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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
集積回路配線構造を形成するための方法であって、以下を含む前記方法：
ａ）電気絶縁性の領域と電気伝導性の銅含有領域とを含む部分的に完成した配線構造を提
供すること、前記部分的に完成した配線構造は平面の表面を有する；
ｂ）マンガン、クロム及びバナジウムからなる群から選択される金属（Ｍ）を前記電気伝
導性の銅含有領域の少なくとも一部の上又はその中に堆積させること；
ｃ）前記堆積させた金属を前記電気伝導性の領域の少なくとも一部へ拡散させて銅金属合
金を形成すること；
ｄ）絶縁性フィルムを前記銅金属合金の少なくとも一部の上に堆積させること、ここで前
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記銅金属合金の少なくとも一部と接触している前記堆積させた絶縁性フィルムの領域は、
酸素を含まない；
ｅ）前記銅金属合金の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反応させて、バリア層を形
成すること、ここで前記バリア層は金属、ケイ素及び窒素を含む。
【請求項２】
リソグラフィーを行って、前記絶縁性フィルム中に少なくともひとつのビア及び／又はト
レンチを形成することを更に含む、請求項１の方法。
【請求項３】
前記堆積させた金属（Ｍ）と同じ第二の金属又は前記堆積させた金属（Ｍ）と異なる第二
の金属を前記絶縁性フィルム上に堆積させ、そして、
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前記堆積させた第二の金属の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反応させて、第二の
バリア層を形成することを更に含む、請求項２記載の方法。
【請求項４】
前記少なくともひとつのビア及び／又はトレンチを銅で充填することを更に含む、請求項
３記載の方法。
【請求項５】
前記銅を研磨して、平面の表面を有する第二の部分的に完成した配線構造を得ることを更
に含み、ここで前記第二の部分的に完成した配線構造は、電気絶縁性領域及び電気伝導性
の銅含有領域を含む、請求項４記載の方法。
【請求項６】
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前記金属（Ｍ）を堆積させること、前記絶縁性フィルムを堆積させること、前記反応させ
ること、前記リソグラフィーを行うこと、前記充填すること、及び前記研磨すること、の
うち少なくとも一つを繰り返す、請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記反応させることが、熱アニール法を含む、請求項１記載の方法。
【請求項８】
請求項２に記載の方法であって：
ａ）前記少なくともひとつのビア又はトレンチは、側壁及び電気伝導性の銅含有底部領
域を含み、ここで前記側壁は一種又はそれより多い種の電気絶縁性材料を含む；
ｂ）マンガン、クロム、及びバナジウムからなる群から選択される金属（Ｍ）を前記部分
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的に完成した配線構造上に堆積させること；
ｃ）前記堆積させた金属及び前記一種又はそれより多い種の電気絶縁性材料の反応により
、第二の絶縁性側壁領域を形成すること；
ｄ）前記金属を前記底部領域から除去又は拡散させて、前記電気伝導性の銅含有底部領域
を曝露させること；そして、
ｅ）前記ビア又はトレンチを銅により充填すること
をさらに含む前記方法。
【請求項９】
ｆ）前記ビア又は前記トレンチに充填させたすべての過剰な銅を除去して、平面の表面を
有する第二の部分的に完成した配線構造を得ることを更に含み、前記第二の部分的に完成
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した配線構造が、電気絶縁性領域及び電気伝導性の銅含有領域を含む、請求項８記載の方
法。
【請求項１０】
ｇ）マンガン、クロム、及びバナジウムからなる群から選択される第二の金属（Ｍ）を前
記電気伝導性の銅含有領域の少なくとも一部の上又はその中に堆積させること；
ｈ）絶縁性フィルムを前記堆積させた第二の銅金属合金の少なくとも一部の上に堆積させ
ること、前記堆積させた第二の銅金属合金の前記少なくとも一部と接触している前記絶縁
性フィルムの領域は、酸素を含まない；
ｉ）前記堆積させた第二の銅金属合金の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反応させ
て、バリア層を形成すること、ここで前記バリア層は金属、ケイ素及び窒素を含む
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を更に含む、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
ｊ）リソグラフィーを行って、ビア又はトレンチを前記絶縁性フィルム中に形成して、ビ
ア又はトレンチを有する部分的に完成した配線構造を得ること
を更に含む、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
前記金属（Ｍ）を堆積させること、前記第二の絶縁性側壁を形成すること、前記除去又は
拡散すること、前記充填すること、前記第二の金属を堆積させること、前記絶縁性フィル
ムを堆積させること、前記反応させること、及び前記リソグラフィーを行うことのうち少
なくともひとつを繰り返すことを更に含む、請求項１１記載の方法。
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【請求項１３】
前記金属（Ｍ）を堆積させることが、ＣＶＤ又はＡＬＤを用いて行われる、請求項１又は
８記載の方法。
【請求項１４】
前記金属（Ｍ）を堆積させることが、物理堆積法を用いて行われる、請求項１又は８記載
の方法。
【請求項１５】
請求項８の工程ｂ）の前記堆積させた金属（Ｍ）を前記電気伝導性領域の少なくとも一部
の中に拡散させて、銅金属合金を形成することを更に含む、請求項８記載の方法。
【請求項１６】

10

請求項３の前記堆積させた第二の金属、又は請求項１０の前記堆積させた第二の金属（Ｍ
）を前記電気伝導性領域の少なくとも一部の中に拡散させて、銅金属合金を形成すること
を更に含む、請求項３又は１０記載の方法。
【請求項１７】
前記拡散することが、熱アニール法を含む、請求項１５又は１６記載の方法。
【請求項１８】
前記絶縁性フィルムを堆積させることの前に、前記電気絶縁性領域上に堆積させた又は前
記電気絶縁性領域と反応させたすべての銅金属合金を除去することを更に含む、請求項１
記載の方法。
【請求項１９】
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前記絶縁性フィルムを堆積させることの前に、前記電気絶縁性領域上に堆積させた又は前
記電気絶縁性領域と反応させたすべての銅金属合金又は第二の銅金属合金を除去すること
を更に含む、請求項１０記載の方法。
【請求項２０】
前記除去することが、研磨を用いて行われる、請求項１８又は１９記載の方法。
【請求項２１】
前記除去することが、化学エッチングを用いて行われる、請求項１８又は１９記載の方法
。
【請求項２２】
前記電気絶縁性材料が、ケイ素及び酸素を含む、請求項８記載の方法。
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【請求項２３】
前記絶縁性フィルム又は前記電気絶縁性材料が、ケイ素及び窒素を含む、請求項１又は８
記載の方法。
【請求項２４】
前記反応させることが、熱アニール法を含む、請求項１０記載の方法。
【請求項２５】
前記金属がマンガンである、請求項１又は８記載の方法。
【請求項２６】
前記金属を、次の構造
［Ｍ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ
（式中、ＡＭＤはアミジネートであり、ｍ＝２又は３であり、そしてｎは１〜３である）
を有する金属アミジネートを用いて堆積させる、請求項１又は８記載の方法。
【請求項２７】
前記金属アミジネートが、次の構造
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【化１】

10
１

（式中、Ｒ

、Ｒ

２

３

、Ｒ

１

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、及びＲ

が、水素、アルキル基、アリー

ル基、アルケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル基、又はフルオロアルキル基、
又は他の非金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

が、各々独立して、アルキル基、又はフ

ルオロアルキル基、又はシリルアルキル基、又はアルキルアミド基である、請求項２７記
載の方法。
【請求項２９】
前記金属アミジネートが、マンガン（ＩＩ）ビス（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルペンチルア
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ミジネート）
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ１
３

