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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
活性化された反応ガスを用いて被膜上のフォトレジストをドライエッチングする方法に
おいて、炭素原子及び酸素原子からなるガスを用いて前記被膜上に形成されたフォトレジ
ストを除去し、前記炭素原子及び酸素原子からなるガスは、炭素原子の比率が酸素原子の
比率の１／３より大きく、前記被膜は、有機シリコン酸化膜からなることを特徴とするド
ライエッチング方法。
【請求項２】
前記ドライエッチング方法において、基板温度を１５０℃以下にすることを特徴とする
請求項１に記載のドライエッチング方法。

10

【請求項３】
前記ドライエッチング方法において、反応圧力を４００ｍＴｏｒｒ以下にすることを特
徴とする請求項１に記載のドライエッチング方法。
【請求項４】
半導体基板上に絶縁膜、第１のフォトレジストを順次積層する工程と、前記第１のフォ
トレジストを所定の形状にパターニングする工程と、前記第１のフォトレジストをマスク
にして、前記絶縁膜をエッチングして第１の配線溝を形成する工程と、炭素原子と、酸素
原子、水素原子及び窒素原子の少なくとも１つを含むガスを用いて、前記第１のフォトレ
ジストをアッシングして除去する工程と、前記第１の配線溝内に炭素膜を埋め込む工程と
、前記炭素膜を被覆するように前記絶縁膜上に第２のフォトレジストを積層する工程と、
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前記第２のフォトレジストを所定の形状にパターニングする工程と、前記第２のフォトレ
ジストをマスクにして、前記炭素膜をエッチングして第２の配線溝を形成する工程と、炭
素原子及び酸素原子からなるガスを用いて、前記第２のフォトレジストをアッシングして
除去する工程と、前記第２の配線溝内に金属配線層を堆積させて、その内部に配線を埋め
込む工程と、前記配線及び前記炭素膜を被覆するように、前記層間絶縁膜上にポーラスシ
リコン酸化膜を形成する工程と、前記炭素膜を加熱して前記第１の配線溝から除去し、前
記配線の周囲を空洞にする工程とを備え、前記炭素原子及び酸素原子からなるガスは、炭
素原子の比率が酸素原子の比率の１／３より大きいことを特徴とする記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
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前記絶縁膜及び前記第１又は第２のフォトレジストの間には反射防止膜を介在させるこ
とを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
前記炭素原子及び酸素原子からなるガスのうち、酸素原子及び炭素原子を含むガスは、
酸素及び二酸化炭素からなるガス、酸素及び一酸化炭素からなるガス、一酸化炭素ガス及
び二酸化炭素ガスの中から選択されたガスを使用することを特徴とする請求項４又は請求
項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
前記第１及び第２のフォトレジストをアッシングして除去する工程において、基板温度
を１５０℃以下にすることを特徴とする請求項４乃至請求項６のいずれかに記載の半導体
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装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、活性化された反応ガスを用いて絶縁膜上、金属膜上もしくは炭素原子を含む組
成からなる膜上に形成された炭素原子を含む膜を除去するドライエッチング方法及びこの
ドライエッチング方法を使用した半導体装置の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置は、その高集積化に伴いさらなるパタ−ンの微細化が要求されるようになって
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きている。さらに高速応答化のために配線抵抗や寄生抵抗の低減等が試みられている。
半導体装置の微細化を進めるには、フォトレジストの解像度を改善する必要があり、今後
の半導体装置の開発にはフォトレジストの薄膜化が有効である。また、フォトレジスト膜
の直下には反射防止膜を形成し、フォトレジスト膜のパターニングを行っている。
一方、半導体装置の高速化のために配線寄生容量の低下が要求され、層間絶縁膜の低誘電
率化（これをＬｏｗ−ｋ膜という）が検討されている。この低誘電率化された層間絶縁膜
としては、シルク、フレアー等、ＣＦ系のテフロンなどの有機系膜や、無機シリコン酸化
膜等のポーラスで比較的脆い無機膜や無機膜中に炭素原子を含む有機成分を有する有機シ
リコン酸化膜があげられる。従来の酸化膜の比誘電率が約４であるのに対して、これらの
絶縁膜は、比誘電率が３以下の値を有している。この層間絶縁膜上にフォトレジストをパ
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タ−ニングした後に配線溝やコンタクトホ−ルのエッチング加工を行なった場合、その後
