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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属バリア層及び層間絶縁膜を含む被研磨膜を研磨するための金属用研磨液であって、
　前記層間絶縁膜が、シリコン系被膜又は有機ポリマ膜であり、
　砥粒としてシリカと、酸化金属溶解剤と、水を含有し、
　前記砥粒が、平均２次粒径５～３９ｎｍの第一の砥粒と平均２次粒径４０～９０ｎｍの
第二の砥粒とを含み、
　ｐＨが２～５である金属用研磨液。
【請求項２】
　前記砥粒が、前記第一の砥粒を砥粒全体に対して１～５０質量％、前記第二の砥粒を砥
粒全体に対して５０～９９質量％含む請求項１記載の金属用研磨液。
【請求項３】
　前記砥粒が、平均１次粒径２～５０ｎｍの砥粒を含む請求項１又は２記載の金属用研磨
液。
【請求項４】
　前記酸化金属溶解剤が、有機酸、有機酸エステル、有機酸のアンモニウム塩及び無機酸
から選ばれる少なくとも１種である請求項１～３のいずれか一項記載の金属用研磨液。
【請求項５】
　さらに金属の酸化剤を含有する請求項１～４のいずれか一項記載の金属用研磨液。
【請求項６】
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　前記金属の酸化剤が、過酸化水素、硝酸、過ヨウ素酸カリウム、次亜塩素酸及びオゾン
水から選ばれる少なくとも１種である請求項５記載の金属用研磨液。
【請求項７】
　さらに金属防食剤を含有する請求項１～６のいずれか一項記載の金属用研磨液。
【請求項８】
　重量平均分子量が５００以上５００万以下のポリマをさらに含有する請求項１～７のい
ずれか一項に記載の金属用研磨液。
【請求項９】
　金属用研磨液によって研磨される被研磨膜が、さらに導電性物質層を含む被研磨膜であ
る請求項１～８のいずれか一項記載の金属用研磨液。
【請求項１０】
　前記導電性物質層が、銅、銅合金、銅の酸化物及び銅合金の酸化物から選ばれる少なく
とも１種から成る層である請求項９記載の金属用研磨液。
【請求項１１】
　前記金属バリア層が、タンタル、タンタル化合物、チタン、チタン化合物、タングステ
ン、タングステン化合物、ルテニウム、ルテニウム化合物、銅とマンガンとの合金、銅と
マンガンと酸化ケイ素との合金から選ばれる少なくとも１種からなる１層、又は２層以上
の積層である、請求項１～１０のいずれか一項記載の金属用研磨液。
【請求項１２】
　前記砥粒は、金属用研磨液の総量１００質量部に対して、０．００１～５０質量部であ
る請求項１～１１のいずれか一項に記載の金属用研磨液。
【請求項１３】
　導電性物質層と層間絶縁膜の研磨速度比が０．７２以下である請求項９～１２のいずれ
か一項に記載の金属用研磨液。
【請求項１４】
　研磨定盤の研磨布上に請求項１～１３のいずれか一項記載の金属用研磨液を供給しなが
ら、被研磨膜を有する基板を研磨布に押圧した状態で研磨定盤と基板を相対的に動かすこ
とによって被研磨膜を研磨する研磨方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属用研磨液及び研磨方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体集積回路（以下、ＬＳＩと記す）の高集積化、高性能化に伴って新たな微
細加工技術が開発されている。化学機械研磨（以下、ＣＭＰと記す）法もその一つであり
、ＬＳＩ製造工程、特に多層配線形成工程における層間絶縁膜の平坦化、金属プラグ形成
、埋め込み配線形成において頻繁に利用される技術である。この技術は、例えば米国特許
第４９４４８３６号明細書に開示されている。
【０００３】
　また、最近はＬＳＩを高性能化するために、配線材料となる導電性物質として銅又は銅
合金の利用が試みられている。しかし、銅又は銅合金は、従来のアルミニウム合金配線の
形成で頻繁に用いられたドライエッチング法による微細加工が困難である。そこで、あら
かじめ溝を形成してある絶縁膜上に銅又は銅合金の薄膜を堆積して埋め込み、溝部以外の
前記薄膜をＣＭＰにより除去して埋め込み配線を形成する、いわゆるダマシン法が主に採
用されている。この技術は、例えば特開平２－２７８８２２号公報に開示されている。
【０００４】
　銅又は銅合金等の配線部用金属を研磨するＣＭＰの一般的な方法は、円形の研磨定盤（
プラテン）上に研磨パッドを貼り付け、研磨パッド表面を金属用研磨液で浸し、基板の金
属膜を形成した面を押し付けて、研磨パッドの裏面から所定の圧力（以下、研磨圧力と記
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す）を加えた状態で研磨定盤を回し、研磨液と金属膜の凸部との機械的摩擦によって凸部
の金属膜を除去するものである。
【０００５】
　ＣＭＰに用いられる金属用研磨液は、一般には酸化剤、砥粒及び水からなっており、必
要に応じてさらに酸化金属溶解剤、金属防食剤等が添加される。まず酸化剤によって金属
膜表面を酸化して酸化層を形成し、その酸化層を砥粒によって削り取るのが基本的なメカ
ニズムと考えられている。凹部の金属膜表面の酸化層は研磨パッドにあまり触れず、砥粒
による削り取りの効果が及ばないので、ＣＭＰの進行とともに凸部の金属膜が除去されて
基板表面は平坦化される。この詳細についてはジャ－ナル・オブ・エレクトロケミカルソ
サエティ誌の第１３８巻１１号（１９９１年発行）の３４６０～３４６４頁に開示されて
いる。
【０００６】
　ＣＭＰによる研磨速度を高める方法として、酸化金属溶解剤を添加することが有効とさ
れている。砥粒によって削り取られた金属酸化物の粒を研磨液に溶解させてしまうと、砥
粒による削り取りの効果が増すためであると解釈できる。酸化金属溶解剤の添加によりＣ
ＭＰによる研磨速度は向上するが、一方、凹部の金属膜表面の酸化層も溶解されて金属膜
表面が露出すると、酸化剤によって金属膜表面がさらに酸化され、これが繰り返されると
凹部の金属膜の溶解が進行してしまう。このため研磨後に埋め込まれた金属配線の表面中
央部分が皿のように窪む現象（以下、「ディッシング」と記す）が発生し、平坦化効果が
損なわれる。
【０００７】
　これを防ぐために金属用研磨液にさらに金属防食剤が添加される。金属防食剤は金属膜
表面の酸化層上に保護膜を形成し、酸化層がエッチングされるのを防止するものである。
【０００８】
　この保護膜は砥粒により容易に削り取ることが可能で、ＣＭＰによる研磨速度を低下さ
せないことが望まれる。
【０００９】
　金属膜のディッシングやエッチングを抑制し、信頼性の高いＬＳＩ配線を形成するため
に、グリシン等のアミノ酢酸又はアミド硫酸からなる酸化金属溶解剤及び金属防食剤とし
てベンゾトリアゾールを含有する金属用研磨液を用いる方法が提唱されている。この技術
は、例えば特開平８－８３７８０号公報に記載されている。
【００１０】
　銅又は銅合金等の配線部用金属の下層には、層間絶縁膜中への金属の拡散防止や層間絶
縁膜との密着性向上のためにバリア層として、例えば、タンタル、タンタル化合物等の導
