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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ｉ）ＨＦおよび（ｉｉ）プロトン供与性溶媒と、（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４
以下の極性親プロトン性溶媒および極性疎プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なく
とも１種の有機化合物とからなり、（ｉ）ＨＦ（フッ化水素）：（ｉｉ）プロトン供与性
溶媒：（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４以下の極性親プロトン性溶媒および極性疎プ
ロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合物の重量比が（ｉ）０．
０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）１～９８．９５ｍａｓｓ％：（ｉｉｉ）１～９８．９５ｍ
ａｓｓ％であり、
剥離液による処理時間０．１分～１２０分の間の（１）絶縁膜バリアのエッチング量が１
Å以上２００Å以下、（２）ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が１Å以上２００Å以下、（３
）Ｃｕのエッチング速度が１０Å／ｍｉｎ以下であり、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造に
おけるダマシンおよびデュアルダマシン構造を形成する際のドライエッチング後のレジス
ト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣などを除去するｌｏｗ－ｋ膜用のレジ
スト剥離液。
【請求項２】
（ｉ）ＨＦおよび（ｉｉ）プロトン供与性溶媒と、（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４
以下の極性親プロトン性溶媒および極性疎プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なく
とも１種の有機化合物とを含む剥離液にさらに（ｉｖ）水を含み、（ｉ）ＨＦ（フッ化水
素）：（ｉｉ）プロトン供与性溶媒：（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４以下の極性親
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プロトン性溶媒および極性疎プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有
機化合物：（ｉｖ）水の重量比が（ｉ）０．０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）１～９８．９
３ｍａｓｓ％：（ｉｉｉ）１～９８．９３ｍａｓｓ％：（ｉｖ）０．０２～５ｍａｓｓ％
であり、
剥離液による処理時間０．１分～１２０分の間の（１）絶縁膜バリアのエッチング量が１
Å以上２００Å以下、（２）ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が１Å以上２００Å以下、（３
）Ｃｕのエッチング速度が１０Å／ｍｉｎ以下であり、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造に
おけるダマシンおよびデュアルダマシン構造を形成する際のドライエッチング後のレジス
ト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣などを除去するｌｏｗ－ｋ膜用のレジ
スト剥離液。
【請求項３】
（ｉ）ＨＦと（ｉｉ）中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極性親プロ
トン性溶媒および極性疎プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化
合物および（ｉｉｉ）水を含み、（ｉ）ＨＦ（フッ化水素）：（ｉｉ）中性溶媒、プロト
ン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極性親プロトン性溶媒および極性疎プロトン性溶媒
からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合物：（ｉｉｉ）水の重量比が０．０５
～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９３ｍａｓｓ％：０．０２～１０ｍａｓｓ％であり、
剥離液による処理時間０．１分～１２０分の間の（１）絶縁膜バリアのエッチング量が１
Å以上２００Å以下、（２）ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が１Å以上２００Å以下、（３
）Ｃｕのエッチング速度が１０Å／ｍｉｎ以下であり、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造に
おけるダマシンおよびデュアルダマシン構造を形成する際のドライエッチング後のレジス
ト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣などを除去するｌｏｗ－ｋ膜用のレジ
スト剥離液。
【請求項４】
中性溶媒がアルコール類であり、プロトン供与性溶媒がモノカルボン酸類、ポリカルボン
酸類およびスルホン酸類であり、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒が、エステ
ル類、エーテル類、ケトン類および酸無水物類である請求項１～３に記載の剥離液。
【請求項５】
（Ｉ）中性溶媒のアルコール類がメチルアルコール、エチルアルコール、プロパノール、
イソプロパノール、ｔ－ブタノール、アリルアルコール、エチレングリコール、プロピレ
ングリコール、エチ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、エチ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イソプロ
ピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノイソブ
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、ジエチ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プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ
イソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノイソブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレン
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プロピルエーテル、トリエ
チレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテ
ル、トリエチレングリコールモノイソブチルエーテル、ポリ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、プロピ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プロピルエーテル、プロピレングリコールモノイ
ソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロピレングリコ
ールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレング
リコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピ
レングリコールモノイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテ
ル及びエチレングリコールモノアリルエーテルであり、
（ＩＩ）プロトン供与性溶媒のモノカルボン酸類がギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イ
ソ酪酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジフルオ
ロ酢酸、トリフルオロ酢酸、α－クロロ酪酸、β－クロロ酪酸、γ－クロロ酪酸、乳酸、
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グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、メタクリル酸及びアクリル酸であり；ポリ
カルボン酸が、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸及びクエン酸であり；スルホン酸類がメ
タンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸及びトリフルオロメタンスル
ホン酸であり、
（ＩＩＩ）ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒のエステル類が酢酸メチル、酢酸
エチル、酢酸ブチル、炭酸プロピレン、炭酸エチレン、亜硫酸エチレン、ラクトン、リン
酸トリブチル及びリン酸トリメチルであり；エーテル類がジオキサン、トリオキサン、ジ
グライム、１，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメト
キシメタン、ジメトキシプロパン、ジエトキシメタン、１，１－ジメトキシエタン、エチ
レングリコールメチルエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレ
ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレ
ングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレ
ングリコールエチルメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、テトラ
エチレングリコールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールジエチルエーテル、ポ
リエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテ
ート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート及びジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートであり
；ケトン類がアセトンであり；酸無水物類が無水酢酸である請求項４に記載の剥離液。
【請求項６】
プロトン供与性溶媒であるカルボン酸類と、中性溶媒であるアルコール類、ドナー数が２
４以下の極性非プロトン性溶媒であるエステル類およびエーテル類の群の中から選ばれる
少なくとも１種とを含む請求項１～３のいずれかに記載の剥離液。
【請求項７】
カルボン酸が酢酸である請求項６に記載の剥離液。
【請求項８】
中性溶媒であるアルコール類とドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒であるエステ
ル類およびエーテル類の群の中から選ばれる少なくとも１種とを含む請求項４に記載の剥
離液。
【請求項９】
アルコールがプロパノール、イソプロパノール、ｔ－ブタノール、アリルアルコール、エ
チレングリコール、エチ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、エチ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イソ
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、エチレングリコールモノイ
ソブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモ
ノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコール
モノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノイソブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチ
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プロピルエーテル、ト
リエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエ
ーテル、トリエチレングリコールモノイソブチルエーテル、ポリ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、プロピ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プロピルエーテル、プロピレングリコールモ
ノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロピレング
リコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレ
ングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプ
ロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエ
ーテル及びエチレングリコールモノアリルエーテルからなる群から選ばれる少なくとも１
種である請求項４に記載の剥離液。
【請求項１０】
ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒であるエステル類およびエーテル類の中から
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選ばれる少なくとも１種を含む請求項１～３のいずれかに記載の剥離液。
【請求項１１】
エステル類が酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、炭酸プロピレンおよび炭酸エチレン
であり、エーテル類が１，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ト
リオキサン、ジグライム、エチレングリコールメチルエチルエーテル、エチレングリコー
ルジエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジメ
チルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコールジエ
チルエーテル、トリエチ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エチ
ルメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、テトラエチレングリコー
ルジメチルエーテル、テトラエチレングリコールジエチルエーテル、ポリエチレングリコ
ールジメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレング
リコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセ
テート及びジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートからなる群より選ばれる
少なくとも１種である請求項４のいずれかに記載の剥離液。
【請求項１２】
ＨＦ、酢酸、水を含み、ＨＦ：酢酸：水の重量比が０．０５～５ｍａｓｓ％：８５～９９
．９３ｍａｓｓ％：０．０２～１０ｍａｓｓ％である請求項３に記載の剥離液。
【請求項１３】
ＨＦ、イソプロパノール、水を含み、ＨＦ：イソプロパノール：水の重量比が１～７ｍａ
ｓｓ％：８８～９８．５ｍａｓｓ％：０．５～５ｍａｓｓ％である請求項３に記載の剥離
液。
【請求項１４】
ＨＦ、１，２－ジメトキシエタン、水を含み、ＨＦ：１，２－ジメトキシエタン：水の重
量比が０．５０～５ｍａｓｓ％：８５．００～９９．３ｍａｓｓ％：０．２０～１０ｍａ
ｓｓ％である請求項３に記載の剥離液。
【請求項１５】
ＨＦ、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルの少なくとも１種、水を含み、ＨＦ：酢酸メ
チル、酢酸エチル、酢酸ブチルの少なくとも１種：水の重量比が０．５０～５ｍａｓｓ％
：８５．００～９９．３０ｍａｓｓ％：０．２０～１０ｍａｓｓ％である請求項３に記載
の剥離液。
【請求項１６】
ＨＦ、１，４－ジオキサン、水を含み、ＨＦ：１，４－ジオキサン：水の重量比が０．５
０～５ｍａｓｓ％：８５．００～９９．３ｍａｓｓ％：０．２～１０ｍａｓｓ％である請
求項３に記載の剥離液。
【請求項１７】
ＨＦ、１，４－ジオキサンと無水酢酸および酢酸の少なくとも１種、水を含み、ＨＦ：１
，４－ジオキサンと無水酢酸および酢酸の少なくとも１種：水の重量比が０．５０～６ｍ
ａｓｓ％：８２．００～９９．３０ｍａｓｓ％：０．２～１２ｍａｓｓ％である請求項３
に記載の剥離液。
【請求項１８】
ＨＦ、エチ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ジエチルエーテル、
ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエーテ
ル、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノアリルエーテル
、ジエチ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、ジエチ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、ジエチ
レングリコールモノイソブチルエーテル、エチレングリコールモノイソブチルエーテル、
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、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、プロピ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
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ーテル、ポリエチ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、プロピレングリコールモノプロピルエーテル及びエチレングリコールメチル
エチルエーテルの少なくとも１種、水を含み、ＨＦ：エチ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ジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテ
ル、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、ポリエチレングリコールジメチルエー
テル、エチレングリコールモノアリルエーテル、ジエチ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、
ジエチ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、ジエチレングリコールモノイソブチルエーテル、
エチレングリコールモノイソブチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエー
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、プロピ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、ポリエチ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、プロピレングリコールモノプ
ロピルエーテル及びエチレングリコールメチルエチルエーテルの少なくとも１種：水の重
量比が０．５０～５ｍａｓｓ％：８５．００～９９．３０ｍａｓｓ％：０．２０～１０ｍ
ａｓｓ％である請求項３に記載の剥離液。
【請求項１９】
請求項１～３のいずれかに記載の剥離液を用いてプラズマプロセスによるダメージを受け
たｌｏｗ－ｋ膜を残してエッチング残渣を除去することを特徴とする剥離方法。
【請求項２０】
不活性ガスを混合し、酸素分圧が空気の酸素分圧以下である雰囲気（実質的に不活性ガス
中）で剥離処理をする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
請求項１９に記載の剥離処理をする方法を施した剥離処理物に対して、不活性ガスを混合
し酸素分圧が空気の酸素分圧以下である雰囲気（実質的に不活性ガス中）で、不活性ガス
を溶解させ、水中の酸素分圧を飽和溶解した空気の酸素分圧以下にした水を用いて剥離液
を取り除くリンス処理をする方法。
【請求項２２】
請求項１９または２０に記載の剥離方法および請求項２１に記載のリンス処理方法によっ
て処理をすることにより得ることができる剥離処理物。
【請求項２３】
請求項１～３のいずれかに記載の剥離液をビアホール又はキャパシタの洗浄のために使用
する有機酸及び有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種、並びにフッ化水素（Ｈ
Ｆ）を含むビアホール又はキャパシタの洗浄液。
【請求項２４】
請求項２３に記載の洗浄液を用いて、チタン化合物及びポリマーからなる群より選ばれる
少なくとも１種が側壁及び底面からなる群より選ばれる少なくとも１種に付着したビアホ
ールを有する被処理物を洗浄するビアホール洗浄方法。
【請求項２５】
請求項２３に記載の洗浄液を用いて、メタルキャパシタの上部又は下部電極を有する被処
理物であって、該電極の側壁、底面及び表面からなる群より選ばれる少なくとも１種にレ
ジスト残渣、ポリマー及びチタン化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種が付着し
た被処理物を洗浄するキャパシタ洗浄方法。
【請求項２６】
請求項２３に記載のビアホールの洗浄液又は請求項２４に記載のキャパシタの洗浄液で洗
浄処理することにより得ることができる洗浄処理物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ｌｏｗ－ｋ膜用レジスト剥離液及びビアホール又はキャパシタ洗浄液に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体のデバイスにおいて、近年ＳｉＯ２膜の代わりに比誘電率の低いｌｏｗ－ｋ膜（
低誘電率膜）を用いる技術が開発されており、それに伴い半導体デバイスの製造工程にお
いてｌｏｗ－ｋ膜をエッチングする必要が生じる。従来は、膜をドライエッチングした後
にはＯ２プラズマアッシングを行い、レジストを除去していたが、このような処理はｌｏ
ｗ－ｋ膜にダメージを与えてしまう。従って、Ｏ２プラズマアッシングを行わずに（或い
はＨ２プラズマアッシングもしくは軽いＯ２プラズマアッシングをした後に）、レジスト
を薬液で剥離することが望ましい。しかしながら、現在提案されているレジスト剥離液で
は、ｌｏｗ－ｋ膜上に形成されたレジスト（例えば、ＫＲＦ（クリプトンエフ）レジスト
自体が剥離できず、ｌｏｗ－ｋ膜がエッチングされてしまい、剥離液として使用できない
。
また、半導体デバイスの製造工程において、ビアホールを形成した後、ビアホールの側壁
及び／又は底面にチタン化合物及び／又はポリマーが残存する場合がある。従って、当該
チタン化合物及び／又はポリマーをビアホールから除去するための組成物の開発が求めら
れている。
【０００３】
　さらに、半導体デバイスの製造工程において、メタルキャパシタを形成する際、メタル
キャパシタの上部又は下部電極メタル膜（ＴｉＮ、Ｔｉなど）のドライエッチング後にポ
リマー、レジスト残渣及びチタン化合物が残存する場合がある。従って、当該ポリマー、
レジスト残渣及びチタン化合物を除去するための組成物の開発が求められている。
【０００４】
　近年まで、配線材料としてＡｌあるいはＡｌ合金などを用い、層間絶縁膜としてＳｉＯ

２膜を使用するＡｌ／ＳｉＯ２多層配線構造の半導体デバイスが中心に製作されてきた。
現在は、デバイスの微細化に伴う配線遅延を低減するため、配線材料として抵抗値の低い
Ｃｕを用い、層間絶縁膜としてＳｉＯ２膜の代わりに配線間容量の小さいｌｏｗ－ｋ膜（
低誘電率膜）を用いるＣｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造が開発されている。
【０００５】
　Ａｌ／ＳｉＯ２多層配線構造では、加工するウェハーに対して水平方向に電流を供給す
る配線層と各配線層間を接続する垂直方向の穴型の配線であるビア層を別々に形成する。
配線層はメタルドライエッチングにより凸型のＡｌなどの金属配線を加工し、その配線の
周囲をＳｉＯ２膜などの層間絶縁膜で埋め込むことにより形成される。ビア層はＳｉＯ２