、及びＲ２

は、イソプロピル基であり、そしてＲ３及びＲ

はｎ−ブチル基である）

を含む、請求項２７記載の方法。
【請求項３０】
前記絶縁性フィルムが、少なくとも一つの絶縁性副層を含む、請求項１又は８記載の方法
。
【請求項３１】
前記副層が、接着強化副層、エッチストップ副層、多孔質誘電性副層、及び稠密誘電性副
層を含む、請求項３０記載の方法。
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【請求項３２】
前記接着強化副層が窒化ケイ素であり、前記エッチストップ副層が炭化ケイ素であり、前
記多孔質誘電性副層が２．５より低い誘電率を有し、そして前記稠密誘電性副層が２．５
より高い誘電率を有する、請求項３１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
本出願は、それらの内容を全体として参照により本明細書中に援用する２００８年３月
２１日付けで出願された米国特許出願第６１／０３８，６５７号、２００８年４月８日付
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けで出願された米国特許出願第６１／０４３，２３６号、及び２００８年６月２０日付け
で出願された米国特許出願第６１／０７４，４６７号の利益を請求する。
著作権の注意
本特許開示は、著作権の保護を受ける材料を含んでいる場合がある。著作権者は、特許
文献又は特許開示の何者かによるファックスによる複製に対して、米国特許商標庁の特許
ファイル又は記録において見られることから、何の異議もないが、すべてのあらゆる著作
権を留保する。
参照による援用
本明細書中に引用するすべての特許、特許出願、及び刊行物は、本明細書中に記載され
る発明の日において当業者に知られる技術の状態をより完全に記載するために、その全体
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を参照により本明細書中に援用する。
【背景技術】
【０００２】
銅（Ｃｕ）は、マイクロプロセッサやメモリなどのマイクロエレクトロニックデバイス
の配線のために選択される材料として、アルミニウムを置換する。しかし、ケイ素などの
半導体中における銅の存在は、半導体中に形成されるトランジスタの適切な機能を妨げ得
る欠陥を引き起こす。また、銅は、銅線の間に配置された二酸化ケイ素などの絶縁体を通
る電流の漏れを増加させる。したがって、銅線の使用により、銅をその適切な場所に閉じ
込めるために、効率的な拡散バリアが銅線を取り囲むことが要求される。
【０００３】
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また、銅は、電子が回路内において流れる方向に移動する傾向がある。このエレクトロ
マイグレーションプロセスは、高い電気抵抗につながる可能性があり、又は、充分に大き
な空隙が銅配線内に形成される場合は、更には開回路につながる可能性がある。この不所
望な動きの殆どは、銅の表面に沿って起こる。したがって、銅配線がエレクトロマイグレ
ーションを抑制する材料により取り囲まれることが、長い寿命を維持するために重要であ
る。タンタル金属（Ｔａ）は、現在使用されている銅配線の底部及び側面に関してこの機
能に役立つ。銅配線の頂部（ビアにより上方のレベルと接続しない部分）は、ＳｉＣ又は
Ｓｉ３Ｎ４により覆われる。しかしながら、これらの材料は、エレクトロマイグレーショ
ンに対して銅を保護する際にＴａほど有効ではない。また、ＳｉＣ又はＳｉ３Ｎ４は、絶
縁体の残部よりも高い誘電率を有するという不都合があるので、回路のキャパシタンスを
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増加させ、配線を通して信号を伝達することができる速度を低下させる。
【０００４】
エレクトロマイグレーションに対して改良された寿命は、銅線の頂部上に選択的にリン
（ＣｏＷＰ）又はホウ素（ＣｏＷＢ）を含有するコバルト−タングステン合金の非電着性
（electroless）堆積により達成されている。この選択的な方法は、絶縁体の表面上にこ
れらの電気伝導性合金が堆積するのを避けるように想定されている。これゆえに、ＣＭＰ
工程により曝露されたすべての銅の表面の頂部上にセルフアライン伝導性拡散バリアをも
たらすべきである。しかし、選択性の欠如は、Ｃｕ線の間の絶縁体を越える電気的短絡を
引き起こし、そのためにこの方法は大量生産には信頼性をないものとなる。このセルフア
ライン法の別の不都合は、合金バリアが、その後にＣｕ充填ビアと接触することになるＣ
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ｕの部分上に残るということである。これらの区域においては、ＣｏＷＰ又はＣｏＷＢ合
金は、電気回路の一部となり、下位の層においてビアとＣｕとの間に合金層が存在しない
場合のより低い値よりもその電気抵抗を増加させる。
【０００５】
銅ビアと下位の銅との間の直接的な低抵抗のコンタクトは、スパッタリングされたＣｕ
−Ｍｎ合金を使用し、その後に電気めっきし、次いで熱アニールして、Ｃｕ−Ｍｎ合金と
絶縁体との間の界面にセルフアラインＭｎＳｉｘＯｙ拡散バリア層を形成することにより
実証されている。熱アニールは、ＭｎをＣｕ−Ｍｎ層から除去し、その結果、残余のより
純粋なＣｕが低い抵抗を有するように想定されている。Ｍｎは、拡散して絶縁体上にＭｎ
ＳｉｘＯｙ層を形成するか、又は銅の頂部の自由表面に拡散して、そこで、アニール雰囲
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気における酸素との反応によりＭｎＯｘ層（およそｘ＝２）を形成する。次いで、このＭ
ｎＯｘ層をＣＭＰの間に残りの過剰なＣｕとともに除去する。この方法の不都合は、粒径
を大きくし、それによりＣｕの電気抵抗を低下させるように想定されたアニールの間、Ｍ
ｎ不純物がＣｕ中に存在することである。アニールの間のＭｎ不純物の存在は、粒子成長
を制限する可能性があり、それによりＣｕの最終抵抗をＭｎ不純物が存在しない場合より
も増加させる可能性がある。この方法の別の不都合は、一部のＭｎ不純物がアニールの後
であってもＣｕ中に残る可能性があり、それによりその電気抵抗が純粋なＣｕよりも高く
なる可能性があることである。
【０００６】
また、拡散バリアとして作用し得るＭｎＯｘ層を形成するために、酸素含有雰囲気にお
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いて銅配線の上方の表面にＭｎを拡散することも提案されている。しかし、そのようなＭ
ｎＯｘ層は、銅に対する接着が非常に弱く、したがってエレクトロマイグレーションの前
に、そのような構造の寿命は不所望に短い。
【０００７】
マンガン含有金属−有機前駆体及び酸素含有ガスによるＣＶＤ又はＡＬＤを使用して、
銅のためのマンガン酸化物バリア層を形成することが更に提案されている。しかし、その
ようなマンガン酸化物バリア層は、絶縁体中に拡散するのではなく、絶縁体の表面上に形
成される。これゆえに、ＭｎＯバリアは、別の方法では伝導性銅金属が占有し得る空間を
ふさぎ、これゆえに銅線の抵抗は不所望に増加する。また、そのようなマンガン酸化物バ
リアに対する銅の接着は、エレクトロマイグレーションに対する機械的安定性及び長い寿
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命のために望まれるよりも低い場合がある。
【発明の概要】
【０００８】
この技術は、マイクロエレクトロニクスにおいて使用される銅配線に関し、より特定的
には、銅と周囲の材料との間の強固な接着を確保するための材料及び手法に関し、配線か
ら銅が拡散するのを妨げるバリアを提供し、酸素及び水が銅中に拡散しないようにし、そ
して銅線が運ぶ電流により銅線が損傷しないようにする。
【０００９】
アニールの間又はその後にＣｕ中に存在する金属不純物を有するという不都合無く、マ
イクロエレクトロニックデバイスにおけるセルフアライン（自己整合）拡散バリアを形成
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するための方法を説明する。一の態様においては、Ｍｎ、Ｃｒ、又はＶなどの金属を、Ｃ
ｕ含有シード層の堆積前に、ビア及びトレンチの内部で絶縁体の表面と反応させる。好ま
しくは、Ｍｎ、Ｃｒ、又はＶは、等角の（conformal）化学気相堆積（ＣＶＤ）法により
表面に送られ、Ｍｎ、Ｃｒ、又はＶのための前駆体の他には、いかなる酸素含有共反応体
の使用も伴わない。これゆえに、この方法は、ビアの底部における金属酸化物の形成によ
りビア抵抗を増加させない。金属反応に続いて、Ｃｕシード層を好ましくはＣＶＤにより
堆積させる。また、シード層は、その後にＣｕに還元される銅酸化物（Ｃｕ２Ｏ）、 銅
窒化物（Ｃｕ３Ｎ）、又は銅酸窒化物（ＣｕＯｚＮｗ）などの銅化合物として堆積させる
ことができる。
【００１０】
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本発明の別の側面は、Ｍｎ、Ｃｒ、又はＶを、ＣＭＰ工程の直後に、部分的に完成した
配線の平面の表面上に堆積させる。表面の絶縁性部の頂部上では、Ｍｎ、Ｃｒ、又はＶが
、絶縁体中に含有されたケイ素及び酸素と反応して、絶縁性の金属シリケート層、例えば
、金属がＭｎであるＭｎＳｉｘＯｙ層を形成する。金属ＭｎがＣｕ線の頂部（Ｃｕが充填
されたトレンチの頂部）上に堆積される領域においては、ＭｎがＣｕの頂部層中に溶解し
て、Ｃｕ−Ｍｎ合金を形成する。次いで、次に高いレベルの絶縁体のための絶縁体の全面
的な堆積が、Ｃｕ−Ｍｎ領域及びＭｎＳｉｘＯｙ領域の両方の上に形成される。この絶縁
体の初期堆積部分がＳｉ３Ｎ４である態様において、堆積の間及び／又はその後のアニー
ルの間に、Ｃｕ−Ｍｎ表面層中のＭｎは、上方に拡散して絶縁体と反応し、Ｃｕと絶縁体
との間にＭｎＳｉｘＮｙ拡散バリアを形成する。また、このＭｎＳｉｘＮｙ層の存在は、
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Ｃｕとその上部の絶縁体との間の接着を高める。
【００１１】
これらの側面の両方の組合せは、拡散バリアとその表面のすべての上のＣｕを取り囲む
接着層に強い接着性をもたらす。これらのＭｎＳｉｘＯｙ層及びＭｎＳｉｘＮｙ層は、例
えば、電子素子、回路、デバイス、及びシステムを製造するための、導電性の高い、接着
性の強い、そして耐久性のある銅層を提供する。
【００１２】
一定の態様において、本出願は、集積回路配線構造を形成するための方法を説明する。
本方法は、以下を含む：電気絶縁性の領域と電気伝導性の銅含有領域とを含む部分的に完
成した配線構造を提供すること、前記部分的に完成した配線構造は実質的に平面の表面を
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有する；マンガン、クロム及びバナジウムからなる群から選択される金属（Ｍ）を前記電
気伝導性の銅含有領域の少なくとも一部の上又はその中に堆積させること；絶縁性フィル
ムを前記堆積させた金属の少なくとも一部の上に堆積させること、ここで前記堆積させた
金属の少なくとも一部と接触している前記堆積させた絶縁性フィルムの領域は、実質的に
酸素を含まない；及び、前記堆積させた金属の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反
応させて、バリア層を形成すること、ここで前記電気伝導性の銅含有領域は、元素状態の
金属（Ｍ）を実質的に含まない。
【００１３】
他の態様において、本方法は、以下を含む：ビア又はトレンチを有する部分的に完成し
た配線構造を提供すること、前記ビア又は前記トレンチは、一又はそれより多い電気絶縁
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性材料により規定される側壁及び電気伝導性の銅含有底部領域を含む；マンガン、クロム
、及びバナジウムからなる群から選択される金属（Ｍ）を前記部分的に完成した配線構造
上に堆積させること；前記堆積させた金属及び前記一又はそれより多い電気絶縁性材料の
反応により、第二の絶縁性側壁領域を形成すること；前記金属を前記底部領域から除去又
は拡散させて、前記電気伝導性の銅含有底部領域を曝露させること；そして、前記ビア又
はトレンチを銅により充填すること。
【００１４】
他の態様において、マンガンはクロム又はバナジウムにより置換されてもよい。
本発明の他の特徴及び利点は、以下の説明及び添付図面、ならびに特許請求の範囲から
明らかになるだろう。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、化学的機械的研磨（ＣＭＰ）工程の後の、本発明にしたがった、部分的
に完成した配線構造の頂部の概略断面図である。
【図２】図２は、金属堆積後の図１の構造である。
【図３】図３は、金属シリケートの除去後の図２の構造である。
【図４】図４は、全面的な絶縁体を堆積した後の図３の構造である。
【図５】図５は、リソグラフィー及び絶縁体中のビア又はトレンチのエッチング後の図４
の構造である。
【図６】図６は、アニール後の図５の構造である。
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【図７】図７は、別の金属退席後の図６の構造である。
【図８】図８は、アニール後の図７の構造である。
【図９】図９は、シード層の堆積及び銅による充填後の図８の構造である。
【図１０】図１０は、化学的機械的研磨後の図９の構成である。
【図１１】図１１は、Ｃｕ／ＳｉＯ２／Ｓｉ基板上のＣＶＤ Ｍｎの断面高解像度透過顕
微鏡写真の結果である。
【図１２】図１２は、表面の元素分析とともに、５００℃でのアニール及びＣｕのエッチ
ングの後の（ａ）Ｃｕ／ＳｉＯ２／Ｓｉ及び（ｂ）Ｃｕ／ＭｎＳｉｘＯｙ／Ｓｉの走査型
電子顕微鏡写真である。
【図１３】図１３は、４００℃にてアニールする前後の（ａ）Ｃｕ／ＳｉＯ２／Ｓｉ及び
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（ｂ）Ｃｕ／ＭｎＳｉｘＯｙ／Ｓｉのサンプルについて、キャパシタンス−電圧の曲線を
示す。
【図１４】図１４は、１ＭＶ／ｃｍ電界のもとで２５０℃にてアニールする前後の（ａ）
Ｃｕ／ＳｉＯ２／Ｓｉ及び（ｂ）Ｃｕ／ＭｎＳｉｘＯｙ／Ｓｉのサンプルについて、キャ
パシタンス−電圧の曲線を示す。
【図１５】図１５は、低ｋ絶縁体上にＣＶＤにより形成されたＭｎＳｉｘＯｙ層の断面を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
マイクロエレクトロニックデバイスのための部分的に完成したマルチレベル線構造を図
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１に示す。この構造は、絶縁性区域１０、例えばシリカ、と電気伝導性区域２０、例えば
銅とを含み、拡散バリア２５により隔てられた、完成した低いレベルの線の頂部を形成す
る実質的に平面の表面を含む。一部の態様においては、この拡散バリアは、ケイ酸マンガ
ンを含むことができる。典型的には、この段階でのデバイスは、ＣＭＰにより処理されて
おり、その後に洗浄される。
【００１７】
次に、Ｍｎ金属を表面上に堆積する。Ｍｎは、絶縁体１０の曝露された区域と反応して
、図２に３０とマークされた絶縁性ＭｎＳｉｘＯｙ層を形成する。表面２０の曝露された
Ｃｕ区域において、ＭｎはＣｕの上方部分中に拡散して、ＣｕＭｎ合金４０を形成する。
堆積の前の上方の表面の場所は、矢印４５、４５