体からなる層が形成される。したがって、銅又は銅合金などの配線部用金属を埋め込む配
線部分以外では、露出したバリア層をＣＭＰにより取り除く必要がある。しかし、これら
のバリア層の導体は、銅又は銅合金に比べ硬度が高いために、銅又は銅合金用の研磨材料
の組み合わせでは十分な研磨速度が得られず、かつ被研磨面の平坦性が悪くなる場合が多
い。そこで、銅又は銅合金などの配線部用金属を研磨する第１のＣＭＰ研磨工程と、バリ
ア層を研磨する第２のＣＭＰ研磨工程からなる２段階の研磨方法が検討されている。
【００１１】
　バリア層を研磨する第２のＣＭＰ研磨工程で用いる金属用研磨液には、被研磨面の平坦
化を向上するために、層間絶縁膜であるシリコン系被膜または有機ポリマ膜を研磨するこ
とが要求される場合がある。層間絶縁膜の研磨速度を向上させるために、金属用研磨液に
含まれる砥粒の粒径を大きくして研磨を行う方法が提案されているが、被研磨面に研磨傷
が発生して電気特性不良の原因になるという問題がある。また、このような電気特性不良
は、ＣＭＰ後の洗浄不足により発生するといった問題がある。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明は、層間絶縁膜の研磨速度が大きく、被研磨面に研磨傷を発生させず、被研磨面
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の平坦性が高い金属用研磨液を提供することを目的とする。また、この金属用研磨液を使
用して、微細化、薄膜化、寸法精度及び電気特性に優れ、信頼性が高く、低コストの半導
体デバイスに好適な研磨方法を提供することを目的とする。
【００１３】
　本発明は、（１）砥粒、酸化金属溶解剤及び水を含有した金属用研磨液であって、前記
砥粒が、平均２次粒径が異なる砥粒を２種類以上含むことを特徴とする金属用研磨液に関
する。
【００１４】
　また、本発明は、（２）前記砥粒の平均２次粒径が１～１０００ｎｍであることを特徴
とする前記（１）記載の金属用研磨液に関する。
【００１５】
　また、本発明は、（３）前記砥粒が、平均２次粒径５～３９ｎｍの第一の砥粒と平均２
次粒径４０～３００ｎｍの第二の砥粒とを含むことを特徴とする前記（１）記載の金属用
研磨液に関する。
【００１６】
　また、本発明は、（４）前記砥粒が、平均１次粒径２～１００ｎｍの砥粒を含むことを
特徴とする前記（１）記載の金属用研磨液に関する。
【００１７】
　また、本発明は、（５）ｐＨが２～５である前記（１）～（４）のいずれか一つに記載
の金属用研磨液に関する。
【００１８】
　また、本発明は、（６）前記砥粒が、シリカ、アルミナ、セリア、チタニア、ジルコニ
ア及びゲルマニアから選ばれる少なくとも１種である前記（１）～（５）のいずれか一つ
に記載の金属用研磨液に関する。
【００１９】
　また、本発明は、（７）前記酸化金属溶解剤が、有機酸、有機酸エステル、有機酸のア
ンモニウム塩及び無機酸から選ばれる少なくとも１種である前記（１）～（６）のいずれ
か一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００２０】
　また、本発明は、（８）さらに金属の酸化剤を含有した前記（１）～（７）のいずれか
一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００２１】
　また、本発明は、（９）前記金属の酸化剤が、過酸化水素、硝酸、過ヨウ素酸カリウム
、次亜塩素酸及びオゾン水から選ばれる少なくとも１種である前記（８）記載の金属用研
磨液に関する。
【００２２】
　また、本発明は、（１０）さらに金属防食剤を含有した前記（１）～（９）のいずれか
一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００２３】
　また、本発明は、（１１）さらに有機溶媒を含有した前記（１）～（１０）のいずれか
一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００２４】
　また、本発明は、（１２）前記有機溶媒がグリコールエーテル化合物、アルコール化合
物及びカーボネート化合物から選ばれる少なくとも１種である前記（１１）記載の金属用
研磨液に関する。
【００２５】
　また、本発明は、（１３）重量平均分子量が５００以上のポリマをさらに含有した前記
（１）～（１２）のいずれか一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００２６】
　また、本発明は、（１４）金属用研磨液によって研磨される被研磨膜が、導電性物質層
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及び金属バリア層を含む被研磨膜である前記（１）～（１３）のいずれか一つに記載の金
属用研磨液に関する。
【００２７】
　また、本発明は、（１５）金属用研磨液によって研磨される被研磨膜が、導電性物質層
及び層間絶縁膜を含む被研磨膜である前記（１）～（１３）のいずれか一つに記載の金属
用研磨液に関する。
【００２８】
　また、本発明は、（１６）金属用研磨液によって研磨される被研磨膜が、金属バリア層
及び層間絶縁膜を含む被研磨膜である前記（１）～（１３）のいずれか一つに記載の金属
用研磨液に関する。
【００２９】
　また、本発明は、（１７）金属用研磨液によって研磨される被研磨膜が、導電性物質層
、金属バリア層及び層間絶縁膜を含む被研磨膜である前記（１）～（１３）のいずれか一
つに記載の金属用研磨液に関する。
【００３０】
　また、本発明は、（１８）前記導電性物質層が、銅、銅合金、銅の酸化物及び銅合金の
酸化物から選ばれる少なくとも１種である前記（１４）、（１５）又は（１７）のいずれ
か一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００３１】
　また、本発明は、（１９）前記金属バリア層が、タンタル、タンタル化合物、チタン、
チタン化合物、タングステン、タングステン化合物、ルテニウム、ルテニウム化合物、銅
とマンガンとの合金、銅とマンガンと酸化ケイ素との合金から選ばれる少なくとも１種か
らなる１層、又は２層以上の積層である、前記（１４）、（１６）又は（１７）のいずれ
か一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００３２】
　また、本発明は、（２０）前記層間絶縁膜が、シリコン系被膜または有機ポリマ膜であ
る前記（１５）～（１７）のいずれか一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００３３】
　また、本発明は（２１）前記砥粒は、金属用研磨液の総量１００質量部に対して、０．
００１～５０質量部である前記（１）～（２０）のいずれか一つに記載の金属用研磨液に
関する。
【００３４】
　また、本発明は（２２）導電性物質層と層間絶縁膜の研磨速度比が０．７２以下である
