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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に第１のレジスト膜をマスクとしたエッチング処理により接続孔を形成し，その後
第１のレジスト膜を剥離除去し，基板上に第２のレジスト膜を形成した後，第２のレジス
ト膜をマスクとしたエッチング処理により配線溝を形成する，デュアルダマシン法を用い
た半導体装置の配線形成方法であって，
　第１のレジスト膜を剥離除去した後であって，第２のレジスト膜を形成する前に，基板
を水蒸気雰囲気に曝し，
　前記水蒸気雰囲気を，磁気により活性化された磁化水から生成することを特徴とする，
半導体装置の配線形成方法。
【請求項２】
前記水蒸気雰囲気に，酸化作用のある気体を混合することを特徴とする，請求項１に記載
の半導体装置の配線形成方法。
【請求項３】
前記酸化作用のある気体は，オゾンガスであることを特徴とする，請求項２に記載の半導
体装置の配線形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，デュアルダマシン法を用いた半導体装置の配線形成方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　例えばトランジスタなどの半導体装置に形成される多層間配線には，半導体デバイスの
高速化を実現するためにＣｕ配線が導入されている。このＣｕ配線の形成方法には，例え
ば多層膜構造内に接続孔（例えばコンタクトホール，ビアホール）と配線溝を形成し，そ
の後接続孔と配線溝に一度にＣｕ材料を埋め込むデュアルダマシン法が用いられている。
このデュアルダマシン法は，工程数が少なく，製造コストを低減できる点で優れている。
【０００３】
　ここで，図１３を用いて従来のデュアルダマシン法を用いたＣｕ配線の形成方法につい
て説明する。先ず，基板上に例えば配線層２００，層間絶縁膜２０１，反射防止膜２０２
が下から順に形成され，その多層膜構造の表面に第１のレジスト膜２０３が形成される（
図１３の（ａ））。次に第１のレジスト膜２０３がフォトリソグラフィー技術により所定
のパターンにパターンニングされる（図１３の（ｂ）），このパターニング工程では，第
１のレジスト膜２０３が所定のパターンに露光され，その露光部が現像により選択的に除
去される。続いて，この第１のレジスト膜２０３をマスクとしたエッチング処理により，
反射防止膜２０２と層間絶縁膜２０１が蝕刻される。これにより，多層膜構造の表面から
配線層２００に通じる接続孔２０４が形成される（図１３の（ｃ））。続いて，例えばア
ッシング処理により不要となった第１のレジスト膜２０３が剥離除去され（図１３の（ｄ
）），代わって配線溝を形成するための新たな第２のレジスト膜２０５が形成される（図
１３の（ｅ））。第２のレジスト膜２０５は，フォトリソグラフィー技術によりパターニ
ングされ（図１３の（ｆ）），その後，当該第２のレジスト膜２０５をマスクとしたエッ
チング処理により，反射防止膜２０２と層間絶縁膜２０１の一部が蝕刻される。こうして
，接続孔２０４に連通し接続孔２０４よりも幅の広い配線溝２０６が形成される（図１３
の（ｇ））。不要となった第２のレジスト膜２０５は剥離除去され（図１３の（ｈ）），
接続孔２０４と配線溝２０６の中にＣｕ材料が埋め込まれて，Ｃｕ配線２０７が形成され
ている（図１３の（ｉ））（例えば，特許文献１参照。）。
【０００４】
　従来より，上述の第１のレジスト膜２０３を剥離除去する際のアッシング処理は，通常
処理容器内に窒素ガスと水素ガス又はアンモニアガスが供給され，基板を当該雰囲気に曝
すことによって行われていた。このため，アッシング処理時には，接続孔２０４により露
出した層間絶縁膜２０１内に微量のアンモニア成分が吸収されることがあった。また，低
誘電率膜などの層間絶縁膜２０１自体も，元々その組成成分に窒素原子を含むものが多い
ため，例えば成膜時に塩基性の微量のアミンが生成され残存することがあった。このよう
に，第１のレジスト膜２０３が剥離除去された時点で，層間絶縁膜２０１中にアミン成分