の工程で配線材料等を埋め込む場合に備えてフォトレジストを剥離しておく必要がある。
【０００３】
従来のフォトレジスト剥離法では、ウエハ−温度を２００℃以上の高温に上昇させて酸素
ガスを主体とするプロセスガスを用いたダウンフロ−アッシングが用いられている。この
方法ではフォトレジスト中の炭素・酸素・水素等の原子が活性ガス中の酸素原子と反応す
ることによりレジスト剥離処理を実現していた。この時の反応生成物は、ＣＯ2 、ＣＯ、
Ｈ2 Ｏ等であると考えられているが、十分な剥離速度を得るために、通常、半導体基板温
度を２００℃以上に上昇させて反応性を高める方法が用いられていた。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のフォトレジスト剥離法では、下地膜として炭素原子を含む組成からなる膜
を有する構造の多層膜がある場合に、活性ガス中の酸素原子と反応して下地膜中の炭素原
子を脱離させてしまう。このためフォトレジスト膜の下地膜がＣＦ系のテフロン系有機膜
（Ｌｏｗ−ｋ膜）の場合には、フォトレジスト剥離時にその下地膜がエッチングされてし
まい、寸法変換差が生じるという問題が発生している。また、下地膜が無機膜に炭素原子
を含有させた膜（有機シリコン酸化膜）の場合には、下地膜表面から炭素原子の脱離層が
形成されてしまい、下地膜の比誘電率値が変化するという問題が生じている。また、この
時、膜中の炭素原子が脱離した後の下地膜は、収縮するため寸法変換差が変化するだけで
なく、応力がかかり、クラック発生の原因となるという問題も生じている。
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【０００５】
さらに空中配線を形成するための工程として、下地膜がポ−ラスな絶縁膜中に炭素膜が埋
め込まれている構造を有する場合には、炭素膜に配線溝及びコンタクトホール加工を行っ
た後にフォトレジスト剥離を行い、その後バリアメタル及び配線材料の埋め込み、ＣＭＰ
(Chemical Mechanical Polishing) を 順 次 行 う 工 程 を 有 し て い る 。 し か し 、 従 来 の 方 法 で
はこのフォトレジスト剥離の時点で下地膜中に埋め込まれた炭素膜がアッシングされてし
まい、下地膜がけずれ、その結果寸法変換差が生じるという問題が発生している。
本発明は、このような事情によりなされたものであり、活性化された新規な組成の反応ガ
スを用いて被膜をアッシングする方法において、下地となる膜がアッシングされずにこの
下地膜上に形成された炭素原子を含む被膜をアッシングするドライエッチング方法及びこ
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のドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を提供する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、活性化された反応ガスを用いて被膜をドライエッチングする方法において、
炭素原子と、酸素原子、窒素原子あるいは水素原子の少なくとも１つを含むガスを用いて
少なくとも１層からなる絶縁膜上、金属膜上もしくは炭素原子を含む組成からなる膜上に
形成された炭素原子を含む膜をアッシングすることを特徴としている。このようなガスを
用いることにより、下地となる膜である被膜がアッシングされずにその上に形成された炭
素原子を含む被膜を効率良くアッシング除去することができる。
【０００７】
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すなわち、本発明のドライエッチング方法は、活性化された反応ガスを用いて被膜上の
フォトレジストをドライエッチングする方法において、炭素原子及び酸素原子からなるガ
スを用いて前記被膜上に形成されたフォトレジストを除去し、前記炭素原子及び酸素原子
を含むガスは、炭素原子の比率が酸素原子の比率の１／３より大きく、前記被膜は、有機
シリコン酸化膜からなることを特徴としている。前記ドライエッチング方法において、基
板温度を１５０℃以下にしても良い。前記ドライエッチング方法において、反応圧力を４
００ｍＴｏｒｒ以下にしても良い。
【０００８】
また、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に絶縁膜、第１のフォトレジス
トを順次積層する工程と、前記第１のフォトレジストを所定の形状にパターニングする工
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程と、前記第１のフォトレジストをマスクにして、前記絶縁膜をエッチングして第１の配
線溝を形成する工程と、炭素原子と、酸素原子、水素原子及び窒素原子の少なくとも１つ
を含むガスを用いて、前記第１のフォトレジストをアッシングして除去する工程と、前記
第１の配線溝内に炭素膜を埋め込む工程と、前記炭素膜を被覆するように前記絶縁膜上に
第２のフォトレジストを積層する工程と、前記第２のフォトレジストを所定の形状にパタ
ーニングする工程と、前記第２のフォトレジストをマスクにして、前記炭素膜をエッチン
グして第２の配線溝を形成する工程と、炭素原子及び酸素原子からなるガスを用いて、前
記第２のフォトレジストをアッシングして除去する工程と、前記第２の配線溝内に金属配