前記（１５）、（１７）～（２１）のいずれか一つに記載の金属用研磨液に関する。
【００３５】
　また、本発明は、（２３）研磨定盤の研磨布上に前記（１）～（２２）のいずれか一つ
に記載の金属用研磨液を供給しながら、被研磨膜を有する基板を研磨布に押圧した状態で
研磨定盤と基板を相対的に動かすことによって被研磨膜を研磨する研磨方法に関する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の金属用研磨液を用いた研磨工程を説明する図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明における被研磨物は、第１のＣＭＰ研磨工程を経たパターン基板である。すなわ
ち、表面が凹部及び凸部からなる層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜を表面に沿って被覆する
金属バリア層と、前記凹部を充填して金属バリア層を被覆する導電性物質層とを有する基
板の導電性物質層を第１のＣＭＰ研磨工程により研磨して、前記凸部の金属バリア層を露
出させ、前記凹部の導電性物質層が残存してなる所望のパターン基板である。本発明の金
属用研磨液は、第２のＣＭＰ研磨工程に用いるものである。
【００３８】
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　本発明の金属用研磨液は、砥粒、酸化金属溶解剤及び水を含有した金属用研磨液であっ
て、前記砥粒が平均２次粒径の異なる砥粒を２種類以上含んでなることを特徴とする。本
発明では、必要に応じて、金属の酸化剤、金属防食剤、有機溶媒、重量平均分子量が５０
０以上のポリマを添加してもよい。
【００３９】
　本発明の金属用研磨液で用いられる砥粒は、例えば、シリカ、アルミナ、ジルコニア、
セリア、チタニア、ゲルマニア、炭化珪素等の無機物砥粒、ポリスチレン、ポリアクリル
、ポリ塩化ビニル等の有機物砥粒などが挙げられる。これらのなかでも、シリカ、アルミ
ナ、ジルコニア、セリア、チタニア、ゲルマニアが好ましく、シリカまたはアルミナがよ
り好ましく、コロイダルシリカまたはコロイダルアルミナが特に好ましい。
【００４０】
　金属用研磨液中での分散安定性が良く、ＣＭＰにより発生する研磨傷（スクラッチ）の
発生数が少ない点で、平均２次粒径が１～１０００ｎｍの砥粒が好ましく、平均２次粒径
が３～３００ｎｍの砥粒がより好ましく、平均２次粒径が１～１０００ｎｍのコロイダル
シリカまたはコロイダルアルミナがさらにより好ましく、平均２次粒径が３～３００ｎｍ
のコロイダルシリカまたはコロイダルアルミナが特に好ましい。
【００４１】
　本発明では、前記砥粒の平均２次粒径が異なる砥粒を２種類以上含むことを特徴として
おり、それによって層間絶縁膜の研磨速度を向上させることができる。平均２次粒径が異
なる砥粒を２種類以上含む砥粒の好ましい一例として、平均２次粒径が５～３９ｎｍの第
一の砥粒と平均２次粒径が４０～３００ｎｍの第二の砥粒とを含む砥粒が挙げられる。よ
り好ましい一例として、平均２次粒径が１０～３９ｎｍの第一の砥粒と平均２次粒径が４
０～１５０ｎｍの第二の砥粒とを含む砥粒が挙げられる。さらにより好ましい一例として
、平均２次粒径が１２～３９ｎｍの第一の砥粒と平均２次粒径が４０～９０ｎｍの第二の
砥粒とを含む砥粒が挙げられる。砥粒は、平均２次粒径が異なる２種だけでなく、３種以
上含むことも好ましい形態であり、その場合は、平均２次粒径が小さい順から、第一の砥
粒、第二の砥粒、第三の砥粒・・・と定義する。なお、第三の砥粒等を加えた場合も個々
の平均２次粒径及び砥粒全体の平均２次粒径が１～１０００ｎｍであることが好ましい。
前記範囲の平均２次粒径を有する砥粒を２種類以上組み合わせることによって、研磨中、
砥粒が被研磨面と接触する際、細密充填の状態となることから、層間絶縁膜の研磨速度を
より向上させることができ、且つ研磨傷の発生を防止することができる。平均２次粒径が
異なる２種類以上の砥粒は、同じ種類の砥粒の組合せでも、異なる種類の砥粒の組合せで
もよい。
【００４２】
　平均２次粒径が異なる２種の砥粒を用いる場合、第一の砥粒の平均２次粒径が５ｎｍ以
下の砥粒である場合は、層間絶縁層に対して十分な研磨速度が得られない可能性がある。
また、第二の砥粒の平均２次粒径が３００ｎｍ以上の砥粒では、分散性が悪化し、また研
磨傷を発生する可能性を有し、この観点で第二の砥粒の平均２次粒径の最大値は１５０ｎ
ｍ以下が好ましく、９０ｎｍ以下が特に好ましい。
【００４３】
　本発明で用いられる砥粒は、平均２次粒径が異なる砥粒を２種類以上含む砥粒であるが
、平均２次粒径が大きい第二の砥粒の含有量が多い方が好ましい。例えば、砥粒全体に対
して、平均２次粒径５～３９ｎｍの第一の砥粒１～５０質量％と平均２次粒径４０～３０
０ｎｍの第二の砥粒５０～９９質量％とを含む砥粒が好適である。前記平均２次粒径５～
３９ｎｍの第一の砥粒が１質量％未満である場合は、層間絶縁膜として用いるオルガノシ
リケートグラス又は二酸化ケイ素を形成したブランケット基板の研磨速度が小さい傾向に
ある。また、５０質量％を超える場合も層間絶縁膜として用いるシリコン系被膜や有機ポ
リマ膜を形成したブランケット基板の研磨速度が小さい傾向にある。
【００４４】
　また、平均２次粒径が異なる砥粒を３種以上で含有する場合は、平均２次粒径１～１０
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００ｎｍの範囲の大きい砥粒を多く含むことが、機械的作用が大きくなり研磨速度が大き
くなる点から好ましい。
【００４５】
　本発明において、砥粒の平均１次粒径は２～１００ｎｍが好ましい。より好ましくは、
砥粒の１次平均粒径が５～４０ｎｍ、さらに好ましくは２～３９ｎｍである。砥粒の平均
１次粒径が２ｎｍ未満であると、層間絶縁膜の研磨速度が低下する傾向がある。一方、砥
粒の平均１次粒径が１００ｎｍを超えると、傷が増加する傾向がある。
【００４６】
　平均２次粒径の測定法は、特に制限はないが、既存の平均２次粒径の測定法が挙げられ
、特に動的散乱法に基づいたサブミクロン粒子アナライザーを用いて測定することができ
る。平均１次粒径の測定法は、特に制限はないが、既存の平均１次粒径の測定法が挙げら
れ、例えば、ＴＥＭやＳＥＭ写真を実測する方法が挙げられる。また、ＢＥＴ比表面積を
測定しそれを換算する方法（比表面積換算法）でも良い。
【００４７】
　なお、本発明において「平均２次粒径」とは、一次粒子が凝集して二次粒子を形成した
ものの平均粒径である。「平均１次粒径」とは、一次粒子の平均粒径である。
【００４８】
　砥粒として好適なコロイダルシリカは、シリコンアルコキシドの加水分解または珪酸ナ
トリウムのイオン交換による公知の製造方法により得ることが出来、粒径制御性やアルカ
リ金属不純物の点で、シリコンアルコキシドの加水分解による製造方法によるものが最も
利用される。シリコンアルコキシドとしては、ＴＥＭＳ（テトラメトキシシラン）又はＴ
