移動す
る(及び誘電層を通して迅速に拡散する)傾向がある。斯かる移動を防止するためには、窒
化チタン、タンタル、窒化タンタル、窒化珪素タンタル及び窒化タングステン等のバリア
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ー層が、銅層の析出前に使用されなければならない。
【０００５】
電気化学的析出等の銅層を適用する典型的な技術は、電気伝導性層へ銅を適用する場合に
のみ好適である。従って、典型的には、銅のような金属シード層である下地の伝導性シー
ド層（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｓｅｅｄ　ｌａｙｅｒ）は、一般に電気化学的に銅を析出
する前に基体に適用される。斯かるシード層は物理的蒸着（「ＳＰＤ」；スパッタリング
、蒸発、又は中空陰極マグネトロン源のイオン化された金属プラズマからの析出を含む）
及び化学的蒸着（「ＣＶＤ」、ハロゲン化物、擬似ハロゲン化物、カルボニル、ニトリル
、アルキル、オレフィン、アリル、アレーン、ホスフィン及びアミン等の無機又は有機配
位子と一緒になった１以上の金属原子を含む金属又は有機金属前駆体からの析出物を含む
）等の多様な方法で適用され得る。典型的には、シード層は、たとえば５０から１５００
オングストロームの厚さのように、他の金属層と比較して薄い。斯かる金属シード層、特
に銅シード層は、シード層表面及びシード層バルク内双方での金属酸化物、並びに厚さの
顕著な変動又は層内での不連続などの問題を生ずる場合がある。
【０００６】
金属シード層、特に銅シード層上の酸化物は、引き続く銅析出を妨げる。斯かる酸化物は
、金属シード層の空気等の酸素源への暴露から生じる。典型的には、斯かるシード層がよ
り長く酸素に暴露されるほど、酸化物形成量は多くなる。銅シード層が薄いところは、層
全体が銅酸化物として存在する場合がある。電解めっきの他の領域においては、エレクト
ロニクス仕上げにおけるように、銅酸化物層は、典型的には酸性エッチング浴によって除
去される。これらの浴は、銅金属表面を残しながら酸化物層を溶解する。斯かるエッチン
グ法は、一般にシード層の薄さのために銅シード層には適用できない。酸化物が、シード
層表面から除去される時に、シード層中に不連続を生成させ、場所によってはシード層が
完全に除去される危険がある。
【０００７】
米国特許第５，８２４，５９９号（シャッハッム‐ダイヤモンド等）は、ウェーハ上のバ
リアー層に触媒的銅層を真空下でコンフォーマルにブランケット析出させ、それから真空
を解除することなしに触媒的銅層に保護アルミニウム層を析出することにより銅シードの
表面への酸化物形成を防止する方法を開示する。ウェーハは、それから保護アルミニウム
層を除去して下地の触媒的銅層を露出する無電解銅析出液に付され、それから銅をその上
に無電解析出させる。しかしながら、斯かる方法は、第二の金属、アルミニウムの使用を
必要とし、プロセスコストを増加させ、且つ無電解銅析出の前に除去されない保護層の存
在は、抵抗率の増加等の最終製品における問題を起こし得る。加えて、溶解したアルミニ
ウムが無電解銅浴内に蓄積するかもしれず、これは、また、最終製品において問題となり
得るであろう。
【０００８】
近年の層間接続での０．１８μｍ未満のアパーチャにおけるＰＶＤ銅シード層によるステ
ップカバレッジは、ボイドの無い銅充填のための要件を制御する。ビア又はトレンチのよ
り低い側壁についてのステップカバレッジの減少は、薄く不連続な銅シード層をもたらす
。シード層においては不連続性又はボイドは、銅のような金属のカバレッジが、不完全又
は欠如している領域である。斯かる不連続性はサイトファッションのライン中で金属を析
出させるような、金属層の不十分なブランケット析出から生じることができる。伝統的な
電解質及び添加剤での引き続く電解銅めっき充填は、底部ボイドの形成と不連続銅シード
上の不完全充填を結果的にもたらす。斯かるシード層上に完全な金属層を電気化学的に析
出されるためには、不連続な部分は最終金属層の析出前に又はその過程で、充填されなけ
ればならないし、又はそうでなければ最終金属層内においてボイドが生じ得る。
【０００９】
ＰＣＴ特許出願ＷＯ９９／４７７３１（チェン）は、最初に超薄シード層を蒸着し、続い
て電気化学的に最終的にシード層を形成するように超薄シード層を厚くしてシード層を提
供する方法を開示する。この特許出願によれば、二工程法は、減少した不連続性を有する
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シード層を提供する。銅シード層は、アルカリ電解めっき浴を使用することによりシード
層が厚くされる。このシード層を厚くする方法を使用するものは、慣用の酸性電解質めっ
き浴を使用する前にシード層をすすぎ、中和しなければならないであろう。加えて、その
ような酸電解めっき浴と組み合わされたアルカリエンハンスメント法は、めっき器具のめ
っきッドの数を倍増させなければならないだろう、さもなければ処理量が減少するであろ
う。
【００１０】
一般的に、改良された層間接続用の電気化学的メタライゼーション法は，高導電性硫酸電
解質（１７０ｇ／ＬＨ２ＳＯ４）、硫酸銅（１７ｇ／Ｌ）及び塩化物イオン（５０～７０
ｍｇ／Ｌ）を使用する。有機添加剤パッケージが、ボトムアップフィルの進行を助力し、
ウエハー全体にわたり銅の厚さが均一になることを促進するに使用される。斯かる添加剤
パッケージは、典型的には、めっき浴又は生成する金属析出物の特性を変性するための促
進剤、抑制剤及びレベラー及び任意に界面活性剤、消泡剤又は柔軟剤を含む。ボイドの形
成の無いアパーチャへの望ましい程度の銅充填を達成するために斯かる促進剤、レベラー
