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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ダイに設けられたシリサイド層上にコンタクトを形成する方法であって、
　コンタクトホールの側壁及び、前記コンタクトホールの底部に位置する自然酸化物層に
、バリア層を堆積するステップを有し、前記側壁は、絶縁層の前記コンタクトホールによ
り形成されており、前記自然酸化物層は前記シリサイド層上に位置しており、
　前記コンタクトホールの前記底部の前記シリサイド層上に位置する前記自然酸化物層を
同時スパッタエッチング／堆積プロセスを使用して除去するステップを有する、方法。
【請求項２】
　前記コンタクトホールの前記底部の前記シリサイド層上に位置する前記自然酸化物層を
除去する前記ステップでは、前記バリア層及び前記自然酸化物層を同時にスパッタエッチ
ングし、かつ、前記バリア層にチタン／窒化チタンを堆積する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記同時スパッタエッチング／堆積プロセスの、スパッタエッチング／堆積比は１．０
より大きい、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記絶縁層は、前記コンタクトホールに隣接して位置する上部コーナー領域を含み、前
記同時スパッタエッチング／堆積プロセスにおいては前記絶縁層の前記上部コーナー領域
をエッチングしない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記コンタクトホールは電気接続幅を有しており、前記電気接続幅は、前記同時スパッ
タエッチング／堆積プロセスでは増大しない、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記同時スパッタエッチング／堆積プロセスはアルゴンスパッタエッチングを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記絶縁層は、ＰＥＣＶＤ酸化物を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　半導体ダイに位置するシリサイド層上にコンタクトを形成する方法であって、
　コンタクトホールの側壁、及び、前記コンタクトホールの底部に位置する自然酸化物層
に、バリア層を堆積するステップを含み、前記側壁は、絶縁層の前記コンタクトホールに
よって形成され、
　前記バリア層の一部、及び、前記コンタクトホールの底部に位置する自然酸化物層を除
去し、前記シリサイド層を露出させるステップを含み、前記コンタクトホールの前記側壁
に前記バリア層を堆積するステップを、前記コンタクトホールの上部におけるバリア層の
厚さが、前記コンタクトホールの底部における厚さよりも大きくなるように最適化される
、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、半導体デバイス製造分野に関する。より詳細には、本発明は、半導
体ダイの半導体デバイスのコンタクト形成分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンタクトは、特に、半導体ダイのトランジスタ領域及び、そのトランジスタ領域の上
に位置する、相互接続金属層間に接続を与える。高回路密度を実現するために、通常、こ
れらのコンタクトは高いアスペクト比を有し、互いに接触することなく、もしくは、干渉
することなく、半導体ダイの狭い領域に適合する必要がある。そのようなものとして、コ
ンタクト形成中、コンタクトホール幅を制御して、幅が十分に狭いコンタクトを実現する
ことが重要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のコンタクト製造プロセス中、一般的にコンタクトホールは、酸化膜において、リ
ソグラフィ及びエッチングによって形成される。酸化膜は、例えば、半導体ダイのトラン
ジスタ領域上に位置することができる。形成されたコンタクトホールは、シリサイド層上