ＥＯＳ（テトラエトキシシラン）が一般に用いられる。アルコール溶媒中で加水分解する
方法において、粒径に影響するパラメータとしては、シリコンアルコキシドの濃度、触媒
として用いられるアンモニア濃度とｐＨ、反応温度、アルコール溶媒の種類（分子量）及
び反応時間などがある。これらのパラメータを調整することによって、所望の粒径及び凝
集度のコロイダルシリカ分散液を得ることができる。また、コロイダルアルミナは硝酸ア
ルミニウムの加水分解による公知の製造方法により得ることが出来る。
【００４９】
　本発明で用いる酸化金属溶解剤は、特に制限はないが、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪
酸、吉草酸、２－メチル酪酸、ｎ－ヘキサン酸、３，３－ジメチル酪酸、２－エチル酪酸
、４－メチルペンタン酸、ｎ－ヘプタン酸、２－メチルヘキサン酸、ｎ－オクタン酸、２
－エチルヘキサン酸、安息香酸、グリコ－ル酸、サリチル酸、グリセリン酸、シュウ酸、
マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイン酸、フタル酸、リ
ンゴ酸、酒石酸、クエン酸等の有機酸、これらの有機酸エステルが挙げられ、特にアミノ
基を含まない酸化金属溶解剤であることが好ましい。アミノ基を含む酸化金属溶解剤では
ｐＨが中性領域となり、ｐＨを低く調節するのが困難となる可能性が高く、ｐＨが中性領
域では十分な金属類（金属バリア層及び／又は導電性物質層）の研磨速度が得られない可
能性がある。本発明で用いる酸化金属溶解剤としては、上記有機酸のアンモニウム塩等が
挙げられ、また塩酸、硫酸、硝酸等の無機酸、これら無機酸のアンモニウム塩類、例えば
過硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム等、クロム酸等が挙げられる
。これらの中では、実用的なＣＭＰ速度を維持しつつ、エッチング速度を効果的に抑制で
きるという点でギ酸、マロン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸などの有機酸が好ましく、
銅、銅合金、銅の酸化物及び銅合金の酸化物から選ばれた少なくとも１種を含む導電性物
質層に対してより好適に用いられる。これらは１種類単独で、もしくは２種類以上混合し
て用いることができる。
【００５０】
　本発明の金属用研磨液のｐＨは特に制限はないが、好ましくは２～５、より好ましくは
２～４である。前記ｐＨが２未満である場合は、導電性物質層の金属の腐食が進行し配線
抵抗の悪化を招く可能性がある。前記ｐＨが５を超える場合は、導電性物質層の研磨速度
が十分に得られない場合がある。
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【００５１】
　本発明の金属用研磨液は金属の酸化剤を含有することができる。金属の酸化剤としては
、特に制限されず、例えば、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、硝酸、過ヨウ素酸カリウム、次亜
塩素酸、オゾン水等が挙げられる。これらのなかでも、過酸化水素が特に好ましい。これ
らは１種類単独で、もしくは２種類以上混合して用いることができる。
【００５２】
　本発明の金属用研磨液が適用される基板が集積回路用素子を含むシリコン基板である場
合、アルカリ金属、アルカリ土類金属、ハロゲン化物などによる汚染は望ましくないので
、不揮発成分を含まない酸化剤が望ましい。但し、オゾン水は時間の経過と共に組成が激
しく変化するので、過酸化水素が最も適している。但し、適用対象の基板が半導体素子を
含まないガラス基板などである場合は不揮発成分を含む酸化剤であっても差し支えない。
【００５３】
　本発明の金属用研磨液は金属防食剤を含有することができる。金属防食剤としては、特
に制限されず、例えば、トリアゾール骨格を有する化合物、ピラゾール骨格を有する化合
物、ピリミジン骨格を有する化合物、イミダゾール骨格を有する化合物、グアニジン骨格
を有する化合物、チアゾール骨格を有する化合物などが挙げられる。
【００５４】
　トリアゾール骨格を有する化合物としては、例えば、１，２，３－トリアゾール、１，
２，４－トリアゾール、３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール、ベンゾトリアゾ
ール、１－ヒドロキシベンゾトリアゾール、１－ジヒドロキシプロピルベンゾトリアゾー
ル、２，３－ジカルボキシプロピルベンゾトリアゾール、４－ヒドロキシベンゾトリアゾ
ール、４－カルボキシル（－１Ｈ－）ベンゾトリアゾール、４－カルボキシル(－１Ｈ－)
ベンゾトリアゾールメチルルエステル、４－カルボキシル(－１Ｈ－)ベンゾトリアゾール
ブチルエステル、４－カルボキシル(－１Ｈ－)ベンゾトリアゾールオクチルエステル、５
－ヘキシルベンゾトリアゾール、[１，２，３－ベンゾトリアゾリル－１－メチル][１，
２，４－トリアゾリル－１－メチル][２－エチルヘキシル]アミン、トリルトリアゾール
、ナフトトリアゾール、ビス[（１－ベンゾトリアゾリル）メチル]ホスホン酸等が挙げら
れる。
【００５５】
　ピラゾール骨格を有する化合物としては、例えば、３，５－ジメチルピラゾール、３－
メチル－５－ピラゾロン、３－アミノ－５－メチルピラゾール、３－アミノ－５－ヒドロ
キシピラゾール、３－アミノ－５－メチルピラゾール等が挙げられる。
【００５６】
　ピリミジン骨格を有する化合物としては、例えば、ピリミジン、１，２，４－トリアゾ
ロ［１，５－ａ］ピリミジン、１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロ－２Ｈ－ピリミド
［１，２－ａ］ピリミジン、１，３－ジフェニル－ピリミジン－２，４，６－トリオン、
１，４，５，６－テトラヒドロピリミジン、２，４，５，６－テトラアミノピリミジンス
ルファート、２，４，５－トリヒドロキシピリミジン、２，４，６－トリアミノピリミジ
ン、２，４，６－トリクロロピリミジン、２，４，６－トリメトキシピリミジン、２，４
，６－トリフェニルピリミジン、２，４－ジアミノ－６－ヒドロキシルピリミジン、２，
４－ジアミノピリミジン、２－アセトアミドピリミジン、２－アミノピリミジン、２－メ
チル－５，７－ジフェニル－（１，２，４）トリアゾロ（１，５－ａ）ピリミジン、２－
メチルスルファニリル－５，７－ジフェニル－（１，２，４）トリアゾロ（１，５－ａ）
ピリミジン、２－メチルスルファニリル－５，７－ジフェニル－４，７－ジヒドロ－（１
，２，４）トリアゾロ（１，５－ａ）ピリミジン、４－アミノピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン等が挙げられる。
【００５７】
　イミダゾール骨格を有する化合物としては、例えば、イミダゾール、２－メチルイミダ
ゾール、２－エチルイミダゾール、２－イソプロピルイミダゾール、２－プロピルイミダ
ゾール、２－ブチルイミダゾール、４－メチルイミダゾール、２，４－ジメチルイミダゾ