で示してある。典型的には、Ｍｎは加

10

熱された基板上に堆積する。基板の温度が充分に高く（典型的には１５０℃より高い温度
）、Ｍｎの体積が充分に遅い場合は、Ｍｎの反応及び拡散は、堆積の終わりまでに完了し
得る。絶縁体との反応及びＣｕ中への拡散が堆積の間に完了しない場合、堆積後のアニー
ルを使用して、反応及び拡散を完了させることができる。
【００１８】
Ｍｎは、化学的及び物理的方法をはじめとする任意の都合のよい方法により堆積させる
ことができる。化学的方法としては、化学気相蒸着法（ＣＶＤ）及び原子層堆積（ＡＬＤ
）が挙げられる。物理的方法としては、スパッタリング及び蒸発が挙げられる。基板は平
面であるので、堆積法による工程有効範囲はこの工程には重要ではない。これゆえに、物
理的方法は、不充分な工程有効範囲を有するが、この堆積工程について適切である。また
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、ＣＶＤは、具体的なＣＶＤ法が良好な工程有効範囲を有するか否かにかかわらず、この
工程において使用することができる。
【００１９】
ＭｎＳｉｘＯｙ層３０は、図３に示すように、場合により、Ｍｎ堆積後に除去すること
ができる。最後の工程において形成されるＭｎＳｉｘＯｙ層３０は、電気絶縁体であるが
、その洩れ電流は、一部の用途において望まれるものよりも高い場合がある。そのような
場合において、デバイスにおける洩れ電流を低減するためにこの金属シリケート層３０を
除去してもよい。シリケート層３０は、研磨、湿潤エッチング、又は乾燥エッチングなど
の、任意の都合のよい手段により除去することができる。除去は非選択であることができ
、シリケートと同じ速度で動を除去し、それにより平坦な表面が維持される。別の方法で
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は、シリケート層３０は、図３に図示するように、銅を除去することなく選択的に除去す
ることができる。得られる平坦で無い表面は、次の工程において全面的な絶縁体を堆積す
るための等角的（conformal）方法が必要となる。
【００２０】
次に、図４に示すように、全面的な絶縁体層５０をこの構造上に堆積する。図４におけ
る構造は絶縁性層１０の上にシリケート層３０を含むことを銘記されたい。プラズマＣＶ
Ｄ又はスピンコーティングをはじめとする当技術分野において知られている方法のうち任
意のものを使用して、この絶縁体層をつくることができる。Ｓｉ及びＯを含む絶縁体組成
物を使用することができる。一定の態様においては、Ｓｉを含むがＯを実質的に含まない
、ＳｉＮ、ＳｉＣ、ＳｉＣＮなどを含む絶縁体組成物を使用することができる。一定の態
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様においては、絶縁体層は、絶縁性材料のいくつかの副層であって、各々が全体の絶縁性
層に対して具体的な機能を付加する副層を堆積することにより構築することができる。例
えば、その下にあるマンガンドープ銅層に対する接着性を高める、Ｓｉ３Ｎ４などの第一
の絶縁性副層５１を使用することができる。一定の態様においては, 副層５１は、酸素を
実質的に含まない。一定の態様においては、酸素を実質的に含まない副層５１は、酸素を
含む副層５１の接着により得られるよりも、マンガンドープ銅層に対する接着を高めるこ
とができる。次に、炭化ケイ素などのエッチストップ副層５２を副層５１の頂部上に堆積
することができる。エッチストップ副層５２は、ホール（ビア）のエッチングに関して適
切な深さを規定する助けとなることができる。一定の態様においては、次の絶縁性副層５
３は、非常に低い誘電率（典型的には、約２．５未満のｋ）をもつ多孔質誘電性であるこ
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とができる。最終的な絶縁性副層５４は、より高い誘電率（約２．５より高いｋ）をもつ
稠密な非多孔質誘電性であることができ、より脆い多孔質誘電性層を機械的な損傷から保
護し、水が多孔質誘電性層の孔中に入らないようにする助けとなることができる。一定の
態様においては、副層５３及び５４は、Ｓｉ及びＯを含有し得る。副層５３の別の機能は
、副層５４を通るトレンチの底部を規定するためのエッチストップ層としてであることが
できる。当業者には容易に明らかとなるであろうが、具体的な絶縁体層５０について数多
くのバリエーション（厚さ、層の組合せ、材料の組成、など）が本発明の範囲内にある。
簡単のために、本出願中における絶縁性層５０に対する参照は、本明細書中に説明した一
又はそれより多い副層を包含するものと理解すべきである。
【００２１】