及び他の添加剤使用の間で均衡が図られなくてはならない。もしそのような均衡が達成さ
れないならば、ウェーハ全体のめっきは、アパーチャ内部でのめっきより速く生じ、アパ
ーチャ内部でボイド形成を結果として生じ得る。多くの要因が、めっき浴におけるそれぞ
れの添加剤成分の安定性及び消費に影響を及ぼし得る。従って、これらの成分の一つが他
のものより速く消費されれば添加剤の均衡にとって、悪影響を及ぼされ得る。
【００１１】
また、限界的に薄い銅シードの高酸性電解質への暴露は、シード層上の導電性酸化銅層の
完全な又は部分的な除去をもたらし、これにより下地の塊状銅シード層が露出される場合
がある（「銅島」）。伝統的化学配合物での電解銅めっきは、薄い塊状銅シードの修復に
は不適当で、結果として最終充填物は、底部ボイドを含有する。
【００１２】
従って、不連続性を有するシード層を修復する方法のための必要性が継続して存在する。
また、追加の金属の使用を要求せず、不連続性を減じ又は除去するシード層の側面成長を
向上させ、商業的な金属蒸着法と両立する凹部の良好な充填を提供する電解めっきを求め
る必要性が継続して存在する。
【００１３】
驚くべきことに、限界的に薄い銅シード上の電解めっき過程においてアパーチャ内の底部
ボイドの除去が電解質組成及び有機添加剤パッケージの変更により達成され得ることが見
出された。斯かる有機添加剤パッケージの変更は、ある種の分岐した抑制剤化合物の使用
である。更に驚くべきことに、斯かる分岐抑制剤化合物は銅との錯体を形成し、慣用の直
鎖の抑制剤化合物より良好な表面をもたらすことが見出された。
【００１４】
一つの態様においては、本発明は、金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物
を含む電解めっき浴を提供する。
【００１５】
第二の態様については、本発明は、ａ）基体に金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑
制剤化合物を含む電解めっき浴を接触させ；及びｂ）金属層を析出させるに十分な電流密
度を電解めっき浴に加える工程を含む、基体上に金属層を析出する方法を提供する。
【００１６】
第三の態様については、本発明は、ａ）電子デバイスに金属イオン源、電解質及び１以上
の分岐抑制剤化合物を含む電解めっき浴を接触させ；及びｂ）電子デバイス上に金属層を
析出させにを十分な電流密度を電解めっき浴に加える工程を含む、電子デバイスを製造す
る方法を提供する。
【００１７】
本発明は、また、本発明のめっき浴から製造された銅析出物を有するプリント回路基板、
マルチチップモジュール及び半導体集積回路等の電子パッケージデバイスを含む製品を提
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供する。
【００１８】
第四の態様においては、本発明は、１以上のアパーチャを含有する電子デバイス基体を含
む製品であって、各アパーチャ壁は、少なくとも一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の
分岐抑制剤化合物を含む電解めっき組成物から得られた電解銅析出物を含有する、製品を
提供する。
【００１９】
第五の態様においては、本発明は、半導体ウェーハを回転ポリッシングパッドと接触させ
、それにより半導体ウェーハから過剰の物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法
（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｐｌａｎａｒｉｚａｔｉｏｎ）を使用する
ことによる半導体ウェーハから過剰物質を除去する方法を提供し、ここで半導体ウェーハ
は、少なくとも一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解銅め
っき組成物によって予め電解めっきされたものである方法を提供する。
【００２０】
第六の態様においては、本発明は、半導体ウェーハを回転ポリッシングパッドと接触させ
、それにより半導体ウェーハから過剰の物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法
を使用することによる半導体ウェーハから過剰物質を除去する方法であって、ここで半導
体ウェーハは、請求項１に記載の電解めっき浴により予め電解めっきされたものである、
方法を提供する。
【００２１】
第七の態様においては、本発明は、ａ）酸化及び不連続を有するシード層を含む基体を接
触させ；ｂ）基体に金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解めっ
き浴を接触させ；及びｂ）実質的に均一なシード層を提供するために金属層を析出させる
に十分な電流密度に電解めっき浴を曝すことからなる工程を含むシード層を修復する方法
を提供する。
【００２２】
第八の態様においては、本発明は、酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含
有し、１０，０００以上の分子量を有する１以上の分岐重合体化合物を電解金属めっき浴
に添加する工程を含む電解めっき浴からの金属のめっき速度を抑制する方法を提供する。
【００２３】
本明細書を通して使用されるように、明らかに断りがない限り次の略語は次の意味を有す
る；ｎｍ＝ナノメーター；ｇ／Ｌ＝リットル当たりのグラム；ＡＳＦ＝平方フィート当た
りのアンペア；Ｍ＝モル；μｍ＝ミクロン＝マイクロメーター；及びｐｐｍ＝百万部当た
りの部数。
【００２４】
本明細書を通して使用されるように、「構造」とは、限定的ではないがトレンチ及びビア