膜などの層間絶縁膜を堆積した後に、層間絶縁膜ドライエッチングにより穴（ビアホール
）を加工し、ＡｌやＷなどの金属を埋め込み形成する。
【０００６】
　Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造では、ドライエッチングにより、まずｌｏｗ－ｋ膜に溝
（トレンチ）や穴（ビアホール）を加工し、その加工部分に主に銅などの配線材料を埋め
込み配線構造を形成するダマシンといわれる方法により加工が行われる。さらに、デュア
ルダマシンという方法においては、配線のためのトレンチとビアホールを同時にｌｏｗ－
ｋ膜に形成し、その後、銅などの配線材料を埋め込む。デュアルダマシン構造の形成には
、ビアホールを先に形成した後、配線のための溝を形成するビアファーストプロセス、こ
の逆の順序で配線のためのトレンチを先に形成した後、ビアホールを形成するトレンチフ
ァーストプロセス、その他にミドルファーストプロセス、デュアルハードマスクプロセス
などがある。デュアルダマシンのプロセスなどでは埋め込み材を使用する場合が多い。た
とえば、ビアファーストのプロセスにおいて、ビアホールをドライエッチングにより形成
した後、埋め込み材を埋め込み、トレンチを形成するためのリソグラフィーを行い、エッ
チングする。その後、埋め込み材は選択的に除去する必要がある。
【０００７】
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　Ａｌ／ＳｉＯ２多層配線構造では、配線形成のためのメタルエッチングには塩素や臭化
水素などのガスが用いられ、ビアホール形成のためのビアエッチングには、フルオロカー
ボンガスやハイドロフルオロカーボンガス、Ａｒなどの不活性ガスおよび酸素や一酸化炭
素などの酸素含有ガスなどの混合ガスが用いられる。メタルエッチングやビアホール加工
のための層間絶縁膜のビアエッチング後には、レジストやエッチング残渣などの不要なも
のを除去するために酸素を含んだプラズマによりアッシング（灰化）を行う。このアッシ
ング後に存在する残渣を剥離液で除去する。ここでの残渣は、メタルエッチングでは、レ
ジストなどの有機物を若干含むアルミニウムなどの酸化物である。この残渣は、アルミニ
ウム配線の側壁に形成されるため、サイドウォールポリマー、ラビットイヤーなどと呼ば
れることもある。ビアエッチングの場合は、レジストやフルオロカーボンポリマーなどの
有機物を若干含む金属バリア膜であるＴｉやＴｉＮなどの酸化物やフッ化物である。この
残渣もサイドウォールポリマーと呼ぶことがある。このように、メタルやビアホールでの
エッチング後の残渣は、酸素プラズマでレジストがなくなるまでアッシング処理する場合
が多く、エッチング残渣の主成分は無機化した酸化物である。
【０００８】
　これに対して、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造では、フルオロカーボンガスと窒素など
との混合ガスを用いたドライエッチングにより、ｌｏｗ－ｋ膜に溝（トレンチ）や穴（ビ
アホール）などのダマシン構造を加工する。ドライエッチングガスに窒素を使用すると、
加工精度を増すことができる。しかし、シリコンを含有するｌｏｗ－ｋ膜との間で不揮発
性の窒化されたシリコンの残渣を生じる。エッチング後のレジストや残渣を除去するため
に、酸素を含んだプラズマにより完全にアッシングを行うと、ｌｏｗ－ｋ膜に比誘電率の
変化もたらすダメージを与える。このため、プラズマアッシングを行わずに、水素、窒素
、希ガスおよびこれらの混合ガスなどのプラズマでアッシングするか、もしくは軽い酸素
を含んだプラズマアッシングする場合が多い。また、ｌｏｗ－ｋ膜に与えるダメージをで
きるだけ少なくしようとして完全にレジストや埋め込み材をアッシングにより取り除かな
い場合も多い。プラズマによるアッシング処理に窒素を含んだガスを用いた場合は、残渣
はさらに窒素化されたシリコンを多く含む。このような場合、アッシング後であっても、
比較的多くのレジスト、反射防止膜、埋め込み材および窒素を含有するシリコン窒化物の
ようなエッチング残渣が存在する。かなりの程度、アッシングしたとしても、レジスト、
反射防止膜および埋め込み材をすべて除去することは難しい。このように、ダマシンプロ
セスでのエッチング後に存在する残渣の主成分は、シリコン窒化物のような無機物を含む
レジスト、反射防止膜、埋め込み材及びフルオロカーボンポリマーに由来する有機物であ
る。
【０００９】
　Ａｌ／ＳｉＯ２多層配線構造の形成過程において、ドライエッチングで生じた無機化し
た残渣を除去する剥離液の特許やあるいは形成したパターンの洗浄を行う洗浄液の特許が
多く出願されている。特開平１－１４６３３１号公報では、フッ酸とイソプロパノールな
どの有機溶媒を混合した洗浄液を用いている。この洗浄液により濡れ性のよい均一な洗浄
ができることが述べられている。しかしながら、本発明で対象とするようなドライエッチ
ングで生じた残渣やレジストの除去については触れられていない。日本特許第３２５５５
５１号公報では、ＨＦ、水溶性有機溶媒、芳香族ヒドロキシ化合物、アセチレンアルコー
ル、カルボキシル基含有有機化合物及びその無水物、ならびにトリアゾール化合物からな
る群から選ばれる少なくとも１種の防食剤を含有するレジスト用剥離液組成物が開示され
ている。有機溶媒として、スルホキシド類、アミド類、多価アルコールなどに効果がある
とされている。特開平１０－５０６４７号公報では、コンタクトホール形成後、エッチン
グ残渣、金属物質などの汚染物質を含むコンタクトホール底面の自然酸化膜と側壁の酸化
膜を注意深くエッチングしてコンタクトホールを洗浄する。０．２５重量％～０．５重量
％程度の低濃度のフッ化水素と イソプロパノールとＤＩＷ（Ｄｅｉｏｎｉｚｅｄ　ｗａ
ｔｅｒ）との混合溶液において、プラズマシリコン酸化膜、低圧化学気相蒸着シリコン酸
化膜およびＢＰＳＧ膜の三種類の膜を貫通して形成されたコンタクトホールを洗浄した際
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に段差のない均一なプロファイルを得ることができることが開示されている。ＵＳＰ６１
５０２８２号には、シリコン酸化膜にビアホール形成後のエッチング残渣の洗浄液と洗浄
方法についてフッ化水素と有機溶媒を用いることが開示されている。ＵＳＰ６１５０２８
２号 では、フッ化水素、有機溶媒および水からなる剥離液で、マスク、エッチング残渣
、シリコン酸化膜およびシリコン窒素化膜の少なくとも１種を同時に剥離およびエッチン
グ処理する方法が開示されている。特開平１１－３４０１８３号公報では、２０重量％以
下のフッ化水素と誘電率１０以上のアルコールなどとを含む洗浄液を用いて、ビアホール
エッチング後の洗浄やメタル配線のドライエッチング後のサイドウォールポリマーをアル
ミニウムなどの金属配線の腐食を抑えて除去できることが示されている。
【００１０】
　しかしながら、これら文献は層間絶縁膜としてｌｏｗ－ｋ膜を、配線材料として銅を使
用することを想定していない。これらはＡｌ／ＳｉＯ２多層配線構造を形成する際にドラ
イエッチング後の無機質残渣を除去および加工したパターンを洗浄しようとしているもの
である。
【００１１】
　本発明は、ｌｏｗ－ｋ膜用のレジスト剥離液及びビアホール用の洗浄液及びメタルキャ
パシタ用の洗浄液を提供することを主な目的とする。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明は、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成する際におけるドライエッチング後の
レジスト、反射防止膜、埋め込み剤およびこれらを含むエッチング残渣を除去および剥離
することを対象としている。Ａｌ／ＳｉＯ２多層配線構造の場合とは対象が異なる。層間
絶縁膜としてｌｏｗ－ｋ膜を用いた場合のエッチング残渣は、レジスト、反射防止膜およ
び埋め込み材などの有機物が多く、ＳｉＮのような窒化されたシリコンの残渣を含んだも
のとなる。このような残渣を取り除くためには、有機化合物を多く含み、シリコン窒化物
を選択的に溶解させる剥離液が必要である。本発明者は、剥離液がシリコン窒化物を選択
的に溶解させる効果はシリコン窒化膜（ＳｉＮ）を選択的にエッチングする効果を指標と
して評価できる事を確認している。すなわち、シリコン窒化膜（ＳｉＮ）を選択的にエッ
チングする剥離液ほど、エッチング残渣中のシリコン窒化物をよく溶解させ、残渣除去の
効果が大きい。また、ｌｏｗ－ｋ膜と組み合わせて配線材料として銅が使用される。銅を
剥離液によりエッチングしないことが必要とされる。これらの要求を満たす剥離液は以前
には開発されていない。
【００１３】
　本発明の剥離液はフッ化水素と有機酸および/または有機溶媒の混合液からなり、配線
材料である銅などの金属、絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜およびエッチング残渣のエッチン
グをコントロールすることが可能である。すなわち、本発明の剥離液は以下の特徴をもつ
：
（１）銅などの金属の腐食を抑制すること；
（２）絶縁膜バリアを選択的にエッチングして絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜とエッチング
残渣との界面を剥離して分離させること；
（３）エッチング残渣中のシリコン窒化物（ＳｉＮ）などを選択的に溶解させること；及
び
（４）エッチング残渣の有機成分を有機溶媒により溶解させること。
【００１４】
　これらの特徴によって本発明のエッチング液は、エッチング残渣を除去することができ
る。
【００１５】
　例えば、本発明において、フッ化水素とイソプロパノールおよび水とからなる剥離液で
は、フッ化水素：イソプロパノール：水の重量比が、１．００～５．００ｍａｓｓ％：８
７．００～９８．５ｍａｓｓ％：０．５０～８．００ｍａｓｓ％である場合に剥離液とし
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ての効果が大きい。
【００１６】
　フッ化水素、イソプロパノールなどの有機溶媒および水からなる洗浄液および剥離液は
、多く出願されている。これらは、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成するためのもの
でなく、Ａｌ／ＳｉＯ２多層配線構造を形成するために使用されるものばかりであり、除
去対象が全く異なる。以下これらの内容を示す。
【００１７】
　特開平１－１４６３３１号公報、特開平１０－５０６４７号公報では、同じフッ化水素
とイソプロパノールおよび水とからなる洗浄液であるが、これらのフッ化水素濃度は０．
５重量%以下であり、絶縁膜バリアやシリコン窒化膜（ＳｉＮ）を選択的にエッチングで
きないため、レジスト、反射防止膜、埋め込み材およびエッチング残渣の除去性が悪い。
とくに、特開平１０－５０６４７号公報は、コンタクトホールを洗浄した際に段差のない
均一なプロファイルを得ることなどを目的としており、そこで使用されるプラズマシリコ
ン酸化膜、低圧化学気相蒸着シリコン酸化膜およびＢＰＳＧ膜のエッチング速度がほぼ同
じであることを特徴としている。
【００１８】
　これに対して、本発明は、これとは全く逆の構成であり、絶縁膜バリアやシリコン窒化
膜（ＳｉＮ）をｌｏｗ－ｋ膜に対して選択的にエッチングすることを特徴としている。本
発明の剥離液で、プラズマシリコン酸化膜、低圧化学気相蒸着シリコン酸化膜およびＢＰ
ＳＧ膜をエッチングすると、シリコン窒化物と同様に、ＢＰＳＧ膜を極端に多くエッチン
グすることになる。
【００１９】
　日本特許第３２５５５５１号では、有機溶媒として、スルホキシド類、アミド類、多価
アルコールなどに効果があるとされている。多価アルコールは、シリコン窒化物（ＳｉＮ
）をｌｏｗ－ｋ膜に対して選択的にエッチングする効果が小さい。スルホキシド類、アミ
ド類は、銅の腐食が大きく、特に実施例としてあげられているジメチルスルホキシドは激
しく銅を腐食させる。防食剤を添加しているが、これは、配線材料として銅を対象として
いないことが明らかである。これに対して、防食剤を必要としない有機溶媒を選択したの
が本発明である。すなわち、日本特許第３２５５５５１号では、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配
線構造を形成するために使用する剥離液ではない。
【００２０】
　ＵＳＰ６１５０２８２号は、実質的に水分を含まず、金属の腐食が少ないことを特徴と
している。これに対して、本発明では、エッチング残渣にシリコン窒化物（ＳｉＮ）を含
む場合は水分が必要である。水分がないとシリコン窒化物（ＳｉＮ）をｌｏｗ－ｋ膜に対
して選択的に除去することができないからである。また、本発明では水分を極限まで少な
くしなくても、銅の腐食が小さい有機溶媒を選択している。例示したイソプロパノールは
そのひとつである。ＵＳＰ６１５０２８２号において、水分を少なくしなければならない
のはアルミニウムなどのＡｌ／ＳｉＯ２多層配線構造の形成に使用される金属を腐食させ
ないことを対象としているからである。これらのことから、ＵＳＰ６１５０２８２号も、
Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成するために使用する剥離液ではない。
【００２１】
　ＵＳＰ６１５０２８２号では、オキシラン、スルホラン、エステル、ケトン、アルデヒ
ド、ラクトン、ハロゲンを含む炭化水素、アルコール、アミンおよびイミドなどを有機溶
媒として用いている。Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造の形成用に剥離液として用いる有機
溶媒は水溶性であることが重要であるが、このことが示されていない。剥離処理後に剥離
液を除去する際に、水溶性の有機溶媒を用いた場合は、中間のリンスが不要であり、純水
だけで被処理物に残った剥離液を取り除くことができる。本発明の剥離液は、レジスト、
反射防止膜、埋め込み剤およびこれらを含むエッチング残渣を取り除く際に、これらの接
する絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜をわずかに均一にエッチングする。この場合に、非水溶
性の有機溶媒を用いると絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜の表面荒れを生じ、剥離後の形状が
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悪くなる。このようなことからも、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造の形成用に剥離液とし
て用いる有機溶媒は水溶性であることが望ましい。ＵＳＰ６１５０２８２号ではこのよう
なことが示されていない。ハロゲンを含む炭化水素は非水溶媒であり、その他のオキソラ
ン、スルホラン、エステル、ケトン、アルデヒド、ラクトン、アルコール、アミンおよび
イミドにおいても非水溶性のものは、以上のような理由から、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線
構造の形成用に剥離液としては使用しにくい。
【００２２】
　また、スルホラン、アミンおよびイミドを用いた場合は銅を腐食させる。アルコールは
ひとつのＯＨ基をもつアルコールが好ましいとしているが、メタノールを用いた場合は銅
を腐食させる。エタノールもイソプロパノールに比べると銅の腐食量が多い。本発明では
、メタノール、エタノールは単独では使用しないが、他の有機溶媒と併用することは可能
である。
【００２３】
　これに対して、プロパノールやｔ－ブタノールなど炭素数が３以上の水溶性アルコール
は銅の腐食が少なく、剥離処理後に、純水でリンスするだけで剥離液を取り除くことがで
きるため、少ない工程数で効果的な剥離処理をすることができる。本発明者はこのような
プロパノールやｔ－ブタノールなど炭素数が３以上の水溶性アルコールがＣｕ／ｌｏｗ－
ｋ多層配線構造の形成用に有用であることを見出した。ＵＳＰ６１５０２８２号ではこの
ようなことが示されておらず、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造の形成のための剥離液とし
て不適切なものが多く含まれている。エステル、ケトンにおいても、水溶性であることが
望ましく、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、アセトンなどがシリコン窒化物（Ｓｉ
Ｎ）をｌｏｗ－ｋ膜に対して選択的にエッチングする効果が大きく、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多
層配線構造の形成の際にレジスト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣を効果
的に除去することのできる最適なエステルおよびケトンであることを本発明では示してい
る。これに対して、ＵＳＰ６１５０２８２号では、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造の形成
のための剥離液として有用な有機溶媒が具体的に何も示されていない。
【００２４】
　特開平１１－３４０１８３号公報では、２０重量％以下のフッ化水素と誘電率１０以上
のアルコール（Ｒ－ＯＨ）などとを含む洗浄液を用いて、金属の腐食が少ないサイドウォ
ールポリマー除去液を提供することを特徴としている。Ｒ－ＯＨ＋２ＨＦ→（Ｒ－ＯＨ）
Ｈ＋＋ＨＦ２

－により、ＨＦをわずかに解離させ、微量のＨＦ２
－イオンを生成させる。

生成した微量のＨＦ２
－により、サイドウォールポリマーを除去し、Ａｌに対する反応を

抑制している。これに対して、本発明は、アルコールなどの有機溶媒により、水素結合ポ
リマー（ＨＦ）ｎを解離させ、ＨＦとＨＦおよび（ＨＦ）ｎ（ｎは２以上）から供給され
るプロトンＨ＋とにより、絶縁膜バリアやシリコン窒化膜（ＳｉＮ）をｌｏｗ－ｋ膜に対
して選択的にエッチングすることによりエッチング残渣を除去する。
【００２５】
　特開平１１－３４０１８３号公報においてサイドウォールポリマー除去液として効果が
ある有機溶媒としてメタノールが実施例で示されている。Ａｌ／ＳｉＯ２多層配線構造に
おけるアルミニウム配線を形成する際に生じるサイドウォールポリマーはアッシングによ
り無機化されている場合が多い。このポリマーを除去する指標としてアルミナ膜（Ａｌ２