10

リソグラフィー及びエッチングを使用して、ホール（ビア）１００及びトレンチ１１０
を絶縁体層５０中にパターン付けする。得られる構造の概略断面を図５に示す。
この構造をアニールして、図６に示すように、絶縁性シリカ層５０とＣｕＭｎ合金層４
０の間の界面にＭｎＳｉｘＮｙ層６０を形成する（副層５１としてＳｉ３Ｎ４の使用を仮
定する）。ＭｎＳｉｘＮｙ層６０は、Ｃｕが層２０から拡散しないためのバリアとして役
立ち、また、Ｃｕ２０と絶縁体５０との間に強い接着を提供する。また、ＭｎＳｉｘＮｙ
は、酸素又は水が絶縁体層５０からＣｕ層２０中に拡散するのを防ぐのに役立つ。アニー
ル後、Ｍｎ−Ｃｕ合金層４０からの殆どのＭｎは、ＭｎＳｉｘＮｙ層６０中に位置する；
しかし、一部のＭｎは、アニールの間に層２０の上方の表面に移動して、マンガン酸化物
層（図示せず）を形成する場合がある。Ｃｕ表面上に残存するすべてのマンガン酸化物は
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、指向性スパッタリングにより、あるいは、ギ酸などの蒸気又は液体酸溶液による選択的
エッチングにより、除去することができる。これは、Ｃｕ層２０の上方の表面と近接する
ＭｎＳｉｘＮｙ層６０との間のわずかな凹み６５により示される。
【００２２】
次に、好ましくは、ＣＶＤ又はＡＬＤなどの等角的（conformal）方法によりＭｎの別
の層を堆積する。この工程により、ビア及びトレンチの壁上に層８０が形成され、これは
、副層５４としてシリカ、副層５１として窒化ケイ素を使用する場合は、頂部付近のＭｎ
ＳｉｘＯｙ及び底部付近のＭｎＳｉｘＮｙと変化し得る。この工程により、更に、図７Ａ
に示すように、絶縁体層５０の上方の表面上にＭｎＳｉｘＯｙ９０の頂部層が形成され得
る。ＣｕＭｎ合金層７０は、初めは、層２０の曝露された銅表面上に形成されるが、次い
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でＭｎは拡散して、層６０などの絶縁体表面の多くを形成する。これらの層の形成が堆積
の終わりまでに完了しない場合は、追加のアニール、及び場合により酸エッチングを使用
して、銅２０層がＭｎ不純物を実質的に含まない図８に示す構造を形成する。
【００２３】
次に、好ましくは、ＣＶＤ、ＡＬＤ、又はＩＰＬＤなどの等角的な（conformal）方法
によりＣｕのシード層を形成する。次いで、ビア及びトレンチを電気めっきにより充填し
て、図９に示す構造を形成する。この純粋なＣｕ層１２０をアニールして、粒径を大きく
し、抵抗を低下させる。
【００２４】
最終的に、過剰な銅をＣＭＰにより除去して、図１０に示す構造をつくる。この段階は
、もうひとつ多い配線ステージが仕上げられた図１の構造に相当する。
一又はそれより多い態様において、気相堆積を使用して、Ｍｎ、Ｃｒ、及びＶからなる
群から選択される金属Ｍを堆積させる。式［Ｍ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ（式中、ＡＭＤはアミジ
ネートリガンドであり、典型的には、ｍ＝２又は３であり、ｎ＝１又は２である）の金属
アミジネート化合物を前駆体として使用することができる。ｍ＝２及びｎ＝１の場合につ
いて、これらの化合物は以下の構造：
【００２５】
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【化１】

10
【００２６】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

は、水素、炭化水素基、置換さ

れた炭化水素基、及び非金属原子の他の基のうち一又はそれより多くの非金属原子から構
成される基である）を有することができる。Ｍｎを堆積させるためのひとつＣＶＤ法にお
いて、マンガンアミジネート蒸気を加熱した基板と接触させる。基板がＣｕである場合、
ＣｕＭｎ合金が形成される。基板がケイ素及び酸素を含有する場合は、ＭｎＳｉｘＯｙの
絶縁性表面層が形成される。これらの層を形成するために、加熱される表面の温度は、充
分に高い温度、典型的には１５０℃より高い温度、又は好ましくは３００℃を超える温度
20

であるべきである。
【００２７】
一又はそれより多い態様において、Ｍｎ含有前駆体は、次式：［Ｍ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ
（式中、ＡＭＤはアミジネートであり、そしてｍ＝２又は３であり、ｎは１〜３であるこ
とができる）を有するマンガンアミジネートであることができる。 ｍ＝２、ｎ＝１であ
るこれらの化合物の一部は、次の構造１
【００２８】
【化２】
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【００２９】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

は、水素、炭化水素基、置換さ

れた炭化水素基、及び非金属原子の他の基のうち一又はそれより多くの非金属原子から構
成される基である）を有する。一部の態様においては、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１
３

、及びＲ

、Ｒ２

は、水素、アルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、トリアルキル

シリル、アルキルアミド、又はフルオロアルキル基、又は他の非金属原子若しくは基から
独立して選択されてもよい。
【００３０】
例示的な炭化水素基としては、Ｃ１−Ｃ６アルキル基、Ｃ２−Ｃ６アルケニル基、及び
Ｃ２−Ｃ６アルキニル基が挙げられる。これらは分枝又は非分枝であることができる。
アルキル基

とは、直鎖又は分枝鎖又は環式の炭化水素基であることができる、示さ
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れた数の炭素原子を含有する飽和炭化水素鎖をいう。例えば、Ｃ１−Ｃ６は、その基が１
〜６個（両端を含む）の炭素原子をその中に有し得ることを示す。アルキル基の例として
は、これらに限定されないが、エチル基、プロピル基、イロプロピル基、ブチル基、及び
ｔｅｒｔ−ブチル基が挙げられる。環式アルキル基の例としては、これらに限定されない
が、シクロプロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、
シクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、シクロヘキシルエチル基、及びシクロヘプ
チル基が挙げられる。
【００３１】
Ｃ２−Ｃ６アルケニル基

とは、２〜６個の炭素原子と少なくとも１個の二重結合を

含有する直鎖又は分枝鎖の不飽和炭化水素をいう。Ｃ２−Ｃ６アルケニル基の例としては

10

、これらに限定されないが、エチレン、プロピレン、１−ブチレン、２−ブチレン、イソ
ブチレン、ｓｅｃ−ブチレン、１−ペンテン、２−ペンテン、イソペンテン、１−ヘキセ
ン、２−ヘキセン、３−ヘキセン、及びイソヘキセンから水素を除去することにより誘導
される基が挙げられる。
【００３２】
Ｃ２−Ｃ６アルキニル基

とは、２〜６個の炭素原子と少なくとも１個の三重結合を

含有する直鎖又は分枝鎖の不飽和炭化水素をいう。Ｃ２−Ｃ６アルキニル基の例としては
、これらに限定されないが、アセチレン、プロピン、１−ブチン、２−ブチン、イソブチ
ン、ｓｅｃ−ブチン、１−ペンチン、２−ペンチン、イソペンチン、１−ヘキシン、２−
ヘキシン、及び３−ヘキシンから水素を除去することにより誘導される基が挙げられる。

20

【００３３】
置換された炭化水素基

とは、１〜６個の炭素原子を含有する飽和又は不飽和の直鎖

又は分枝鎖の炭化水素で、ハロゲン、ホウ素、又はホウ素含有基などの、他の官能基によ
り更に置換することができるものをいう。
【００３４】
ハロゲン

とは、フッ素、塩素、臭素、又はヨウ素の原子をいう。ハロゲン化された

炭化水素としては、フッ素化、塩素化、又は臭素化されたアルキルが挙げられる。例示的
なフッ素化された炭化水素としては、フルオロアルキル基、フルオロアルケニル基、及び
フルオロアルキニル基、ならびにこれらの組合せが挙げられる。
30

【００３５】
非金属原子の基

としては、窒素含有基及びケイ素含有基が挙げられる。例示的な窒

素含有Ｒ基としては、アミン（ＮＲ

Ｒ

）（式中、Ｒ

及びＲ

は、Ｈ、Ｃ１−Ｃ６ア

ルキル基、Ｃ２−Ｃ６アルケニル基、又はＣ２−Ｃ６アルキニル基、及びこれらの組合せ
のうち一又はそれより多くを含む）が挙げられる。
【００３６】
例示的なケイ素含有Ｒ基としては、シリル基（ＳｉＲ
Ｒ

、及びＲ

Ｒ

Ｒ

）（式中、Ｒ

、

は、Ｈ、Ｃ１−Ｃ６アルキル基、Ｃ２−Ｃ６アルケニル基、又はＣ２

−Ｃ６アルキニル基、及びこれらの組合せのうち一又はそれより多くを含む）が挙げられ
る。
40

【００３７】
１

一部の態様において、Ｒ

２

、Ｒ

３

、Ｒ

１

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、及びＲ

は、各々、独立

して、アルキル基、又はフルオロアルキル基、又はシリルアルキル基、又はアルキルアミ
ド基である。一部の態様において、Ｒｎ基は、１〜４個の炭素原子を含有する。他の態様
において、Ｍｎ前駆体は、構造１のオリゴマーである（ｎ＝２又はそれより大きい）。マ
ンガンアッミジネートは、マンガン（ＩＩ）ビス（Ｎ，Ｎ
１

ミジネート）（一般式１において、Ｒ
３

あり、そしてＲ

及びＲ

３

、Ｒ

２

、Ｒ

１

−ジイソプロピルペンチルア

、及びＲ２

はイソプロピル基で

はｎ−ブチル基であるものに対応する）を含み得る。

【００３８】
ＣＶＤ法において、ビス（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルペンチルアミジネート）マンガン

（ＩＩ）蒸気を、１００〜５００℃、又は好ましくは１５０〜４００℃の温度まで加熱し

50

(12)