等の基体上の外面的配列を意味する。「アパーチャ」はビア及びトレンチ等のくぼみ構造
を意味する。用語「微小構造」とは、１．０ミクロン以下の大きさの構造を意味する。「
極微小構造」とは、０．５ミクロン以下の大きさの構造を意味する。同様に「小アパーチ
ャ」とは、１ミクロン以下の大きさのアパーチャを意味し、「極小アパーチャ」とは、０
．５ミクロン以下の大きさのアパーチャを意味する。本明細書を通して、使用されるよう
に用語「めっき」は、明らかに断りがない限り電解金属めっきを意味する。「析出」及び
「めっき」は、本明細書を通して互換的に使用される。用語「促進剤」は、めっき速度を
促進させる化合物を意味する。「抑制剤」は、めっき速度を抑制する化合物を言う。「ハ
ロゲン化物」は、フッ化物、塩化物、臭化物及びヨウ化物を意味する。「擬似ハロゲン化
物」は、チオシアニド（ＮＣＳ－）及びアジド（Ｎ３

－）等のアニオン性配位子を意味す
る。全てのパーセント及び比率は、指示がない限り重量による。
全ての範囲は、両端の数字を含み及び組合わせ可能である。
【００２５】
本発明の電解めっき液は、一般に少なくとも一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の分岐
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抑制剤化合物を含む。本発明の電解めっき液は、任意にハロゲン化物、促進剤又は光沢剤
、抑制剤、レベラー、グレインリファイナー、湿潤剤及び界面活性剤、消泡剤及び柔軟剤
等の１以上の添加剤を含むことができる。
【００２６】
例えば硫酸銅、酢酸銅、フルオロホウ酸銅及び硝酸銅のような多種類の銅塩が、本発明の
電解めっき液に採用され得る。硫酸銅五水塩は、特に好ましい銅塩である。銅塩は、本発
明の電解めっき組成物において比較的広い濃度範囲で好適に存在することができる。好ま
しくは、銅塩は、約１から約３００ｇ／Ｌのめっき液濃度、より好ましくは約１０から２
２５ｇ／Ｌの濃度、更に好ましくは約２５から約１７５ｇ／Ｌの濃度で採用されるであろ
う。銅イオンは、電解めっき浴内で約１５から約５０ｇ／Ｌの量で存在するのが好ましく
、更に好ましくは、約３０から約４５ｇ／Ｌの量で存在する。銅めっき浴は、また、限定
はされないが錫及び亜鉛、インジウムおよびアンチモン等の他の合金エレメントを含有す
ることができる。従って、本発明に有用な電解銅めっきは、銅又は銅合金を析出すること
ができる。
【００２７】
本発明に有用なめっき浴は、電解質、特に酸性電解質を採用する。電解質が酸性であると
き、酸は無機又は有機であり得る。好適な無機酸には、硫酸、燐酸、硝酸、ハロゲン化水
素酸、スルファミン酸及びフルオロホウ酸等が含まれるが、これらに限定されない。好適
な有機酸には、メタンスルホン酸等のアルキルスルホン酸、フェニルスルホン酸及びトリ
ルスルホン酸等のアリールスルホン酸、蟻酸、酢酸及びプロピオン酸等のカルボン酸、ト
リフルオロメチルスルホン酸及びハロ酢酸等のハロゲン化酸等が含まれるがこれらに限定
されない。特に、好適な有機酸には、（Ｃ１～Ｃ１０）のアルキルスルホン酸が含まれる
。好ましい酸には、硫酸、硝酸、メタンスルホン酸、フェニルスルホン酸、硫酸及びメタ
ンスルホン酸との混合物、メタンスルホン酸及びフェニルスルホン酸との混合物、及び硫
酸、メタンスルホン酸及びフェニルスルホン酸との混合物が含まれる。
【００２８】
２以上の酸の組み合わせが使用され得ることは、当業者によって認識されるであろう。特
に好適な酸の組み合わせには、１以上の無機酸と１以上の有機酸、又は２以上の有機酸の
混合物が含まれる。典型的には、２以上の酸は如何なる比率で存在してもよい。例えば、
２以上の酸が使用されるとき、９９：１から１：９９の如何なる比率で存在し得る。好ま
しくは、二つの酸は９０：１０から１０：９０の比率、より好ましくは８０：２０から２
０：８０の比率、更により好ましくは７５：２５から２５：７５の比率、いっそうより好
ましくは６０：４０から４０：６０の比率で存在する。
【００２９】
本電解めっき浴に使用される添加される酸の総量は、約０から約１００ｇ／Ｌ、好ましく
は０から５０ｇ／Ｌであり得るが、ある種の用途においては、２２５ｇ／Ｌまで又は更に
３００ｇ／Ｌ等のより高い量の酸が使用されてもよい。金属イオン源として金属硫酸塩を
使用することにより、酸性電解質が酸の添加なしに入手し得ることが当業者によって認識
されるであろう。
【００３０】
極小アパーチャを有するウェーハのめっきにおけるような、ある種の用途については、添
加される酸の総量が少ないことが好ましい。「少ない酸」とは、電解質に添加される酸の
総量が約０．４モル未満であり、好ましくは約０．３モル未満、より好ましくは約０．２
モル未満である。更に電解質は、添加される酸が無いほうが好ましい。
【００３１】
電解質は、任意に１以上のハロゲン化物を含むことができ、好ましくは少なくとも一つの
ハロゲン化物を含有する。塩化物及び臭化物は、好ましいハロゲン化物であり、塩化物が
更に好ましい。広範囲のハロゲン化物イオン濃度（もしハロゲン化物イオンが採用された
ならば）が好適に用いられ得る、例えば、めっき液内で約０（ハロゲン化物イオンが採用
されないとき）から１００ｐｐｍ、好ましくは約１０から約７５ｐｐｍ、より好ましくは
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約２５から約７５ｐｐｍのハロゲン化物イオンが使用される。特に塩化物イオンの有用な
範囲は、約１０から約３５ｐｐｍである。
【００３２】
本発明に有用な抑制剤化合物は、分岐の、好ましくは、高度に分岐した重合体化合物であ
る。「分岐の」とは、抑制剤重合体が、直鎖でないことを意味する。斯かる分岐の抑制剤