が含まれていることが多かった。なお，この他，層間絶縁膜２０１にアミン成分が吸収さ
れる要因として，例えば第１のレジスト膜２０３が処理液によって剥離除去される場合に
フッ化アンモニウム系やアミン系の処理液が使用されることや，例えば接続孔の形成時の
エッチングや当該接続孔の洗浄が行われる際にアミン成分が発生することなどが考えられ
る。
【０００５】
　このため，第１のレジスト膜２０３の剥離除去後に第２のレジスト膜２０５が形成され
ると，層間絶縁膜２０１中のアミン成分が近接する第２のレジスト膜２０５中に浸透し，
第２のレジスト膜２０５がアミン成分により汚染されることがあった。その後に行われる
第２のレジスト膜２０５のパターニング工程では，露光によりレジスト膜中に酸触媒が生
成され，その酸触媒の作用により露光部分の現像液に対する溶解性が促進され，現像によ
り露光部分が選択除去される。したがって，上述したように第２のレジスト膜２０５がア
ミン成分によって汚染されていると，第２のレジスト膜２０５中の酸触媒がアミン成分と
反応し，酸触媒としての機能が失われてしまう。このため，第２のレジスト膜２０５のパ
ターニングが十分に行われず，図１４に示すように本来除去されるべき部分の第２のレジ
スト膜２０５が残存することがあった。かかる場合，第２のレジスト膜２０５をマスクと
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したその後のエッチング処理が適切に行われず，適正な形状の配線溝２０６が形成されな
かった。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－８３８６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は，かかる点に鑑みてなされたものであり，デュアルダマシン法を用いた半導体
装置の配線形成方法において，アミン成分などの塩基性物質等による第２のレジスト膜の
汚染を防止することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために，本発明によれば，基板上に第１のレジスト膜をマスクとし
たエッチング処理により接続孔を形成し，その後第１のレジスト膜を剥離除去し，基板上
に第２のレジスト膜を形成した後，第２のレジスト膜をマスクとしたエッチング処理によ
り配線溝を形成する，デュアルダマシン法を用いた半導体装置の配線形成方法であって，
第１のレジスト膜を剥離除去した後であって，第２のレジスト膜を形成する前に，基板を
水蒸気雰囲気に曝し，前記水蒸気雰囲気を，磁気により活性化された磁化水から生成する
ことを特徴とする半導体装置の配線形成方法が提供される。
【０００９】
　発明者によれば，第２のレジスト膜を形成する前に基板を水蒸気雰囲気に曝すことによ
り，第２のレジスト膜の汚染が防止され，第２のレジスト膜のパターニングが適正に行わ
れることが確認された。これは，層間絶縁膜等の膜中のアミン成分が水蒸気に吸着され，
第２のレジスト膜が形成する前にアミン成分が除去されるためであると推測できる。この
結果，接続孔や配線溝が適正な形状に形成され，所望の配線が形成される。また，水蒸気
雰囲気を磁気により活性化された磁化水から生成しているので，活性化された水蒸気によ
り，膜中の例えばアミノ成分を効果的に除去することができる。
【００１０】
　前記半導体装置の配線形成方法において，前記水蒸気雰囲気に，酸化作用のある気体を
混合するようにしてもよい。かかる場合，膜中の例えばアミン成分の除去をより効果的に
行うことができる。なお，前記酸化作用のある気体は，オゾンガスであってもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば，レジスト膜の汚染が防止され，配線が適正に形成されるので，半導体
装置の歩留まりや品質を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下，本発明の好ましい実施の形態について説明する。図１は，本発明の半導体装置の