JP 5820267 B2 2015.11.24

てある炉に流す。ＣｕＭｎ合金は、曝露された銅表面上に形成される。ＭｎＳｉｘＯｙ層
は、絶縁性区域上の拡散バリアとして形成される。一部の態様において、ＭｎＳｉｘＯｙ
層及びＣｕＭｎ層のマンガン含量は、１〜１０ｎｍの厚さ、又はより好ましくは２〜５ｎ
ｍの厚さをもつマンガン金属フィルムと等しい。別の態様では、蒸気を９０℃を超える温
度の二水素ガス（Ｈ２）と混合して、ＣＶＤ法のために使用する。
【００３９】
マンガンアミジネートは、任意の慣用的な方法によりつくることができる。例えば、参
照によりその全体を援用する国際公開第２００４／０４６４１７号公報を参照されたい。
一又はそれより多い態様において、金属前駆体は、一般式（Ｃｐ）ｑＭｒ（ＣＯ）ｓ（
式中、Ｃｐは、五個までの基により置換されたシクロペンタジエニルラジカルであり、そ

10

してｑ、ｒ、及びｓは、任意の正の整数である）に相当するシクロペンタジエニルリガン
ド及びカルボニルリガンドを含み得る。これらの化合物は、以下の構造：
【００４０】
【化３】

20

【００４１】
を有し得る。
一又はそれより多い態様において、Ｍｎ含有前駆体は、次式（ＭｅＣｐ）Ｍｎ（ＣＯ）
３を有するマンガンシクロペンタジエニルトリカルボニルであることができる。これらの

化合物の一部は構造２
【００４２】

30

【化４】

40

【００４３】
（式中、式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５基は、水素、炭化水素基、置換された
炭化水素基、及び本命所中にこれまで説明したような非金属原子の他の基などの非金属原
子の一又はそれより多くからつくられる）を有する。一部の態様において、Ｒ１、Ｒ２、
Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５は、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、トリ
アルキルシリル基、又はフルオロアルキル基、又は他の非金属原子若しくは基から独立し
て選択されてもよい。一部の態様において、Ｒｎ基は、１〜４個の炭素原子を含有する。
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このタイプの好ましい化合物は、商業的に入手可能なメチルシクロペンタジエニルマンガ
ントリカルボニル、（ＭｅＣｐ）Ｍｎ（ＣＯ）３（式中、Ｒ１はメチル基であり、そして
他のＲｎは水素である）である。
【００４４】
一又はそれより多い態様において、金属前駆体は、式Ｍ（Ｃｐ）２（式中、Ｃｐは、五
個までの基により置換されたシクロペンタジエニルラジカルである）で、ふたつのＣｐリ
ガンドを含んでもよい。これらの化合物は、次の構造：
【００４５】
【化５】
10

【００４６】

20

を有し得る。
一又はそれより多い態様において、Ｍｎ含有前駆体は、式Ｍ（Ｃｐ）２を有するマンガ
ンシクロペンタジエニルであることができる。これらの化合物の一部は、式３
【００４７】
【化６】

30

【００４８】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１

、Ｒ２

、Ｒ３

、Ｒ４

、及びＲ５

は、水素、炭化水素基、置換された炭化水素基、及び本明細書中にこれまでに説明したよ

40

うな非金属原子の他の基などの一又はそれより多い非金属原子からつくられる）を有する
。一部の態様において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１
、及びＲ５

、Ｒ２

、Ｒ３

、Ｒ４

は、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、トリアルキ

ルシリル基、又はフルオロアルキル基、又は他の非金属原子若しくは基から独立して選択
されてもよい。一部の態様において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１
３

Ｒ

４

、Ｒ

、及びＲ

５

、Ｒ２

、

は、各々独立して、アルキル基、又はフルオロアルキル基、

又はシリルアルキル基、又はアルキルアミド基である。一部の態様において、Ｒｎ基は、
１〜４個の炭素原子を含有する。
【００４９】
Ｃｕのシード層は、ＣＶＤ又はＡＬＤなどの方法により堆積させることができる。ＡＬ
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Ｄ法は、例えば、Zhengwen Li, Antti Rahtu and Roy G. Gordon in the Journal of the
Electrochemical Society, volume 153, pages C787‑C794 (2006)及びZhengwen Li and
Roy G. Gordon in the journal Chemical Vapor Deposition, volume 12, pages 435‑441
(2006)により説明されている。ＣＶＤ法は、Journal of the Electrochemical Society,
volume 155, issue 7, pages H496‑H503 (2008)において刊行されたHoon Kim, Harish B
. Bhandari, Sheng Xu and Roy G. Gordonによる論文中に説明されている。この文献にお
いて、銅酸窒化物又は銅酸化物の滑らかで薄い層を慣用的な気相蒸着手法を用いてはじめ
に堆積し、次いで、堆積させた層を室温での水素プラズマによる還元により滑らかな銅フ
ィルムに還元する。銅酸化物フィルムを銅金属に還元するための別の方法は、ジメチルア
10

ミンボラン又は金属臭素水素化物などの還元剤の液体溶液による反応である。
【００５０】
一旦、銅の薄い等角の（conformal）シード層をこれらの方法のうちのひとつによりつ
くったら、電気化学的堆積を用いて、当技術分野において既知の手法によりトレンチ及び
ビアを銅で充填することができる。電気化学的堆積は、コスト効果のある方法で、空隙又
はシームのない純粋な銅を提供できるという利点を有する。
【００５１】
前述の説明において、本発明をＭｎ金属に関して説明してきた。しかし、本発明は、バ
ナジウム及びクロム金属も同様に包含し、これらの金属は本明細書中に提供する説明に関
してマンガンと交換することができる。例えば、これまでに説明した前駆体は、次の構造
：［Ｃｒ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ又は［Ｃｒ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ（式中、ＡＭＤはアミジネートで

20

あり、そしてｍ＝２又は３であり、そしてｎは１〜３であることができる）を有するクロ
ム又はバナジウムアミジネートであることができる。
【実施例】
【００５２】
実施例１
マンガンのための前駆体として役立つ化合物は、ビス（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルプロ

ピオンアミジナート）マンガン（ＩＩ）と呼ばれ、その化学式を以下に示す。
【００５３】
【化７】
30

40

【００５４】
この化合物を、以下の方法により合成した。すべての反応及び操作は、不活性雰囲気の
箱又は標準Schlenk手法のいずれかを用いて、純粋な二窒素雰囲気下で行った。すべての
ガラス製品は、反応を行う前に１５０℃にて１２時間、オーブンに貯蔵した。ジエチルエ
ーテルをInnovative Technology溶媒精製システムを用いて精製し、貯蔵することなく、
精製から新たに使用した。ブチルリチウム（ヘキサン中１．６Ｍ）、Ｎ，Ｎ

− ジイソ

プロピルカーボジイミド、塩化マンガン（ＩＩ）（無水ビーズ）をAldrichから購入し、
受容したまま使用した。容積低減工程及び蒸発工程を真空で行った。
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【００５５】
ビス（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルプロピオンアミジナート）マンガン（ＩＩ）。−３０

℃にて、ブチルリチウム（ヘキサン中１．６Ｍ、１００ｍＬ、１６０ｍｍｏｌ）の溶液を
２５０ｍＬのジエチルエーテル中、Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルカーボジイミドのよく撹拌

された溶液に滴下した。薄い黄色がかった混合物を、周囲温度まで温める前に、−３０℃
にて４時間維持した。塩化マンガン（１０．０ｇ、７９．５ｍｍｏｌ）を固体として溶液
に添加し、すべてのピンク色がかった塩化マンガンビーズが反応するまで（およそ４８時
間）反応混合物を撹拌した。得られる濁ったオレンジ色の混合物をガラスフリット上のセ
ライトのパッドを通過させてろ過して、透明なオレンジ色−茶色の溶液を得た。すべての
揮発性物質を除去し、黄色−茶色の固体が残り、１２０℃、２０ｍＴｏｒｒにて、凝縮器

10

及び生成物の融点である６０℃より高い温度まで加熱した受容フラスコへと真空蒸留した
。薄い黄色がかった液体凝縮物は、室温まで冷却するときに受容フラスコ中で固化し、２
７．４ｇ、６５ｍｍｏｌ、すなわち８２％の収率の純粋な生成物を与えた。ビス（Ｎ，Ｎ
−ジイソプロピルプロピオンアミジナート）マンガン（ＩＩ）は薄い黄色の結晶質固体
であり、空気に曝露した場合すぐに黒く変わる。
【００５６】
ＣＶＤ実験のために、液体マンガン前駆体を９０℃の温度にて、高度に精製した窒素の
流れ（水及び酸素の濃度が窒素の１０−９未満）へと蒸発させた。前駆体の蒸気圧は、こ
の温度においておよそ０．１ｍｂａｒと見積もられる。
【００５７】

20

シリカ基板は、熱的に酸化させたケイ素、又はシリカ堆積ＡＬＤ、又はプラズマＣＶＤ
によるもののいずれかである。ＣＶＤは、２００〜４００℃の温度及び約５Ｔｏｒｒの全
圧にて、管型炉内にて、熱い肉厚管型反応器（直径３６ｍｍ）において行った。Ｎ２キャ
リアガスの流速は６０ｓｅｅｍである。堆積させたマンガンの量を、Rutherford後方散乱
分光（ＲＢＳ）により測定した。
【００５８】
ＭｎＳｉｘＯｙ形成は、断面高解像度透過顕微鏡写真（ＨＲＴＥＭ）により評価した。
Ｃｕの拡散に対するバリアとしてのＭｎＳｉｘＯｙの有効性を、４つのやり方で試験した
：キャパシタの視覚的外観、シート抵抗、Ｃｕシリサイド形成、及びキャパシタンス−電
圧（ＣＶ）の分析。Ｃｕ拡散試験について、厚さ８ｎｍのＳｉＯ２の層を、２１５℃での