は、相当する非分岐化合物より高程度の表面カバレッジを発揮する。本分岐抑制剤は、電
解めっき初期の数秒間、アパーチャ内部の上部と平面部の抑制の程度を最大化する。本発
明の分岐抑制剤は、米国特許第５，３２８，５８９号に開示されたような最小限に分岐し
た又は非分岐の抑制剤化合物を含まない。この特許に開示された化合物は、ポリマー骨格
からの単純なアルキル（メチル）分岐鎖だけを含有する。エーテル結合は、ポリマー骨格
中にのみ開示される。
【００３３】
本発明に有用な抑制剤化合物は、酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子等の、
銅と錯体を形成することができる多くの官能基を含有する。これら官能基の少なくとも幾
つかは、ポリマーの分岐鎖中に存在する、即ち、これら官能基の幾つかは、ポリマー骨格
に対しペンダントであることが好ましい。好適な官能基としては、ポリエーテル等のエー
テル結合及びアミノ結合があげられる。例えば、好適な分岐抑制剤としては、次式を有す
るものがあげられる：
【００３４】
Ｒ－（－Ｏ－（ＣＸＹＣＸ’Ｙ’Ｏ）ｎＨ）ｍ
［ここで、Ｒは重合体骨格又はペンダント基である；Ｘ、Ｙ、Ｘ’及びＹ’は、独立に水
素、好ましくはメチル、エチル又はプロピルであるアルキル、フェニル等のアリール；ベ
ンジル等のアルアルキルであり、好ましくは１以上のＸ、Ｙ、Ｘ’及びＹ’は水素である
；ｎは、５から１００，０００の間の整数であり、ｍは２から１０００の整数である。］
好ましくは、ｎは、１２，０００より大である。斯かる官能基数ｍは、少なくとも５、よ
り好ましくは少なくとも１０、更により好ましくは２０である。特に好ましい分岐抑制剤
は、ｍが２から７００、より特定的には５から５００、更により特定的には１０から２５
０である。
【００３５】
好適な分岐抑制剤化合物としては、例えば、１以上のエーテル又はアミノ結合を有する高
分岐線状ポリマー、デンドリマー（ｄｅｎｄｒｉｍｅｒ）及び星状ポリマーがあげられる
。斯かる高分岐線状ポリマー、デンドリマー及び星状ポリマーは、文献中で公知である。
好適な分岐抑制剤は、慣用の高分岐線状ポリマー、デンドリマー及び星状ポリマーを表面
変性して、望ましいエーテル及び／又はアミノ官能基を導入することにより調製される。
代替として、好適なエーテル又はアミノ含有モノマーが、高分岐線状ポリマー、デンドリ
マー及び星状ポリマーを調製するのに用いられてもよい。好適なエーテル含有モノマーと
しては、例えば、ポリ（アルキレンオキサイド）モノマー、ポリ（アルキレンオキサイド
）アクリレート及びポリ（アルキレンオキサイド）メタクリレートが含まれる。他の好適
なモノマーとしては、ＣＨ２‐ＣＨ（（ＣＨ２）ｎ‐ＣＨ３）‐Ｏ‐、‐Ｃ（（ＣＨ２）
ｎ‐ＣＨ３）２‐Ｏ‐、‐Ｃ（（ＣＨ２）ｎ‐ＣＨ３）２‐Ｏ‐（ＣＨ２）ｍ‐及びＣ（
（ＣＨ２）ｐ‐ＣＨ３）２‐Ｏ‐等があげられ、ここで、ｎ、ｍ及びｐは、独立に１から
１０００、好ましくは２から８００、より好ましくは５から５００、更により好ましくは
８から３００から選択される整数である。
【００３６】
斯かる分岐抑制剤は、典型的には水溶性又は水分散性である。一般に、本分岐抑制剤は、
約１０，０００以上、好ましくは１５，０００、より好ましくは２０，０００以上、更に
より好ましくは３０，０００以上、よりいっそう好ましくは５０，０００以上の範囲の分
子量を有する。ポリマーが水溶性であり、または分散性である限り、分岐抑制剤分子量に
とって実際的な上限は無い。従って、７０，０００、８０，０００、９０，０００、１，
０００，０００及びそれより高い分子量を有する分岐抑制剤が、使用され得る。
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【００３７】
本発明の分岐重合体抑制剤は、少なくとも２０、好ましくは少なくとも３５、より好まし
くは少なくとも５０、更により好ましくは少なくとも１００及び
よりいっそう好ましくは少なくとも２００の分子量を有する分岐鎖（又はポリマー骨格か
らのペンダント鎖）を有する。従って、典型的な分岐鎖又は側鎖は、少なくとも二つの炭
素原子、好ましくは三つの炭素原子を有する。斯かる分岐鎖又は側鎖は、脂肪族、置換脂
肪族、芳香族及び置換芳香族であり得るし、また、１以上の酸素又は窒素等のヘテロ原子
を含むことができる。「置換脂肪族」及び「置換芳香族」は、脂肪族又は芳香族基上の１
以上の水素をハロゲン、シアノ、ヒドロキシ、（Ｃ１～Ｃ２０）アルコキシ及びフェノキ
シ等の他の置換基で置き換えることを意味する。
【００３８】
従って、本発明は、酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含有し、１０，０
００以上の分子量を有する１以上の分岐重合体化合物を電解金属めっき浴に添加する工程
を含む電解めっき浴からの金属めっき速度を抑制する方法を提供する。
【００３９】
電解めっき浴に存在する斯かる抑制剤の量は、約０．１から約１０００ｐｐｍの範囲であ
る。好ましくは、抑制剤化合物は、約０．５から約８００ｐｐｍ、より好ましくは約１か
ら約５００ｐｐｍの量で存在する。１以上の慣用の（即ち直鎖）抑制剤は本発明の分岐抑
制剤と組み合わせて使用され得ることは、当業者により認識されるであろう。斯かる組み
合わせは、抑制剤特性の均衡が望まれるある種の環境の下で利点を有することができる。
【００４０】
公知の光沢剤を含む多岐に亘る光沢剤（又は促進剤）は、本発明の電解銅めっきにおいて
採用され得る。典型的な光沢剤は、１以上の硫黄原子を含有し、典型的には窒素原子を含
まず、約１０００以下の分子量である。スルフィド及び／又はスルホン酸基を有する光沢