Ｏ３膜）のエッチング速度を用いることができる。この膜のエッチング速度が大きいもの
ほどサイドウォールポリマーが除去されやすい。メタノールを用いた場合、実施例に示さ
れるようにイソプロパノールに比べて、Ａｌ２Ｏ３膜のエッチング速度は大きく、アルミ
ニウム配線のサイドウォールポリマーを除去する効果がイソプロパノールに比べて大きい
。シリコン窒化膜（ＳｉＮ）は、イソプロパノールに比べてメタノールのほうが選択的に
エッチングできる。しかし、銅の腐食においては、メタノールはイソプロパノールに比べ
て著しく銅を腐食させる。
【００２６】
　特開平１１－３４０１８３号公報では、イソプロパノールをはじめとする他の溶媒に、
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銅の腐食を抑制する効果があることを示していない。また、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構
造の形成の際に除去するレジスト、反射防止膜及びこれらを含むエッチング残渣などは有
機物を多く含んでいる。これらの有機物はメタノールよりもイソプロパノールのほうが溶
解しやすく除去されやすいことも開示していない。これらは特開平１１－３４０１８３号
公報が、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成するために使用する剥離液ではないことを
示している。
【００２７】
　本発明では、フッ化水素、有機溶媒および水からなる剥離液において、イソプロパノー
ルや酢酸などをはじめとして、銅の腐食が小さく、シリコン窒化膜（ＳｉＮ）をｌｏｗ－
ｋ膜に対して選択的にエッチングする有機酸および／または有機溶媒を使用することによ
り、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成するために有用な剥離液を供給する。
【００２８】
　本発明は、以下の各項に示す剥離液及び剥離方法、洗浄液及び洗浄方法などに関する。
項１　有機酸及び有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種、並びにフッ化水素（
ＨＦ）を含むｌｏｗ－ｋ膜用のレジスト剥離液。
項２　さらに、アンモニア及びアミンからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む項１
に記載のレジスト剥離液。
項３　超音波洗浄用である項１に記載の剥離液。
項４　ｌｏｗ－ｋ膜の比誘電率が、１より大きく、３以下である項１に記載の剥離液。
項５　ＳｉＮ膜を１Å以上エッチングすることができる項１に記載の剥離液。
項６　有機酸または有機溶媒のＳＰ値が７～１７である項１に記載の剥離液。
項７　ＨＦの濃度が０．０１～１０ｍａｓｓ％である項１に記載の剥離液。
項８　有機酸及び有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種が有機酸、或いは有機
酸及び有機溶媒の混合物であって、ＨＦの濃度が０．０１～５ｍａｓｓ％である項１に記
載の剥離液。
項９　有機酸及び有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種が有機溶媒であって、
ＨＦの濃度が０．０１～１０ｍａｓｓ％である項１に記載の剥離液。
項１０　さらに水を含み、ＨＦ：有機酸：水の重量比が０．０１～５ｍａｓｓ％：４９～
９９．９ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％であり、有機酸がモノカルボン酸、スルホン酸
及びポリカルボン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種である項１に記載の剥離液。
項１１　モノカルボン酸が、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸
、カプリル酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジ
フルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸、α－クロロ酪酸、β－クロロ酪酸、γ－クロロ酪酸、
乳酸、グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、メタクリル酸及びアクリル酸からな
る群より選ばれる少なくとも１種であり、
　スルホン酸が、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン
酸及びトルエンスルホン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
　ポリカルボン酸が、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、酒石酸及びクエン酸からなる群
より選ばれる少なくとも１種である項１０に記載の剥離液。
項１２　さらに水を含み、ＨＦ：有機溶媒：水の重量比が０．０１～１０ｍａｓｓ％：４
９～９９．９ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％であり、有機溶媒が１価アルコール類、ポ
リオール類、ケトン類、アミド類、ニトリル類、アルデヒド類、アルキレングリコールモ
ノアルキルエーテル、エーテル類、エステル類、炭化水素類、ハロゲン化合物類、フッ素
アルコール、リン酸エステル類及び含窒素化合物類からなる群より選ばれる少なくとも１
種である項９に記載の剥離液。
項１３　ＨＦ：アンモニア及びアミンからなる群より選ばれる少なくとも１種：有機溶媒
：水の重量比が０．０１～１０ｍａｓｓ％：０．０１～３０ｍａｓｓ％：４９～９９．９
ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％であり、有機溶媒が１価アルコール類、ポリオール類、
ケトン類、アミド類、ニトリル類、アルデヒド類、アルキレングリコールモノアルキルエ
ーテル、エーテル類、エステル類、炭化水素類、ハロゲン化合物類、フッ素アルコール、
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リン酸エステル類及び含窒素化合物類からなる群より選ばれる少なくとも１種である項２
に記載の剥離液。
項１４　１価アルコール類が、メタノール、エタノール、イソプロパノール（ＩＰＡ）、
１－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、ｔ－ブタノール、２－メチル－１
－プロパノール、１－ペンタノール、１－ヘキサノール、１－ヘプタノール、４－ヘプタ
ノール、１－オクタノール、１－ノニルアルコール、１－デカノール、１－ドデカノール
、ラウリルアルコール及びシクロヘキサノールからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり（但し、メタノール、エタノールは他の有機溶媒または有機酸と併用される）；
　ポリオール類が、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，２－プロパンジオ
ール、プロピレングリコール、２，３－ブタンジオール及びグリセリンからなる群より選
ばれる少なくとも１種であり；
　ケトン類が、アセトン、アセチルアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
トン、シクロヘキサノン、ジエチルケトン及びジイソブチルケトンからなる群より選ばれ
る少なくとも１種であり；
　アミド類が、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルア
セトアミド及びＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり；
　ニトリル類が、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニト
リル及びベンゾニトリルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　アルデヒド類が、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びプロピオンアルデヒドから
なる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　アルキレングリコールモノアルキルエーテルが、エチレングリコールモノメチルエーテ
ル及びエチレングリコールモノエチルエーテルからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり；
　エーテル類が、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジイソプロピルエーテル、ジブチル
エーテル、テトラヒドロピラン、アニソール、１，２－ジメトキシエタン及びジエチレン
グリコールジメチルエーテルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　エステル類が、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチ
ル、酢酸イソブチル、酢酸ペンチル、酢酸ヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸
エチル、プロピオン酸プロピル、プロピオン酸イソプロピル、プロピオン酸ブチル、プロ
ピオン酸イソブチル、プロピオン酸ペンチル、プロピオン酸ヘキシル、酪酸メチル、酪酸
エチル、酪酸プロピル、酪酸イソプロピル、酪酸ブチル、酪酸イソブチル、酪酸ペンチル
、酪酸ヘキシル、イソ酪酸メチル、イソ酪酸エチル、イソ酪酸プロピル、イソ酪酸イソプ
ロピル、イソ酪酸ブチル、イソ酪酸イソブチル、イソ酪酸ペンチル、イソ酪酸ヘキシル、
吉草酸メチル、吉草酸エチル、吉草酸プロピル、吉草酸イソプロピル、吉草酸ブチル、吉
草酸イソブチル、吉草酸ペンチル、吉草酸ヘキシル、イソ吉草酸メチル、イソ吉草酸エチ
ル、イソ吉草酸プロピル、イソ吉草酸イソプロピル、イソ吉草酸ブチル、イソ吉草酸イソ
ブチル、イソ吉草酸ペンチル、イソ吉草酸ヘキシル、カプロン酸メチル、カプロン酸エチ
ル、カプロン酸プロピル、カプロン酸イソプロピル、カプロン酸ブチル、カプロン酸イソ
ブチル、カプロン酸ペンチル、カプロン酸ヘキシル、カプリル酸メチル、カプリル酸エチ
ル、カプリル酸プロピル、カプリル酸イソプロピル、カプリル酸ブチル、カプリル酸イソ
ブチル、カプリル酸ペンチル、カプリル酸ヘキシル、オクタン酸メチル、オクタン酸エチ
ル、オクタン酸プロピル、オクタン酸イソプロピル、オクタン酸ブチル、オクタン酸イソ
ブチル、オクタン酸ペンチル、オクタン酸ヘキシル、ノナン酸メチル、ノナン酸エチル、
ノナン酸プロピル、ノナン酸イソプロピル、ノナン酸ブチル、ノナン酸イソブチル、ノナ
ン酸ペンチル、ノナン酸ヘキシル、デカン酸メチル、デカン酸エチル、デカン酸プロピル
、デカン酸イソプロピル、デカン酸ブチル、デカン酸イソブチル、デカン酸ペンチル、デ
カン酸ヘキシル、ドデカン酸メチル、ドデカン酸エチル、ドデカン酸プロピル、ドデカン
酸イソプロピル、ドデカン酸ブチル、ドデカン酸イソブチル、ドデカン酸ペンチル、ドデ
カン酸ヘキシル、ラウリル酸メチル、ラウリル酸エチル、ラウリル酸プロピル、ラウリル
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酸イソプロピル、ラウリル酸ブチル、ラウリル酸イソブチル、ラウリル酸ペンチル、ラウ
リル酸ヘキシル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル
酸イソプロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ペンチル、アク
リル酸ヘキシル、シュウ酸モノメチル、シュウ酸ジメチル、シュウ酸モノエチル、シュウ
酸ジエチル、シュウ酸モノプロピル、シュウ酸ジプロピル、シュウ酸モノブチル、シュウ
酸ジブチル、コハク酸モノメチル、コハク酸ジメチル、コハク酸モノエチル、コハク酸ジ
エチル、コハク酸モノプロピル、コハク酸ジプロピル、コハク酸モノブチル、コハク酸ジ
ブチル、アジピン酸モノメチル、アジピン酸ジメチル、アジピン酸モノエチル、アジピン
酸ジエチル、アジピン酸モノプロピル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸モノブチル、
アジピン酸ジブチル、酒石酸モノメチル、酒石酸ジメチル、酒石酸モノエチル、酒石酸ジ
エチル、酒石酸モノプロピル、酒石酸ジプロピル、酒石酸モノブチル、酒石酸ジブチル、
クエン酸モノメチル、クエン酸ジメチル、クエン酸モノエチル、クエン酸ジエチル、クエ
ン酸モノプロピル、クエン酸ジプロピル、クエン酸モノブチル、クエン酸ジブチル、フタ
ル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジプロピル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジ
ペンチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジ
ノニル、フタル酸ジデシル、フタル酸ジドデシル、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸
ジエチル、テレフタル酸ジプロピル、テレフタル酸ジブチル、テレフタル酸ジペンチル、
テレフタル酸ジヘキシル、テレフタル酸ジヘプチル、テレフタル酸ジオクチル、テレフタ
ル酸ジノニル、テレフタル酸ジデシル、テレフタル酸ジドデシル、炭酸プロピレン及びγ
-ブチロラクトンからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　炭化水素類が、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタン、イソオクタン、ベンゼン及びト
ルエンからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　ハロゲン化合物類が、クロロホルム、Ｏ－ジクロロベンゼン、パーフロロヘキサン及び
パーフロロメチルシクロヘキサンからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　フッ素アルコール類が、トリフルオロエタノール、ペンタフルオロプロパノール及び２
，２，３，３－テトラフルオロプロパノールからなる群より選ばれる少なくとも１種であ
り；
　リン酸エステル類が、リン酸ジメチル、リン酸ジブチル、リン酸ジフェニル、リン酸ジ
ベンジル、リン酸トリメチル、リン酸トリエチル、リン酸トリプロピル、リン酸トリブチ
ル及びリン酸トリフェニルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　含窒素化合物類が、テトラメチル尿素及びN－メチル－２－ピロリドンからなる群より
選ばれる少なくとも１種である；
項１２に記載の剥離液。
項１５　ｌｏｗ－ｋ膜の表面上或いはｌｏｗ－ｋ膜上の反射防止膜（ＢＡＲＣ）を介して
レジストを有する被処理物を、レジストを剥離するがｌｏｗ－ｋ膜に実質的にダメージを
与えないような温度及び時間で項１に記載の剥離液を用いて処理することを特徴とするレ
ジスト剥離方法。
項１６　剥離液で処理する前に、レジストを、ｌｏｗ－ｋ膜に実質的にダメージを与えな
い程度にアッシング処理することを特徴とする項１５記載の方法。
項１７　ｌｏｗ－ｋ膜に実質的にダメージを与えないことが、実質的にｌｏｗ－ｋ膜をエ
ッチングしないこと及び／又は処理前後のｌｏｗ－ｋ膜の比誘電率が実質的に変化しない
ことである項１５に記載の方法。
項１８　被処理物の処理を、超音波洗浄しながら行うことを特徴とする項１５に記載の方
法。
項１９　項１５に記載の方法により得ることができるレジスト剥離処理物。
項２０　有機酸及び有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種、並びにフッ化水素
（ＨＦ）を含むビアホール又はキャパシタ洗浄液。
項２１　さらに、アンモニア及びアミンからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む項
２０に記載の洗浄液。
項２２　超音波洗浄用である項２０に記載の剥離液。
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項２３　ＴｉＮ膜を０．０１Å以上エッチングすることができる項２０に記載の洗浄液。
項２４　さらに水を含み、ＨＦ：有機酸：水の重量比が０．０１～５ｍａｓｓ％：４９～
９９．９ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％であり、有機酸がモノカルボン酸、スルホン酸
及びポリカルボン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種である項２０に記載の洗浄液
。
項２５　モノカルボン酸が、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸
、カプリル酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジ
フルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸、α－クロロ酪酸、β－クロロ酪酸、γ－クロロ酪酸、
乳酸、グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、メタクリル酸及びアクリル酸からな
る群より選ばれる少なくとも１種であり、
　スルホン酸が、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン
酸及びトルエンスルホン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
　ポリカルボン酸が、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、酒石酸及びクエン酸からなる群
より選ばれる少なくとも１種である項２４に記載の洗浄液。
項２６　さらに水を含み、ＨＦ：有機溶媒：水の重量比が０．０１～１０ｍａｓｓ％：４
９～９９．９ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％であり、有機溶媒が１価アルコール類；ポ
リオール類；ケトン類；アミド類；ニトリル類；アルデヒド類；アルキレングリコールモ
ノアルキルエーテル；エーテル類；エステル類；炭化水素類；ハロゲン化合物類、フッ素
アルコール、リン酸エステル類及び含窒素化合物類からなる群より選ばれる少なくとも１
種である項２０に記載の洗浄液。
項２７　ＨＦ：アンモニア及びアミンからなる群より選ばれる少なくとも１種：有機溶媒
：水の重量比が０．０１～１０ｍａｓｓ％：０．０１～３０ｍａｓｓ％：４９～９９．９
ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％であり、有機溶媒が１価アルコール類；ポリオール類；
ケトン類；アミド類；ニトリル類；アルデヒド類；アルキレングリコールモノアルキルエ
ーテル；エーテル類；エステル類；炭化水素類；ハロゲン化合物類、フッ素アルコール、
リン酸エステル類及び含窒素化合物類からなる群より選ばれる少なくとも１種である項２
１に記載の洗浄液。
項２８　１価アルコール類が、メタノール、エタノール、イソプロパノール（ＩＰＡ）、
１－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、ｔ－ブタノール、２－メチル－１
－プロパノール、１－ペンタノール、１－ヘキサノール、１－ヘプタノール、４－ヘプタ
ノール、１－オクタノール、１－ノニルアルコール、１－デカノール、１－ドデカノール
、ラウリルアルコール及びシクロヘキサノールからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり；
　ポリオール類が、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，２－プロパンジオ
ール、プロピレングリコール、２，３－ブタンジオール及びグリセリンからなる群より選
ばれる少なくとも１種であり；
　ケトン類が、アセトン、アセチルアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
トン、シクロヘキサノン、ジエチルケトン及びジイソブチルケトンからなる群より選ばれ
る少なくとも１種であり；
　アミド類が、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルア
セトアミド及びＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり；
　ニトリル類が、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニト
リル及びベンゾニトリルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　アルデヒド類が、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びプロピオンアルデヒドから
なる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　アルキレングリコールモノアルキルエーテルが、エチレングリコールモノメチルエーテ
ル及びエチレングリコールモノエチルエーテルからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり；
　エーテル類；テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエ
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ーテル、テトラヒドロピラン、アニソール、１，２－ジメトキシエタン及びジエチレング
リコールジメチルエーテルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　エステル類が、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチ
ル、酢酸イソブチル、酢酸ペンチル、酢酸ヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸
エチル、プロピオン酸プロピル、プロピオン酸イソプロピル、プロピオン酸ブチル、プロ
ピオン酸イソブチル、プロピオン酸ペンチル、プロピオン酸ヘキシル、酪酸メチル、酪酸
エチル、酪酸プロピル、酪酸イソプロピル、酪酸ブチル、酪酸イソブチル、酪酸ペンチル
、酪酸ヘキシル、イソ酪酸メチル、イソ酪酸エチル、イソ酪酸プロピル、イソ酪酸イソプ
ロピル、イソ酪酸ブチル、イソ酪酸イソブチル、イソ酪酸ペンチル、イソ酪酸ヘキシル、
吉草酸メチル、吉草酸エチル、吉草酸プロピル、吉草酸イソプロピル、吉草酸ブチル、吉
草酸イソブチル、吉草酸ペンチル、吉草酸ヘキシル、イソ吉草酸メチル、イソ吉草酸エチ
ル、イソ吉草酸プロピル、イソ吉草酸イソプロピル、イソ吉草酸ブチル、イソ吉草酸イソ
ブチル、イソ吉草酸ペンチル、イソ吉草酸ヘキシル、カプロン酸メチル、カプロン酸エチ
ル、カプロン酸プロピル、カプロン酸イソプロピル、カプロン酸ブチル、カプロン酸イソ
ブチル、カプロン酸ペンチル、カプロン酸ヘキシル、カプリル酸メチル、カプリル酸エチ
ル、カプリル酸プロピル、カプリル酸イソプロピル、カプリル酸ブチル、カプリル酸イソ
ブチル、カプリル酸ペンチル、カプリル酸ヘキシル、オクタン酸メチル、オクタン酸エチ
ル、オクタン酸プロピル、オクタン酸イソプロピル、オクタン酸ブチル、オクタン酸イソ
ブチル、オクタン酸ペンチル、オクタン酸ヘキシル、ノナン酸メチル、ノナン酸エチル、
ノナン酸プロピル、ノナン酸イソプロピル、ノナン酸ブチル、ノナン酸イソブチル、ノナ
ン酸ペンチル、ノナン酸ヘキシル、デカン酸メチル、デカン酸エチル、デカン酸プロピル
、デカン酸イソプロピル、デカン酸ブチル、デカン酸イソブチル、デカン酸ペンチル、デ
カン酸ヘキシル、ドデカン酸メチル、ドデカン酸エチル、ドデカン酸プロピル、ドデカン
酸イソプロピル、ドデカン酸ブチル、ドデカン酸イソブチル、ドデカン酸ペンチル、ドデ
カン酸ヘキシル、ラウリル酸メチル、ラウリル酸エチル、ラウリル酸プロピル、ラウリル
酸イソプロピル、ラウリル酸ブチル、ラウリル酸イソブチル、ラウリル酸ペンチル、ラウ
リル酸ヘキシル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル
酸イソプロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ペンチル、アク
リル酸ヘキシル、シュウ酸モノメチル、シュウ酸ジメチル、シュウ酸モノエチル、シュウ
酸ジエチル、シュウ酸モノプロピル、シュウ酸ジプロピル、シュウ酸モノブチル、シュウ
酸ジブチル、コハク酸モノメチル、コハク酸ジメチル、コハク酸モノエチル、コハク酸ジ
エチル、コハク酸モノプロピル、コハク酸ジプロピル、コハク酸モノブチル、コハク酸ジ
ブチル、アジピン酸モノメチル、アジピン酸ジメチル、アジピン酸モノエチル、アジピン
酸ジエチル、アジピン酸モノプロピル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸モノブチル、
アジピン酸ジブチル、酒石酸モノメチル、酒石酸ジメチル、酒石酸モノエチル、酒石酸ジ
エチル、酒石酸モノプロピル、酒石酸ジプロピル、酒石酸モノブチル、酒石酸ジブチル、
クエン酸モノメチル、クエン酸ジメチル、クエン酸モノエチル、クエン酸ジエチル、クエ
ン酸モノプロピル、クエン酸ジプロピル、クエン酸モノブチル、クエン酸ジブチル、フタ
ル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジプロピル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジ
ペンチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジ
ノニル、フタル酸ジデシル、フタル酸ジドデシル、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸
ジエチル、テレフタル酸ジプロピル、テレフタル酸ジブチル、テレフタル酸ジペンチル、
テレフタル酸ジヘキシル、テレフタル酸ジヘプチル、テレフタル酸ジオクチル、テレフタ
ル酸ジノニル、テレフタル酸ジデシル、テレフタル酸ジドデシル、炭酸プロピレン及びγ
－ブチロラクトンからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　炭化水素類が、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタン、イソオクタン、ベンゼン及びト
ルエンからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　ハロゲン化合物類が、クロロホルム、Ｏ－ジクロロベンゼン、パーフロロヘキサン及び
パーフロロメチルシクロヘキサンからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　フッ素アルコールが、トリフルオロエタノール、ペンタフルオロプロパノール及び２，
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２，３，３－テトラフルオロプロパノールからなる群より選ばれる少なくとも１種であり
；
　リン酸エステル類が、リン酸ジメチル、リン酸ジブチル、リン酸ジフェニル、リン酸ジ
ベンジル、リン酸トリメチル、リン酸トリエチル、リン酸トリプロピル、リン酸トリブチ
ル及びリン酸トリフェニルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり；
　含窒素化合物類が、テトラメチル尿素及びＮ－メチル－２－ピロリドンからなる群より
選ばれる少なくとも１種である；
項２６に記載の洗浄液。
項２９　チタン化合物及びポリマーからなる群より選ばれる少なくとも１種が側壁及び底
面からなる群より選ばれる少なくとも１種に付着したビアホールを有する被処理物を、項
２０に記載の洗浄液を用いて洗浄することを特徴とするビアホール洗浄方法。
項３０　被処理物の処理を、超音波洗浄しながら行うことを特徴とする項２９に記載の方
法。
項３１　項２９に記載の方法により得ることができる洗浄処理物。
項３２　メタルキャパシタの上部又は下部電極を有する被処理物であって、該電極の側壁
、底面及び表面からなる群より選ばれる少なくとも１種にレジスト残渣、ポリマー及びチ
タン化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種が付着した被処理物を、項２０に記載
の洗浄液を用いて洗浄することを特徴とするキャパシタ洗浄方法。
項３３　被処理物の処理を、超音波洗浄しながら行うことを特徴とする項３２に記載の方
法。
項３４　項３２の方法により得ることができる洗浄処理物。
項３５．剥離液による処理時間０．１分～１２０分の間の（１）絶縁膜バリアのエッチン
グ量が１Å以上２００Å以下、（２）ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が１Å以上２００Å以
下、（３）Ｃｕのエッチング速度が５Å／ｍｉｎ以下であり、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線
構造におけるダマシンおよびデュアルダマシン構造を形成する際のドライエッチング後の
レジスト、反射防止膜、埋め込み材およびこれらを含むエッチング残渣などを除去する項
１に記載のレジスト剥離液。
項３６．絶縁膜バリアおよびｌｏｗ－ｋ膜がＳｉＮ，ＳｉＣ，ＳｉＣＮ，ＳｉＯＣ，Ｓｉ
Ｏ２などＳｉ含有化合物である、項３５に記載の剥離液。
項３７．窒素を含むガスあるいはエッチングガスと窒素との混合ガスを使用してエッチン
グした後のレジスト、反射防止膜、埋め込み材およびこれらを含むエッチング残渣をプラ
ズマによるアッシング処理の有無にかかわらず除去する項３５に記載の剥離液。
項３８．窒素を含むガスあるいはエッチングガスと窒素との混合ガスを使用してアッシン
グした後のレジスト、反射防止膜、埋め込み材およびこれらを含むエッチング残渣を除去
する項３５に記載の剥離液。
項３９．不活性ガスを溶解させ、剥離液中の酸素分圧を飽和溶解した空気の酸素分圧以下
にした項３５に記載の剥離液。
項４０．（ｉ）ＨＦおよび（ｉｉ）プロトン供与性溶媒と、（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー
数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合
物とを含み、（ｉ）ＨＦ（フッ化水素）：（ｉｉ）プロトン供与性溶媒：（ｉｉｉ）中性
溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１
種の有機化合物の重量比が（ｉ）０．０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）１～９８．９５ｍａ
ｓｓ％：（ｉｉｉ）１～９８．９５ｍａｓｓ％である項３５に記載の剥離液。
項４１．（ｉ）ＨＦおよび（ｉｉ）プロトン供与性溶媒と、（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー
数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種の有機化合
物とを含む剥離液にさらに（ｉｖ）水を含み、（ｉ）ＨＦ（フッ化水素）：（ｉｉ）プロ
トン供与性溶媒：（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒から
なる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合物：（ｉｖ）水の重量比が（ｉ）０．０５
～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）１～９８．９３ｍａｓｓ％：（ｉｉｉ）１～９８．９３ｍａｓ
ｓ％：（ｉｖ）０．０２～９０ｍａｓｓ％である項３５に記載の剥離液。