に形成可能で、このシリサイド層は、例えば、半導体ダイのトランジスタ領域のソース及
びドレイン領域に接続できる。次に、コンタクトホールは、チタンなどの金属を含むバリ
ア層で覆われ、また、タングステンなどの金属で充填され、コンタクトが形成される。し
かし、コンタクトホールの側壁、及び、コンタクトホールの底部のシリサイド層にバリア
層が蒸着される前に、シリサイド層上に形成する自然酸化物層(native oxide layer)をま
ず除去する必要がある。従来のコンタクト製造プロセスでは、この自然酸化物層は、一般
的に、アルゴンを含むスパッタエッチングプロセスを用いて、除去される。
【０００４】
　しかし、このスパッタエッチングプロセス中、自然酸化物層に加えて、コンタクトホー
ルを形成する酸化物層の上部コーナー部もまたエッチングされる。これにより、コンタク
トホールの上部の幅が増大する。その結果、タングステンを用いてコンタクトホールを充
填した後に形成されたコンタクトは、パターニングされた当初の幅と比較すると、その幅
が不必要に増大している。
【０００５】
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　従って、コンタクト形成中、コンタクトホール幅の望ましくない増大を防ぐ、半導体ダ
イのトランジスタ領域にコンタクトを形成する方法が、当該技術において求められる。
【０００６】
　本発明は、コンタクトの形成中、コンタクトホール幅の増大を防ぐ方法を目的とする。
本発明は、コンタクト形成中、コンタクトホール幅の不必要な増大を防ぐ、半導体ダイの
トランジスタ領域に、コンタクトを形成する方法のための技術の必要性に取り組み、且つ
、解決する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　１つの例示的な実施形態によると、半導体ダイに位置するシリサイド層上にコンタクト
を形成する方法が提供され、この方法では、コンタクトホールの側壁、及び、コンタクト
ホールの底部に位置する自然酸化物層に、バリア層を堆積するステップを含み、側壁は、
絶縁層のコンタクトホールによって形成される。例えば、バリア層は、チタン／窒化チタ
ンであってよく、また、絶縁層は、ＰＥＣＶＤ酸化物であってよい。コンタクトホールの
側壁、及び、自然酸化物層にバリア層を堆積するステップを、コンタクトホールの上部に
おけるバリア層の厚さが、コンタクトホールの底部における厚さよりも大きくなるように
、最適化してもよい。
【０００８】
　この例示的な実施形態によると、更に、バリア層の一部、及び、コンタクトホールの底
部に位置する自然酸化物層を除去し、シリサイド層を露出させるステップを含む。例えば
、バリア層の一部、及び、コンタクトホールの底部に位置する自然酸化物層は、スパッタ
エッチングプロセスを用いて除去されてよい。このコンタクトホールは、電気接触幅、を
含み、この電気接触幅は、スパッタエッチングプロセスによって増大しない。絶縁層は、
コンタクトホールに隣接して位置する、上部コーナー領域を含む、絶縁層の上部コーナー
領域は、バリア層の一部、及び、コンタクトホールの底部に位置する自然酸化物層を除去
するステップの間、エッチングされない。本発明のその他の特徴及び利点は、以下の説明
及び添付の図面を読めば、当業者にはより簡単に明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、半導体ダイにおいてコンタクトの形成中、コンタクトホール幅の増大を防ぐ
方法を目的とする。以下の説明は、本発明の実装品に関する具体的な情報を含む。当業者
であれば、本出願で具体的に議論されたものとは別の方法で、本発明を実装できることが
分かるであろう。さらに、本発明のいくつかの具体的な詳細は、本発明を不明瞭にしない
ために、議論されていない。
【００１０】
　本出願の図面、及び、添付の詳細な説明は、本発明の例となる実施形態だけに向けられ
ている。簡潔さを期すために、本発明のその他の実施形態は、本出願には具体的に説明さ
れておらず、また、本図面によっても具体的に例示されていない。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態による半導体ダイのトランジスタ領域に、コンタクトを形