剤化合物が、一般的に好ましい。特に式Ｒ’‐Ｓ‐Ｒ‐ＳＯ３Ｘ、［ここで、Ｒは、任意
に置換したアルキル（シクロアルキルを含む）、任意に置換したヘテロアルキル、任意に
置換したアリール基、又は任意に置換したヘテロ脂環式であり；Ｘは、ナトリウム又はカ
リウム等の対イオンである；及びＲ’は、水素又は化学結合（即ち、‐Ｓ‐Ｒ‐ＳＯ３Ｘ
、又はより大きな化合物の置換基である）である］を有する基を含む化合物が好ましい。
典型的にアルキル基は、１から約１６の炭素、より典型的には１から約８又は１２の炭素
を有するであろう。ヘテロアルキル基は、１以上のヘテロ原子（Ｎ、Ｏ又はＳ）を連鎖中
に有し、好ましくは１から約１６個、より好ましくは１から約８または１２個の炭素原子
を有する。炭素環式アリール基は、典型的にはフェニール及びナフチル等のアリール基で
ある。ヘテロ芳香族基は、また、好適なアリール基であろう、そして典型的には１から約
３のＮ、Ｏ又はＳ、１から３個の分離又は縮合環を含有し、例えば、クマリニル、キノリ
ニル、ピリジル、ピラジル、ピラジニル、ピリミジル、フリル、ピロリル、チエニル、チ
アゾリル、オキサゾリル、オキシジゾリル、トリアゾール、イミダゾリル、インドリル、
ベンゾフラニル及びベンゾチアゾール等があげられる。ヘテロ脂環式基は、典型的には１
から３のＮ，Ｏ又はＳ原子及び１から３の分離又は縮合環を有し、例えば、テトラヒドロ
フラニル、チエニル、テトラヒドロピラニル、ピペルジニル、モルフォリノ及びピロリン
ジニル等を有するであろう。置換アルキル、ヘテロアルキル、アリール又はヘテロ脂環式
基の置換基としては、例えば、Ｃ１～Ｃ８アルコキシ；Ｃ１～Ｃ８アルキル；ハロゲン、
特にＦ、Ｃｌ及びＢｒ；シアノ及びニトロ等が挙げられる。
【００４１】
より詳細には、有用な光沢剤としては、次式のものがあげられる：
ＸＯ３Ｓ－Ｒ－ＳＨ、
ＸＯ３Ｓ－Ｒ－Ｓ－Ｓ－Ｒ－ＳＯ３Ｘ、および
ＸＯ３－Ａｒ－Ｓ－Ｓ－Ａｒ－ＳＯ３Ｘ
［上記式中、Ｒは、任意に置換したアルキル基及び好ましくは１から６の炭素原子を有す
るアルキル基であり、より好ましくは１から４の炭素原子を有するアルキル基である；Ａ
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ｒは、任意に置換したフェニル基又はナフチル基等の任意に置換したアリール基である；
及びＸは、ナトリウム又はカリウム等の対イオンである。］
【００４２】
幾つかの具体的な好適な光沢剤としては、例えば、ｎ，ｎ‐ジメチル‐ジチオカルバミン
酸‐（３‐スルホプロピル）エステル；３‐メルカプト‐プロピルスルホン酸‐（３‐ス
ルホプロピル）エステル；３‐メルカプト‐プロピルスルホン酸（ナトリウム塩）；３‐
メルカプト‐１－プロパンスルホン酸（カリウム塩）とのカルボン酸‐ジチオ‐ｏ‐エチ
ルエステル‐ｓ‐エステル；ビススルホプロピルジスルフィド；３‐（ベンズチアゾリル
‐ｓ‐チオ）プロピルスルホン酸（ナトリウム塩）；ピリジニウムプロピルスルホベタイ
ン；１‐ナトリウム‐３‐メルカプトプロパン‐１‐スルホネート；米国特許第３，７７
８，３５７号に記載のスルホアルキルスルフィド化合物；ジアルキルアミノ‐チオックス
‐メチル‐チオアルカンスルホン酸のペルオキシド酸化生成物；及び上記の混合物が挙げ
られる。追加の好適な光沢剤は、また、米国特許第３，７７０，５９８号、第４，３７４
，７０９号、第４，３７６，６８５号、第４，５５５，３１５号及び４，６７３，４６９
号に記載されており、全てここで参照として挿入されている。本発明のめっき組成物に使
用される特に好ましい光沢剤は、ｎ，ｎ‐ジメチル‐ジチオカルバミル酸‐（３‐スルホ
プロピル）エステル及びビス‐ナトリウム‐スルホノプロピル‐ジスルフィドである。
【００４３】
電解めっき浴において存在する斯かる促進剤の量は、約０．１から約１０００ｐｐｍの範
囲である。好ましくは、促進剤化合物は、約０．５から約３００ｐｐｍ、より好ましくは
約１から約１００ｐｐｍ及び更に好ましくは約２から約５０ｐｐｍの量で存在する。
【００４４】
界面活性剤は、任意にめっき浴に添加されることができる。斯かる界面活性剤は、典型的
には浴重量を基準にして約１から１０，０００ｐｐｍ、より好ましくは約５から１０，０
００ｐｐｍの範囲の濃度で電解銅めっき液に添加される。特に、好適な本発明のめっき組
成物用界面活性剤は、ポリエチレングリコールコポリマーを含む商業的に入手可能なポリ
エチレングリコールコポリマーである。斯かるポリマーは、例えば、ＢＡＳＦ（ＢＡＳＦ
よりテトロニック（Ｔｅｔｒｏｎｉｃ）及びプルロニック（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ）の商品名
で販売）から入手でき、ケマックス社からのコポリマーでもよい。
【００４５】
レベラーは、任意に本めっき浴に添加されてもよい。１以上のレベラー成分が、本めっき
浴において使用されることが好ましい。斯かるレベラーは、約０．０１から約５０ｐｐｍ
の量で使用され得る。好適なレベリング剤の例は、既述した米国特許第３，７７０，５９
８号、第４，３７４，７０９号、第４，３７６，６８５号、第４，５５５，３１５号及び
第４，６７３，４５９号に記載されている。一般に、有用なレベリング剤としては、Ｒ‐
Ｎ‐Ｒ’［各Ｒ及びＲ’は、独立に置換もしくは非置換アルキル基又は置換もしくは非置
換アリール基である］を有する化合物のような置換アミノ基を含有するものが含まれる。
典型的にアルキル基は、１から６の炭素原子、より典型的には１から４の炭素原子を有す
る。好適なアリール基には、置換又は非置換フェニル又はナフチルが含まれる。置換アル
キル及びアリール基の置換基は、例えば、アルキル、ハロ及びアルコキシであり得る。
【００４６】