配線形成方法において層間絶縁膜中からアミン成分を除去するための基板処理装置１の構
成の概略を示す縦断面の説明図である。
【００２０】
　例えば基板処理装置１は，閉鎖可能な処理容器２内に，基板Ｗを載置する載置台３を備
えている。載置台３の内部には，基板処理装置１の外部に設置された給電装置４からの給
電により発熱するヒータ５が内蔵されている。このヒータ５により，載置台３上の基板Ｗ
を所定の温度に加熱することができる。
【００２１】
　処理容器２の例えば側壁部には，ガス供給管１０が接続されている。ガス供給管１０は
，例えば水蒸気を発生させて送出する水蒸気供給装置１１に接続されている。またガス供
給管１０は，途中で分岐し，酸化作用のあるオゾンガスを発生させて送出するオゾンガス
供給装置１２にも接続されている。水蒸気供給装置１１から供給される水蒸気に所定量の
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オゾンガスを混合し，当該水蒸気を処理容器２内に導入することができる。ガス供給管１
０には，例えば給気バルブ１３が設けられており，処理容器２内には水蒸気を所定のタイ
ミングで導入することができる。
【００２２】
　処理容器２の例えばガス供給管１０と反対側の側壁部には，排気管２０が接続されてい
る。排気管２０は，排気ポンプなどを有する排気装置２１に接続されている。排気管２１
には，排気バルブ２２が設けられている。かかる構成により，処理容器２内の雰囲気を所
定のタイミング，所定の圧力で排気することができる。
【００２３】
　次に，本発明にかかるデュアルダマシン法を用いたＣｕ配線の形成方法について図２に
従って説明する。先ず，基板Ｗ上のＣｕ材料からなる配線膜３０上に，例えばＳｉＮ４又
はＳｉＣＮ又はＳｉＣなどの窒素分子を含む化合物から構成される低誘電率の層間絶縁膜
３１と，反射防止膜３２が下から順に形成される（図２の（ａ））。この層間絶縁膜３１
と反射防止膜３２は，例えばＣＶＤ法，スパッタリング法などを用いて成膜される。次に
，反射防止膜３２上に，レジスト液が塗布され，第１のレジスト膜３３が形成され，続い
てフォトリソグラフィー法により第１のレジスト膜３３がパターニングされる（図２の（
ｂ））。なお，本実施の形態におけるフォトリソグラフィー処理では，露光波長が例えば
２４８ｎｍのものが用いられる。第１のレジスト膜３３がパターニングされると，第１の
レジスト膜３３をマスクとしたエッチングが行われ，層間絶縁膜３１と反射防止膜３２を
貫通して配線膜３０に通じる接続孔３４が形成される（図２の（ｃ））。
【００２４】
　エッチングが終了すると，例えばアッシング処理により，第１のレジスト膜３３が剥離
除去される（図２の（ｄ））。この際使用されるアンモニアガス又は窒素及び水素ガス等
の作用により，第１のレジスト膜３３中にアミン成分が混入されることがある。
【００２５】
　アッシング処理が終了すると，基板Ｗは，図１に示すように基板処理装置１に搬入され
，ヒータ５により昇温された載置台３上に載置される。これにより，基板Ｗは，例えば１
００～２００℃程度に昇温される。基板Ｗが載置台３上に載置され，所定の温度に安定す
ると，例えば排気バルブ２２と給気バルブ１３が開放され，処理容器２内の雰囲気を排気
しながら，処理容器２内にはオゾンガスを含む水蒸気が導入される。こうして処理容器２
内は，オゾンガスを含む水蒸気雰囲気に維持され，基板Ｗは水蒸気雰囲気に曝される。こ
のとき，例えば層間絶縁膜３１中のアミン成分が水蒸気等に吸収されたり，オゾンにより
酸化されたりして，例えば層間絶縁膜３１中から除去される。
【００２６】
　所定時間，基板Ｗが水蒸気雰囲気に曝され，アミン成分が除去されると，水蒸気及びオ
ゾンガスの供給と排気が停止される。その後，基板Ｗは基板処理装置１から搬出され，引
き続きＣｕ配線の形成処理が行われる。
【００２７】
　アミン成分が除去された基板Ｗの表面には，レジスト液が塗布され，反射防止膜３２上
に第２のレジスト膜３５が形成される（図２中の（ｆ））。その後フォトリソグラフィー
法により第２のレジスト膜３５は，配線溝を形成するためにパターニングされる（図２の