成する一般的な方法を例示したフローチャートを示す。当業者には明らかなある種の詳細
及び特徴は、フローチャート１００から省かれている。例えば、あるステップは、１つ又
は複数のサブステップから構成されてよく、あるいは、従来技術で周知の、特定の装置も
しくは材料を含んでよい。フローチャート１００に示すステップ１５０及びステップ１５
２は、本発明の一実施形態を説明するには十分であり、本発明のその他の実施形態は、フ
ローチャート１００に示したステップとは別のステップを用いてよい。フローチャート１
００に示す各処理ステップは、ステップ１５０の前に、ウェハ上で実施される。ウェハは
、絶縁層に形成されたコンタクトホール、及び、そのコンタクトホールの底部のシリサイ
ド層上に位置する、自然酸化物層を含む。絶縁層及びシリサイド層は、基板（どの図面に
も図示されていない）のトランジスタ領域上に位置してよい。図２A及び図２Bの構造２５
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０及び２５２は、上述した基板（どの図面にも図示されていない）のトランジスタ領域上
に位置する絶縁層に形成されたコンタクトホールを含む基板に、フローチャート１００の
各ステップ１５０及び１５２をそれぞれ実施した結果を例示する。
【００１２】
　フローチャート１００のステップ１５０において、図１のステップ１５０、及び、図２
Aの構造２５０を参照すると、バリア層２０２は、絶縁層２０４、コンタクトホール２０
８の側壁２０６及び２０７、及び、コンタクトホール２０８の底部２１２にあってシリサ
イド層２１４上にも位置する自然酸化物層（酸化物層、あるいは元からある酸化物層２１
０上に、堆積される。図２Ａに示すように、絶縁層２０４は、絶縁層２１６上に位置する
。該層は、基板（図２Ａに示さず）のトランジスタ領域上に位置する。絶縁層２０４は、
二酸化シリコンを含んでよく、これは、例えば、プラズマエンハンスト化学気相成長（“
ＰＥＣＶＤ”）プロセスで堆積される。ＰＥＣＶＤプロセスで堆積された二酸化シリコン
は、本出願では、“ＰＥＣＶＤ酸化物”とも呼ばれる。自然酸化物層２１０は、コンタク
トホール２０８の底部２１２のシリサイド層２１４上に位置し、また、熱成長酸化物を含
むことができる。
　一例では、元からある酸化層２１０は、約１０．０Å～５０．０Åの厚さを有してよい
。バリア層２０２は、従来技術で周知の方法で、自然酸化物層２１０、及び、絶縁層２０
４の、コンタクトホール２０８の側壁２０６及び２０７に堆積されてよく、また、バリア
層２０２は、チタン／窒化チタン（“Ｔｉ／ＴｉＮ”）を含むことができる。その他の実
施形態では、バリア層２０２は、異なる金属の組合せ、あるいは適切な単一の金属、を含
むことができる。本実施形態では、コンタクトホール２０８の上面における、上部コーナ
ー領域２２２に隣接して位置する、バリア層２０２の各部分２１８の厚さが、コンタクト
ホール２０８の底部２１２に位置するバリア層２０２の各部分２１９よりも厚くなるよう
に、バリア層２０２の堆積が最適化できる。その結果、バリア層２０２の各部分２１８は
、後続のスパッタエッチングプロセス中、絶縁層２０４の上部コーナー領域２２２に、十
分な保護を与える。コンタクトホール２０８の側壁２０６及び２０７間の距離である、コ
ンタクトホール幅２２０は、本出願では、“電気接触幅”とも呼ばれる。
　図２Ａを参照すると、フローチャート１００のステップ１５０の結果は、構造２５０に
よって例示される。引き続き、フローチャート１００のステップ１５２において、図１の
ステップ１５２及び図２Ｂの構造２５２を参照すると、バリア層２０２の部分２１９及び
コンタクトホール２０８の底部に位置する自然酸化物層２１０は、除去され、シリサイド
層２１４が露出される。コンタクトホール２０８の底部及び自然酸化物層２１０に位置す
るバリア層２０２の部分２１９は、アルゴン（“Ａｒ”）を含むことができる、スパッタ
エッチングプロセスを用いて除去できる。このスパッタエッチングプロセスによって、側
壁２０６及び２０７の上部に位置する、バリア層２０２の各部分を除去することもできる
。しかし、バリア層２０２（図２Ａに示す）の各部分２１８は、絶縁層２０４の上部コー