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ール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、２－アミノイミダゾール、メルカプトベン
ゾイミダゾール等が挙げられる。
【００５８】
　グアニジン骨格を有する化合物としては、例えば、１，３－ジフェニルグアニジン、１
－メチル－３－ニトログアニジン等が挙げられる。
【００５９】
　チアゾール骨格を有する化合物としては、例えば、２－アミノチアゾール、４，５－ジ
メチルチアゾール、２－アミノ－２－チアゾリン、２，４－ジメチルチアゾール、２－ア
ミノ－４－メチルチアゾール等が挙げられる。
【００６０】
　これらのなかでも、トリアゾール骨格を有する化合物が好ましく、ベンゾトリアゾール
が特に好ましい。また、これら金属防食剤は１種類単独で、もしくは２種類以上混合して
用いることができる。
【００６１】
　本発明の金属用研磨液は有機溶媒を含有することができる。有機溶媒としては、特に制
限されず、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネ
ート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート等のカーボネート化合物；ブチ
ロラクトン、プロピロラクトン等のラクトン化合物；エチレングリコール、プロピレング
リコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、
トリプロピレングリコール等のグリコール化合物；エチレングリコールモノメチルエーテ
ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ
ル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエ
ーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル
エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル
エーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノエ
チルエーテル、トリプロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ
プロピルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコール
モノプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、トリエチレング
リコールモノプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノプロピルエーテル、エチ
レングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジエチ
レングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、トリ
エチレングリコールモノブチルエーテル、トリプロピレングリコールモノブチルエーテル
、エチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエ
チレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、トリエ
チレングリコールジメチルエーテル、トリプロピレングリコールジメチルエーテル、エチ
レングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエーテル、ジエチレン
グリコールジエチルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル、トリエチレン
グリコールジエチルエーテル、トリプロピレングリコールジエチルエーテル、エチレング
リコールジプロピルエーテル、プロピレングリコールジプロピルエーテル、ジエチレング
リコールジプロピルエーテル、ジプロピレングリコールジプロピルエーテル、トリエチレ
ングリコールジプロピルエーテル、トリプロピレングリコールジプロピルエーテル、エチ
レングリコールジブチルエーテル、プロピレングリコールジブチルエーテル、ジエチレン
グリコールジブチルエーテル、ジプロピレングリコールジブチルエーテル、トリエチレン
グリコールジブチルエーテル、トリプロピレングリコールジブチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ポリエチレンオキサイド、エチレングリコー
ルモノメチルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピ
レングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテル化合物；メタノー
ル、エタノール、プロパノール、ｎ－ブタノール、ｎ－ペンタノール、ｎ－ヘキサノール
、イソプロパノール等のアルコール化合物；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン化
合物；その他フェノール；ジメチルホルムアミド；ｎ－メチルピロリドン；酢酸エチル；
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乳酸エチル；スルホラン；等が挙げられる。
【００６２】
　本発明の金属用研磨液は重量平均分子量が５００以上のポリマを含有することができる
。前記重量平均分子量は、より好ましくは１５００以上、特に好ましく５０００以上であ
る。重量平均分子量の上限は特に規定するものではないが、溶解性の観点から５００万以
下である。重量平均分子量が５００未満では、金属への保護効果が高すぎるために金属バ
リア層に対する高い研磨速度が発現しない傾向にある。本発明では、重量平均分子量が５
００以上である少なくとも１種以上の水溶性ポリマを用いることが好ましい。かかる重量
平均分子量が５００以上のポリマとしては、特に制限されず、例えば、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、カードラン及び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
リメタクリル酸アンモニウム塩、ポリメタクリル酸ナトリウム塩、ポリアミド酸、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、ポリアクリル酸アンモニウム
塩、ポリアクリル酸ナトリウム塩、ポリアミド酸、ポリアミド酸アンモニウム塩、ポリア
ミド酸ナトリウム塩及びポリグリオキシル酸等のポリカルボン酸及びその塩；ポリビニル
アルコール、ポリビニルピロリドン及びポリアクロレイン等のビニル系ポリマ；等が挙げ