より具体的には、好適なレベリング剤には、１‐(２‐ヒドロキシエチル)‐２‐イミダゾ
リジンチオン；４‐メルカプトピリジン；２‐メルカプトチアゾリン；エチレンチオウレ
ア；チオウレア；アルキル化ポリアルキレンイミン；米国特許第３，９５６，０８４号に
記載されたフェナゾニウム化合物；N‐ヘテロ芳香族環含有ポリマー；第四級、アクリル
、重合体アミン；ポリビニルカルバメート；ピロリドン；及びイミダゾールが含まれるが
、これらに限定されない。特に好ましいレベラーは、１‐(２‐ヒドロキシエチル)‐２‐
イミダゾリジンチオンである。
【００４７】
本発明の特に好適な電解めっき浴は、０から１００ｇ／Ｌ、好ましくは０から５０ｇ／Ｌ
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の硫酸、１５から５０ｇ／Ｌ、好ましくは３０から４５ｇ／Ｌの銅イオン、１０から３５
ｐｐｍの塩素イオン及び１から５００ｐｐｍの分岐抑制剤化合物を含む。より特定的には
、好適な浴は０から１３ｐｐｍの促進剤化合物及び０から１０ｐｐｍのレベリング剤を更
に含む。
【００４８】
本電解銅めっき組成物は、従前の電解銅めっき浴と同様な仕様で好適に使用される。本発
明のめっき浴は、約１５℃等の室温より低い温度において、上記室温において又はそれよ
り高い温度、例えば６５℃まで及びそれより高い温度において使用される。好ましくはめ
っき浴は２０から２５℃の範囲で稼動される。めっき組成物は、好ましくは空気スパージ
ャー、工作物撹拌、衝突又は他の好適な方法により、使用中に撹拌される。めっきは、好
ましくは、基体特性に応じて約１分から４０ＡＳＦの電流で行われる。めっき時間は、工
作物の困難性に応じて約２分から１時間又はそれ以上の範囲でよい。
【００４９】
本電解めっき浴は、小アパーチャ、例えば０．１８μｍ以下の良好な充填を提供するのみ
ならず、シード層のその場での修復をも提供する。従って、本発明は、ａ）酸化または不
連続を有するシード層を含む基体を接触させ；ｂ）その基体に金属イオン源、電解質及び
１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解めっき浴を接触させ；及びｃ）十分な金属を析出さ
せるに十分な電流密度を電解めっき浴に加え、実質的に均一なシード層を提供する工程を
含む、シード層を修復する方法を提供する。
【００５０】
限界的に薄い銅シードの慣用の高酸性電解質への暴露は、結果としてシード層上の薄い導
電性銅酸化物層を除去し、下地の塊状銅シード層（銅島）を露出する。好ましくは、本電
解めっき浴組成物は、それらが慣用の浴より酸性が低くなるように選択される。斯かる低
い酸性の浴は、慣用のめっき浴より減少した銅酸化物エッチング及び銅シード層腐食を有
する。理論に拘束されることを意図してはいないが、本分岐抑制剤によって提供される抑
制は、電解めっきの最初の数秒の間にアパーチャ側壁下部にそっての薄い銅シードの選択
的核形成を向上させると信じられる。本発明の組成物は、慣用の電解めっき浴よりアパー
チャ内部において、より高い銅核形成速度を有する。
【００５１】
一旦、シード層が本発明により連続的に与えられると、電解めっき充填シーケンスは、通
常のボトムアップフィルシーケンスで進行する。めっき波形内のホットエントリー工程（
ｈｏｔ　ｅｎｔｒｙ　ｓｔｅｐ）の使用が薄い銅シード層上のボイド形成を減少又は除去
することを更に確実にするということを当業者は、認識するであろう。特定の波形の選択
は、当業者にとって公知の多くの要因に依存するであろう。
【００５２】
多岐に亘る基体が、上記したように本発明の組成物でめっきされ得る。本発明の組成物は
、小さな直径、高アスペクト比マイクロビア及び他のアパーチャを有する回路基板基体の
ような、困難な工作物をめっきするのに特に有用である。本発明のめっき組成物は、また
、形成された半導体デバイス等のような集積回路デバイスをめっきするのに特に有用であ
る。本発明のめっき組成物は、４：１又はそれより大きいアスペクト比を有するような、
高アスペクト比のマイクロビア及びトレンチをめっきするのに特に有用である。
【００５３】
上記したように、約２００ｎｍ又はそれより小さな直径を有する少なくとも４：１のアス
ペクト比は、本発明のめっき浴を使用して何の欠点も無く（例えば無ボイド又はイオンビ
ーム試験による混在物の無混入）、効率的に銅めっきされた。１５０ｎｍより小さい又は
更に約１００ｎｍより小さい直径及び５：１、６：１、７：１、１０：１又はそれより大
及び更に約１５：１までのアスペクト比を有するアパーチャは、本発明のめっき浴を使用
して効率的に（例えば無ボイド又はイオンビーム試験による混在物の無混入）銅めっきさ
れ得る。
【００５４】
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従って、本発明は、ａ）基体に金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含
む電解めっき浴を接触させ；及びｂ）金属層を析出させるに十分な電流密度を電解めっき
浴に加える工程を含む、基体上に金属層を析出する方法を提供する。
【００５５】
多岐に亘る基体が、本発明に従い銅でめっきされることができる。特に好適なのは、集積
回路の製造に使用されるウェーハ、プリント配線基板内層及び外層及びフレキシブル回路
等のような電子デバイスの製造に使用される基体である。基体は、ウェーハが好ましい。
【００５６】
本発明は、ａ）電子デバイスに金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含
む電解めっき浴を接触させ；及びｂ）電子デバイス上に金属層を析出させにを十分な電流