ナー領域２２２を保護するのに十分な厚さを有しているので、上部コーナー領域２２２は
、このスパッタエッチングプロセス中はエッチングされない。その結果、このスパッタエ
ッチングプロセス中、コンタクトホール幅は増大しない。コンタクトホール２０８は、後
続のステップで、タングステンなどの金属で充填されて、コンタクト形成が完了する。図
２Ｂを参照すると、フローチャート１００のステップ１５２の結果は、構造２５２によっ
て例示される。
【００１３】
　従って、図１における本発明の実施形態において、スパッタエッチングプロセスを実行
して、自然酸化物層２１０を除去する前に、バリア層２０２を形成し、バリア層２０２の
形成を最適化することによって、本発明は、絶縁層２０４の、上部コーナー領域２２２の
エッチングを回避する。その結果、本発明は、コンタクト形成プロセス中に増大しないコ
ンタクトホール幅を有するコンタクトを実現する点で有利である。
【００１４】
　図３は、本発明の一実施形態による、ウェハのトランジスタ領域上にコンタクトを形成
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する、一般的な方法を例示した、フローチャートを示す。当業者には明らかなある種の詳
細及び特徴は、フローチャート３００から省かれている。例えば、あるステップは、１つ
又は複数のサブステップから構成されてよく、あるいは、従来技術で周知の、特定の装置
もしくは材料を含んでよい。フローチャート３００に示すステップ３５０及びステップ３
５２は、本発明の一実施形態を説明するには十分であり、本発明のその他の実施形態は、
フローチャート３００に示したステップとは別のステップを用いてよい。フローチャート
３００に示す各処理ステップは、ステップ３５０の前に、ウェハ上で実施される。ウェハ
は、絶縁層に形成されたコンタクトホール、及び、そのコンタクトホールの底部のシリサ
イド層上に位置する、自然酸化物層を含む。絶縁層及びシリサイド層は、基板（どの図面
にも図示されていない）のトランジスタ領域上に位置してよい。図４Ａ及び図４Ｂの構造
３５０（４５０）及び３５２（４５２）は、上述した基板（どの図面にも図示されていな
い）のトランジスタ領域上に位置する絶縁層に形成された、コンタクトホールを含む基板
に、フローチャート３００のステップ３５０及び３５２をそれぞれ実施した結果を例示す
る。
【００１５】
　フローチャート３００のステップ３５０において、図３のステップ３５０及び図４Ａの
構造４５０を参照すると、シリサイド層４１４上に位置する自然酸化物層４１０は、反応
性水素前洗浄(reactive hydrogen pre-clean)を用いることによって、コンタクトホール
４０８の底部４１２において除去される。ステップ３５０において、自然酸化物層４１０
が除去されるが、本発明の本実施形態をよりよく例示するために、図４Ａにおいて、自然
酸化物層４１０が示される。図４Ａでは、構造４５０の、各絶縁層４０４及び４１６、各
側壁４０６及び４０７、コンタクトホール４０８、自然酸化物層４１０、及びシリサイド
層４１４はそれぞれ、図２Ａの構造２５０の、各絶縁層２０４及び２１６、各側壁２０６
及び２０７、コンタクトホール２０８、自然酸化物層２１０、及びシリサイド層２１４に
対応する。本実施形態では、絶縁層４０４は、ＰＥＣＶＤ酸化物を含む。ＰＥＣＶＤ酸化
物は、堆積された後にアニーリングプロセスで硬化され得る。従って、絶縁層４０４は自
然酸化物層４１０よりもずっと硬く、室温で熱的に成長する酸化物シリコンを含む。その
結果、反応性水素前洗浄、つまり、反応性水素前洗浄４３０でエッチング（除去）される
とき、側壁４０６の上部に位置する、絶縁層４０４の上部コーナー領域４２２は、エッチ
ングされない。従って、コンタクトホール４０８の側壁４０６及び４０７間の距離は、反
応性水素前洗浄４３０の実施後も増大しない。コンタクトホール幅４２０は、図２Ａのコ
ンタクトホール幅２２０と同じであり、また、本出願では、“電気接触幅”とも呼ばれる
。図４Ａを参照すると、フローチャート３００のステップ３５０の結果は、構造４５０に
よって例示される。
【００１６】
　続いて、フローチャート３００のステップ３５２において、図３のステップ３５２及び