(17) JP 4434950 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

項４２．（ｉ）ＨＦおよび（ｉｉ）プロトン供与性溶媒と、（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー
数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合
物と（ｉｖ）水とを含む剥離液にさらに、（ｖ）酸、（ｖｉ）ドナー数が２５以上の極性
親プロトン性溶媒、（ｖｉｉ）フッ素含有有機化合物の少なくとも１つを含み、（ｉ）Ｈ
Ｆ：（ｉｉ）プロトン供与性溶媒：（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プ
ロトン性溶媒の少なくとも１種の有機化合物：（ｉｖ）水：（ｖ）酸：（ｖｉ）ドナー数
が２５以上の極性親プロトン性溶媒：（ｖｉｉ）フッ素含有有機化合物の重量比が、（ｉ
）０．０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）１～９８．８３ｍａｓｓ％：（ｉｉｉ）１～９８．
８３ｍａｓｓ％：（ｉｖ）０．０２～９０ｍａｓｓ％：（ｖ）０～１０ｍａｓｓ％：（ｖ
ｉ）０～５０ｍａｓｓ％：（ｖｉｉ）０～７０ｍａｓｓ％である項３５に記載の剥離液（
但し、酸、ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒およびフッ素含有有機化合物の合
計量は０．１～７４．９３ｍａｓｓ％である）。
項４３．（ｉ）ＨＦおよび（ｉｉ）プロトン供与性溶媒と、（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー
数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合
物と（ｉｖ）水と（ｖ）酸、（ｖｉ）ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒及び（
ｖｉｉ）フッ素含有有機化合物からなる群から選ばれる少なくとも１種を含む剥離液にさ
らに、アンモニアおよび／又はアミンを含み、（ｉ）ＨＦ：（ｉｉ）プロトン供与性溶媒
：（ｉｉｉ）中性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒の少なくとも１種の
有機化合物：（ｉｖ）水：（ｖ）酸：（ｖｉ）ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶
媒：（ｖｉｉ）フッ素含有有機化合物：（ｖｉｉｉ）アンモニアおよび／又はアミンの重
量比が（ｉ）０．０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）１～９８．７３ｍａｓｓ％：（ｉｉｉ）
１～９８．７３ｍａｓｓ％：（ｉｖ）０．０２～９０ｍａｓｓ％：（ｖ）０～１０ｍａｓ
ｓ％：（ｖｉ）０～５０ｍａｓｓ％：（ｖｉｉ）０～７０ｍａｓｓ％：（ｖｉｉｉ）０．
０５～１０ｍａｓｓ％である項３５に記載の剥離液。
（但し、酸、ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒およびフッ素含有有機化合物の
合計量は０．１～７４．８３ｍａｓｓ％である）
項４４．（ｉ）ＨＦと（ｉｉ）中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極
性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合物および（ｉｉｉ
）水を含み、（ｉ）ＨＦ（フッ化水素）：（ｉｉ）中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナ
ー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化
合物：（ｉｉｉ）水の重量比が０．０５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９３ｍａｓｓ％：
０．０２～１０ｍａｓｓ％である項３５に記載の剥離液。
項４５．（ｉ）ＨＦと（ｉｉ）中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極
性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合物および（ｉｉｉ
）水を含む剥離液にさらに、酸、ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒及びフッ素
含有有機化合物からなる群から選ばれる少なくとも１つを含み、（ｉ）ＨＦ：（ｉｉ）中
性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種の有機化合物：（ｉｉｉ）水：（ｉｖ）酸：（ｖ）ドナー数が
２５以上の極性親プロトン性溶媒：（ｖｉ）フッ素含有有機化合物の重量比が（ｉ）０．
０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）２５～９９．８３ｍａｓｓ％：（ｉｉｉ）０．０２～１０
ｍａｓｓ％：（ｉｖ）０～１０ｍａｓｓ％：（ｖ）０～５０ｍａｓｓ％：（ｖｉ）０～７
０ｍａｓｓ％である項３５に記載の剥離液（但し、酸、ドナー数が２５以上の極性親プロ
トン性溶媒およびフッ素含有有機化合物の合計量は０．１～７４．９３ｍａｓｓ％である
）。
項４６．（ｉ）ＨＦと（ｉｉ）中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極
性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の有機化合物と（ｉｉｉ）水
と、（ｉｖ）酸、（ｖ）ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒及び（ｖｉ）フッ素
含有有機化合物からなる群から選ばれる少なくとも１種を含む剥離液にさらに、（ｖｉｉ
）アンモニアおよび／又はアミンを含み、（ｉ）ＨＦ：（ｉｉ）中性溶媒、プロトン供与
性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群から選ばれる少なくとも
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１種の有機化合物：（ｉｉｉ）水：（ｉｖ）酸：（ｖ）ドナー数が２５以上の極性親プロ
トン性溶媒：（ｖｉ）フッ素含有有機化合物：（ｖｉｉ）アンモニアおよび／又はアミン
の重量比が（ｉ）０．０５～５ｍａｓｓ％：（ｉｉ）２５～９９．７８ｍａｓｓ％：（ｉ
ｉｉ）０．０２～１０ｍａｓｓ％：（ｉｖ）０～１０ｍａｓｓ％：（ｖ）０～５０ｍａｓ
ｓ％：（ｖｉ）０～７０ｍａｓｓ％：（ｖｉｉ）０．０５～１０ｍａｓｓ％である項３５
に記載の剥離液（但し、酸、ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒およびフッ素含
有有機化合物からなる群から選ばれる少なくとも１種の合計量は０．１～７４．８８ｍａ
ｓｓ％である）。
項４７．中性溶媒がアルコール類であり、プロトン供与性溶媒がモノカルボン酸類、ポリ
カルボン酸類およびスルホン酸類からなる群から選ばれる少なくとも１種であり、ドナー
数が２４以下の極性非プロトン性溶媒がエステル類、エーテル類、ケトン類および酸無水
物類からなる群から選ばれる少なくとも１種である項４０に記載の剥離液。
項４８．（Ｉ）中性溶媒の アルコール類がメチルアルコール、エチルアルコール、プロ
パノール、イソプロパノール, ｔ－ブタノール、アリルアルコール、エチレングリコール
、プロピレングリコール、エチ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、エチ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
ノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコール
モノイソブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリ
コールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレ
ングリコールモノイソブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、ト
リエチ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プロピルエーテ
ル、トリエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノブ
チルエーテル、トリエチレングリコールモノイソブチルエーテル、ポリエチレングリコー
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、プロピレングリコー
ルモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコ
ールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロピ
レングリコールモノブチルエーテル、ジプロピ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エチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル
、ジプロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノメ
チルエーテル及びエチレングリコールモノアリルエーテルであり、（ＩＩ）プロトン供与
性溶媒のモノカルボン酸類がギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、モノクロロ酢
酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジフルオロ酢酸、トリフルオロ
酢酸、α－クロロ酪酸、β－クロロ酪酸、γ－クロロ酪酸、乳酸、グリコール酸、ピルビ
ン酸、グリオキサル酸、メタクリル酸、アクリル酸、ポリカルボン酸が、シュウ酸、コハ
ク酸、アジピン酸及びクエン酸であり、スルホン酸類がメタンスルホン酸、ベンゼンスル
ホン酸、トルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸であり、
（ＩＩＩ）ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒の エステル類が酢酸メチル、酢
酸エチル、酢酸ブチル、炭酸プロピレン、炭酸エチレン、亜硫酸エチレン、ラクトン、リ
ン酸トリブチル、リン酸トリメチルであり；エーテル類がジオキサン、トリオキサン及び
ジグライム、１，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメ
トキシメタン、ジメトキシプロパン、ジエトキシメタン、１，１－ジメトキシエタン、エ
チレングリコールメチルエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ
レングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチ
レングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチ
レングリコールエチルメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、テト
ラエチレングリコールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールジエチルエーテル、
ポリエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセ
テート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノ
メチルエーテルアセテート及びジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートであ
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り；ケトン類がアセトンであり；酸無水物類が無水酢酸である項４７に記載の剥離液。
項４９．酸が塩化水素、臭化水素、ヨウ化水素およびこれらの水溶液、硫酸、硝酸、リン
酸、カルボン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種である項４２、４３，４５または
４６に記載の剥離液。
項５０．フッ素含有有機化合物がＣＨＦ２ＣＦ２ＯＣＨ２ＣＦ３、ＣＨＦ２ＣＦ２ＯＣＨ
４などのフッ素含有エーテル類、ＣＨ３ＣＣｌ２Ｆ、ＣＣｌＦ２ＣＦ２ＣＨＣｌＦなどの
ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）類である項４２、４３，４５または４６に
記載の剥離液。
項５１．ドナー数が２５以上の極性親プロトン性溶媒が、ジメチルホルムアミド、ジメチ
ルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、１，１
，３，３－テトラメチル尿素、Ｎ－メチルプロピオンアミド、ジメチルイミダゾリジノン
などのアミド類であり、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ジメチルチオホルムアミド
、Ｎ－メチルチオピロリドンなどの硫黄化合物からなる群から選ばれる少なくとも１種で
ある項４２、４３、４５または４６に記載の剥離液。
項５２．プロトン供与性溶媒であるカルボン酸類と、中性溶媒であるアルコール類、ドナ
ー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒であるエステル類およびエーテル類の群の中から
選ばれる少なくとも１種とを含む項４０～４６のいずれかに記載の剥離液。
項５３．カルボン酸が酢酸である項５２に記載の剥離液。
項５４．中性溶媒であるアルコール類とドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒エス
テル類およびエーテル類の群の中から選ばれる少なくとも１種とを含む項４７に記載の剥
離液。
項５５．アルコールがプロパノール、イソプロパノール、ｔ－ブタノール、アリルアルコ
ール、エチレングリコール、エチ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、エチ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
モノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコー
ルモノイソブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレング
リコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチ
レングリコールモノイソブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、
トリエチ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プロピルエー
テル、トリエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノ
ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノイソブチルエーテル、ポリエチレングリコ
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、プロピレングリコ
ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリ
コールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロ
ピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピ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エチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテ
ル、ジプロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノ
メチルエーテル及びエチレングリコールモノアリルエーテルからなる群から選ばれる少な
くとも１種である項４７に記載の剥離液。
項５６．ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒であるエステル類およびエーテル類
の中から選ばれる少なくとも１種とを含む項４０～４６のいずれかに記載の剥離液。
項５７．エステル類が酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、炭酸プロピレンおよび炭酸
エチレンであり、エーテル類が１，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキ
サン、トリオキサン、ジグライム、エチレングリコールメチルエチルエーテル、エチレン
グリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリ
コールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、トリエチレング
リコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールエチルメチルエーテル、トリエチレ
ングリコールジエチルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、テトラエ
チレングリコールジエチルエーテル、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、エチレ
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ングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルア
セテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びジエチレングリコー
ルモノエチルエーテルアセテートからなる群より選ばれる少なくとも１種である項４０～
４６のいずれかに記載の剥離液。
項５８．ＨＦ、酢酸、水を含み、ＨＦ：酢酸：水の重量比が０．０５～５ｍａｓｓ％：８
５～９９．９３ｍａｓｓ％：０．０２～１０ｍａｓｓ％である項４４に記載の剥離液。
項５９．ＨＦ、イソプロパノール、水を含み、ＨＦ：イソプロパノール：水の重量比が１
～７ｍａｓｓ％：８８～９８．５ｍａｓｓ％：０．５～５ｍａｓｓ％である項４４に記載
の剥離液。
項６０．ＨＦ、酢酸、イソプロパノール、水を含み、ＨＦ：酢酸：イソプロパノール：水
の重量比が０．０５～６ｍａｓｓ％：１～９８．９３ｍａｓｓ％：１～９８．９３ｍａｓ
ｓ％：０．０２～１２ｍａｓｓ％である項４４に記載の剥離液。
項６１．ＨＦ、１，２－ジメトキシエタン、水を含み、ＨＦ：１，２－ジメトキシエタン
：水の重量比が０．５０～５ｍａｓｓ％：８５．００～９９．３ｍａｓｓ％：０．２０～
１０ｍａｓｓ％である項４４に記載の剥離液。
項６２．ＨＦ、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルの少なくとも１種、水を含み、ＨＦ
：酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルの少なくとも１種：水の重量比が０．５０～５ｍ
ａｓｓ％：８５．００～９９．３０ｍａｓｓ％：０．２０～１０ｍａｓｓ％である項４４
に記載の剥離液。
項６３．ＨＦ、１，４－ジオキサン、水を含み、ＨＦ：１，４－ジオキサン：水の重量比
が０．５０～５ｍａｓｓ％：８５．００～９９．３ｍａｓｓ％：０．２～１０ｍａｓｓ％
である項４４に記載の剥離液。
項６４．ＨＦ、１，４－ジオキサンと無水酢酸および酢酸の少なくとも１種、水を含み、
ＨＦ：１，４－ジオキサンと無水酢酸および酢酸の少なくとも１種：水の重量比が０．５
０～６ｍａｓｓ％：８２．００～９９．３０ｍａｓｓ％：０．２～１２ｍａｓｓ％である
項４４に記載の剥離液。
項６５．ＨＦ、エチ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ジエチルエ
ーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、テトラエチレングリコールジメチ
ルエーテル、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノアリル
エーテル、ジエチ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、ジエチ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
、ジエチレングリコールモノイソブチルエーテル、エチレングリコールモノイソブチルエ
ーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、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、プロピ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、ポリエチ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、プロピレングリコールモノプロピルエーテル及びエチレングリコー
ルメチルエチルエーテルの少なくとも１種、水を含み、ＨＦ：エチ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ジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチ
ルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、ポリエチレングリコールジメ
チルエーテル、エチレングリコールモノアリルエーテル、ジエチ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、ジエチ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、ジエチレングリコールモノイソブチルエ
ーテル、エチレングリコールモノイソブチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロ
ピルエーテル、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、プロピ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、ポリエチレングリコール
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、プロピレングリコー
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ルモノプロピルエーテル及びエチレングリコールメチルエチルエーテルの少なくとも１種
：水の重量比が０．５０～５ｍａｓｓ％：８５．００～９９．３０ｍａｓｓ％：０．２０
～１０ｍａｓｓ％である項４４に記載の剥離液。
項６６．ＨＦ、メタンスルホン酸、水を含み、ＨＦ：メタンスルホン酸：水の重量比が０
ｍａｓｓ％を超えて５ｍａｓｓ％以下：４５ｍａｓｓ％以上１００ｍａｓｓ％未満：０ｍ
ａｓｓ％を超えて５０ｍａｓｓ％以下である項３５に記載の剥離液。
項６７．項１または項３５に記載の剥離液を用いてプラズマプロセスによるダメージを受
けたｌｏｗ－ｋ膜を残してエッチング残渣を除去することを特徴とする剥離方法。
項６８．不活性ガスを混合し、酸素分圧が空気の酸素分圧以下である雰囲気（実質的に不
活性ガス中）で剥離処理をする項１５または６７に記載の方法。
項６９．項１５または６７に記載の剥離処理をする方法を施した剥離処理物に対して、不
活性ガスを混合し酸素分圧が空気の酸素分圧以下である雰囲気（実質的に不活性ガス中）
で、不活性ガスを溶解させ、水中の酸素分圧を飽和溶解した空気の酸素分圧以下にした水