密度を電解めっき浴に加える工程を含む、電子デバイスを製造する方法を提供する。
【００５７】
従って、本発明は、また、１以上のアパーチャを含有する電子デバイス基体を含んでいる
製品を提供し、１以上のアパーチャのそれぞれは壁を有し、そのアパーチャ壁は少なくと
も一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解めっき組成物から
得られた電解銅析出物をその上に有する。
【００５８】
半導体ウェーハは、一般に過剰の銅でめっきされる。集積回路を製造する方法の過程で、
半導体ウェーハは、しばしばポリッシュされ、ウェーハ表面上の過剰の望ましくない物質
を除去する。ポリッシュは、一般に化学的機械的平坦化（「ＣＭＰ」）の形式をとり、そ
こでは化学的に活性なスラリーがポリッシングパッドと共に使用される。従って、一度半
導体ウェーハが本発明に従いめっきされると、そのウェーハは、好ましくはＣＭＰに付さ
れる。ＣＭＰ操作は、以下の発明に従いって遂行され得る。
【００５９】
ウェーハは、作動するポリッシングパッドの表面に対してウェーハを移動させるウェーハ
キャリアに搭載される。ポリッシングパッドは，公知の平滑ポリッシングパッド又は溝付
きポリッシングパッドであり得る。溝付きポリッシングパッドの例は、米国特許第５，１
７７，９０８号；第５，０２０，２８３号；第５，２９７，３６４号；第５，２１６，８
４３号；第５，３２９，３７４号；第５，４３５，７７２号；第５，３９４，６５５号；
第５，６５０，０３９号；第５，４８９，２３３号；第５，５７８，３６２号；第５，９
００，１６４号；第５，６０９，７１９号；第５，６２８，８６２号；第５，７６９，６
９９号；第５，６９０，５４０号；第５，７７８，４８１号；第５，６４５，４６９号；
第５，７２５，４２０号；第５，８４２，９１０号；第５，８７３，７７２号；第５，９
２１，８５５号；第５，８８８，１２１号；第５，９８４，７６９号；及びヨーロッパ特
許８０６２６７号に記載されている。ポリッシングパッドは、ポリッシングパッドを回転
する慣用のプラテン（ｐｌａｔｅｎ）上に配置され得る。ポリッシングパッドは、限定は
されないが、両面に接着剤を有する両面テープ等の接着剤等の保持手段によりプラテン上
に保持され得る。
【００６０】
ポリッシング溶液又はスラリーは、ポリッシングパッド上に供給される。ウェーハ担体は
、ポリッシングパッドの異なる場所に位置し得る。限定はされないがウェーハホルダー、
真空または、限定はされないが水等の限定はされないが流体などの真空又は液体張力等の
好適な保持手段により定置され得る。もし保持手段が真空によるものならば、好ましくは
ウェーハキャリアに接続した中空シャフトが存在する。追加的に、中空シャフトは、限定
はされないが空気又は不活性ガス等のガス圧を調整するのに使用されることができ、又は
ウェーハを初期的に保持するために真空を使用することができる。ガス又は真空は、中空
シャフトから担体に流動するであろう。ガスは望ましい輪郭のためにポリッシングパッド
に対してウェーハを移動させることができる。真空は、初めにウェーハ担体内の位置にウ
ェーハを保持することができる。一度ウェーハがポリッシングパッドの上部に配置される
と、真空は開放され、ガス圧は、ポリッシングパッドに対しウェーハを押しつけることに
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従事されることができる。過剰の又は望まれない銅は、それから除去される。プラテン及
びウェーハキャリアは、独立に回転可能である。それ故、同一速度又は異なる速度でポリ
ッシングパッドと同じ方向にウェーハを回転させることができ、又はポリッシングパッド
と反対の方向にウェーハを回転させることができる。
【００６１】
従って、本発明は、半導体ウェーハを回転ポリッシングパッドと接触させ、それにより半
導体ウェーハから過剰の物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法を使用すること
による半導体ウェーハから過剰物質を除去する方法であって、ここで半導体ウェーハは、
少なくとも一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解銅めっき
組成物によって予め電解めっきされたものである、方法を提供する。
【００６２】
また、半導体ウェーハを回転ポリッシングパッドと接触させ、それにより半導体ウェーハ
から過剰の物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法を使用することによる半導体
ウェーハから過剰物質を除去する方法が提供される；ここで、半導体ウェーハは、上記し
た組成物で予め電解めっきされている。
【００６３】
　本発明は、電解銅めっき浴に関して記載されているが、本混合酸電解質は、銅合金、錫
、錫合金、ニッケル及びニッケル‐合金等のような多様なめっき浴について使用され得る
ことが当業者には理解されるであろう。
　本発明は以下の態様を含むものである。
　（１）　金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解めっき浴。
　（２）　１以上の分岐抑制剤が、高分岐線状ポリマー、デンドリマー又は星状ポリマー
である前記（１）に記載の電解めっき浴。
　（３）　１以上の分岐抑制剤が酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含有
する前記（１）に記載の電解めっき浴。
　（４）　１以上の分岐抑制剤が１０，０００以上の分子量を有する前記（１）に記載の
電解めっき浴。
　（５）　分子量が５０，０００以上である前記（４）に記載の電解めっき浴。