30

ＡＬＤにより、ＨＦ−エッチングされたシリコンウェーハ上で成長させ、その後、３５０
℃にて１０分間、ＭｎをＣＶＤし、厚さ２．３ｎｍのＭｎ金属フィルムに同等の量のＭｎ
金属を堆積させ、シリカ表面と反応させて、より厚いＭｎＳｉｘＯｙ層を形成した。Ｓｉ
Ｏ２の対照サンプルは、ＣＶＤ Ｍｎ処理を省略した。次いで、厚さ約２００ｎｍのＣｕ
層を、ＣＶＤ ＭｎＳｉｘＯｙ又はＳｉＯ２層の頂部上に堆積させた。純粋な窒素雰囲気
におけるアニールを４００、４５０、及び５００℃で１時間行った。ＣＶ分析のために、
ＣＶＤ Ｍｎを、３００ｎｍの熱的ＳｉＯ２の上に堆積させた。Ｃｕパッド（５００μｍ
径の円）を、シャドーマスクを通じて熱的蒸発により形成した。
【００５９】
ＳｉＯ２上に堆積させた薄いＭｎ層（厚さ２．３ｎｍのＭｎ金属に等しい）は、Ｍｎは

40

絶縁体と反応して高い抵抗性を有するＭｎＳｉｘＯｙを形成するために、有意な電気伝導
性を持っていない。これゆえに、金属Ｍｎの堆積はこの結果により証明されない。Ｍｎ金
属を最初に堆積したことを確認するため、ＭｎをＳｉＯ２／Ｓｉ基板上で蒸発させてＣｕ
上に厚さ５０ｎｍで堆積させた。得られる構造を断面ＨＲＴＥＭにより試験した。図１１
は、ＣＶＤ Ｍｎ金属がＣｕ層に拡散し、ＳｉＯ２と反応して、ＣｕとＳｉＯ２の間に厚
さ約２〜５ｎｍの非晶質のＭｎＳｉｘＯｙ層が形成されたことを示している。ＭｎＳｉｘ
Ｏｙ層はＣｕにおいて結晶粒界付近でより厚く、それに伴い、Ｍｎの拡散はより早い。こ
の結果は、Ｍｎ金属堆積の明確な証拠である。
【００６０】
これらの層は、Ｍｎ堆積後に強い接着力を示す。テープ接着試験後に除去された材料は
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なかった。これらの層の接着を４点接着試験により、より定量的に測定して、５Ｊｍ−２
より大きかった。この値は、ＣＭＰ及びその後のマイクロエレクトロニックデバイスにお
ける機械的応力に耐えるために充分に高い。対照実験において、その後のＭｎ堆積なしで
ＳｉＯ２上に堆積させたＣｕは、その接着が不充分であるために、テープにより簡単には
がれた。
【００６１】
ＭｎＳｉｘＯｙの銅バリアとしての有効性を、ＰＶＤ Ｃｕ（２００ｎｍ）／ＣＶＤ Ｍ
ｎ（２．３ｎｍ）／ＡＬＤ ＳｉＯ２（８ｎｍ）／Ｓｉのサンプル構造物を用いて評価し
た。ＭｎＳｉｘＯｙ層をＣｕとＡＬＤ ＳｉＯ２層の間に形成した。これらのサンプルの
光沢のあるＣｕの色とシート抵抗は、窒素中４００又は４５０℃でのアニールにより変わ

10

らなかった。５００℃のアニールの後、Ｍｎなしの対照サンプルは、Ｃｕが薄いＡＬＤ
ＳｉＯ２を通ってケイ素中に大量に拡散したために、黒く変わり、そのシート抵抗は２０
０倍に増加した。ＣＶＤ Ｍｎサンプルは、対照的に、その光沢のあるＣｕ色を維持し、
５００℃であってもわずかな抵抗の増加しか示さなかった。
【００６２】
Ｃｕ拡散について分析するため、残余のＣｕ層を硝酸中に溶解し、次いで、ケイ酸マン
ガン及びシリカを希ＨＦにより除去した。次いで、エッチングした表面をエネルギー分散
型Ｘ線分光計（ＥＤＸ）及び走査型顕微鏡（ＳＥＭ）により分析した。図１２は、５００
℃で１時間アニール後のＳＥＭの結果を示す。わずかなＣｕ含有スポットは、ケイ素の結
晶方向により配向されたＣｕシリサイド結晶である。対照のサンプルは、その表面の大部

20

分がＣｕシリサイドに覆われていることを示す。対照サンプルは、ＥＤＸ分析においてケ
イ素の信号よりも強い大きなＣｕ信号を示し、薄いＡＬＤ ＳｉＯ２によりＣｕの拡散が
可能となったことが確認された。ＣＶＤ Ｍｎ処理サンプルは、大面積ＥＤＡＸによりＣ
ｕを示さなかった。小さい面積のＳＥＭ像は、ＥＤＡＸによるＣｕを示し、ＭｎＳｉｘＯ
ｙバリアが５００℃で局所的に損傷していることを示した。これらのスポットは、ほこり

、又はフィルム中の他の欠陥から生じたもので、クリーンルーム環境で処理されなかった
。
【００６３】
Ｃｕをキャパシター電極へとパターン付けすることにより、バリア特性の電気的試験を
行った。４５０℃で１時間アニールしたサンプルのＣＶ曲線を図１３に示す。対照サンプ

30

ルにおける負の電極への大きなシフト（−４．９Ｖ）は、シリカ絶縁体中に拡散する正の
Ｃｕイオンを原因とする。対照的に、ＭｎＳｉｘＯｙにより保護されたシリカは、非常に
小さいシフトしか示さない（−０．１Ｖ）。この電気的試験は、少量のＣｕの拡散に対し
て他の試験よりもより敏感である。また、これらのＣＶ曲線は、ＳｉＯ２のキャパシタン
スがＣＶＤ Ｍｎ処理により有意には変化しないことを実証している。
【００６４】
また、同様のキャパシターのアニールを２５０℃にて１ｍＶ／ｃｍの印加電圧のもとで
行った。バイアス温度応力（ＢＴＳ）試験は、ＣｕのＳｉＯ２への拡散に関してより敏感
な方法である。対照サンプルは、ＢＴＳ条件においてわずか２分後にキャパシタンス挙動
を失い（図１４（ａ））、大量のＣｕがＳｉに拡散し、その結果、Ｓｉが半導体として作

40

用しなくなったことを推測させた。しかし、ＣＶＤ Ｍｎ処理サンプルはそのＣＶ曲線に
有意な変化はなかった（図１４（ｂ））。このＢＴＳ試験の結果により、ＭｎＳｉｘＯｙ
層の良好なＣｕバリア特性が確認された。
【００６５】
また、ＭｎＳｉｘＯｙ層は、銅層を腐食する酸素及び水に対する良好なバリアであるこ
とが分かった。金属シリケート 層がいかに良く銅を保護するかについて試験するため、A
pplied Materialsからの商業的な低ｋ多孔質絶縁体層をこれまでに説明したようにマンガ
ンにより被覆し、その後にＣＶＤ 銅により被覆した。銅の頂部表面は、Science, volume
298, pages 402 ‑ 406 (2002)に説明される方法による、２０ｎｍのＡＬＤ シリカで保
護した。サンプルを複数のピースに切断して、低ｋ絶縁体の端部を曝露させ、その結果、
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酸素又は水蒸気は低ｋ層中に拡散することが可能であった。３００℃で２４時間乾燥空気
に曝露した後、サンプルは、その光沢のある銅色を維持していた。ＣＶＤ マンガン処理
なしの対照サンプルは、同じ曝露により暗い銅酸化物へと腐食された。この試験は、ケイ
酸マンガン層が酸素に対する良好なバリアであることを示す。多湿雰囲気（８５℃にて湿
度８５％で２４時間）における同様な試験は、ケイ酸マンガン層は水蒸気に対する良好な
バリアであることを示した。
【００６６】
ＭｎＳｉｘＯｙ層の形成により、Ｃｕ／ＳｉＯ２界面の接着が高められ、ＭｎのＣＶＤ
の前のテープ接着試験は不合格であったが、ＭｎのＣＶＤ後は合格した。接着強度は、４
点接着試験により測定した。サンプルは、ＭｎのＣＶＤによりシリコンウエーハ上の熱的
ＳｉＯ２上に調製した。次いで、２００℃でのＣＶＤを使用して、銅Ｎ，Ｎ

10

−ジ−ｓｅ

ｃ−ブチルアセトアミジネートと水素（Ｈ２）の蒸気の反応によりＣｕを形成した。接着
エネルギーは、１０．１±１Ｊｍ−２であった。一般的には、５Ｊｍ−２が耐久性のある
配線とするための最小の閾値要件と考えられる。
【００６７】
断面透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を使用して、低ｋ絶縁体の表面におけるＭｎＳｉｘＯ
ｙ層の像（図１５）をつくった。この像は、ＭｎＳｉｘＯｙ層を暗い特色のないバンドと