図４Ｂの構造４５２を参照すると、バリア層４３２は、コンタクトホール４０８の底部４
１２に位置するシリサイド層４１４、及び、絶縁層４０４上の、コンタクトホール４０８
の側壁４０６及び４０７に堆積される。バリア層４３２は、従来技術で周知の方法で堆積
されてよく、また、該層はＴｉ／ＴｉＮを含んでよい。その他の実施形態では、バリア層
４３２は、金属の異なる組合せ、あるいは、適切な単一の金属を含んでよい。コンタクト
ホール４０８は、コンタクトの形成を完了するために、後続のステップで、タングステン
などの金属で充填されてよい。図４Ｂを参照すると、フローチャート３００のステップ３
５２の結果は、構造４５２により例示される。
【００１７】
　従って、図３の本発明の実施形態では、コンタクトホールにバリア層を堆積する前に、
コンタクトホールの底部の、自然酸化物層を取り除くために、反応性水素前洗浄プロセス
を用いることによって、本発明は、コンタクトの形成中に増大しないコンタクトホールを
有するコンタクトを提供するという利点が得られる。
【００１８】
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　図５は、本発明の実施形態により、ウェハのトランジスタ領域にコンタクトを形成する
、一般的な方法を例示したフローチャートを示す。当業者には明らかである特定の詳細及
び特徴は、フローチャート５００から省かれている。例えば、あるステップは、１つ又は
複数のサブステップから構成されてよく、あるいは、従来技術で周知の、特定の装置もし
くは材料を含んでよい。フローチャート５００に示したステップ５５０及びステップ５５
２は、本発明の一実施形態を説明するには十分であり、本発明のその他の実施形態は、フ
ローチャート５００に示したステップとは別のステップを用いてよい。フローチャート５
００に示す各処理ステップは、ステップ５５０の前に、ウェハ上で実施される。ウェハは
、絶縁層に形成されたコンタクトホール、及び、そのコンタクトホールの底部のシリサイ
ド層上に位置する、自然酸化物層を含む。絶縁層及びシリサイド層は、基板（どの図面に
も図示されていない）のトランジスタ領域上に位置してよい。図６Ａ及び図６Ｂの構造５
５０及び５５２は、上述した基板（どの図面にも図示されていない）のトランジスタ領域
上に位置する絶縁層に形成されたコンタクトホールを含む基板に、フローチャート５００
の各ステップ５５０及び５５２をそれぞれ実施した結果を例示する。
【００１９】
　フローチャート５００のステップ５５０において、図５のステップ５５０及び図４Ａの
構造を参照すると、コンタクトホール６０８の底部に位置する自然酸化物層６１０、絶縁
層６１６上に位置する絶縁層６０４上の、コンタクトホール６０８の側壁６０６及び６０
７に、バリア層６０２が堆積される。図５のステップ５５０は、図３のステップ３５０に
対応する。特に、図６Ａの構造６５０の、バリア層６０２、各絶縁層６０４及び６１６、
各側壁６０６及び６０７、コンタクトホール６０８、自然酸化物層６１０、底部６１２、
シリサイド層６１４、各部分６１８、部分６１９、コンタクトホール幅６２０、及び上部
コーナー領域６２２は、図２Ａの構造２５０の、バリア層２０２、各絶縁層２０４及び２
１６、各側壁２０６及び２０７、コンタクトホール２０８、自然酸化物層２１０、底部２
１２、シリサイド層２１４、各部分２１８、部分２１９、コンタクトホール幅２２０、及
び上部コーナー領域２２２、にそれぞれ対応する。従って、図２Ａのコンタクトホール幅
２２０と同様に、コンタクトホール幅４２０もまた、本出願では、“電気接触幅”と呼ば
れる。図２Ａのバリア層と同様に、本実施形態では、コンタクトホール６０８の上面にお
ける、上部コーナー領域６２２に隣接して位置する、バリア層６０２の各部分６１８の厚
さが、コンタクトホール６０８の底部６１２に位置するバリア層６０２の部分６１９より
も厚くなるように、バリア層６０２の堆積が最適化される。
【００２０】
　引き続き、フローチャート５００のステップ５５２において、図５のステップ５５２及
び図６Ｂの構造６５２を参照すると、同時スパッタエッチング／堆積プロセスが実施され
、コンタクトホール６０８の底部６１２のシリサイド層６１４上に位置する、自然酸化物