を用いて剥離液を取り除くリンス処理をする方法。
項７０．項６７または６８に記載の剥離方法および項６９に記載のリンス処理方法によっ
て処理をすることにより得ることができる剥離処理物。
項７１．項３５に記載の剥離液をビアホール又はキャパシタの洗浄のために使用する項２
０に記載のビアホール又はキャパシタの洗浄液。
項７２．項７１のビアホール又はキャパシタの洗浄液を用いて洗浄する項２９のビアホー
ル洗浄方法または項３２に記載のキャパシタ洗浄方法。
項７３．項７１のビアホール又はキャパシタの洗浄液で洗浄処理することにより得ること
ができる洗浄処理物。
【００２９】
　本発明は、ｌｏｗ－ｋ膜用のレジスト剥離液及び剥離方法、ビアホール洗浄液及び洗浄
方法並びにキャパシタ洗浄液及び洗浄方法に関する。
【００３０】
　本発明の剥離液及び洗浄液は、有機酸及び有機溶媒からなる群より選ばれる少なくとも
１種、並びにフッ化水素（ＨＦ）を必須成分として含有する組成物である。
【００３１】
　有機酸としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、カプリ
ル酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジフルオロ
酢酸、トリフルオロ酢酸、α－クロロ酪酸、β－クロロ酪酸、γ－クロロ酪酸、乳酸、グ
リコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、アクリル酸等のモノカルボン酸；メタンスル
ホン酸、トルエンスルホン酸等のスルホン酸；シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、酒石酸
、クエン酸等のポリカルボン酸が挙げられる。これら有機酸の中でも、酢酸が特に好まし
い。
【００３２】
　有機溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール（ＩＰＡ）、１－プロ
パノール、１－ブタノール、２－ブタノール、ｔ－ブタノール、２－メチル－１－プロパ
ノール、１－ペンタノール、１－ヘキサノール、１－ヘプタノール、４－ヘプタノール、
１－オクタノール、１－ノニルアルコール、１－デカノール、１－ドデカノール、ラウリ
ルアルコール、シクロヘキサノールなどの一価アルコール類；
　エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，２－プロパンジオール、プロピレン
グリコール、２，３－ブタンジオール、グリセリンなどのポリオール類；
アセトン、アセチルアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘ
キサノン、ジエチルケトン、ジイソブチルケトン等のケトン類；
　Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド等のアミド類；
　アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニトリル、ベンゾニ
トリル等のニトリル類；
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　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒドなどのアルデヒド類；
　エチ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など
のアルキレングリコールモノアルキルエーテル；
　テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テト
ラヒドロピラン、アニソール、１，２－ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチ
ルエーテル等のエーテル類；
　酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブ
チル、酢酸ペンチル、酢酸ヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロピ
オン酸プロピル、プロピオン酸イソプロピル、プロピオン酸ブチル、プロピオン酸イソブ
チル、プロピオン酸ペンチル、プロピオン酸ヘキシル、酪酸メチル、酪酸エチル、酪酸プ
ロピル、酪酸イソプロピル、酪酸ブチル、酪酸イソブチル、酪酸ペンチル、酪酸ヘキシル
、イソ酪酸メチル、イソ酪酸エチル、イソ酪酸プロピル、イソ酪酸イソプロピル、イソ酪
酸ブチル、イソ酪酸イソブチル、イソ酪酸ペンチル、イソ酪酸ヘキシル、吉草酸メチル、
吉草酸エチル、吉草酸プロピル、吉草酸イソプロピル、吉草酸ブチル、吉草酸イソブチル
、吉草酸ペンチル、吉草酸ヘキシル、イソ吉草酸メチル、イソ吉草酸エチル、イソ吉草酸
プロピル、イソ吉草酸イソプロピル、イソ吉草酸ブチル、イソ吉草酸イソブチル、イソ吉
草酸ペンチル、イソ吉草酸ヘキシル、カプロン酸メチル、カプロン酸エチル、カプロン酸
プロピル、カプロン酸イソプロピル、カプロン酸ブチル、カプロン酸イソブチル、カプロ
ン酸ペンチル、カプロン酸ヘキシル、カプリル酸メチル、カプリル酸エチル、カプリル酸
プロピル、カプリル酸イソプロピル、カプリル酸ブチル、カプリル酸イソブチル、カプリ
ル酸ペンチル、カプリル酸ヘキシル、オクタン酸メチル、オクタン酸エチル、オクタン酸
プロピル、オクタン酸イソプロピル、オクタン酸ブチル、オクタン酸イソブチル、オクタ
ン酸ペンチル、オクタン酸ヘキシル、ノナン酸メチル、ノナン酸エチル、ノナン酸プロピ
ル、ノナン酸イソプロピル、ノナン酸ブチル、ノナン酸イソブチル、ノナン酸ペンチル、
ノナン酸ヘキシル、デカン酸メチル、デカン酸エチル、デカン酸プロピル、デカン酸イソ
プロピル、デカン酸ブチル、デカン酸イソブチル、デカン酸ペンチル、デカン酸ヘキシル
、ドデカン酸メチル、ドデカン酸エチル、ドデカン酸プロピル、ドデカン酸イソプロピル
、ドデカン酸ブチル、ドデカン酸イソブチル、ドデカン酸ペンチル、ドデカン酸ヘキシル
、ラウリル酸メチル、ラウリル酸エチル、ラウリル酸プロピル、ラウリル酸イソプロピル
、ラウリル酸ブチル、ラウリル酸イソブチル、ラウリル酸ペンチル、ラウリル酸ヘキシル
、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸イソプロピル
、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ペンチル、アクリル酸ヘキシル
、シュウ酸モノメチル、シュウ酸ジメチル、シュウ酸モノエチル、シュウ酸ジエチル、シ
ュウ酸モノプロピル、シュウ酸ジプロピル、シュウ酸モノブチル、シュウ酸ジブチル、コ
ハク酸モノメチル、コハク酸ジメチル、コハク酸モノエチル、コハク酸ジエチル、コハク
酸モノプロピル、コハク酸ジプロピル、コハク酸モノブチル、コハク酸ジブチル、アジピ
ン酸モノメチル、アジピン酸ジメチル、アジピン酸モノエチル、アジピン酸ジエチル、ア
ジピン酸モノプロピル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸モノブチル、アジピン酸ジブ
チル、酒石酸モノメチル、酒石酸ジメチル、酒石酸モノエチル、酒石酸ジエチル、酒石酸
モノプロピル、酒石酸ジプロピル、酒石酸モノブチル、酒石酸ジブチル、クエン酸モノメ
チル、クエン酸ジメチル、クエン酸モノエチル、クエン酸ジエチル、クエン酸モノプロピ
ル、クエン酸ジプロピル、クエン酸モノブチル、クエン酸ジブチル、フタル酸ジメチル、
フタル酸ジエチル、フタル酸ジプロピル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジペンチル、フタ
ル酸ジヘキシル、フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジノニル、フタル
酸ジデシル、フタル酸ジドデシル、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸ジエチル、テレ
フタル酸ジプロピル、テレフタル酸ジブチル、テレフタル酸ジペンチル、テレフタル酸ジ
ヘキシル、テレフタル酸ジヘプチル、テレフタル酸ジオクチル、テレフタル酸ジノニル、
テレフタル酸ジデシル、テレフタル酸ジドデシル、炭酸プロピレン、γ－ブチロラクトン
等のエステル類；
　ヘキサン、シクロヘキサン、オクタン、イソオクタン、ベンゼン、トルエンなどの炭化
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水素類；
　クロロホルム、ｏ－ジクロロベンゼン、パーフロロヘキサン、パーフロロメチルシクロ
ヘキサンなどのハロゲン化合物類；
　トリフルオロエタノール（例えばＣＦ３ＣＨ２ＯＨ）、ペンタフルオロプロパノール（
例えばＣＦ３ＣＦ２ＣＨ２ＯＨ）、２，２，３，３－テトラフルオロプロパノール等のフ
ッ素アルコール；
　無水酢酸、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ニトロメタン；
テトラメチル尿素、Ｎ－メチル－２－ピロリドンなどの含窒素有機溶媒；
リン酸ジメチル、リン酸ジブチル、リン酸ジフェニル、リン酸ジベンジル、リン酸トリメ
チル、リン酸トリエチル、リン酸トリプロピル、リン酸トリブチル、リン酸トリフェニル
などのリン酸エステル系溶媒等が挙げられる。
【００３３】
　これら有機溶媒の中でも、イソプロパノール（ＩＰＡ）、１－プロパノール、１－ブタ
ノール、２－ブタノール、ｔ－ブタノール、２－メチル－１－プロパノール、１－ペンタ
ノール、１－ヘキサノール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，２－プロ
パンジオール、シクロヘキサノール、プロピレングリコール、グリセリン、ジブチルエー
テル、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルアセトアミ
ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、テトラヒドロフラン
、ジオキサン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル
、酢酸イソブチル、酢酸ペンチル、酢酸ヘキシル、ジメチルスルホキシド、スルホラン、
オクタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエンが好ましく、ＩＰＡ、ヘキサノール、シ
クロヘキサノール、ラウリルアルコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール
、エチレングリコール、グリセリン、ジブチルエーテル、酢酸ブチル、オクタン、シクロ
ヘキサン、ベンゼン、トルエンがより好ましい。なお、メタノール、エタノールはＣｕな
どの配線材料を腐食しない量でさらに配合することができる。
【００３４】
　本発明の剥離液を超音波洗浄用として用いる場合には、有機溶媒としては、エステル類
、ケトン類、１価アルコール類、多価アルコール類、アミド類、エーテル類、アルキレン
グリコールモノアルキルエーテル、リン酸エステル、含窒素化合物からなる群より選ばれ
る少なくとも１種が好ましい。
【００３５】
　有機酸又は有機溶媒は、レジストの剥離性、ビアホール及びコンタクトホールの洗浄性
の点から、ＳＰ値が７～１７程度のものが好ましく、８～１７程度のものがより好ましく
、９～１７程度のものがさらに好ましい。
【００３６】
　本発明の剥離液及び洗浄液において、ＨＦの含有量は、他の成分の種類に応じて適宜設
定することができ特に限定されるものではないが、通常、剥離液及び洗浄液全量に基づい
て（以下、各成分の含有量については同様とする）、有機酸を含む場合（有機酸を含み有
機溶媒を含まない場合、並びに、有機酸及び有機溶媒を含む場合）には０．０１～５ｍａ
ｓｓ％程度、好ましくは０．０５～３ｍａｓｓ％程度、さらに好ましくは０．１～１ｍａ
ｓｓ％程度であり、有機酸を含まない場合（有機溶媒を含み、有機酸を含まない場合）に
は０．０１～１０ｍａｓｓ％程度、好ましくは０．０５～５ｍａｓｓ％程度、さらに好ま
しくは０．１～３ｍａｓｓ％程度である。
【００３７】
　剥離液及び洗浄液が水を含有する場合の水の含有量は、７０ｍａｓｓ％以下程度、好ま
しくは５０ｍａｓｓ％以下程度、より好ましくは５ｍａｓｓ％以下程度である。
【００３８】
　有機酸及び有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１種の含有量は、３０～９９．
９９ｍａｓｓ％程度、好ましくは５０～９９．９ｍａｓｓ％程度、より好ましくは９０～
９９．９ｍａｓｓ％程度、さらに好ましくは９５～９９．９ｍａｓｓ％程度である。
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【００３９】
　ＨＦとしては、希フッ酸（５０ｍａｓｓ％水溶液）を通常用いるが、水を含まない場合
には、１００％ＨＦを用いることもできる。
【００４０】
　本発明の好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比の一例を以下に示す。
【００４１】
　なお、本明細書において特に断らなければ、「ＨＦ」の配合量は無水ＨＦの配合量を意
味する。
・ＨＦ：有機酸：水＝０．０１～５ｍａｓｓ％：４９～９９．９ｍａｓｓ％：０～５０ｍ
ａｓｓ％
・ＨＦ：有機溶媒：水＝０．０１～１０ｍａｓｓ％：４９～９９．９ｍａｓｓ％：０～５
０ｍａｓｓ％
　本発明のより好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比を以下に示す。
・ＨＦ：酢酸：水＝０．０５～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９５ｍａｓｓ％：０～５ｍａ
ｓｓ％
・ＨＦ：ＩＰＡ：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～１０ｍ
ａｓｓ％
・ＨＦ：ヘキサノール：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～
１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ラウリルアルコール：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％
：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：プロピレングリコール：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ
％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ジエチレングリコール：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ
％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：エチレングリコール：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％
：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：グリセリン：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～１
０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：シクロヘキサノール：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％
：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ジブチルエーテル：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：
０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：酢酸ブチル：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～１
０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：オクタン：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～１０
ｍａｓｓ％
・ＨＦ：シクロヘキサン：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０
～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ベンゼン：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～１０
ｍａｓｓ％
・ＨＦ：トルエン：水＝０．１～１０ｍａｓｓ％：８０～９９．９ｍａｓｓ％：０～１０
ｍａｓｓ％。
【００４２】
　本発明のさらに好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比を以下に示す。
・ＨＦ：酢酸：水＝０．１～３ｍａｓｓ％：９４～９９．９９ｍａｓｓ％：０～３ｍａｓ
ｓ％
・ＨＦ：ＩＰＡ：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５ｍａｓ
ｓ％
・ＨＦ：ヘキサノール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５
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ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ラウリルアルコール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：
０～５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：プロピレングリコール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％
：０～５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ジエチレングリコール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％
：０～５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：エチレングリコール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：
０～５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：グリセリン：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５ｍ
ａｓｓ％
・ＨＦ：シクロヘキサノール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：
０～５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ジブチルエーテル：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０
～５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：酢酸ブチル：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５ｍ
ａｓｓ％
・ＨＦ：オクタン：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５ｍａ
ｓｓ％
・ＨＦ：シクロヘキサン：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～
５ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ベンゼン：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５ｍａ
ｓｓ％
・ＨＦ：トルエン：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：９０～９９．９ｍａｓｓ％：０～５ｍａ
ｓｓ％。
【００４３】
　本発明の剥離液又は洗浄液は、超音波洗浄に用いることができるが、その場合には、さ
らに、アンモニア及びアミンからなる群より選ばれる少なくとも１種を含む組成物である
ことが好ましい。
【００４４】
　アミンとしては、ヒドロキシルアミン類、アルカノールアミン、ＮＲ３で表される第一
級，第二級、第三級アミン、脂環式アミン、複素環式アミンなどが挙げられる。
【００４５】
　具体的には、ヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミン、などのヒド
ロキシルアミン類が挙げられる。
【００４６】
　アルカノールアミンとしては、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタ
ノールアミンが挙げられる。
【００４７】
　ＮＲ３において、３つのＲは、同一又は異なって、フッ素原子で置換されていてもよい
炭化水素基、又は水素原子である。ただし、３つのＲがいずれも水素原子である場合は除
く。
【００４８】
　フッ素原子で置換されていてもよい炭化水素基としては、直鎖若しくは分岐を有する炭
素数１～１８、好ましくは１～１２のアルキル基、フッ素原子で置換されていてもよいフ
ェニル基などが挙げられる。これらの中でも、置換されていない炭素数１～１８のアルキ
ル基が好ましい。
【００４９】
　ＮＲ３で表される化合物としては、具体的には、脂肪族アミン、例えばメチルアミン、
エチルアミンなどの第１級アミン；ジメチルアミン、ジエチルアミンなどの第２級アミン
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；トリメチルアミン、トリエチルアミンなどの第３級アミンが挙げられる。芳香族アミン
としては、アニリン、メチルアニリンなどが挙げられる。
【００５０】
　また、シクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミンなどの脂環式アミン；ピロール
、ピロリジン、ピロリドン、ピリジン、モルホリン、ピラジン、ピペリジン、Ｎ－ヒドロ
キシエチルピペリジン、オキサゾール、チアゾールなどの複素環式アミンが挙げられる。
【００５１】
　アンモニア及び／又はアミンを含む場合、液を混合することによりフッ化水素酸とアン
モニア及び／又はアミンの１対１、又は１対２の塩を形成する。本発明の剥離液又は洗浄
液では、フッ化水素酸とアンモニア及び／又はアミンが塩として存在していてもよい。
【００５２】
　アンモニア及び／又はアミンを含む場合、その配合量は、モル比でフッ化水素酸より少
ない方が好ましく、例えば、上記の２成分を含有する剥離液又は洗浄液において、フッ化
水素酸とアンモニア及び／又はアミンのモル比が、フッ化水素酸：アンモニア及び／又は
アミン＝１：０．０１～１：１モル程度である。
【００５３】
　さらにアミンを含む組成物の場合の好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比の一例
を以下に示す。
・ＨＦ：アンモニア及び／又はアミン：有機溶媒：水＝０．０１～１０ｍａｓｓ％：０．
０１～３０ｍａｓｓ％：４９～９９．９ｍａｓｓ％：０～５０ｍａｓｓ％
　本発明の剥離液及び洗浄液は、アニオン系、カチオン系及び非イオン系界面活性剤から
なる群より選ばれる少なくとも１種の界面活性剤を含有していてもよい。界面活性剤の含
有量は、本発明所期の効果が発揮される限り特に限定されるものではないが、通常、０．
０００１～１０ｍａｓｓ％程度であり、０．００１～５ｍａｓｓ％程度が好ましく、特に
０．０１～１ｍａｓｓ％程度が好ましい。
【００５４】
　また、レジスト剥離液として用いる場合には、ＳｉＮ膜を１Å以上エッチングすること
ができるような組成物であることが好ましく、洗浄液の場合はＴｉＮ膜を０．０１Å以上
エッチングすることができるような組成物であることが好ましい。
【００５５】
　本発明の剥離液は、ｌｏｗ－ｋ膜のエッチングに用いるレジスト（ネガ型及びポジ型レ
ジストを含む）レジスト変質物に有利に使用できる。
【００５６】
　本発明の方法で剥離の対象とするレジストは、ＫｒＦ（クリプトンエフ）、ＡｒＦ、Ｆ