られる。これらは１種類を単独で又は２種類以上混合して用いることができる。
【００６３】
　但し、本発明の金属用研磨液を適用する基板が半導体集積回路用シリコン基板などの場
合はアルカリ金属、アルカリ土類金属、ハロゲン化物等による汚染は望ましくないため、
前記ポリマはアルカリ金属、アルカリ土類金属、ハロゲン化物を含まないものが好適であ
り、ペクチン酸、寒天、ポリリンゴ酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸、ポリアクリ
ル酸アンモニウム塩、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール及びポリビニルピロリ
ドン、それらのエステル及びそれらのアンモニウム塩などが特に好ましい。但し、基板が
ガラス基板などである場合はその限りではない。
【００６４】
　前記ポリマの重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより標準
ポリスチレンの検量線を用いて測定することができる。
【００６５】
　本発明で用いる砥粒の配合量は、砥粒、酸化金属溶解剤、及び水の総量１００質量部に
対して、好ましくは０．００１～５０質量部、より好ましくは０．０１～４５質量部、特
に好ましくは０．１～４０質量部である。前記砥粒の配合量が０．００１質量部未満であ
る場合は、層間絶縁膜として用いるシリコン系被膜や有機ポリマ膜を形成したブランケッ
ト基板の研磨速度が小さい傾向にある。前記砥粒の配合量が５０質量部を超える場合は、
研磨傷が多く発生する傾向にある。
【００６６】
　本発明で用いる酸化金属溶解剤の配合量は、砥粒、酸化金属溶解剤、及び水の総量１０
０質量部に対して、好ましくは０．００１～２０質量部、より好ましくは０．００２～１
５質量部、特に好ましくは０．００５～１５質量部である。前記酸化金属溶解剤の配合量
が０．００１質量部未満である場合は、導電性物質層の研磨速度が低くなる傾向にあり、
２０質量部を超える場合は、エッチングの抑制が困難となり被研磨面に荒れが生じる傾向
がある。
【００６７】
　本発明で用いる金属の酸化剤の配合量は、砥粒、酸化金属溶解剤、及び水の総量１００
質量部に対して、好ましくは０～５０質量部、より好ましくは０．００１～４５質量部、
特に好ましくは０．００２～４０質量部である。前記金属の酸化剤の配合量が５０質量部
を超える場合は、被研磨面に荒れが生じる傾向がある。
【００６８】
　本発明で用いる金属防食剤の配合量は、砥粒、酸化金属溶解剤、及び水の総量１００質
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量部に対して、好ましくは０～１０質量部、より好ましくは０．００１～８質量部、特に
好ましくは０．００２～５質量部である。前記金属防食剤の配合量が１０質量部を超える
場合は、導電性物質層の研磨速度が低くなる傾向がある。
【００６９】
　本発明で用いる有機溶媒の配合量は、砥粒、酸化金属溶解剤、及び水の総量１００質量
部に対して、好ましくは０～９５質量部、より好ましくは０．２～６０質量部、特に好ま
しくは０．５～５０質量部である。前記有機溶媒の配合量が９５質量部を超える場合は、
引火の可能性がでてくるため製造プロセス上好ましくない。
【００７０】
　本発明で用いる重量平均分子量が５００以上のポリマの配合量は、砥粒、酸化金属溶解
剤、及び水の総量１００質量部に対して好ましくは０～１０質量部、より好ましくは０．
０１～８質量部、特に好ましくは０．０２～５質量部である。前記ポリマの配合量が１０
質量部を超える場合は、導電性物質層、金属バリア層、層間絶縁膜の全ての膜の研磨速度
が低下する傾向がある。
【００７１】
　本発明の金属用研磨液には、上述した材料のほかに界面活性剤、ビクトリアピュアブル
ー等の染料、フタロシアニングリーン等の顔料等の着色剤を含有させてもよい。
【００７２】
　本発明の金属用研磨液によって研磨される被研磨膜は、導電性物質層、金属バリア層、
層間絶縁膜から選ばれる少なくとも２種類を含む被研磨膜であり、例えば、導電性物質層
及び金属バリア層を含む被研磨膜、導電性物質層及び層間絶縁膜を含む被研磨膜、金属バ
リア層及び層間絶縁膜を含む被研磨膜、導電性物質層、金属バリア層及び層間絶縁膜を含
む被研磨膜である。
【００７３】
　本発明の金属用研磨液は、第１のＣＭＰ研磨工程後のパターン基板を対象とした第２の
ＣＭＰ研磨工程に用いる。具体的には、本発明の金属用研磨液は、図１に示すように、表
面が凹部及び凸部からなる層間絶縁膜３と、前記層間絶縁膜３を表面に沿って被覆する金
属バリア層２と、前記凹部を充填して金属バリア層２を被覆する導電性物質層１とを有す
る基板（図１における（ａ））の導電性物質層１を第１のＣＭＰ研磨工程により研磨して
、前記凸部の金属バリア層２を露出させ、前記凹部の導電性物質層１が残存してなる所望
のパターン基板（図１における（ｂ））を対象としている。なお、第１のＣＭＰ研磨工程
に用いられる研磨液は、通常、第１のＣＭＰ研磨工程に用いる研磨液、例えば、アルミナ
系研磨液、シリカ系研磨液等を用いることができる。
【００７４】
　図１における（ｂ）のパターン基板の金属バリア層２を本発明の金属用研磨液を用いて
研磨し、導電性物質１に発生したディッシング４を有するパターン基板（図１における（
ｃ１））を解消するように、そのまま続けて層間絶縁膜３、金属バリア層２、導電性物質
層１の表面を研磨することで、パターン基板を平坦化することができる（図１における（
ｃ２））。なお、ディッシングを回避するよう層間絶縁膜の研磨を終了させるには、研磨
速度比を調整しつつ、且つ研磨時間を適宜調整すればよい。研磨時間は、例えば、予めブ
ランケットウエハ等における研磨速度を算出し、層間絶縁膜が凡そ５００－１０００Å削
れ込む時間を測定しておき、それを元に研磨時間を調整する。
【００７５】
　導電性物質層としては、例えば、銅、銅合金、銅の酸化物、又は銅合金の酸化物、タン
グステン、タングステン合金、銀、金等が挙げられ、これらのなかでも、銅、銅合金、銅
の酸化物、銅合金の酸化物等が好ましい。導電性物質層として公知のスパッタ法、メッキ
法により前記物質を成膜した膜を使用できる。
【００７６】
　金属バリア層は、層間絶縁膜中への導電性物質が拡散するのを防止するため、及び層間
絶縁膜と導電性物質との密着性を向上させるために形成される。金属バリア層の組成は、
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タングステン、窒化タングステン、タングステン合金等のタングステン化合物；チタン、
窒化チタン、チタン合金等のチタン化合物；タンタル、窒化タンタル、タンタル合金等の
タンタル化合物；ルテニウム、ルテニウム合金等のルテニウム化合物；銅とマンガンとの
合金、銅とマンガンと酸化ケイ素との合金；等から選ばれるのが好ましい。バリア層は、
これらの１種からなる単層構造であっても、２種以上からなる積層構造であってもよい。
【００７７】
　層間絶縁膜としては、例えば、シリコン系被膜や有機ポリマ膜が挙げられる。シリコン