層６１０が除去される。この、同時スパッタエッチング／堆積プロセスでは、スパッタエ
ッチングにはＡｒを使用してもよく、また、コンタクトホール６０８の側壁６０６及び底
部６１２に、例えばスパッタ堆積技術を利用して、Ｔｉ／ＴｉＮを堆積してもよい。この
同時スパッタエッチング／堆積プロセスは、自然酸化物層６１０がエッチング（すなわち
、除去）されるように、適切なスパッタエッチング／堆積比を用いてよい。一例として、
スパッタエッチング／蒸着比を１．０～２．０として実現するよう、Ａｒ及びＴｉ／Ｔｉ
Ｎ分子の比率を選択してもよい。従って、１．０を超えるスパッタエッチング／堆積比を
用いることによって、本発明は、自然酸化物層６１０を除去することができ、一方で、コ
ンタクトホール６０８の側壁６０６及び６０７にＴｉ／ＴｉＮを堆積することによって、
絶縁層６０４の上部コーナー領域６２２を保護する。コンタクトホール６０８は、後続の
ステップにおいて、コンタクトの形成を完了するためにタングステンなどの金属で充填さ
れてよい。図６Ｂを参照すると、フローチャート５００のステップ５５２の結果は構造６
５２によって例示されている。
【００２１】
　従って、図５の本発明の実施形態において、同時スパッタエッチング／堆積プロセスを
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用いることによって、本発明は、シリサイド層上に位置するコンタクトホールの底部の自
然酸化物層を除去することができ、一方で、コンタクト形成中に、コンタクトホール幅の
望ましくない増大を防ぐ。
【００２２】
　従って、上述したように、図１、３、及び５の発明の実施形態において、スパッタエッ
チング及びバリア層の堆積プロセスのために、シーケンス及び技術を適切に選択すること
によって、本発明は、コンタクトホールの底部の自然酸化物層を除去することができ、一
方で、コンタクトの形成中に、コンタクトホール幅の不必要な増大を防ぐ。その一方で、
バリア層を蒸着する前に自然酸化物層を除去するためのＡｒスパッタエッチングを用いた
従来のコンタクト形成プロセスでは、コンタクトホール幅が不必要に増大する。
【００２３】
　上述した、本発明の一般的実施形態から、本発明の範囲から逸脱することなく、本発明
の概念を実装するために、様々な技術が使用され得るのは明らかである。更に、本発明を
特定の実施形態を具体的に参照して説明したが、当業者であれば、本発明の精神及び範囲
から逸脱することなく、形式及び詳細を変更できることが分かるであろう。説明した一般
的な実施形態は、あらゆる点から例示的である、制限的でないと考えられる。本発明は、
本明細書において説明した特定の一般的実施形態に制限されず、むしろ、本発明の範囲か
ら逸脱することなく、様々な再構成、変形、及び代用品が可能である。
【００２４】
　従って、コンタクト形成中に、コンタクトホール幅の増大を防ぐ方法が説明されている
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態による一般的な方法ステップに対応するフローチャート図。
【図２Ａ】図１のフローチャートの、特定のステップに対応する、本発明の一実施形態に
より処理されたウェハの一部分の断面図。
【図２Ｂ】図１のフローチャートの、特定のステップに対応する、本発明の一実施形態に
より処理されたウェハの一部分の断面図。
【図３】本発明の一実施形態による例示的な方法ステップに対応するフローチャート図。
【図４Ａ】図３のフローチャートの、特定のステップに対応する、本発明の一実施形態に
より処理されたウェハの一部分の断面図。
【図４Ｂ】図３のフローチャートの、特定のステップに対応する、本発明の一実施形態に
より処理されたウェハの一部分の断面図。
【図５】本発明の一実施形態による例示的な方法ステップに対応するフローチャート図。
【図６Ａ】図５のフローチャートの、特定のステップに対応する、本発明の一実施形態に
より処理されたウェハの一部分の断面図。
【図６Ｂ】図５のフローチャートの、特定のステップに対応する、本発明の一実施形態に
より処理されたウェハの一部分の断面図。
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