（ｇ））。第２のレジスト膜３５がパターニングされると，第２のレジスト膜３５はエッ
チングされ，反射防止膜３２及び層間絶縁膜３１の一部が除去されて，接続孔３４に通じ
る所定深さの配線溝３６が形成される（図２の（ｈ））。
【００２８】
　第２のレジスト膜３５は，アッシング処理により剥離除去され，その後接続孔３４と配
線溝３６中にＣｕ材料が埋め込まれて，Ｃｕ配線３８が形成される（図２の（ｉ））。
【００２９】
　図３は，層間絶縁膜３１等の膜中に多量のアミン成分を含む基板を用いた実験結果であ
り，第１のレジスト膜３３を剥離除去した後に基板Ｗをオゾンガスを含む水蒸気雰囲気に
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曝した場合の最終的な配線溝３６と接続孔３４の形成状態（図３の（ａ））と，何も処理
しなかった場合の配線溝等の形成状態（図３の（ｂ））を示すものである。この図３の（
ｂ）に示すように第１のレジスト膜３３を剥離除去した後に何も処置を施さなかった場合
には，最終的に配線溝３６や接続線３４の形成が全く見られなかった。それに対し図３の
（ａ）に示すように，基板Ｗをオゾンガスを含む水蒸気雰囲気に曝した場合には，図３（
ｂ）の場合に比べて配線溝３６と接続孔３４の状態が改善され，配線溝３６等が適正に形
成されることが確認できる。なお，この例は，フォトリソグラフィー処理において２４８
ｎｍの露光波長を用いた場合であるが，１９３ｎｍの露光波長を用いた場合も同様の傾向
が確認されている。
【００３０】
　以上の実施の形態によれば，第１のレジスト膜３３の剥離除去が終了した後に，基板Ｗ
全体をオゾンガスを含む水蒸気雰囲気に曝すことによって，その後の第２のレジスト膜３
５のパターニングや第２のレジスト膜３５をマスクとするエッチングが適正に行われ，所
定形状の配線溝３６や接続孔３４を有するＣｕ配線を形成できる。これは，第２のレジス
ト膜３５が形成される前に水蒸気により層間絶縁膜３１中のアミン成分が除去されるため
，第２のレジスト膜３５のフォトリソ工程時に，現像液に対する溶解性を促進させる酸触
媒の作用をアミン成分が阻害することがなくなり，第２のレジスト膜３５のパターニング
が適正に行われるためであると推察できる。
【００３１】
　以上の実施の形態では，基板処理装置１の処理容器２内に供給する水蒸気内に，オゾン
ガスを混合していたが，オゾンガスに代えて酸化作用のある他のガス，例えば酸素ガス，
過酸化水素ガス等を混合してもよい。図４に示すように水蒸気に酸素ガスを混合した場合
であっても，配線溝３６や接続孔３４の形成状態が改善されることが確認できる。また，
基板処理装置１の処理容器２内に供給する水蒸気には，酸化作用のあるガスに代えて，酸
化作用のあるミスト状の液体，例えば過酸化水素水等のミストを混合してもよい。さらに
，アミン成分の除去をさらに促進させるために，活性化された水，例えば磁気により活性
化された磁化水により水蒸気を生成し，当該水蒸気を処理容器２内に供給するようにして
もよい。なお，水蒸気に何も混合せず，水蒸気のみを処理容器２内に供給してもよい。
【００３２】
　また，基板処理装置１の処理容器２内には，水蒸気に代えて，酸化作用のあるガス，例
えばオゾンガスのみを供給してもよく，かかる場合も，アミン成分の除去効果が確認され
ている。さらに，基板処理装置１の処理容器２内には，水蒸気に代えて，酸化作用のある
ミスト状の液体，例えば過酸化水素水のミストのみを供給してもよい。
【００３３】
以上の実施の形態では，第１のレジスト膜３３の剥離除去処理が終了した後に基板Ｗを水
蒸気雰囲気に曝していたが，水蒸気に代えてシラン系ガスの雰囲気に曝すようにしてもよ
い。かかる場合，例えば図５に示すように処理容器２のガス供給管１０には，シラン系の
ガスを供給するシラン系ガス供給装置５０が接続される。なお，シラン系のガス材料には
，例えばＤＭＳＤＭＡ（Dimethyl　silyl　dimethylamine），ＨＭＤＳ（Hexamethyldisi
lazane），ＴＭＤＳ（1,1,3,3-Tetra　methyldisilazane），ＤＭＳＤＥＡ（Dimethylsil