系被膜としては、二酸化ケイ素、フルオロシリケートグラス、トリメチルシランやジメト
キシジメチルシランを出発原料として得られるオルガノシリケートグラス、シリコンオキ
シナイトライド、水素化シルセスキオキサン等のシリカ系被膜や、シリコンカーバイド及
びシリコンナイトライドが挙げられる。また、有機ポリマ膜としては、全芳香族系低誘電
率層間絶縁膜が挙げられる。これらのなかでも、オルガノシリケートグラスが好ましい。
【００７８】
　これらの膜は、ＣＶＤ法、スピンコート法、ディップコート法、又はスプレー法によっ
て成膜される。層間絶縁膜の具体例としては、ＬＳＩ製造工程、特に多層配線形成工程に
おける層間絶縁膜等が挙げられる。
【００７９】
　本発明の研磨方法は、研磨定盤の研磨布上に本発明の金属用研磨液を供給しながら、被
研磨膜を有する基板を研磨布に押圧した状態で研磨定盤と基板を相対的に動かすことによ
って被研磨膜を研磨する研磨方法である。
【００８０】
　研磨する装置としては、基板を保持するホルダと研磨布を貼り付けた（回転数が変更可
能なモータ等を取り付けてある）定盤を有する一般的な研磨装置が使用できる。研磨布と
しては、一般的な不織布、発泡ポリウレタン、多孔質フッ素樹脂などが使用でき、特に制
限がない。
【００８１】
　研磨条件には制限はないが、定盤の回転速度は基板が飛び出さないように２００ｒｐｍ
以下の低回転が好ましい。被研磨膜を有する基板の研磨布への押し付け圧力は１～１００
ｋＰａであることが好ましく、研磨速度の被研磨面内均一性及びパターンの平坦性を満足
するためには、５～５０ｋＰａであることがより好ましい。研磨している間、研磨布には
本発明の金属用研磨液をポンプ等で連続的に供給する。この供給量に制限はないが、研磨
布の表面が常に金属用研磨液で覆われていることが好ましい。研磨終了後の基板は、流水
中でよく洗浄後、スピンドライ等を用いて基板上に付着した水滴を払い落としてから乾燥
させることが好ましい。
【００８２】
　本発明は、図１の（ａ）に示した導電性物質層１（例えば、銅膜）を金属バリア層２が
露出するまで研磨して図１の（ｂ）の状態とした（第１のＣＭＰ研磨工程）後、発生した
ディッシングを次の金属バリア層２の研磨工程（第２のＣＭＰ研磨工程）で解消すること
を目的としている。銅などの配線金属となる導電性物質層１を研磨する第１のＣＭＰ研磨
工程に使用する研磨液としては、これまで種々のものが提案されており、近年はディッシ
ングの量を低減する研磨液が提案されているが、ディッシングを完全になくすことは実質
上不可能である。つまり、図１の（ｂ）に示すように、どのような研磨液を使用し、どの
ように研磨条件を変えたとしても、多少なりとも銅の過剰研磨が生じて、ディッシング４
が生じてしまう。
【００８３】
　本発明の金属用研磨液は、上記のディッシングを第２のＣＭＰ研磨工程で改善すること
が可能である。図１の（ｂ）におけるパターン基板に対し、本発明の金属用研磨液を用い
て第２のＣＭＰ研磨工程を行い、溝部以外の金属バリア層を研磨し、第１のＣＭＰ研磨工
程で発生したディッシング４を有するパターン基板（図１における（ｃ１））を研磨過程
において一旦得るものの、続けて研磨することで、図１の（ｃ２）に示すような、表面が
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平坦化したパターン基板を得ることができる。このような状態に研磨するためには、導電
性物質層（銅膜）及び層間絶縁膜の研磨速度の比を調節することが重要である。
【００８４】
　すなわち、ディッシングを解消するためには、導電性物質層の研磨速度が層間絶縁膜の
研磨速度よりも低いことが重要であり、その選択比は、導電性物質層／層間絶縁膜の研磨
速度の比が０．７２以下であることが好ましく、特にその研磨速度の比が０．３５～０．
７０であることが好ましい。
【００８５】
　本発明において、導電性物質層（例えば、銅膜）の研磨速度を調整するためには、酸化
剤（例えば、過酸化水素）の量で調整する方法を挙げることができ、具体的には例えば、
加える酸化剤が増量するほど導電性物質層（銅膜）の研磨速度が大きくなる。さらに具体
的な例としては、３０％過酸化水素水の量が１％付近で、銅膜の研磨は約３００Å／分と
なる。なお、酸化剤が多くなると、金属バリア層の研磨速度も大きくなる。
【００８６】
　一方、層間絶縁膜の研磨速度は、砥粒の粒径や砥粒の配合量で調整することが可能であ
り、具体的には、粒径が大きい方が研磨速度は高まる傾向にあり、砥粒の配合量が多い方
が研磨速度は高まる傾向にある。また、シリコン系被膜や有機ポリマ膜を高速で研磨する
ためには、有機溶媒を配合し濡れ性を高める方法が好ましく、シリコン系被膜や有機ポリ
マ膜の研磨速度を抑制するためには有機溶媒を配合しないか、有機溶媒の配合量を小さく
する方法が有効である。
【００８７】
　また、これまで説明した構成のうち、上記のような研磨速度比、研磨特性を有するため
には、研磨液に平均２次粒径の異なる砥粒を２種類以上含ませ、且つ研磨液のｐＨの値を
２～５とすること、酸化金属溶解剤を適切に選択すること（具体的には、アミノ基を含ま
ない酸化金属溶解剤、特にギ酸、マロン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸が好ましい）、
酸化剤を含むことのいずれかを満たすことが好ましい。または、研磨液に平均２次粒径の
異なる砥粒を２種類以上含ませ、且つ上記のうち２つ以上を組み合わせることがより好ま
しい。
【実施例】
【００８８】
　以下、実施例により本発明を説明する。本発明はこれらの実施例により限定されるもの
ではない。
【００８９】
＜実施例１～８、比較例１～２＞
（研磨液作製方法）
　表１に示す材料をそれぞれの配合（質量部）で混合して、実施例１～８及び比較例１～
２に使用する金属用研磨液を調製した。この金属用研磨液を用いて下記の研磨条件で、下
記で得た基板の研磨を行った。
【００９０】
（平均２次粒径の測定方法）
　砥粒の平均２次粒径は、動的散乱法に基づいたサブミクロン粒子アナライザー（BECKMA
N　COULTER社製、機種名：N5 Submicron Particle Size Analyzer）を用いて測定した。
【００９１】
（平均１次粒径の測定方法）
　砥粒の平均１次粒径は、超高分解能電子顕微鏡(ＳＥＭ)（日立協和エンジニアリング株
式会社製、機種名：日立　Ｓ－４８００）を用いて撮影し大きさを実測した。
【００９２】
　（基板）
　以下の基板を用意した。
【００９３】
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（Ａ）ブランケット基板：
　ブランケット基板（ａ１）：シリコン基板上にトリメチルシランを出発原料としてＣＶ
Ｄ法で成膜されたオルガノシリケートグラス（厚さ：１０００ｎｍ）を形成。
【００９４】
　ブランケット基板（ａ２）：シリコン基板上に厚さ１０００ｎｍの二酸化ケイ素を形成
。
【００９５】