２レジストなどの公知のレジストを、Ｃ４Ｆ８などエッチングガスでエッチング処理した
後のレジストである。
【００５７】
　本明細書において、「レジスト」には、エッチング工程によりレジストの表面の一部又
は全て変質したものも含まれ、本発明のレジスト剥離液は、このようなレジストの変質物
を剥離することもできる。
【００５８】
　エッチング工程によりエッチングガスが重合して生じたポリマーが、エッチングにより
形成された溝乃至穴の中に存在する場合には、レジストを剥離する際に同時にこのポリマ
ーを剥離していてもよい。
【００５９】
　本明細書において、ｌｏｗ－ｋ膜とは、Ｏ２プラズマアッシングによりダメージを受け
るようなものを示し、具体的には、比誘電率が、１より大きく、４以下程度、好ましくは
３以下程度、より好ましくは２．８以下程度、さらに好ましくは２．６以下程度の絶縁膜
を意味する。ｌｏｗ－ｋ膜としては、例えば、Ｂｌａｃｋ　Ｄｉａｍｏｎｄ（商品名、ア
プライドマテリアルズ社製）、コーラル（商品名、Ｎｏｖｅｌｌｕｓ社製）、ＬＫＤシリ
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ーズ（商品名、ＪＳＲ社製）、オーロラ（商品名、ＡＳＭ社製）、ＨＳＧシリーズ（商品
名、日立化成社製）、Ｎａｎｏｇｌａｓｓ（商品名、Ｈｏｎｅｗｅｌｌ社製）、ＩＰＳ（
商品名、触媒化成社製）、Ｚ３Ｍ（商品名、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社製）、ＸＬＫ（商
品名、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社製）、ＦＯｘ（商品名、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社製）
などが挙げられる。
【００６０】
　前記レジストとしては、ＫｒＦ（クリプトンエフ）、ＡｒＦ、Ｆ２レジスト等が挙げら
れるが、これに限定されるものではない。
【００６１】
　本発明の方法では、例えば、半導体基板（例えば、ＳｉＮ,銅、ＴａＮ、ＳｉＣなど）
上にｌｏｗ－ｋ膜を形成、次いでレジストを形成、その後フォトリソグラフィーによりパ
ターンを形成、当該パターンに従ってｌｏｗ－ｋ膜をエッチングした後、本発明の剥離液
に接触させることによりレジスト（レジストの変質物を含む）を剥離（除去）することが
できる。従って、本発明の剥離液は、ｌｏｗ－ｋ膜及びレジストに穴もしくは溝が開き、
レジスト（レジストの変質物を含む）が付着した状態のものを被処理物として、当該レジ
スト（及びレジストの変質物）を剥離する液である。なお、エッチングにより得られたｌ
ｏｗ－ｋ膜の穴の壁面及び／又は底面にポリマー（エッチングガスの重合物）が付着した
ものであってもよい。
【００６２】
　基板上にｌｏｗ－ｋ膜を形成した後には、必要に応じてｌｏｗ－ｋ膜上にＳｉＮ、Ｓｉ
Ｃ、ＴａＮ膜などを形成し、該ＳｉＮ、ＳｉＣ、ＴａＮ膜などをｌｏｗ－ｋ膜と共にエッ
チングすることもできる。
【００６３】
　また、レジストの表面上には、反射防止膜を形成することができ、これら反射防止膜は
、レジストと共に剥離することができる。
【００６４】
　ｌｏｗ－ｋ膜及びレジストは、通常、それぞれ０．０１～２μｍ程度、０．００１～０
．２μｍ程度、０．０１～１０μｍ程度の厚みを有している。また、必要に応じて形成さ
れるＳｉＮ膜、ＳｉＣ膜、ＴａＮ膜、反射防止膜なども、通常、それぞれ０．０１～２μ
ｍ程度、０．００１～０．２μｍ程度、０．０１～１０μｍ、０．０１～０．１μｍ程度
の厚みを有している。
【００６５】
　本発明の方法では、エッチング後、本発明の剥離液に接触させる前に、必要に応じて、
実質的にｌｏｗ－ｋ膜にダメージを与えない程度に、軽いＯ２プラズマアッシング（例え
ば、軽いＯ２プラズマアッシング前後の比誘電率の変化が、好ましくは２０％以下程度、
より好ましくは１０％以下程度、さらに好ましくは５％以下程度にアッシング）もしくは
軽いＨ２プラズマアッシングをしてもよい。前処理として軽いＯ２プラズマアッシングや
軽いＨ２プラズマアッシングを行う場合には、同じ剥離液を用いた場合であっても、エッ
チング後直接レジストを剥離する場合とは温度、時間などの最適条件が異なる場合がある
。
【００６６】
　本発明の剥離液を用いたレジストの剥離方法は、レジスト（レジスト変質物を含む）を
除去でき、且つ、ｌｏｗ－ｋ膜に実質的にダメージを与えない程度の温度及び時間で行う
ものである。ｌｏｗ－ｋ膜に実質的にダメージを与えないとは、剥離液を用いた処理前後
のｌｏｗ－ｋ膜の物性が、例えば半導体基板に用いられたときにその性能に影響を与えな
い程度しか変化していないこと、例えば、レジストとｌｏｗ－ｋ膜の界面において実質的
にｌｏｗ－ｋ膜を侵す（エッチングする）ことなく、被処理物の膜の積層方向の断面形状
を実質的に変化させないようなもの、或いは、剥離液を用いた処理前後にｌｏｗ－ｋ膜の
比誘電率が実質的に変化しないことをいう。実質的にｌｏｗ－ｋ膜をエッチングしないと
は、ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が、好ましくは２００ｎｍ以下程度、より好ましくは１
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００ｎｍ以下程度、さらに好ましくは５０ｎｍ以下程度であることをいう。剥離液を用い
た処理前後のｌｏｗ－ｋ膜の比誘電率が実質的に変化しないとは、比誘電率の変化が、好
ましくは２０％以下程度、より好ましくは１０％以下程度、さらに好ましくは５％以下程
度であることをいう。
【００６７】
　剥離液での処理は、例えば、エッチング後の基板を被処理物として本発明の剥離液に浸
漬することにより行うことができる。剥離液への浸漬条件は、レジストが剥離でき、ｌｏ
ｗ－ｋ膜に実質的にダメージを与えなければ特に限定されることはなく、剥離液の種類や
温度に応じて適宜設定することができる。例えば、剥離液の液温が１５～６０℃程度であ
れば、０．１～３０分間程度、好ましくは０．５～２０分間程度浸漬すればよい。より具
体的には、ＨＦ：酢酸：水＝０．０５～１ｍａｓｓ％：９８～９９．５ｍａｓｓ％：０～
１ｍａｓｓ％である剥離液の場合には、液温が２３℃程度であれば、０．１～２０分間程
度浸漬させればよい。ＨＦ：エチルアミン：エチレングリコール：水＝０．０５～２ｍａ
ｓｓ％：０．０１～２ｍａｓｓ％：９４～９９．５ｍａｓｓ％：０～２ｍａｓｓ％である
剥離液の場合には、０．１～２０分間程度浸漬させればよい。
【００６８】
　また、剥離液を被処理物に接触させればレジストの剥離を行うことができるので、例え
ば、被処理物を回転させながらその上から液を供給して洗浄してもよいし、被処理物に組
成物をスプレーで吹付け続けて洗浄してもよい。
【００６９】
　本発明の剥離液での処理は、レジストの種類やエッチングなどの条件によりレジストが
剥離しにくい場合、例えば被処理物を剥離液に浸漬して超音波洗浄を行ってもよい。
【００７０】
　超音波洗浄を行う際の条件は、レジストが剥離すればよく、特に限定されるものではな
いが、通常２３℃程度であれば、２０～１２００ｋＨｚ，５０～３０００Wにて、０．１
～２０分間程度である。
【００７１】
　より具体的には、ＨＦ：酢酸：水＝０．０５～１ｍａｓｓ％：９８～９９．５ｍａｓｓ
％：０～１ｍａｓｓ％である剥離液の場合には、液温が２３℃程度であれば、２０～１２
００ｋＨｚ，５０～３０００にて、０．１～２０分間程度、ＨＦ：エチルアミン:エチレ
ングリコール：水＝０．０５～２ｍａｓｓ％：０．０５～２ｍａｓｓ％：９４～９９．５
ｍａｓｓ％：０～２ｍａｓｓ％である剥離液の場合には、液温が２３℃程度であれば、２
０～１２００ｋＨｚ，５０～３０００Wにて、０．１～２０分間程度である。
【００７２】
　本発明剥離液を用いてレジストの剥離を行った半導体基板は、例えば、銅やアルミ配線
をするなど、慣用されている方法（例えば、詳説半導体ＣＭＰ技術、土肥俊郎　編著　２
００１年　に記載された方法）に従って、様々な種類の半導体装置へと加工することがで
きる。
【００７３】
　本発明の洗浄液は、ドライエッチングに由来するチタン化合物（例えば、フッ化チタン
、酸化チタンなど）及び／又はポリマーの洗浄性を有している。従って、本発明洗浄液は
、例えば、半導体製造プロセスにおいて、ドライエッチング処理後に、ビアホールなどの
側壁及び／又は底面に残存するフッ化チタン、ポリマーなどを剥離してビアホールを洗浄
することを目的として、即ち、ビアホール洗浄液として用いることができる。例えば、本
発明の洗浄液は、ビアホールなどを形成工程で発生したチタン化合物及び／又はポリマー
の剥離してビアホールなどを洗浄するのに用いることができる。本発明の洗浄液によれば
、ビアホールを低温且つ短時間で洗浄することが可能である。
【００７４】
　さらに、本発明剥離液は、ドライエッチングに由来するレジスト残渣、チタン化合物、
ポリマーなどを洗浄することができる。従って、本発明剥離液は、例えば、半導体製造プ
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ロセスにおいて、メタルキャパシタ上部又は下部電極メタル膜（ＴｉＮ、Ｔｉなど）のド
ライエッチング処理（及びアッシング処理）後の、レジスト残渣、ポリマー、チタン化合
物を剥離してキャパシタを洗浄することを目的として、即ち、キャパシタ洗浄液として用
いることができる。例えば、本発明の洗浄液は、メタルキャパシタなど形成工程で発生し
、上部又は下部電極の側壁、底面及び表面からなる群より選ばれる少なくとも１種に付着
したレジスト残渣、チタン化合物及びポリマーからなる群より選ばれる少なくとも１種を
剥離してキャパシタを洗浄することに用いることができる。
【００７５】
　なお、チタン化合物は、半導体の製造のエッチング工程において、ドライエッチングガ
スとしてフッ素を含むガス（例えば、Ｃ４Ｆ８など）を用い、基板などにチタンを含むも
の（例えば、ＴｉＮなど）が用いられている場合に発生する。また、本発明において、「
ポリマー」は、エッチングの際にエッチングガスが重合したものをいう。さらに、本発明
において、「レジスト残渣」はエッチング工程後のアッシングにより発生するレジストの
カスをいう。
【００７６】
　本発明の洗浄液を用いた処理は、被処理物（例えばビアホール、メタルキャパシタ下部
又は上部電極からなる群より選ばれる少なくとも１種を形成した半導体基板であって、ビ
アホールの側壁及び／又は底面上にポリマー及び／又はチタン化合物が付着している基板
やメタルキャパシタ上部又は下部電極メタル膜（ＴｉＮ、Ｔｉなど）にレジスト残渣及び
／又はポリマー及び／又はチタン化合物が付着している基板を洗浄液に浸漬することによ
り行うことができる。浸漬の条件は、洗浄液の種類に応じて適宜設定することができるが
、例えば１５～６０℃程度、好ましくは室温程度で０．１～２０分間程度処理することに
より行うことができる。この場合、洗浄液を被処理物に接触させればよく、例えば、被処
理物を回転させながらその上から洗浄液を供給して洗浄してもよいし、被処理物に洗浄液
をスプレーで吹付け続けて処理してもよい。
【００７７】
　本発明の洗浄液での処理は、エッチングなどの条件により洗浄しにくいポリマーが生じ
た場合など、例えば被処理物を洗浄液に浸漬して超音波洗浄を行ってもよい。その際の条
件は、特に限定されるものではないが、剥離液の液温が１５～６０℃程度であれば、２０
～１２００ｋＨｚ，５０～３０００Wにて、０．１～３０分間程度である。
【００７８】
　より具体的には、ＨＦ：酢酸：水＝０．０５～１ｍａｓｓ％：９８～９９．５ｍａｓｓ
％：０～１ｍａｓｓ％である剥離液の場合には、液温が２３℃程度であれば、２０～１２
００ｋＨｚ，５０～３０００Wにて、０．５～２０分間程度ＨＦ：アミン又はアンモニア
：エチレングリコール：水＝０．０５～２ｍａｓｓ％：０．０５～２ｍａｓｓ％：９４～
９９．５ｍａｓｓ％：０～２ｍａｓｓ％である剥離液の場合には、液温が２３℃程度であ
れば、２０～１２００ｋＨｚ，５０～３０００Wにて、０．５～２０分間程度である。
【００７９】
　本発明組成物を用いてビアホール、キャパシタなどの洗浄を行った半導体基板は、慣用
されている方法（例えば、Ａｔｌａｓ　ｏｆ　ＩＣ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ：Ａｎ　
Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ＶＬＳＩ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｂｙ　Ｗ．Ｍａｌｙ
，１９８７　ｂｙ　Ｔｈｅ　Ｂｅｎｊａｍｉｎ／Ｃｕｍｍｉｎｇｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎ
ｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｉｎｃ．に記載された方法）に従って、様々な種類の半導体装置へ
と加工することができる。
【００８０】
　さらに、本発明では、有機酸および有機溶媒のうち、中性溶媒、プロトン供与性溶媒、
ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる群より選ばれる少なくとも１種、並
びにフッ化水素（ＨＦ）を必須成分として含有する組成物にｌｏｗ－ｋ膜用のレジスト、
反射防止膜、埋め込み材およびこれらを含むエッチング残渣の剥離液、ビアホール洗浄液
及びキャパシタ洗浄液として特に有効な効果がある。
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【００８１】
　本発明の剥離液は、ドライエッチング後のレジストなどを含めたエッチング残渣を剥離
する処理工程において、
（１）絶縁膜バリアのエッチング量が１Å以上２００Å以下、（２）ｌｏｗ－ｋ膜のエッ
チング量が１Å以上２００Å以下、（３）Ｃｕのエッチング速度が５Å／ｍｉｎ以下であ
る条件でエッチング残渣を除去するための組成物である。この組成物を用いた剥離の処理
時間は、０．１分から１２０分、特に１分から６０分である。絶縁膜バリアおよびｌｏｗ
－ｋ膜のエッチング量は、処理時間に合わせて上記範囲にコントロールされる。
【００８２】
　絶縁膜バリアには、処理時間の経過とともに、エッチングが進行しつづける膜とエッチ
ングが停止する傾向を示す膜の２種類がある。エッチングが進行しつづける膜はＳｉＮ，
ＳｉＯ２，ＳｉＯＣなどであり、エッチングが停止する傾向を示す膜としてはＳｉＣ，Ｓ
ｉＣＮなどがある。
【００８３】
　エッチングが進行しつづけるＳｉＣ，ＳｉＣＮなどの絶縁膜バリアのエッチング量が５
Åであるときのｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量は５～１９０Å、Ｃｕのエッチング量は０．
０２～２Åである。
【００８４】
　ＳｉＮ，ＳｉＯ２，ＳｉＯＣなどのエッチングが進行しつづける絶縁膜バリアのエッチ
ング量が５０Åであるときのｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量は３５～１９５Å、Ｃｕのエッ
チング量は０．０２～２Åである。
【００８５】
　絶縁膜バリアとは、半導体デバイスの配線工程におけるＣｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造
を製作する際に、（１）ｌｏｗ－ｋ膜をパターニング用のハードマスク、（２）銅の拡散
防止のためのバリア、（３）ｌｏｗ－ｋ膜のエッチングを防止するためのエッチストッパ
、（４）ｌｏｗ－ｋ膜の保護と下地への密着性の向上、（５） 銅のＣＭＰ工程における
ｌｏｗ－ｋ膜の保護（キャップ膜）などのために使用される絶縁膜である。これらの機能
を持ち，ｌｏｗ－ｋ膜の比誘電率を損なうことがないよう、絶縁膜バリアの比誘電率も小
さいことが望まれている。絶縁膜バリアとしては、窒化珪素（ＳｉＮ）、炭化珪素（Ｓｉ
Ｃ）、炭化窒化珪素（ＳｉＣＮ）などのシリコン（Ｓｉ）含有化合物があげられる。
【００８６】
　ｌｏｗ－ｋ膜とは既に説明した膜に加えて、Ｏｒｉｏｎ（商品名Ｔｒｉｃｏｎ社製）な
どの比誘電率が２．４以下の新たに形成されるようになった膜があげられる。Ｌｏｗ－ｋ
膜は主に塗布と有機プラズマＣＶＤにより生成される。塗布の場合は原料固有の膜の名称
がつけられ、有機プラズマＣＶＤの場合は原料と装置により固有の膜の名称がつけられる
。Ｏｒｉｏｎなども有機プラズマＣＶＤ膜のひとつである。
【００８７】
　本発明の剥離液はフッ化水素と中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の
極性非プロトン性溶媒の少なくとも１種の溶液からなり、配線材料である銅などの金属、
絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜、レジスト、反射防止膜、埋め込み材およびこれらを含むエ
ッチング残渣のエッチングをコントロールすることが可能である。すなわち、本発明の剥
離液は以下の特徴をもつ。（１）銅などの金属の腐食を抑制し、（２）絶縁膜バリアを選
択的にエッチングして絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜とエッチング残渣との界面を剥離して
分離させ、（３）エッチング残渣中のシリコン窒化物（ＳｉＮ）などを選択的に溶解させ
ること及び（４）レジスト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣の有機成分を
有機溶媒により溶解させることによってレジスト、反射防止膜、埋め込み材およびこれら
を含むエッチング残渣を除去することができる。エッチング残渣とは、レジスト、反射防
止膜、埋め込み材などの半導体デバイス製作に使用する補助材料及びドライエッチングや
ドライエッチング後のアッシングのプロセスにおいて発生する反応生成物やスパッタリン
グ物などの付着物や堆積物および取り除くことが必要とされる残留物である。
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【００８８】
　ここでいう付着物や堆積物とは、エッチングガスプラズマ自体から発生するフルオロカ
ーボン含有ポリマーなどの物質、レジスト、反射防止膜、埋め込み材、絶縁膜バリア、ｌ
ｏｗ－ｋ膜、配線材料である金属などのデバイスの構成材料がエッチングの際にプラズマ
に暴露されることにより反応によって生成される物質およびプラズマ中のイオンによりス
パッタリングされた際に発生した物質などが付着や堆積したものである。取り除くことが
必要とされる残留物とは、エッチングおよびアッシングにより変質した部分を含むレジス
ト、反射防止膜及び埋め込み材などを含む除去すべき対象物であり、エッチング後、次の
工程に不要であるものを示す。本発明の剥離液を用いた剥離および洗浄の処理時間は、０
．１分から１２０分である。処理時間は通常、処理方法により異なる。枚葉式の装置では
１０分以内、バッチ式の装置では６０分以内などと装置と処理液の効果により決められる
。本発明の剥離液では、０．１分という短時間から１２０分までの長時間での処理に対応
する。
【００８９】
　絶縁膜バリア、ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が少ないとエッチング残渣が剥離しにくく
なり、エッチング量が多いと設計寸法よりも大きいパターンとなり不具合を生じる。さら
に、ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量に対する絶縁膜バリアのエッチング量の比は０．３以上
であることが好ましい。この比は１．０以上であることがさらに好ましい。このエッチン
グの比が小さいとｌｏｗ－ｋ膜の方が絶縁膜バリアより多くエッチングされ、絶縁膜バリ
アとｌｏｗ－ｋ膜境界に段差が生じる。この段差はバリアメタルの埋め込みや配線材料で
ある銅の埋め込みの際にｌｏｗ－ｋ膜が絶縁膜バリアの陰に隠れるかたちとなり、これら
の埋め込みが不完全になり不良の原因となる。
【００９０】
　シリコン（Ｓｉ）を含有したｌｏｗ－ｋ膜のドライエッチングの際に、窒素を含むガス
あるいはエッチングガスと窒素との混合ガスをエッチングガスとして用いた場合、ｌｏｗ
－ｋ膜の成分の珪素と窒素が反応して窒化珪素（ＳｉＮ）に組成が似たＳｉ－Ｎ結合を有
する化合物が生成し、これを含んだエッチング残渣が存在する。また、エッチング残渣を
、窒素を含んだガスによりアッシングすると同様にｌｏｗ－ｋ膜の成分の珪素と窒素が反
応して窒化珪素（ＳｉＮ）に組成が似たＳｉ－Ｎ結合を有する化合物を生成する。フッ化
水素を含んだ本発明の剥離液では、このＳｉ－Ｎ結合を含むエッチング残渣を有効に選択
的に除去できる。また、エッチング後、この残渣をプラズマ処理して灰化あるいは反応な
どにより一部除去するアッシング工程後のエッチング残渣も選択的に除去可能である。こ
こでのプラズマ処理には、酸素、水素、窒素、ヘリウム、アルゴン、ネオン、クリプトン
、キセノンなどの希ガス、水、アルコールなどプラズマが使用される。
【００９１】
　有機酸および有機溶媒としては、中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下
の極性非プロトン性溶媒からなる群より選ばれる少なくとも１種が挙げられる。中性溶媒
、プロトン供与性溶媒は両性溶媒として分類され、ドナー数が２４以下の極性非プロトン
性溶媒は非プロトン性溶媒として一般に分類されている。非プロトン性溶媒のうちで双極
子モーメント、比誘電率が比較的大きい溶媒が極性非プロトン性溶媒とよばれ、これ以外
の双極子モーメントと比誘電率が非常に小さく、酸性、塩基性も非常に弱い溶媒は不活性
溶媒と呼ばれる。極性非プロトン性溶媒は、水よりも塩基性の強いものは極性親プロトン
性溶媒、水よりも塩基性の弱いものは極性疎プロトン性溶媒にさらに分類できる。
【００９２】
　中性溶媒はアルコール類が好ましく、プロトン供与性溶媒はモノカルボン酸類、ポリカ
ルボン酸類およびスルホン酸類が好ましく、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒
はエステル類、エーテル類、ケトン類および酸無水物類が好ましい。
【００９３】
　（Ｉ）中性溶媒の（１）アルコール類はメチルアルコール、エチルアルコール、プロパ
ノール、イソプロパノール, t-ブタノール、アリルアルコール、エチレングリコール、プ
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ロピレングリコール、エチ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、エチ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イ
ソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノ
イソブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコール
モノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレング
リコールモノイソブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエ
チ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プロピルエーテル、
トリエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノブチル
エーテル、トリエチレングリコールモノイソブチルエーテル、ポリ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、プロピレングリコールモ
ノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコール
モノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロピレン
グリコールモノブチルエーテル、ジプロピ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エチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジ
プロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチル
エーテル及びエチレングリコールモノアリルエーテルからなる群より選ばれる少なくとも
１種であり（メチルアルコール、エチルアルコールは単独では使用せず、他の溶媒と併用
される）
（ＩＩ）プロトン供与性溶媒の（１）モノカルボン酸類がギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪
酸、イソ酪酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフルオロ酢酸、ジ
フルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸、α－クロロ酪酸、β－クロロ酪酸、γ－クロロ酪酸、
乳酸、グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、メタクリル酸及びアクリル酸からな
る群より選ばれる少なくとも１種であり、（２）ポリカルボン酸が、シュウ酸、コハク酸
、アジピン酸及びクエン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、（３）スルホ
ン酸類がメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸及びトリフルオロ
メタンスルホン酸からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
（ＩＩＩ）ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒の（１）エステル類が酢酸メチル
、酢酸エチル、酢酸ブチル、炭酸プロピレン、炭酸エチレン、亜硫酸エチレン、ラクトン
、リン酸トリブチル、リン酸トリメチルからなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
（２）エーテル類がジオキサン、トリオキサン及びジグライム、１，２－ジメトキシエタ
ン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメトキシメタン、ジメトキシプロパン、
ジエトキシメタン、１，１－ジメトキシエタン、エチレングリコールメチルエチルエーテ
ル、エチ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メチルエーテル、ジ
エチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ト
リエチ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エチルメチルエーテル
、トリエチレングリコールジエチルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエーテ
ル、テトラエチレングリコールジエチルエーテル、ポリエチレングリコールジメチルエー
テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチ
ルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びジエチ
レングリコールモノエチルエーテルアセテートからなる群より選ばれる少なくとも１種で
あり、（３）ケトン類がアセトン、（４）酸無水物類が無水酢酸からなる群より選ばれる
少なくとも１種である。
【００９４】
　これらの中でもレジスト、反射防止膜および埋め込み材を含むエッチング残渣に有機物
が多く含まれる場合、有機成分を溶かしやすい溶媒のほうがより好ましい。たとえば、ア
ルコール類では、メタノールよりもエタノール、さらにはイソプロパノールのほうがより
好ましい。
【００９５】
　中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒のなかで
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、カルボン酸類、アルコール類、エステル類およびエーテル類が好ましい。さらにこれら
の中でもモノカルボン酸類は酢酸が特に好ましく、アルコール類はイソプロパノール（Ｉ
ＰＡ）、１－プロパノール、ｔ－ブタノール、アリルアルコール、エチレングリコール、
エチ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、エチ
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イソプロピルエーテル、
エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノイソブチルエーテル、
ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ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プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノイソプロピルエ
ーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノイソブチ
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、トリエチ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プロピルエーテル、トリエチレングリコー
ルモノイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレ
ングリコールモノイソブチルエーテル、ポリ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、プロピ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プロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピルエー
テル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチル
エーテル、ジプロピ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エ
チルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピレングリコール
モノイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル及びエチレン
グリコールモノアリルエーテルが特に好ましく、エステル類は酢酸メチル、酢酸エチル、
酢酸ブチル、炭酸プロピレン、炭酸エチレンが特に好ましく、エーテル類は１、２－ジメ
トキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トリオキサン、ジグライム、エチレン
グリコールメチルエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレング
リコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレング
リコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレング
リコールエチルメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、テトラエチ
レングリコールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールジエチルエーテル、ポリエ
チレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチル
エーテルアセテート及びジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートが特に好ま
しい。
【００９６】
　ＨＦ、有機溶媒及び／又は有機酸と水からなる剥離液において、絶縁膜バリアを選択的
にエッチングして絶縁膜バリアやｌｏｗ－ｋ膜とエッチング残渣との界面を剥離して分離
させ、エッチング残渣中のシリコン窒化物（ＳｉＮ）などを選択的に溶解させる効果のあ
る有機溶媒は、中性溶媒、プロトン供与性溶媒である両性溶媒およびドナー数が２４以下
の極性非プロトン性溶媒である非プロトン性溶媒である。中性溶媒、プロトン供与性溶媒
の中では、アクセプター数が大きい方が、この効果は大きく、極性非プロトン性溶媒では
ドナー数が小さい方が、この効果が大きい。また、ＨＦの濃度を高くするとその効果は大
きくなる。
【００９７】
　配線材料である銅に注目すると、両性溶媒で自己プロトリシス定数が大きくドナー数が
大きい溶媒、非プロトン性溶媒ではドナー数が小さい溶媒を用いた場合に銅の腐食が小さ
い。両性溶媒で自己プロトリシス定数が大きくドナー数が大きい溶媒とは、例えばアルコ
ール類ではイソプロパノール（ＩＰＡ）、１－プロパノール、ｔ－ブタノールなどである
。非プロトン性溶媒ではドナー数が小さい溶媒とは、ドナー数が２４以下の極性非プロト
ン性溶媒であり、エステル類、エーテル類、ケトン類および酸無水物類などがこれに該当
する。これに対して、自己プロトリシス定数が小さくドナー数が小さい両性溶媒やドナー
数が２４以上の極性親プロトン性溶媒は銅を腐食しやすい。自己プロトリシス定数が小さ
くドナー数が小さい両性溶媒は、例えばアルコール類ではメタノール、エタノールなどが
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挙げられる。ドナー数２４以上の極性親プロトン性溶媒は、ジメチルホルムアミドなどの
アミド類やジメチルスルホキシドなどの硫黄含有化合物などが挙げられる。
【００９８】
　一方で銅の腐食量は銅の自然酸化膜の除去速度とも関係する。銅の自然酸化膜の除去速
度が大きいと、保護膜としての酸化膜がなくなるため銅の腐食量は多くなる。銅の自然酸
化膜は半導体デバイスを作製する上でいずれ取り除かなければならない。剥離液でレジス
トや反射防止膜、埋め込み材およびエッチング残渣を取り除くと同時に、これらの銅の自
然酸化膜も取り除くことが望ましい。先ほどの銅の腐食と銅の自然酸化膜の除去との間に
は相関がある。銅を腐食しやすい溶媒ほど自然酸化膜も除去しやすい。したがって、銅を
腐食しやすい溶媒を腐食しにくい溶媒に加えることにより、剥離処理時間内に、自然酸化
膜の除去も可能になる。例えば、メタノールをイソプロパノールに添加するとその添加量
により銅の自然酸化膜の除去速度をコントロールすることができる。剥離処理時間に銅の
自然酸化膜をすべて除去できるように添加量を調整することにより、剥離液でレジストや
反射防止膜、埋め込み材およびエッチング残渣を取り除くと同時に、これらの銅の自然酸
化膜も取り除くことが可能となる。
【００９９】
　自己プロトリシスとは、中性溶媒、プロトン供与性溶媒などの両性溶媒が、溶媒間でプ
ロトンの授受が起こることをいう。すなわち、これらの溶媒は自己プロトリシス定数ｐＫ