yldiethylamine），ＴＭＳＤＭＡ（Trimethylsilyldimethylamine），ＴＭＳＤＥＡ（Tri
methyl　silyldiethylamine），ＤＭＡＰＭＤＳ（N,N-Dimethyl　aminopenta　methyldis
ilane），ＤＭＡＤＭＤＳ（N,N-Dimethylamino-1,2-dimethyldisilane），ＴＤＡＣＰ(2,
2,5,5-Tetramethyl-2,5-disila-1-azacyclopentane)，ＴＤＯＣＰ(2,2,5,5-Tetramethyl-
2,5-disila-1-oxocyclopentane)，Ｂ[ＤＭＡ]ＭＳ(Bis(dimethylamino)methylsilane)，
Ｂ[ＤＭＡ]ＤＳ(Bis(dimethylamino)dimethylsilane)，ＨＭＣＴＳ(1,1,3,3,5,5-Hexamet
hylcyclotrisilazane)などが用いられる。
【００３４】
　そして，第１のレジスト膜３３が剥離除去されると，基板Ｗが処理容器２内に搬送され
，載置台３上に載置されて所定の温度に加熱される。その後，例えば排気バルブ２２が開
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放され，処理容器２内が所定の圧力に減圧される。処理容器２内が減圧されると，給気バ
ルブ１３が開放され，処理容器２内にシラン系ガス供給装置５０からシラン系のガスが導
入される。こうして処理容器２内がシラン系のガスで満たされ，基板Ｗがシラン系のガス
に曝される。
【００３５】
　図６は，基板Ｗをシラン系のガスに曝した場合の配線溝３６の状態を示すものであり，
何もしない場合（図３の（ｂ））に比べて配線溝３６が現れ配線溝３６の状態が改善され
ていることが確認できる。これは，シラン系のガスにより層間絶縁膜３１中にあるアミン
成分が除去され，第２のレジスト膜３５のパターニングが適正に行われ，その後のエッチ
ングが適正に行われたためであると推測できる。したがって，この実施の形態によっても
，従来に比べて接続孔３４及び配線溝３６が適正に形成され，所望のＣｕ配線を形成する
ことができる。
【００３６】
　以上の実施の形態では，第１のレジスト膜３３の剥離除去処理が終了した後に基板Ｗを
水蒸気やシラン系のガスの雰囲気に曝していたが，基板Ｗを水蒸気やシラン系のガスに曝
すのに代えて，基板Ｗに現像液を供給するようにしてもよい。図７は，かかる場合の基板
処理装置６０の構成の概略を示す縦断面の説明図であり，図８は，基板処理装置６０の横
断面の説明図である。
【００３７】
　図７に示すように基板処理装置６０は，ケーシング６０ａを有し，当該ケーシング６０
ａ内には，基板Ｗを保持し，回転させるスピンチャック６１が設けられている。スピンチ
ャック６１の周囲には，基板Ｗから飛散又は落下する液体を受け止め，回収するためのカ
ップ６２が設けられている。カップ６２は，例えばスピンチャック６１の周囲を囲む内カ
ップ６３と，当該内カップ６３の外方を覆う外カップ６４と，内カップ６３と外カップ６
４の下面を覆う下カップ６５とを別個に有している。
【００３８】
　内カップ６３は，例えば略円筒状に形成され，その上端部は内側上方に向けて傾斜して
いる。内カップ６３は，例えばシリンダなどの昇降駆動部６６によって上下動できる。外
カップ６４は，例えば図８に示すように平面から見て四角形の略筒状に形成されている。
外カップ６４は，図７に示すように例えばシリンダなどの昇降駆動部６７によって上下動
できる。下カップ６５には，例えば工場の排液部に連通した排出管６８が接続されており
，カップ６２において回収した液体は，排出管６８から基板処理装置６０の外部に排出で
きる。
【００３９】
　図８に示すようにカップ６２のＸ方向負方向（図８の下方向）側には，Ｙ方向（図８の
左右方向）に沿って延伸するレール７０が形成されている。レール７０には，当該レール
７０に沿って移動自在な二本のアーム７１，７２が取り付けられている。第１のアーム７