　ブランケット基板（ａ３）：シリコン基板上に厚さ２００ｎｍのタンタルを形成。
【００９６】
　ブランケット基板（ａ４）：シリコン基板上に厚さ１６００ｎｍの銅を形成。
【００９７】
（Ｂ）パターン基板：
　パターン基板（ｂ１）：シリコン基板上に層間絶縁膜としてトリメチルシランを出発原
料としたオルガノシリケートグラスをＣＶＤ法で成膜した。このオルガノシリケートグラ
スに公知の方法を用いて深さ０．５μｍの溝（凹部）を形成して、この表面に沿ってスパ
ッタ法により金属バリア層として厚さ２００ｎｍのタンタル膜を形成した。前記タンタル
膜の上に、スパッタ法により前記溝を埋めるように導電性物質層として銅膜を１．０μｍ
形成した。突出している該銅膜だけをシリカ系研磨液（日立化成社製、製品名：HS-C500-
10）を用いて第１のＣＭＰ工程における研磨を行い、被研磨面に凸部のバリア層を露出さ
せ、パターン基板（ｂ１）を得た。
【００９８】
　パターン基板（ｂ２）：層間絶縁膜として、オルガノシリケートグラスに変えて二酸化
ケイ素を用いること以外は上記と同様に操作してパターン基板（ｂ２）を得た。
【００９９】
（研磨条件）
　研磨パッド：発泡ポリウレタン樹脂（ロデール社製、型番：ＩＣ１０００）
　研磨圧力：１４０ｇ／ｃｍ２（１３．７３ｋＰａ）
　研磨定盤及びウエハホルダーの回転数：９０ｒｐｍ
　研磨液の供給量：１５０ｍｌ／ｍｉｎ
（評価項目）
（１）研磨速度：各ブランケット基板（ａ１）～（ａ４）を上記条件で、金属用研磨液を
用い６０秒研磨した。オルガノシリケートグラス及び二酸化ケイ素の研磨速度は研磨前後
での膜厚差を大日本スクリーン製造株式会社製、膜厚測定装置（製品名：ラムダエース）
を用いて測定し求めた。また、タンタル及び銅の研磨速度は研磨前後での膜厚差を電気抵
抗値から換算して求めた。
【０１００】
（２）平坦性（ディッシング量）：各パターン基板（ｂ１）～（ｂ２）を上記条件で、金
属用研磨液を用い９０秒間研磨した。パターン基板に形成された幅１００μｍの配線金属
部、幅１００μｍの絶縁膜部が交互に並んだストライプ状パターン部の表面形状を触針式
段差計により測定し、層間絶縁膜部に対する配線金属部の膜減り量を求め、平坦性の指標
とした。
【０１０１】
（３）平坦性（エロージョン量）：各パターン基板（ｂ１）～（ｂ２）を上記条件で、金
属用研磨液を用い９０秒間研磨した。パターン基板に形成された幅４．５μｍの配線金属
部、幅０．５μｍの絶縁膜部が交互に並んだ総幅２．５ｍｍのストライプ状パターン部の
表面形状を触針式段差計により測定し、ストライプ状パターン部周辺の層間絶縁膜部に対
するパターン中央付近の層間絶縁膜部の膜減り量を求め、平坦性の指標とした。
【０１０２】
　実施例１～８及び比較例１～２の金属用研磨液を用いて上記評価を行った。結果を表１
及び表２に示す。
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【表１】

【０１０３】
　なお、表１及び表２に示すコロイダルシリカＡ～Ｅの粒径は以下の通りである。
【０１０４】
コロイダルシリカＡ：平均２次粒径：２２ｎｍ、平均１次粒径：１１ｎｍ
コロイダルシリカＢ：平均２次粒径：２８ｎｍ、平均１次粒径：１３ｎｍ
コロイダルシリカＣ：平均２次粒径：５０ｎｍ、平均１次粒径：２６ｎｍ
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コロイダルシリカＤ：平均２次粒径：７０ｎｍ、平均１次粒径：４３ｎｍ
コロイダルシリカＥ：平均２次粒径：９０ｎｍ、平均１次粒径：５０ｎｍ
【表２】

　　【０１０５】
　比較例１及び比較例２では、層間絶縁膜であるオルガノシリケートグラス又は二酸化ケ
イ素を形成したブランケット基板（ａ１）又は（ａ２）に対する研磨速度が小さいために
ディッシング量及びエロージョン量が大きくなっている。それに対し、実施例１～８では
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基板（ａ１）又は（ａ２）に対する研磨速度が大きいため、ディッシング量及びエロージ
ョン量が少ない。この実施例で見出したような金属用研磨液は、微細化、薄膜化、寸法精
度、電気特性に優れ、信頼性が高く、低コストの可能であることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明により、層間絶縁膜の研磨速度が大きく、被研磨面の平坦性が高い金属用研磨液
を得ることができる。この金属用研磨液は微細化、薄膜化、寸法精度、電気特性に優れ、
信頼性が高く、低コストの半導体デバイスに好適である。
【０１０７】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに金属バリア層の研磨速度を低下
させずに層間絶縁膜の研磨速度を維持できるため、被研磨面の平坦性が高く、生産性の良
い金属用研磨液を得ることができる。
【０１０８】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに研磨後の洗浄性に優れるため、
被研磨面の平坦性が高く、生産性の良い金属用研磨液を得ることができる。
【０１０９】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに金属バリア層の研磨速度及び層
間絶縁膜の研磨速度が高まり、被研磨面の平坦性が高く、生産性の良い金属用研磨液を得
ることができる。
【０１１０】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに研磨傷の発生を抑制した金属用
研磨液を得ることができる。
【０１１１】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに銅又は銅合金などの導電性物質
層の研磨速度を調整できる金属用研磨液を得ることができる。
【０１１２】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに銅又は銅合金などの導電性物質
層の研磨速度を調整でき、銅などの導電性物質の残渣を取り除ける金属用研磨液を得るこ
とができる。
【０１１３】
　また、本発明により、上記の発明の効果に加え、さらに銅又は銅合金などの導電性物質
層、金属バリア層及び層間絶縁膜の研磨均一性に優れる金属用研磨液を得ることができる
。
【０１１４】
　また、本発明により、銅又は銅合金などの導電性物質層用として上記の発明の効果を有
する金属用研磨液を得ることができる。
【０１１５】
　また、本発明により、タンタル、タンタル化合物、チタン、チタン化合物、タングステ
ン、タングステン化合物から選ばれる金属バリア層用として上記の発明の効果を有する金
属用研磨液を得ることができる。
【０１１６】
　また、本発明により、微細化、薄膜化、寸法精度、電気特性に優れ、信頼性が高く、低
コストの半導体デバイスの製造における研磨方法を得ることができる。
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