　（６）　電解質が酸性である前記（１）に記載の電解めっき浴。
　（７）　電解質が添加された酸を含まない前記（１）に記載の電解めっき浴。
　（８）　金属イオンが銅イオンである前記（１）に記載の電解めっき浴。
　（９）　銅イオンが１５から５０ｇ／Ｌの量で存在する前記（８）に記載の電解めっき
浴。
　（１０）　電解質が更にハロゲン化物を含む前記（１）に記載の電解めっき浴。
　（１１）　ハロゲン化物が１０から３５ｐｐｍの量で存在する前記（１０）に記載の電
解めっき浴。
　（１２）　ａ）基体に金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解
めっき浴を接触させ；及びｂ）金属層を析出させるに十分な電流密度を電解めっき浴に加
える工程を含む、基体上に金属層を析出する方法。
　（１３）　１以上の分岐抑制剤が高分岐線状ポリマー、デンドリマー又は星状ポリマー
である前記（１２）に記載の方法。
　（１４）　１以上の分岐抑制剤が酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含
有する前記（１２）に記載の方法。
　（１５）　１以上の分岐抑制剤が１０，０００以上の分子量を有する前記（１２）に記
載の方法。
　（１６）　分子量が５０，０００以上である前記（１５）に記載の方法。
　（１７）　電解質が酸性である前記（１２）に記載の方法。
　（１８）　電解質が添加された酸を含まない前記（１２）に記載の方法。
　（１９）　金属イオンが銅イオンである前記（１２）に記載の方法。
　（２０）　銅イオンが３０から４５ｇ／Ｌの量で存在する前記（１９）に記載の方法。
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　（２１）　電解質が更にハロゲン化物を含む前記（１２）に記載の方法。
　（２２）　ハロゲン化物が１０から３５ｐｐｍの量で存在する前記（１２）に記載の方
法。
　（２３）　ａ）電子デバイスに金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を
含む電解めっき浴を接触させ；及びｂ）電子デバイス上に金属層を析出させるに十分な電
流密度を電解めっき浴に加える工程を含む、電子デバイスを製造する方法。
　（２４）　１以上の分岐抑制剤が高分岐線状ポリマー、デンドリマー又は星状ポリマー
である前記（２３）に記載の方法。
　（２５）　１以上の分岐抑制剤が酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含
有する前記（２３）に記載の方法。
　（２６）　電解質が酸性である前記（２３）に記載の方法。
　（２７）　電解質が添加された酸を含まない前記（２３）に記載の方法。
　（２８）　金属イオンが銅イオンである前記（２３）に記載の方法。
　（２９）　銅イオンが３０から４５ｇ／Ｌの量で存在する前記（２８）に記載の方法。
　（３０）　電解質が更にハロゲン化物を含む前記（２３）に記載の方法。
　（３１）　１以上のアパーチャを含有する電子デバイス基体を含む製品であって、各ア
パーチャ壁は、少なくとも一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含
む電解めっき組成物から得られた電解銅析出物を含有する、製品。
　（３２）　半導体ウェーハを回転ポリッシングパッドと接触させ、それにより半導体ウ
ェーハから過剰の物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法を使用することによる
半導体ウェーハから過剰物質を除去する方法であって、ここで半導体ウェーハは、少なく
とも一つの可溶性銅塩、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解銅めっき組成物
によって予め電解めっきされたものである、方法。
　（３３）　１以上の分岐抑制剤が高分岐線状ポリマー、デンドリマー又は星状ポリマー
である前記（３２）に記載の方法。
　（３４）　１以上の分岐抑制剤が酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含
有する前記（３２）に記載の方法。
　（３５）　電解質が酸性である前記（３２）に記載の方法。
　（３６）　電解質が添加された酸を含まない前記（３２）に記載の方法。
　（３７）　金属イオンが銅イオンである前記（３２）に記載の方法。
　（３８）　銅イオンが１５から５０ｇ／Ｌの量で存在する前記（３７）に記載の方法。
　（３９）　電解質が更にハロゲン化物を含む前記（３２）に記載の方法。
　（４０）　半導体ウェーハを回転ポリッシングパッドと接触させ、それにより半導体ウ
ェーハから過剰の物質を除去することを含む化学的機械的平坦化法を使用することによる
半導体ウェーハから過剰物質を除去する方法であって、ここで半導体ウェーハは、前記（
１）に記載の電解めっき浴により予め電解めっきされたものである、方法。
　（４１）　ａ）酸化または不連続を有するシード層を含む基体を接触させ；ｂ）その基
体に金属イオン源、電解質及び１以上の分岐抑制剤化合物を含む電解めっき浴を接触させ
；及びｃ）十分な金属を析出させるに十分な電流密度を電解めっき浴に加え、実質的に均
一なシード層を提供する工程を含む、シード層を修復する方法。
　（４２）　酸素又は窒素から選択される１以上のヘテロ原子を含有し、１０，０００以
上の分子量を有する１以上の分岐重合体化合物を電解金属めっき浴に添加する工程を含む
電解めっき浴からの金属のめっき速度を抑制する方法。
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