１には，現像液供給ノズル７３が支持され，現像液供給ノズル７３は，カップ６２のＹ方
向負方向（図８の左方向）側の外方に設置された待機部７４から少なくともカップ６２の
Ｙ方向正方向（図８の右方向）側の端部まで移動できる。
【００４０】
　現像液供給ノズル７３は，例えば図８に示すように基板Ｗの直径寸法と同じかそれより
も長い，Ｘ方向に沿った細長形状を有している。図７に示すように現像液供給ノズル７３
の上部には，図示しない現像液供給装置に連通する供給管７５が接続されている。現像液
供給ノズル７３の下部には，ノズルの長手方向に沿って一列に形成された複数の吐出口７
６が形成されている。現像液供給ノズル７３は，上部の供給管６５から導入された現像液
を現像液供給ノズル７３の内部を通過させ，下部の各吐出口７６から一様に吐出できるよ
うになっている。
【００４１】
　第２のアーム７２には，図８に示すように基板Ｗを洗浄するためのリンス液供給ノズル
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８０が支持されており，リンス液供給ノズル８０は，カップ６２のＹ方向正方向側の外方
に設けられた待機部８１からカップ６２内の基板Ｗの中心部上方まで移動できる。リンス
液供給ノズル８０は，基板処理装置６０の外部に設置された図示しないリンス液供給装置
にリンス液供給管８２によって連通しており，当該リンス液供給装置から供給されたリン
ス液を下方に向けて吐出できる。
【００４２】
　そして，以上のように構成された基板処理装置６０では，第１のレジスト膜３３が剥離
除去された基板Ｗが搬入されると，図７に示すように基板Ｗはスピンチャック６１上に吸
着保持される。続いて待機部７４で待機していた現像液供給ノズル７３がＹ方向正方向側
に移動し，平面から見て基板ＷのＹ方向負方向側の端部の手前の位置まで移動する。その
後，現像液供給ノズル７３が下降し，基板Ｗの表面に近づけられる。現像液供給ノズル７
３から現像液が吐出され，現像液供給ノズル７３が現像液を吐出しながら，基板ＷのＹ方
向正方向側の端部の外方まで移動する。これにより，基板Ｗの表面，つまり接続孔３４が
形成されかつ層間絶縁膜３１及び反射防止膜３２が露出した基板表面に現像液が供給され
る。
【００４３】
　基板Ｗに現像液を液盛りした状態で所定時間経過した後，待機部８１で待機していたリ
ンス液供給ノズル８０が基板Ｗの中心部の上方まで移動し，基板Ｗに対しリンス液を吐出
する。それと同時にスピンチャック１２０により基板Ｗが回転され，基板Ｗ上の現像液が
基板Ｗから振り切られ，基板Ｗが洗浄される。その後リンス液の供給が停止され，基板Ｗ
が高速回転されて，基板Ｗが振り切り乾燥される。乾燥された基板Ｗは，基板処理装置６
０から搬出され，上述したＣｕ配線の形成工程に戻され，基板表面上に第２のレジスト膜
３５が形成される。
【００４４】
　図９は，基板Ｗに現像液を供給した場合の配線溝３６の状態を示すものであり，何もし
ない場合（図３（ｂ））に比べて配線溝３６が現れ配線溝３６の状態が改善されているこ
とが確認できる。これは，現像液の供給により層間絶縁膜３１中のアミン成分が除去され
，第２のレジスト膜３５のパターニングや，第２のレジスト膜３５をマスクとするエッチ
ングが適正に行われためであると推測できる。したがって，本実施の形態によれば，従来
に比べて配線溝３６や接続孔３４が適正な形状に形成され，所望のＣｕ配線を形成できる
。
【００４５】
　以上の実施の形態では，基板Ｗに現像液を供給していたが，現像液の代わりにカーボン
系（有機化合物）の処理液を供給してもよい。図１０は，かかる場合に用いられる基板処
理装置９０の一構成例を示す縦断面の説明図であり，図１１は，当該基板処理装置９０の
横断面の説明図である。
【００４６】
　基板処理装置９０は，例えば図４に示すようにケーシング９０ａを有し，当該ケーシン
グ９０ａ内の中央部には，基板Ｗを吸着保持し回転させるスピンチャック９１が設けられ
ている。スピンチャック９１の周囲には，基板Ｗから飛散した液体を受け止め，回収する
ためのカップ９２が設けられている。カップ９２は，上面が開口した略円筒形状を有し，