ＳＨが小さい。
自己プロトリシス；ＳＨ＋ＳＨ⇔ＳＨ２＋＋Ｓ２－　（ＳＨ；両性溶媒）
自己プロトリシス定数；ｐＫＳＨ＝［ＳＨ２＋］＊［Ｓ２－］／［ＳＨ］２

　アクセプター数ＡＮとは、Ｍａｙｅｒ－Ｇｕｔｍａｎｎが提案したアクセプタ性の尺度
、すなわち溶媒のルイス塩基としての尺度である。ｎ－ヘキサン中に溶かした（Ｃ２Ｆ５
）３ＰＯの３１Ｐ－ＮＭＲ化学シフト値を０とし、１，２－ジクロロエタン中の（Ｃ２Ｆ
５）３ＰＯ・ＳｂＣｌ５錯体の３１Ｐ－ＮＭＲ化学シフト値を１００としたとき、ある純
溶媒中に溶かした（Ｃ２Ｆ５）３ＰＯの３１Ｐ－ＮＭＲ化学シフト値をＡＮとする。ＡＮ

＝１００δ（溶媒）／［δ（１，２－ジクロロエタン中の（Ｃ２Ｆ５）３ＰＯ・ＳｂＣｌ

５）－δ（ｎ－ヘキサン中に溶かした（Ｃ２Ｆ５）３ＰＯ）］である。
【０１００】
　ドナー数ＤＮとはＧｕｔｍａｎｎが提案したドナー性の尺度、すなわち溶媒のルイス酸
としての尺度である。１，２－ジクロロエタン中のＳｂＣｌ５（１０－３ｍｏｌｄｍ－３

）と溶媒（１０－３ｍｏｌｄｍ－３）とが反応する際のエンタルピーをｋｃａｌｍｏｌ－

１の単位で表した数値の絶対値をＤＮとする。ＤＮ＝－△Ｈ（ＳｂＣｌ５）／ｋｃａｌｍ
ｏｌ－１である。
【０１０１】
　測定値として報告されていなくてもこれに準ずるアクセプター数、ドナー数をもつ有機
溶媒は多数存在する。有機溶媒のアクセプター性、ドナー性はある程度推測することがで
きる。例えばアルキル基が大きくなるにつれてアクセプター数は小さくなる傾向を持つ。
ＡＮ（ＨＯＨ）＝５４．８、ＡＮ（ＣＨ３ＯＨ）＝４１．３、ＡＮ（Ｃ２Ｈ５ＯＨ）＝３
７．１、ＡＮ（Ｃ３Ｈ７ＯＨ）＝３３．５となり、アルキル基の増加とともに順に小さく
なる。アルキル基が大きいほうが電子供与性I効果（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｅｆｆｅｃｔ
）は大きく、水酸基－ＯＨのＨの電子密度が高くなり電子受容性が弱くなっているためで
あると考えることができる。Ｃ４Ｈ９ＯＨのＡＮの報告はないが、ＡＮ（ＣＨＣｌ３）＝
２３．１であることから、ＡＮは２４以上であることが推測できる。このように、ドナー
数、アクセプター数が既知の物質と比較することにより、ドナー性、アクセプター性を示
す原子の電子密度の増減を考えるとその物質のドナー性、アクセプター性の度合いを知る
ことができ、必ずしも文献値などの測定値は必要ない。有機溶媒のアクセプター性が高い
ということは、溶媒のルイス塩基性が強いということである。
【０１０２】
　一般にアクセプター数２０以上の溶媒は両性溶媒であり、両性溶媒は中性、プロトン供



(35) JP 4434950 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

与性および親プロトン性溶媒として分類されている。プロトン、すなわち水素イオンの授
受が頻繁におこることにより、水素イオンが関与したエッチングは進行しやすくなる。
【０１０３】
　有機溶媒のドナー性が高いということは溶媒のルイス酸性が強いということである。逆
にいえば、ドナー数が小さいということはルイス酸性が弱いということであり、アクセプ
ター数が大きい場合と同様に、水素イオンが関与したエッチングは進行しやすくなる。
【０１０４】
　以上の様なことから、絶縁膜バリアとして使用される窒化珪素（ＳｉＮ），炭化珪素（
ＳｉＣ），炭化窒化珪素（ＳｉＣＮ）などのシリコン（Ｓｉ）含有化合物のエッチングに
は水素イオンの関与が強いため、ｌｏｗ－ｋ膜として使用される酸化珪素（ＳｉＯ２）、
リン（Ｐ），砒素（Ａｓ），アンチモン（Ｓｂ）やボロン（Ｂ）などをドープしたＢＰＳ
Ｇと呼ばれるような酸化珪素（ＳｉＯ２）、メチル基（－ＣＨ３）などの有機成分や水素
（Ｈ）などを含んだ低誘電率膜（ｌｏｗ－ｋ膜、ＳｉＯＣ，ＳｉＯＣ：Ｈなどの組成を示
した形で表現されることもある）などのシリコン（Ｓｉ）含有化合物に比べてＳｉＮ，Ｓ
ｉＣ，ＳｉＣＮなどのシリコン（Ｓｉ）含有化合物はエッチングされやすい。したがって
、エッチング残渣を除去する際に、ｌｏｗ－ｋ膜を必要以上にエッチングすることなく、
ｌｏｗ－ｋ膜が絶縁膜バリアの陰になるような段差が少ない、ダメージの少ない残渣の剥
離が可能となる。
【０１０５】
　さらに、以上の有機酸および有機溶媒の少なくとも１種類以上を含む場合、これらにド
ナー数が２５以上の極性親プロトン溶媒、酸およびフッ素含有有機化合物などを添加する
場合もある。
【０１０６】
　ドナー数が２５以上の極性親プロトン溶媒を添加すると、反射防止膜および埋め込み材
の除去能力は低下する。しかしながら、配線材料である銅に形成された酸化膜を除去する
速度を大きくする効果を付与することができる。銅の酸化膜を残すと絶縁不良を起こす原
因となる可能性がある。したがって反射防止膜および埋め込み材の除去と銅の酸化膜の除
去を効果的に行うことが可能になる。ドナー数が２５以上の極性親プロトン溶媒としては
、ジメチルホルムアミド,ジメチルアセトアミド、 ヘキサメチルリン酸トリアミド、Ｎ－
メチル－２－ピロリドン、１，１，３，３－テトラメチル尿素、 Ｎ－メチルプロピオン
アミド、ジメチルイミダゾリジノンなどのアミド類やジメチルスルホキシド、スルホラン
、ジメチルチオホルムアミド、Ｎ－メチルチオピロリドン、ジメチルスルホン、ジエチル
スルホン、ビス（２－ヒドロキシエチル）スルホン、テトラメチレンスルホンなどの硫黄
化合物類が挙げられる。
【０１０７】
　酸を加えた場合には、水素イオンの効果により、ｌｏｗ－ｋ膜やストッパー膜に対して
、反射防止膜および埋め込み材をより選択的に除去することが可能になる。このような酸
として塩化水素、臭化水素、ヨウ化水素およびこれらの水溶液、硫酸、硝酸、リン酸、カ
ルボン酸などが挙げられる。
【０１０８】
　フッ素含有有機化合物を混合した場合は、反射防止膜および埋め込み材の除去液の浸透
性を高める効果がある。反射防止膜や埋め込み材とｌｏｗ－ｋ膜やストッパー膜などのそ
の他の材料との界面に浸透しやすくなり除去の効果が向上する。フッ素含有有機化合物と
してＣＨＦ２ＣＦ２ＯＣＨ２ＣＦ３、ＣＨＦ２ＣＦ２ＯＣＨ３などのハイドロフロロエー
テル（ＨＦＥ）類、ＣＨ３ＣＣｌ２Ｆなどのハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ
）類などがある。
【０１０９】
　本発明の剥離液及び洗浄液において、エッチング種を発生させる源のひとつの形態とし
てフッ化水素あるいはフッ化水素とアンモニアおよび／またはアミンとの組み合わせたも
のを含むことが望ましい。ここでのエッチング種とは、絶縁膜バリアとｌｏｗ－ｋ膜をエ
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ッチングする活性種、エッチング残渣中にＳｉ－Ｎ結合を有する化合物を溶解させるため
の活性種などエッチングに有効な活性種のことである。エッチング残渣に有機成分を含む
場合は有機酸および有機溶媒を多く用い、残渣の溶解性を高めることが好ましい。フッ化
水素はガスとして導入しても、１００％フッ化水素液体あるいは水で希釈したフッ化水素
酸として添加しても、いずれでもよい。アンモニア，アミンも同様にガスあるいは液体と
して加えることができる。
【０１１０】
　ただし、フッ化水素とアンモニア，アミンとを有機溶媒が多い組成の溶液に加える場合
、フッ化水素とアンモニア，アミンを先に混合して塩を生成するのは好ましくない。有機
溶媒に溶解しにくくなるからである。通常、フッ化水素かアンモニア，アミンかのいずれ
かを先に有機溶媒に添加し、十分混合した後に残りを加える。このような方法により、溶
液中で塩を生成して結晶化する事を防ぐことができ、完全にイオンとして分離した状態の
塩の電解溶液としてではなく、溶媒和したイオン対として溶解させることができる。この
イオン対の一方がエッチング種となる。
【０１１１】
　本発明の剥離液及び洗浄液のフッ化水素の含有量は、絶縁膜バリアとｌｏｗ－ｋ膜のエ
ッチング量およびＳｉ－Ｎ結合を含むエッチング残渣である場合のエッチング量も考慮し
て、エッチング残渣の除去効果により決定される。フッ化水素の供給源としては、希フッ
酸（５０重量％水溶液）を通常用いるが、剥離液に水を含まない場合には、１００％フッ
化水素を用いることもできる。剥離液及び洗浄液全量に基づいて（以下、各成分の含有量
については同様とする）フッ化水素の含有量は０重量％～１０重量％の範囲である。
【０１１２】
　プロトン供与性溶媒をだけを含む場合のフッ化水素の含有量は、０．０５～５重量％程
度、好ましくは０．１～３重量％程度、さらに好ましくは０．５～３重量%程度である。
【０１１３】
　プロトン供与性溶媒とドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒および／又は中性溶
媒を含むフッ化水素の含有量は、０．０５～１０重量％程度、好ましくは０．１～５重量
％程度、さらに好ましくは０．５～５重量％程度である。
【０１１４】
　中性溶媒および／又は極性非プロトン性溶媒を含む場合のフッ化水素の含有量は、０．
１～１０重量％程度、好ましくは０．５～７重量％程度、さらに好ましくは１～５重量％
程度である。
【０１１５】
　剥離液及び洗浄液が水を含有する場合の水の含有量は、９０ｍａｓｓ％以下程度、好ま
しくは１０ｍａｓｓ％以下程度、より好ましくは５ｍａｓｓ％以下程度である。
【０１１６】
　中性溶媒、プロトン供与性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒からなる
群から選ばれる少なくとも１種の含有量は、２５～９９．９９ｍａｓｓ％程度、好ましく
は５０～９９．９９ｍａｓｓ％程度、より好ましくは８５～９９．９９ｍａｓｓ％程度、
さらに好ましくは９５～９９．９９ｍａｓｓ％程度である。
【０１１７】
　本発明の好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比の一例を以下に示す。
・ＨＦ：プロトン供与性溶媒：水＝０．０５～５ｍａｓｓ％：８９．９５～９９．９５ｍ
ａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８９
．５～９９．５ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：中性溶媒：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８９．５～９９．５ｍａｓｓ％：０～１
０ｍａｓｓ％
　本発明のより好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比の一例を以下に示す。
・ＨＦ：酢酸：水＝０．０５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９５ｍａｓｓ％：０～１０ｍ
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ａｓｓ％
・ＨＦ：イソプロパノール：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．５ｍａｓｓ％：０
～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：酢酸：ＩＰＡ：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：１～９８．９ｍａｓｓ％：１～９８
．９ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：メタノール：イソプロパノール：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：１～８０ｍａｓｓ
％：１～９８．９ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：１，２－ジメトキシエタン：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．５ｍａｓ
ｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルからなる群から選ばれる少なくとも１種：
水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．５ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：１，４－ジオキサン：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．５ｍａｓｓ％：
０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：炭酸プロピレン：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．５ｍａｓｓ％：０～
１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：１，４－ジオキサンと酢酸および無水酢酸から選ばれる少なくとも１種：水＝０
．１～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：エチレングリコールモノメチルエーテル：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９
９．５ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：メタンスルホン酸：水＝０．００１～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９９９ｍａｓ
ｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
　本発明のさらに好ましい剥離液及び洗浄液並びにその配合比の一例を以下に示す。
・ＨＦ：酢酸：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：８５～９９．８８ｍａｓｓ％：０．０２～１
０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：ＩＰＡ：水＝１～４ｍａｓｓ％：８８～９８．５ｍａｓｓ％：０．５～８ｍａｓ
ｓ％
・ＨＦ：酢酸：ＩＰＡ：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：１～９８．８５ｍａｓｓ％：１～９
８．８５ｍａｓｓ％：０．０５～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：メタノール：ＩＰＡ：水＝０．１～５ｍａｓｓ％：１～８０ｍａｓｓ％：１～９
８．８５ｍａｓｓ％：０．０５～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：１，２－ジメトキシエタン：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．３ｍａｓ
ｓ％：０．２～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルからなる群から選ばれる少なくとも１種：
水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．３ｍａｓｓ％：０．２～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：１，４－ジオキサン：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．３ｍａｓｓ％：
０．２～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：炭酸プロピレン：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９９．３ｍａｓｓ％：０．
２～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：１，４－ジオキサンと酢酸および無水酢酸から選ばれる少なくとも１種：水＝０
．１～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９ｍａｓｓ％：０～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：エチレングリコールモノメチルエーテル：水＝０．５～５ｍａｓｓ％：８５～９
９．３ｍａｓｓ％：０．２～１０ｍａｓｓ％
・ＨＦ：メタンスルホン酸：水＝０．００１～５ｍａｓｓ％：８５～９９．９９８ｍａｓ
ｓ％：０．００１～１０ｍａｓｓ％
　さらに、これらに、アンモニア及び／又はアミン、ドナー数が２５以上の極性親プロト
ン溶媒、酸、フッ素含有有機化合物などを添加する場合もある。ＨＦ（フッ化水素）：ア
ンモニア及び／又はアミン：有機酸および有機溶媒の少なくとも１種類：水：酸：ドナー
数が２５以上の極性親プロトン性溶媒：フッ素含有有機化合物の重量比は、０．０５～５
ｍａｓｓ％：０．０５～１０ｍａｓｓ％：５０～９９．８３ｍａｓｓ％：０．０２～１０
ｍａｓｓ％：０．０５～５０ｍａｓｓ％：０～７０ｍａｓｓ％であることが好ましい。
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【０１１８】
　さらに、ドライエッチングやその後の酸素、水素、窒素、希ガスなどを用いたプラズマ
によるアッシング（レジストやポリマーのプラズマプロセスによる除去）ダメージを受け
たｌｏｗ－ｋ膜と反射防止膜および埋め込み材とを同時あるいは別々にエッチング残渣を
除去することも可能である。また、薬液組成によってはダメージを受けたｌｏｗ－ｋ膜を
除去せずに残して、反射防止膜および埋め込み材を除去することも可能である。
【０１１９】
　銅および銅の合金など配線材料では、剥離液中の溶存酸素量、水素イオン量などが多い
と腐食が進行する。特に溶存酸素量は銅の腐食を制御する上で重要である。剥離液中の溶
存酸素量を減らすことができると、銅の腐食は大幅に抑えることができる。このように、
配線材料である銅などの金属が共存する場合には、不活性ガスを混合し酸素分圧が空気の
酸素分圧以下である雰囲気（実質的に不活性ガス中）で、剥離液に不活性ガスを溶解させ
、剥離液中の酸素分圧を飽和溶解した空気の酸素分圧以下にした剥離液で、レジスト、反
射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣を除去することにより、腐食を抑えることが
できる。この場合、さらに、不活性ガスを溶解させ、水中の酸素分圧を飽和溶解して空気
の酸素分圧以下にした水を用いて除去液を取り除くリンスを行うとリンス段階での腐食も
抑えることができ、さらに効果的である。不活性ガスとしては、窒素（Ｎ２），ヘリウム
、ネオン、アルゴンなどの希ガスが例示される。さらに、亜硫酸、亜硫酸アンモニウムな
どの亜硫酸塩のような脱酸素剤やピロガロール、フタル酸、ベンゾトリアゾール、Ｄ－ソ
ルビトールなどの一般に使用される防食剤を添加してもよい。これらにより、銅の腐食を
抑制する効果がある。
【０１２０】
　本発明によれば、ｌｏｗ－ｋ膜を実質的に損なうことなく、レジストを剥離し、除去で
きるレジスト剥離液を提供できる。また、ビアホール、キャパシタなどに残存するチタン
化合物を洗浄する洗浄液、チタン化合物などを除去できるビアホール、キャパシタなどの
洗浄液を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１２１】
　以下に実施例を示して本発明をより詳細に説明するが、本発明は下記の実施例に限定さ
れるものではない。
【０１２２】
　下記組成物のエッチング量は、各組成物を用いて２３℃で各膜をエッチングし、エッチ
ング処理前の膜厚とエッチング処理後の膜厚の差を算出したものである。
【０１２３】
　なお、以下において、ＳｉＮ膜のエッチングレートはナノメトリクスジャパン株式会社
製ナノスペック３０００ＡＦ－Ｔを用いてエッチング前後の膜厚を測定することで行った
。また、金属［ＴｉＮ膜］のエッチングレートは共和理研社　抵抗率測定器　Ｋ－７０５
ＲＳを用いてエッチング前後の抵抗率を測定し、抵抗率から膜厚を求めた。
【０１２４】
　また、レジストの剥離性、断面形状は、日立製作所社、走査型電子顕微鏡（Ｓ－５００
０）の写真撮影により観察した。
【０１２５】
　試験例１：レジスト剥離性
　ｌｏｗ－ｋ膜（ポーラスＭＳＱ）、ＳｉＮ膜、反射防止膜（ＢＡＲＣ）、レジスト（Ｋ
ｒＦ）膜が形成されたＳｉ基板について、エッチング処理を行い、ＳｉＮ膜の表面上にレ
ジスト（表面のレジストがエッチング処理により変質したものを含む）を有する被処理物
を得た。
【０１２６】
　下記表１～４に示す剥離液に、２３℃にて、所定時間撹拌しながら浸漬した。用いた有
機酸及び有機溶媒のＳＰ値は以下に示すとおりである。
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酢酸：１０．１
ヘキサノール：１０．７
ラウリルアルコール：９．８
プロピレングリコール：１２．６
ジエチレングリコール：１２．１
グリセリン：１６．５
ＩＰＡ：１１．５
　軽いＯ２プラズマアッシングは通常よりも短い時間でＯ２プラズマアッシングを行い、
ｌｏｗ－ｋ膜に実質的にダメージを与えないようにして行った。
【０１２７】
　なお、以下の表中のレジスト剥離性において「Ａ」は良好、「Ｂ」は良、「Ｃ」は不良
を示す。
【０１２８】
【表１】