して示し、この層が非晶質ガラスであることを示している。断面ＳＥＭ及びＴＥＭ検討に
より、ホール中のＣＶＤ Ｍｎ及びＣｕＯＮ堆積物のコンフォーマリティ（conformality
20

）が４０：１のアスペクト比で確認された。
実施例２
ビス（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルプロピオンアミジナート）マンガン（ＩＩ）の代わり

にマンガンシクロペンタジエニルトリカルボニル、ＭｎＣｐ（ＣＯ）3に関して実施例１
を繰り返す。同様の結果が得られる。
実施例３
マンガンの代わりにクロムに関して実施例１を繰り返す。同様の結果が得られる。
実施例４
マンガンの代わりにバナジウムに関して実施例１を繰り返す。同様の結果が得られる。
実施例５
改良された接着がＭｎ拡散ＣｕとＳｉＣＮ絶縁性フィルムの間に得られた。Ｍｎ拡散Ｃ

30

ｕ層とＳｉＣｎ層の間の接着エネルギーについて定量的な４点接着試験を実施した。５０
ｎｍの銅がＳｉＣＮ層（BLoK（商標）、Applied Materials）上に蒸発した。Ｃｕは、接
着が非常に不充分であることを示し、接着エネルギーは３Ｊｍ−２未満であった。次に、
同様のＣｕ／ＳｉＣＮ層を３５０℃で１０分間、ＣＶＤ Ｍｎにより処理した。この方法
により、銅中のマンガン不純物のために、シート抵抗が０．５オーム／平方から１オーム
／平方に増加した。次いで、この構造物を窒素雰囲気中４００℃で１時間アニールした。
次いで、マンガンが表面又は界面に拡散したために、シート抵抗は０．５オーム／平方よ
りわずかに低い値に戻った。Ｃｕフィルムからのマンガンの拡散はＳＩＭＳ分析により確
認された。熱処理後、接着エネルギーは、マンガンが界面まで拡散し界面又は反応層をつ
くったために、１２Ｊｍ−２より大きい値まで顕著に増加した。接着エネルギーは、実施

40

−２

例１において得られた１０．１±１Ｊｍ

より大きかった。

実施例６
更に大きい接着が、Ｍｎ拡散Ｃｕ層及びＳｉ３Ｎ４層の間で観察された。２０ｎｍのＣ
ｕを実施例１と同様にＣＶＤにより、予めプラズマ活性化ＣＶＤによりＳｉ３Ｎ４で被覆
したシリコンウエーハ上に堆積させた。次いで、２．３ｎｍのＭｎを実施例１に説明した
ＣＶＤ法により堆積させた。次に、別の２０ｎｍのＣｕをＣＶＤにより堆積させ、その後
にプラズマ活性化ＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ）により３０ｎｍのＳｉ３Ｎ４を堆積させた。これ
らの層の接着は、４点接着試験の間に分けることができないほど強かった。その代わりに
、高強度エポキシは、８０Ｊｍ−２を超える脱着エネルギー密度において欠損した。した
がって、実施例１のシリカ層ではなくＳｉ３Ｎ４層を用いて少なくとも８倍の接着強度が
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観察された。
【００６８】
ＣＶＤ Ｍｎ工程なしでつくられた対照サンプルは、約７Ｊｍ−２のはるかに低い脱着
エネルギー密度において欠損した。
これらの結果は、Ｓｉ３Ｎ４のキャッピング層に対するＣｕの接着は、ＭｎをＣＶＤに
よりＣｕ層に添加することにより、大きく強化できることを示す。ＭｎドープＣｕのキャ
ッピング層に対するはるかに強い接着により、キャップされた線の頂部に沿ったエレクト
ロマイグレーションを抑えることができる。これゆえに、このキャッピング法は、それら
がエレクトロマイグレーションにより欠損する前に、はるかに長い配線の寿命をもたらす
。Ｍｎ、Ｓｉ、及びＮを含む界面接着層は、酸素を含む界面層よりもより強く、銅金属を

10

Ｓｉ３Ｎ４に対して接着する。
実施例７
加えて、Ｍｎキャッピング法は、銅線の間の絶縁体を維持することが可能である。この
効果を実証するために、７０ｎｍ幅のＳｉＯ２を基材とする絶縁性線により隔てられた長
い（〜４ｃｍ）平行なＣｕ配線をもつコーム（comb）試験構造を調製した。上方の表面は
、化学的機械的研磨により実質的に平坦に調製した。線の間の漏れ電流は、２ボルトで測
定して１０−１２アンペア未満であった。実施例１におけるように５分間のＭｎのＣＶＤ
、及び２０ｎｍのＳｉ３Ｎ４のＰＥＣＶＤの後、漏れ電流は、この低いベースラインレベ
ルに維持される。線の長さに沿った抵抗は、おそらくＣＶＤ法の間の銅粒子の寸法の成長
のために、その初期値からわずかに低下する。

20

【００６９】
もちろん、当業者であれば、技術分野に対する本貢献の精神及び範囲から逸脱すること
なく、本発明の方法に対して種々の修飾及び追加をなしうることは認識される。したがっ
て、理解すべきである。これにより与えることを求める保護は、本発明の範囲内にある請
求項の主題とそのすべての均等物に拡張されるとみなすべきである。（発明の態様）
［１］
集積回路配線構造を形成するための方法であって、以下を含む前記方法：
ａ）電気絶縁性の領域と電気伝導性の銅含有領域とを含む部分的に完成した配線構造を
提供すること、前記部分的に完成した配線構造は実質的に平面の表面を有する；
ｂ）マンガン、クロム及びバナジウムからなる群から選択される金属（Ｍ）を前記電気

30

伝導性の銅含有領域の少なくとも一部の上又はその中に堆積させること；
ｃ）絶縁性フィルムを前記堆積させた金属の少なくとも一部の上に堆積させること、こ
こで前記堆積させた金属の少なくとも一部と接触している前記堆積させた絶縁性フィルム
の領域は、実質的に酸素を含まない；
ｄ）前記堆積させた金属の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反応させて、バリア
層を形成すること、ここで前記電気伝導性の銅含有領域は、元素状態の金属（Ｍ）を実質
的に含まない。
［２］
リソグラフィーを行って、前記絶縁性フィルム中に少なくともひとつのビア及び／又は
トレンチを形成することを更に含む、１の方法。

40

［３］
前記堆積させた金属と同じであっても又は異なっていてもよい第二の金属を堆積させ、
そして、前記堆積させた第二の金属の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反応させて
、第二のバリア層を形成することを更に含む、２記載の方法。
［４］
前記少なくともひとつのビア及び／又はトレンチを銅で充填することを更に含む、３記
載の方法。
［５］
前記銅を研磨して、実質的に平面の表面を有する第二の部分的に完成した配線構造を得
ることを更に含み、ここで前記第二の部分的に完成した配線構造は、 電気絶縁性領域及
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び電気伝導性の銅含有領域を含む、４記載の方法。
［６］
前記金属を堆積させること、前記絶縁性フィルムを堆積させること、前記反応させるこ
と、前記リソグラフィーを行うこと、前記充填すること、及び前記研磨すること、のうち
少なくとも一つを繰り返す、５記載の方法。
［７］
金属（Ｍ）を堆積させることが、ＣＶＤ又はＡＬＤを用いて行われる、１記載の方法。
［８］
金属（Ｍ）を堆積させることが、物理堆積法を用いて行われる、１記載の方法。
10

［９］
前記堆積させた金属を前記電気伝導性領域の少なくとも一部に拡散させて、銅金属合金
を形成することを更に含む、１記載の方法。
［１０］
前記拡散させることが、熱アニール法を含む、９記載の方法。
［１１］
前記絶縁性フィルムを堆積する前に、前記電気絶縁性領域上に堆積させた又は前記電気
絶縁性領域と反応させたすべての金属を除去することを更に含む、１記載の方法。
［１２］
前記除去することが、研磨を用いて行われる、１記載の方法。

20

［１３］
前記除去することが、化学エッチングを用いて行われる、１記載の方法。
［１４］
前記堆積させた絶縁性フィルムがケイ素及び窒素を含む、１記載の方法。
［１５］
前記反応させることが、熱アニール法を含む、１記載の方法。
［１６］
前記金属がマンガンである、１記載の方法。
［１７］
前記金属を、次式：［Ｍ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ
（式中、ＡＭＤはアミジネートであり、ｍ＝２又は３であり、そしてｎは１〜３である）

30

を有する金属アミジネートを用いて堆積させる、１記載の方法。
［１８］
前記金属アミジネートが、次の構造
【化８】

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

が、水素、アルキル基、アリー

ル基、アルケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル基、若しくはフルオロアルキル
基、又は他の非金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、１７記載の方法。
［１９］
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

が、各々、独立して、アルキル基、又

はフルオロアルキル基、又はシリルアルキル基、又はアルキルアミド基である、１８記載
の方法。
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［２０］
前記金属アミジネートが、マンガン（ＩＩ）ビス（Ｎ，Ｎ
アミジネート）（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ１
てＲ３及びＲ３

、及びＲ２

−ジイソプロピルペンチル

はイソプロピル基であり、そし

はｎ−ブチル基である）を含む、１８記載の方法。

［２１］
前記金属を、次式：（Ｃｐ）ｑＭｒ（ＣＯ）ｓ（式中、Ｃｐは、五個までの基により置
換されたシクロペンタジエニルラジカルであり、そしてｑ、ｒ、及びｓは、正の整数であ
る）を有する金属シクロペンタジエニルカルボニルを用いて堆積させる、１記載の方法。
［２２］
10