スピンチャック９１上の基板Ｗの外方と下方を囲むように形成されている。カップ９２の
下面には，回収した液体を排液する排液管９３とカップ９２内を排気する排気管９４が接
続されている。
【００４７】
　図１１に示すようにカップ９２のＸ方向負方向（図１１の下方向）側には，Ｙ方向（図
１１の左右方向）に沿って延伸するレール１００が形成されている。レール１００は，当
該レール１００に沿って移動自在な例えば二本のアーム１０１，１０２が取り付けられて
いる。第１のアーム１０１には，カーボン系の処理液を吐出する処理液供給ノズル１０３
が支持されており，処理液供給ノズル１０３は，カップ９２のＹ方向負方向（図１１の左
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方向）側の外方に設置された待機部１０４からカップ９２内の基板Ｗの中央部上方まで移
動することができる。
【００４８】
　処理液供給ノズル１０３は，図１０に示すように処理液供給管１１０によって処理液供
給装置１１１に接続されている。処理液供給ノズル１０３は，処理液供給装置１１１から
供給されたカーボン系の処理液を下方に向けて吐出できる。なお，カーボン系の処理液に
は，例えば環化ゴム－ビスアジト系，ＤＮＱ（ジアゾナフトキノン）－ノボラック系，化
学増幅型のレジスト液などが用いられる。
【００４９】
　図１１に示すように第２のアーム１０２には，カーボン系の処理液を溶解する溶剤を吐
出する溶剤供給ノズル１２０が支持されている。溶剤供給ノズル１２０は，カップ９２の
Ｙ方向正方向側の外方に設けられた待機部１２１から少なくともカップ９２のＹ方向負方
向側の端部まで移動できる。溶剤供給ノズル１２０は，例えば基板Ｗの直径寸法と同じか
それよりも長い，Ｘ方向に沿った細長形状を有している。溶剤供給ノズル１２０の上部に
は，図１０に示すように溶剤供給装置１２２に連通する溶剤供給管１２３が接続されてい
る。溶剤供給ノズル１２０の下部には，ノズルの長手方向に沿って一列に形成された複数
の溶剤吐出口１２４が形成されている。溶剤供給ノズル１２０は，上部の溶剤供給管１２
３から導入された溶剤を溶剤供給ノズル１２０の内部を通過させ，下部の各溶剤吐出口１
２４から一様に吐出できる。
【００５０】
　図１０に示すようにケーシング９０ａの上面には，温度及び湿度が調節され，清浄化さ
れた気体を導入するダクト１３０が接続されており，基板Ｗの処理時に所定の気体を導入
し，ケーシング９０ａ内を所定の雰囲気に維持することができる。
【００５１】
　そして，以上のように構成された基板処理装置９０では，第１のレジスト膜３３が剥離
除去された基板Ｗが搬入されると，基板Ｗはスピンチャック９１上に吸着保持される。続
いて待機部１０４で待機していた処理液供給ノズル１０３がＹ方向正方向側に移動し，ウ
ェハＷの中心部上方まで移動する。スピンチャック９１によりウェハＷが回転され，当該
回転されたウェハＷの中心部に対し処理液供給ノズル１０３からカーボン系の処理液が吐
出される。ウェハＷ上に吐出されたカーボン系の処理液は，遠心力により拡散しウェハＷ
の表面全面に塗布される。このカーボン系の処理液の供給により，基板Ｗの層間絶縁膜３
１や反射防止膜３２中からアミン成分が取り除かれると推測される。
【００５２】
　次に，待機部１２１で待機していた溶剤供給ノズル１２０がＹ方向負方向側に移動し，
平面から見て基板ＷのＹ方向正方向側の端部の手前の位置まで移動する。その後，溶剤供
給ノズル１２０からカーボン系の処理液の溶剤が吐出され，溶剤供給ノズル１２０は，溶
剤を吐出しながら，基板ＷのＹ方向負方向側の端部の外方まで移動する。これにより，基
板Ｗの表面全面に溶剤が塗布される。続いてスピンチャック９１により基板Ｗが回転され
，基板Ｗ上のカーボン系の処理液と溶剤が振り切られ，基板Ｗが洗浄される。その後基板
Ｗが高速回転されて，基板Ｗが振り切り乾燥される。乾燥された基板Ｗは，基板処理装置
９０から搬出され，上述したＣｕ配線の形成工程に戻され，基板表面上に第２のレジスト
膜３５が形成される。
【００５３】
　図１２は，前記実施の形態のように基板Ｗ上にカーボン系の処理液を供給した場合の配