【０１２９】
【表２】
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【０１３０】
【表３】

【０１３１】
【表４】
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【０１３２】
　実施例１～４６の剥離液で処理した基板からは、レジストが完全に剥離されていた。ま
た、反射防止膜も剥離されていた。さらに、反射防止膜の付着しているＳｉＮ膜のエッチ
ング量はいずれも１Å以上であった。一方、比較例１～３の液で処理した基板は、レジス
トを除去できなかった。
【０１３３】
　試験例２：断面形状
　実施例１，５，６，７，１１，１２，１４，１５，１９，２０，２４，２５，２９，３
０，３３，３４，３６，３７及び４２について、基板を垂直方向に切断した断面図をＳＥ
Ｍで観察し、剥離液での処理前の断面図と比べ、ｌｏｗ－ｋ膜への剥離液の影響を確認し
た。
【０１３４】
　実施例１，５，６，７，１１，１２，１４，１５，１９，２０，２４，２５，２９，３
０，３３，３４，３６，３７及び４２では断面形状は剥離液での処理の前後で実質的に変
わっておらず、ｌｏｗ－ｋ膜がダメージを受けていないことが確認できた。
【０１３５】
　本発明の剥離液によれば、ｌｏｗ－ｋ膜にダメージを与えることなく、レジストを除去
することが可能であることがわかった。
【０１３６】
　比較例４
　ＨＦ／Ｈ２Ｏ＝１５ｍａｓｓ％／８５ｍａｓｓ％／（２３℃、１０分間、軽いＯ２プラ
ズマアッシング有り、又は無し）
　比較例４ではレジストは剥離できるがＬｏｗ－ｋ膜にダメージを与えてしまいＬｏｗ－
ｋ膜ごと剥離した。
【０１３７】
　試験例３：ポリマー及びチタン化合物洗浄性
　底部にＴｉＮ膜を有する酸化膜付きのＳｉウエハにレジストを形成してドライエッチン
グを行い、Ｏ２プラズマアッシングをしてビアホールを有する被処理物を得た。ビアホー
ルの側面及び底面には、ポリマー及びチタン化合物が残存していた。
【０１３８】
　該被処理物を、下記の洗浄液（実施例４４）に２３℃にて、所定時間撹拌しながら浸漬
した。
実施例４４：ＨＦ／Ｈ２Ｏ／酢酸＝０．７５ｍａｓｓ％／０．７５ｍａｓｓ％／９８．５
ｍａｓｓ％（１０分間）
　実施例４４の洗浄液で処理すると、ビアホールに残存していたポリマー及びチタン化合
物が除去され、ビアホールを洗浄することができた。また、ＴｉＮ膜のエッチング量は２
．４Åであった。
【０１３９】
　試験例４：レジスト残渣洗浄性試験
　底部に酸化膜を有するＴｉＮ（上層）／Ｔａ２Ｏ５（下層）付のＳｉウエハにレジスト
を形成してＴｉＮ（上層）／Ｔａ２Ｏ５（下層）のドライエッチングを行い、Ｏ２プラズ
マアッシングをしてメタルキャパシタ電極を有する被処理物を得た。電極の表面には、レ
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【０１４０】
　該被処理物を、下記の洗浄液（実施例４５及び４６）に２３℃にて、所定時間撹拌しな
がら浸漬した。
実施例４５：ＨＦ／Ｈ２Ｏ／酢酸＝１．５ｍａｓｓ%／１．５ｍａｓｓ％／９７ｍａｓｓ
％（１０分間）
実施例４６：ＨＦ／Ｈ２Ｏ／酢酸＝３ｍａｓｓ％／３ｍａｓｓ％／９６ｍａｓｓ％（１０
分間）
　実施例４５及び４６の洗浄液で処理すると、メタルキャパシタ電極表面に残存していた
レジスト残渣が除去され、キャパシタを洗浄することができた。またＴｉＮ膜のエッチン
グ量は実施例４５では６．２Å、実施例４６では１２Åであった。
【０１４１】
　キャパシタの電極表面のレジスト残渣が剥離でき、及びビアホールに残存するポリマー
及びチタン化合物を除去できれば、キャパシタの電極表面のポリマーやチタン化合物も洗
浄できることが予測される。
【参考例１～４】
【０１４２】
　ｌｏｗ－ｋ膜［ＣＶＤ系］及びレジスト膜［ＫｒＦ］が形成されたＳｉ基板について、
エッチング処理を行ない、ｌｏｗ－ｋ膜の表面上にレジスト（レジストがエッチング処理
により変質したものを含む）及び形成されたホールにポリマーを有する被処理物を得た。
なお、レジストのアッシングは行っていない。
【０１４３】
　参考例１～４の組成の剥離液を調製し、被処理物を浸漬し、超音波［９５０ｋＨｚ、６
００Ｗ］を照射しながら表５に示す時間洗浄を行った。超音波洗浄機は、株式会社カイジ
ョー社製高周波超音波洗浄機ハイ・メガソニック（発振器：型名６８４８、振動子：７８
５７S型）を使用した。
【０１４４】
　参考例１～４の剥離液で処理した基板からは、レジストが完全に剥離されていた。また
、ポリマーも除去されていた。
【０１４５】
　下記表６に示す有機溶剤を溶媒として用い、フッ酸及びアミンを含む剥離液を調製し、
超音波洗浄を行ったところ、レジスト及びポリマーを剥離することが可能であった。
【０１４６】
　表５及び表６に記載された組成物がビアホール内のポリマーを剥離することが上記試験
例より確認できたので、これら組成物がビアホールに残存するチタン化合物を洗浄できる
ことが予測できる。また、これら組成物がキャパシタの電極表面のレジスト残渣、ポリマ
ー及びチタン化合物を洗浄できることが予測される。
【０１４７】
【表５】
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【０１４８】
【表６】

【０１４９】
　試験例５：レジスト剥離性
　ポーラスｌｏｗ－ｋ膜（ポーラスＭＳＱ）、ＳｉＣ膜、シリコンを含有する反射防止膜
（ＢＡＲＣ）、レジスト（ＫｒＦ）膜が形成されたＳｉ基板について、ビアエッチング処
理を行い、ＳｉＣ膜の表面上にレジスト（表面のレジストがエッチング処理により変質し
たものを含む）及び反射防止膜を有し、ビアホール内にはエッチング残渣が存在する銅配
線形成前のダマシン構造の被処理物を得た。この被処理物を以下に示す表７に示す剥離液
に、２３℃にて、所定時間撹拌しながら浸漬した。
【実施例４７～６３】
【０１５０】
　実施例４７～６３では、上述の被処理物を作製後、レジスト、反射防止膜及びエッチン
グ残渣を除去するための酸素アッシングなどのプラズマ処理を行っていない。表７に示し
た実施例４７～６３に示した剥離液を用いた場合の処理時間内のＳｉＣエッチング量は１
Å以上、ＳｉＮエッチング量は１２Å以上であり、これらの剥離液で処理した基板からは
、レジスト、反射防止膜及びエッチング残渣のいずれもが完全に除去されていた。ＳｉＮ
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をエッチングする効果、すなわち、ＳｉＮのようなシリコン窒化物を含むエッチング残渣
を溶解させる効果のある溶媒は、ここに示したような中性溶媒（メタノール、エタノール
、イソプロパノール）、プロトン供与性溶媒（トリフルオロ酢酸、酢酸、ギ酸）などの両
性溶媒、ドナー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒（１，２－ジメトキオシエタン、テ
トラヒドロフラン、酢酸メチル、酢酸エチル、１，４－ジオキサン、炭酸プロピレン、ア
セトン）などの非プロトン性溶媒であり、これらの溶媒を用いた場合は、レジスト、反射
防止膜及びエッチング残渣を除去する効果が高いことを示している。これらの実施例にお
いては、HF濃度を高くするとレジスト、反射防止膜及びエッチング残渣の除去効果も高く
なる事を確認している。また、ＳｉＣを１Å以上エッチングすることにより、レジスト、
反射防止膜及びエッチング残渣の各界面を乖離させ、これらを除去する効果を増している
。
【０１５１】
　実施例５１に示すＨＦ濃度以上のＨＦとエタノールとの組合せで用いた場合に銅の腐食
が発生する。その他の表７に示した実施例では銅の腐食はほとんどなく、実質上問題には
ならない。
【０１５２】
　一方、表８に示した比較例５～９の液で処理した基板は、レジスト、反射防止膜及びエ
ッチング残渣の除去を除去できなかった。ＳｉＣを１Å以上エッチングするだけでは、レ
ジスト、反射防止膜及びエッチング残渣を除去する効果は小さく、ＳｉＮとＳｉＣをとも
にエッチングすることが、これらを除去するためには必要である。比較例５～９の液では
銅も腐食しやすく、実施例に示したような単独の溶媒を用いた場合は剥離液として適さな
い。
【０１５３】
　実施例４７～６３および比較例５～９では、両性溶媒で自己プロトリシス定数が大きく
ドナー数が大きい溶媒、非プロトン性溶媒ではドナー数が小さい溶媒を用いた場合に銅の
腐食が小さいことも実証している。両性溶媒で自己プロトリシス定数が大きくドナー数が
大きい溶媒とは、例えばアルコール類ではイソプロパノール（ＩＰＡ）、１－プロパノー
ル、ｔ－ブタノールなどである。非プロトン性溶媒ではドナー数が小さい溶媒とは、ドナ
ー数が２４以下の極性非プロトン性溶媒であり、エステル類、エーテル類、ケトン類およ
び酸無水物類などがこれに該当する。これに対して、自己プロトリシス定数が小さくドナ
ー数が小さい両性溶媒やドナー数が２４以上の極性親プロトン性溶媒は銅を腐食しやすい
。自己プロトリシス定数が小さくドナー数が小さい両性溶媒は、例えばアルコール類では
メタノール、エタノールなどが挙げられる。ドナー数２５以上の極性親プロトン性溶媒は
、ジメチルホルムアミドなどのアミド類やジメチルスルホキシドなどの硫黄含有化合物な
どが挙げられる。
【０１５４】
　比較例５～９ではＨＦの濃度を大きくすると剥離性は多少改善されるが効果は小さい。
また、銅配線が露出する部分では、銅の腐食を促進するために使用しにくい。しかし、比
較例５～９に示した有機溶媒は銅の自然酸化膜を除去する効果はある。銅の自然酸化膜は
配線の抵抗を高くし接触不良を起こす可能性があるので除去することが望ましい。実施例
４７～６３に比較例５～９に示した有機溶媒を混合して、銅の腐食が少ない処理時間で、
レジスト、反射防止膜及びエッチング残渣を除去すると同時に銅の自然酸化膜だけを除去
するために使用することができる。表９に示した比較例１１、比較例１２は、Ａｌ／Ｓｉ
Ｏ２多層配線構造を形成する際に、ポリマー剥離液として用いられる代表的な組成の薬液
で処理した例である。この場合も、銅の腐食は多くないが、レジスト、反射防止膜及びエ
ッチング残渣のいずれも除去できていない。処理時間を長くすると、これらの除去性は多
少改善されるが、銅の腐食が進行することとｌｏｗ－ｋのエッチング量が多くなり寸法ど
おりの加工が難しくなる。
【０１５５】
　酸素プラズマ、水素プラズマ及び水プラズマなどによるプラズマによるアッシング処理
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を行った結果に対しても、実施例、比較例ともに、ほぼ同様の効果であった。
【０１５６】
【表７】

【０１５７】
【表８】

【０１５８】
【表９】

【０１５９】
　表１０に示した比較例１３～４３は、これまでに剥離液および洗浄液として出願された
特許に記載された実施例の組成物などを用いて、本発明で使用した被処理物を処理した結
果を示したものである。これらの比較例に示された剥離液および洗浄液は、Ａｌ／ＳｉＯ
２多層配線構造を作製するために開発されたものが大半を占める。
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【０１６０】
　比較例１３～１６は、特開平１－１４６３３１号公報の実施例で示された組成物で本発
明の被処理物を処理した結果である。フッ化水素とイソプロパノールおよび水とからなる
洗浄液であるが、これらのフッ化水素濃度は０．５重量%以下であり、絶縁膜バリアやシ
リコン窒化膜（ＳｉＮ）を選択的にエッチングできないため、レジスト、反射防止膜およ
びエッチング残渣の除去性が悪い。また、水分が多いと、有機組成物であるレジストや反
射防止膜（ＢＡＲＣ）は除去できず、エッチング残渣の除去性も低下、銅の腐食も大きい
ことを示している。
【０１６１】
　比較例１７～１９も特開平１－１４６３３１号公報の実施例で示された組成物で本発明
の被処理物を処理した結果である。有機溶媒として酢酸を用いた場合で、水分量が多い場
合とさらに多い場合の例である。ＨＦ濃度に対して水分量が多いため、レジスト、反射防
止膜（ＢＡＲＣ）およびエッチング残渣を除去できない。水分量が多くなるにつれてＳｉ
Ｃのエッチング量は減り、ＳｉＮおよびｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が多く、設計寸法ど
おりの加工が困難になる。
【０１６２】
　比較例２０、２１は、特開平８－２０２０５２号公報の実施例で示された組成物で本発
明の被処理物を処理した結果である。比較例２０はＳｉＣのエッチング量が少ないため、
レジストおよび反射防止膜（ＢＡＲＣ）の除去ができず、比較例２１は、シリコン窒化物
（ＳｉＮ）をｌｏｗ－ｋ膜に対して選択的にエッチングする効果が小さいためエッチング
残渣の除去ができていない。Ｌｏｗ－ｋ膜に対するＳｉＮのエッチングの選択比が小さい
ため、レジスト、反射防止膜（ＢＡＲＣ）及びエッチング残渣を除去するため処理時間を
長くするとｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が多くなり、寸法どおりの加工が困難になる。特
開平８－２０２０５２号公報では、有機溶媒として、スルホキシド類、アミド類、多価ア
ルコールなどに効果があるとされている。スルホキシド類、アミド類は、銅の腐食が大き
く、特に実施例としてあげられているジメチルスルホキシドは激しく銅を腐食させる。防
食剤を添加しているが、これは、配線材料として銅を対象としていないことが明らかであ
る。これに対して、防食剤を必要としない有機溶媒を選択したのが本発明である。すなわ
ち、特願平８－２０２０５２号は、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成するために使用
する剥離液には適さないことを示している。
【０１６３】
　比較例２２は特開平１０－５０６４７号公報の実施例で示された組成物で本発明の被処
理物を処理した結果である。この組成ではＳｉＣ，ＳｉＮのエッチングはともに少なく、
レジスト、反射防止膜（ＢＡＲＣ）およびエッチング残渣のいずれもが全く除去できてい
ない。Ｌｏｗ－ｋ膜に対するＳｉＮのエッチングの選択比が小さいため、レジスト、反射
防止膜（ＢＡＲＣ）及びエッチング残渣を除去するため処理時間を長くするとｌｏｗ－ｋ
膜のエッチング量が多くなり、寸法どおりの加工が困難になる。
【０１６４】
　比較例２３～２５はＵＳＰ６１５０２８２号の実施例、比較例２６はＵＳＰ６１５０２
８２号の実施例で示された組成物で本発明の被処理物を処理した結果である。
【０１６５】
　比較例２３～２５は、炭酸プロピレンを溶媒に用いた場合は、銅の腐食は小さく、エッ
チング残渣の剥離性も悪くない。しかし、ＢＡＲＣ，レジストの剥離性は悪く、これらを
完全に除去できない。また、加工形状もよくない。
【０１６６】
　比較例２６は、実質的に水分を含まず、金属の腐食が少ないことを特徴としている。水
分がないとシリコン窒化物（ＳｉＮ）をｌｏｗ－ｋ膜に対して選択的に除去することがで
きないため、特にエッチング残渣の剥離性が悪くなる。この場合はレジストおよび反射防
止膜（ＢＡＲＣ）も除去できていない。
【０１６７】
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　比較例２６～３５は特開平１１－３４０１８３号公報の実施例で示された組成物で本発
明の被処理物を処理した結果である。ＨＦ濃度が低い場合は、ＳｉＣとＳｉＮのエッチン
グ速度が小さく、レジスト、反射防止膜（ＢＡＲＣ）およびエッチング残渣を除去できな
い。ＨＦ濃度を高くすると、溶媒にメタノールを使用しているため銅の腐食が激しい。し
たがって、Ｃｕ／ｌｏｗ－ｋ多層配線構造を形成するために使用する剥離液としては適さ
ない。
【０１６８】
　比較例３６～４１は特開平１１－３４０１８３号公報の実施例で示された組成物で有機
溶媒をメタノールからイソプロパノール（ＩＰＡ）に変えて、本発明の被処理物を処理し
た結果である。イソプロパノールを用いた場合でも、ＨＦ濃度が低い場合や、ＨＦ濃度が
高くても水分量が少ない場合には、レジスト、反射防止膜（ＢＡＲＣ）およびエッチング
残渣を除去できない。
【０１６９】
　比較例４２、比較例４３は、有機溶媒として酢酸を用い、ＨＦ濃度が低い場合と高い場
合を示したものである。ＨＦ濃度が低いとレジスト、反射防止膜およびエッチング残渣の
いずれも除去することはできない。濃度が高い場合は、レジスト、反射防止膜およびエッ
チング残渣のいずれも除去できるが、絶縁膜バリアであるＳｉＣとｌｏｗ－ｋ膜の界面が
剥離し、ｌｏｗ－ｋ膜のサイドエッチングが進み設計寸法どおりの加工形状が得られない
。
【０１７０】
【表１０】
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【０１７１】
　試験例６：断面形状
　実施例４７～６３と比較例５～４３について、基板を垂直方向に切断した断面図をＳＥ
Ｍで観察し、剥離液での処理前の断面図と比べ、ｌｏｗ－ｋ膜への剥離液の影響を確認し
た。実施例４７～６３では断面形状は剥離液での処理の前後で実質的に変わっておらず、
ｌｏｗ－ｋ膜がダメージを受けていないことが確認できた。
【０１７２】
　本発明の剥離液によれば、ｌｏｗ－ｋ膜にダメージを与えることなく、レジスト、反射
防止膜およびこれらを含むエッチング残渣を除去することが可能であることがわかった。
【０１７３】
　比較例１０
　ＨＦ／Ｈ２Ｏ＝０．５ｍａｓｓ％／９９．５ｍａｓｓ％
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　比較例１０ではレジスト、反射防止膜は剥離できるがＬｏｗ－ｋ膜にダメージを与えて
しまいＬｏｗ－ｋ膜とともに剥離した。
【０１７４】
　比較例５～９、１１、１２はレジスト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣
を除去できていないため，形状の評価もできなかった。これらを除去でするまで処理時間
を長くすると、ｌｏｗ－ｋ膜のエッチング量が多くなり、設計寸法どおりの加工ができな
くなり、加工形状は著しく悪くなる。
【０１７５】
　比較例１３～４３でも、レジスト、反射防止膜およびこれらを含むエッチング残渣を除
去できていないため，形状の評価できない場合や、レジスト、反射防止膜およびこれらを
含むエッチング残渣のいずれかを除去できても加工形状がよくない場合ばかりであった。
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