前記金属シクロペンタジエニルカルボニルが、次の構造
【化９】

20
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５基は、水素、アルキル基、アリール基、アル
ケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル基、又はフルオロアルキル基、又は他の非
金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、２１記載の方法。
［２３］
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５が、各々独立して、アルキル基、又はフルオロアル
キル基、又はシリルアルキル基、又はアルキルアミド基である、２２記載の方法。
［２４］
前記金属シクロペンタジエニルカルボニルが、メチルシクロペンタジエニルマンガント
リカルボニル、（ＭｅＣｐ）Ｍｎ（ＣＯ）３を含む、２１記載の方法。

30

［２５］
前記金属を、次式Ｍ（Ｃｐ）２
（式中、Ｃｐは、五個までの基により置換されたシクロペンタジエニルラジカルである）
を有する金属シクロペンタジエニルを用いて堆積させる、１記載の方法。
［２６］
前記金属シクロペンタジエニルが、次の構造
【化１０】

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１

、Ｒ２

、Ｒ３

、Ｒ４

、及びＲ５

は、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル基、又
はフルオロアルキル基、又は他の非金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、２５記載の方法。
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［２７］
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１

、Ｒ２

、Ｒ３

、Ｒ４

、及びＲ５

が、各

々独立して、アルキル基、又はフルオロアルキル基、又はシリルアルキル基、又はアルキ
ルアミド基である、２６記載の方法。
［２８］
前記絶縁性フィルムは、少なくとも一つの絶縁性副層を含む、２６記載の方法。
［２９］
前記副層が、接着強化副層、エッチストップ副層、多孔質誘電性副層、及び稠密誘電性
副層を含む、２８記載の方法。
［３０］

10

前記接着強化副層が窒化ケイ素であり、前記エッチストップ副層が炭化ケイ素であり、
前記多孔質誘電性副層が２．５より低い誘電率を有し、そして前記稠密誘電性副層が２．
５より高い誘電率を有する、２９記載の方法。
［３１］
集積回路配線構造を形成するための方法であって：
ａ）ビア又はトレンチを有する部分的に完成した配線構造を提供すること、前記ビア又
は前記トレンチは、一又はそれより多い電気絶縁性材料により規定される側壁及び電気伝
導性の銅含有底部領域を含む；
ｂ）マンガン、クロム、及びバナジウムからなる群から選択される金属（Ｍ）を前記部
分的に完成した配線構造上に堆積させること；

20

ｃ）前記堆積させた金属及び前記一又はそれより多い電気絶縁性材料の反応により、第
二の絶縁性側壁領域を形成すること；
ｄ）前記金属を前記底部領域から除去又は拡散させて、前記電気伝導性の銅含有底部領
域を曝露させること；そして、
ｅ）前記ビア又はトレンチを銅により充填すること
を含む前記方法。
［３２］
ｆ）前記ビア又は前記トレンチに充填させたすべての過剰な銅を除去して、実質的に平
面の表面を有する部分的に完成した配線構造を得ることを更に含み、前記第二の部分的に
完成した配線構造が、電気絶縁性領域及び電気伝導性の銅含有領域を含む、３１記載の方

30

法。
［３３］
ｇ）マンガン、クロム、及びバナジウムからなる群から選択される第二の金属（Ｍ）を
前記電気伝導性の銅含有領域の少なくとも一部の上又はその中に堆積させること；
ｈ）絶縁性フィルムを前記堆積させた第二の金属の少なくとも一部の上に堆積させるこ
と、前記堆積させた第二の金属の前記少なくとも一部と接触している前記絶縁性フィルム
の領域は、酸素を実質的に含まない；
ｉ）前記堆積させた第二の金属の少なくとも一部を前記絶縁性フィルムと反応させて、
バリア層を形成すること、前記電気伝導性の銅含有領域は、元素状態の金属（Ｍ）を実質
的に含まない、

40

を更に含む、３２記載の方法。
［３４］
ｊ）リソグラフィーを行って、ビア又はトレンチを前記絶縁性フィルム中に形成して、
ビア又はトレンチを有する部分的に完成した配線構造を得ること
を更に含む、３３記載の方法。
［３５］
前記金属を堆積させること、前記第二の絶縁性側壁を形成すること、前記除去又は拡散
すること、前記充填すること、前記第二の金属を堆積させること、前記絶縁性フィルムを
堆積させること、前記反応させること、及び前記リソグラフィーを行うことのうち少なく
ともひとつを繰り返すことを更に含む、３４記載の方法。
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［３６］
前記金属（Ｍ）を堆積させることが、ＣＶＤ又はＡＬＤを用いて行われる、３１記載の
方法。
［３７］
前記金属（Ｍ）を堆積させることが、物理堆積法を用いて行われる、３１記載の方法。
［３８］
前記堆積させた第二の金属を前記電気伝導性領域の少なくとも一部の中に拡散させて、
銅−金属合金を形成することを更に含む、３３記載の方法。
［３９］
前記拡散することが、熱アニール法を含む、３８記載の方法。

10

［４０］
前記絶縁性フィルムを堆積させることの前に、前記電気絶縁性領域上に堆積させた又は
前記電気絶縁性領域と反応させたすべての第二の金属を除去することを更に含む、３１記
載の方法。
［４１］
前記除去することが、研磨を用いて行われる、４０記載の方法。
［４２］
前記除去することが、化学エッチングを用いて行われる、４０記載の方法。
［４３］
前記電気絶縁性材料が、ケイ素及び酸素を含む、３１記載の方法。

20

［４４］
前記電気絶縁性材料が、ケイ素及び窒素を含む、３１記載の方法。
［４５］
前記反応させることが、熱アニール法を含む、３３記載の方法。
［４６］
前記金属がマンガンである、３１記載の方法。
［４７］
前記金属を、次の構造
［Ｍ（ＡＭＤ）ｍ］ｎ
（式中、ＡＭＤはアミジネートであり、ｍ＝２又は３であり、そしてｎは１〜３である）

30

を有する金属アミジネートを用いて堆積させる、３１記載の方法。
［４８］
前記金属アミジネートが、次の構造
【化１１】

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

が、水素、アルキル基、アリー

ル基、アルケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル基、又はフルオロアルキル基、
又は他の非金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、４７記載の方法。
［４９］
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１

、Ｒ２

、及びＲ３

が、各々独立して、アルキル基、又は

フルオロアルキル基、又はシリルアルキル基、又はアルキルアミド基である、４８記載の
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方法。
［５０］
前記金属アミジネートが、マンガン（ＩＩ）ビス（Ｎ，Ｎ

−ジイソプロピルペンチル

アミジネート）
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ１
３

、及びＲ２

は、イソプロピル基であり、そしてＲ３及びＲ

はｎ−ブチル基である）

を含む、４８記載の方法。
［５１］
前記金属を、次の構造
10

（Ｃｐ）ｑＭｒ（ＣＯ）ｓ
（式中、Ｃｐは、五個までの基で置換されたシクロペンタジエニルラジカルであり、そし
てｑ、ｒ、及びｓは正の整数である）
を有する金属シクロペンタジエニルカルボニルを用いて、堆積させる、３１記載の方法。
［５２］
前記金属シクロペンタジエニルカルボニルが、次の構造
【化１２】

20

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５基は、水素、アルキル基、アリール基、アル
ケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル基、又はフルオロアルキル基、又は他の非
金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、５１記載の方法。
30

［５３］
１

Ｒ

２

、Ｒ

、Ｒ

３

、Ｒ

４

、及びＲ

５

が、各々独立して、アルキル基、又はフルオロアル

キル基、又はシリルアルキル基、又はアルキルアミド基である、５２記載の方法。
［５４］
前記金属シクロペンタジエニルカルボニルが、メチルシクロペンタジエニルマンガント
リカルボニル、（ＭｅＣｐ）Ｍｎ（ＣＯ）３を含む、５３記載の方法。
［５５］
前記金属を、次の構造
Ｍ（Ｃｐ）２
（式中、Ｃｐは、五個までの基で置換されたシクロペンタジエニルラジカルである）
を有する金属シクロペンタジエニルを用いて堆積させる、３１記載の方法。
［５６］
前記金属シクロペンタジエニルが、次の構造
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【化１３】

10
１

（式中、Ｒ

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、Ｒ

４

、Ｒ

５

１

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、Ｒ

４

、Ｒ

５

、及びＲ

は、水素、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、トリアルキルシリル
基、又はフルオロアルキル基、又は他の非金属原子若しくは基から独立して選択される）
を有する、５５記載の方法。
［５７]
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１

、Ｒ２

、Ｒ３

、Ｒ４

、及びＲ５

が、各

々独立して、アルキル基、又はフルオロアルキル基、又はシリルアルキル基、又はアルキ
ルアミド基である、５６記載の方法。
［５８］
前記絶縁性フィルムが、少なくとも一つの絶縁性副層を含む、３３記載の方法。
［５９］
前記副層が、接着強化副層、エッチストップ副層、多孔質誘電性副層、及び稠密誘電性
副層を含む、５８記載の方法。
［６０］
前記接着強化副層が窒化ケイ素であり、前記エッチストップ副層が炭化ケイ素であり、
前記多孔質誘電性副層が２．５より低い誘電率を有し、そして前記稠密誘電性副層が２．
５より高い誘電率を有する、５９記載の方法。
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