線溝３６の状態を示すものであり，何もしない場合（図３の（ｂ））に比べて配線溝３６
の状態が改善されていることが確認できる。この実施の形態によれば，従来に比べて第２
のレジスト膜３５のパターニングや，第２のレジスト膜３５をマスクとするエッチングが
適正に行われ，所望の形状の配線溝３６や接続孔３４が形成され，適正なＣｕ配線を形成
できる。
【００５４】
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　なお，上記実施の形態で記載した処理液供給ノズル１０３や溶剤供給ノズル１２０の構
成は，上述のものに限られず，他の構成を有するものであってもよい。例えば溶剤供給ノ
ズル１２０は，処理液供給ノズル１０３と同様に略円筒状に形成され，基板Ｗの中心部上
方に溶剤を吐出するものであってもよい。かかる場合，基板Ｗを回転させることによって
基板表面の全面に溶剤を供給できる。
【００５５】
　以上の実施の形態は，本発明の一例を示すものであり，本発明はこの例に限らず種々の
態様を採りうるものである。例えば，本発明は，上記実施の形態に記載したＣｕ配線の構
造に限られず，他の構造のＣｕ配線を形成する際にも適用できる。また，本発明は，例え
ばウェハ，ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）基板，マスク基板，レクチル基板など
のいずれの基板にも適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は，デュアルダマシン法を用いた多層配線構造の製造において，適正な形状の配
線溝や接続孔を形成する際に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本実施の形態にかかるＣｕ配線の形成方法に用いられる基板処理装置の構成の概
略を示す縦断面の説明図である。
【図２】Ｃｕ配線の形成プロセスに従って変化する基板上の多層膜構造の示す説明図であ
る。
【図３】基板をオゾンを含む水蒸気に曝した場合とそうでない場合の配線溝の形成状態を
示すものである。
【図４】基板を酸素を含む水蒸気に曝した場合の配線溝の形成状態を示すものである。
【図５】処理容器内にシラン系のガスを供給する基板処理装置の構成の概略を示す縦断面
の説明図である。
【図６】基板をシラン系のガスに曝した場合の配線溝の状態を示すものである。
【図７】基板に現像液を供給できる基板処理装置の構成の概略を示す縦断面の説明図であ
る。
【図８】図７の基板処理装置の横断面の説明図である。
【図９】基板に現像液を供給した場合の配線溝の状態を示すものである。
【図１０】基板にカーボン系の処理液を供給できる基板処理装置の構成の概略を示す縦断
面の説明図である。
【図１１】図１０の基板処理装置の横断面の説明図である。
【図１２】基板にカーボン系の処理液を供給した場合の配線溝の状態を示すものである。
【図１３】従来のデュアルダマシン法を説明するフロー図である。
【図１４】本来除去されるべき第２のレジスト膜が残存している状態を示す基板の多層膜
構造の縦断面である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　　基板処理装置
　２　　処理容器
　１１　水蒸気供給装置
　１２　オゾンガス供給装置
　Ｗ　　基板
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【図５】 【図７】
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【図１１】 【図１３】
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【図３】
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【図６】



(14) JP 4202951 B2 2008.12.24

【図９】

【図１２】
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