線層を堆積させて、その内部に配線を埋め込む工程と、前記配線及び前記炭素膜を被覆す
るように、前記層間絶縁膜上にポーラスシリコン酸化膜を形成する工程と、前記炭素膜を
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加熱して前記第１の配線溝から除去し、前記配線の周囲を空洞にする工程とを備え、前記
炭素原子及び酸素原子からなるガスは、炭素原子の比率が酸素原子の比率の１／３より大
きいことを特徴としている。前記絶縁膜及び前記第１又は第２のフォトレジストの間には
反射防止膜を介在させることを特徴としている。前記炭素原子及び酸素原子からなるガス
のうち、酸素原子及び炭素原子を含むガスは、酸素及び二酸化炭素からなるガス、酸素及
び一酸化炭素からなるガス、一酸化炭素ガス及び二酸化炭素ガスの中から選択されたガス
を使用するようにしても良い。前記第１及び第２のフォトレジストをアッシングして除去
する工程において、基板温度を１５０℃以下にするようにしても良い。
【００１０】
【発明の実施の形態】
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以下、図面を参照して発明の実施の形態を説明する。
まず、図１乃至図６、図１３及び図１４を参照しながら第１の実施例を説明する。
図１及び図２は、本発明のドライエッチング方法を適用した半導体装置の配線形成方法を
説明する工程断面図、図３は、フォトレジストのアッシング速度及び下地膜もしくは被エ
ッチング膜の側壁膜厚変化量とＣＯを含むアッシングガス組成との関係を説明する特性図
、図４は、フォトレジストのアッシング速度及び下地膜もしくは被エッチング膜の側壁膜
厚変化量とアッシング時の半導体基板の温度との関係を説明する特性図、図５は、フォト
レジストのアッシング速度及び下地膜の側壁膜厚変化量とアッシング時の圧力との関係を
説明する特性図、図６は、アッシング装置の概略断面図、図１３は、フォトレジストのア
ッシング速度及び下地膜の側壁膜厚変化量とアッシングガス組成との関係を説明する特性
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図、図１４は、フォトレジストのアッシング速度及び下地膜の側壁膜厚変化量とＣＯ2 を
含むアッシングガス組成との関係を説明する特性図である。
【００１１】
本発明は、前述した従来技術の問題を解決するものでり、活性化された反応ガスを用いて
被膜をドライエッチングする方法において、炭素原子と、酸素原子、窒素原子及び水素原
子の少なくとも１つを含むガスを用いて絶縁膜上、金属膜上もしくは炭素原子を含む組成
からなる膜上などの前記被膜上に形成されたフォトレジストなどの炭素原子を含む膜をア
ッシングする方法に関するものである。
シリコン半導体等の半導体基板１１上に層間絶縁膜として膜厚５００ｎｍの低誘電率化さ
れた絶縁膜（以下、これをＬＫＤ膜という）１２を塗布形成する。このＬＫＤ膜１２に、
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例えば、アルミニウムなどの金属配線１２′を埋め込み形成する。このＬＫＤ膜１２上に
、層間絶縁膜として膜厚４００ｎｍのＬＫＤ膜１３を塗布形成する。このＬＫＤ膜１３は
、無機系膜中に炭素原子が含まれている構造のベンゾシクロブテン（Ｂｅｎｚｏｃｙｃｌ
ｏｂｕｔｅｎｅ（ＢＣＢ））、フロロポリマー（Ｆｌｕｏｒｏｐｏｌｙｍｅｒ（Ｃｙｔｏ
ｐ））などの有機シリコン酸化膜からなるものである。
【００１２】
ＬＫＤ膜にはこの他にポリシロキサン（Ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ）、ハイドロゲン−シ
ルセスキオキサン（Ｈｙｄｒｏｇｅｎ−ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）などの無機シリ
コン酸化膜、ポリアリレンエーテル（Ｐｏｌｙ（Ａｒｙｌｅｎｅ）ｅｔｈｅｒ）、パリレ
ン（Ｐａｒｙｌｅｎｅ）−ＡＦ４、ポリイミド（Ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）などのＣＦ系膜な
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どがある。この半導体基板（ウエハ−）に酸素プラズマ処理を行い、酸化膜である表面改
質層１４を形成する。この上に膜厚６０ｎｍの反射防止膜１５及び０．６μｍのフォトレ
ジスト１６を塗布形成する。その後周知技術のリソグラフィ−法によりフォトレジスト１
６をパタ−ニングする（図１（ａ））、そして、このパターニングされたフォトレジスト
１６をマスクにして反射防止膜を加工する（図１（ｂ））。その後、表面改質層１４及び
ＬＫＤ膜１３をＣ4 Ｆ8 ／ＣＯ／Ｏ2 ／Ａｒからなるエッチングガスを用いてＲＩＥエッ
チングを行い、深さ４００ｎｍでパタ−ンの大きさは０．２μｍのコンタクトホ−ルを形
成する。コンタクトホールは、底面にＬＫＤ膜１２に埋め込まれた金属配線１２′の表面
が露出している（図２（ａ））。
【００１３】
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さらに、ＬＫＤ膜１３上に残ったフォトレジスト１６及び反射防止膜１５を剥離する（図
２（ｂ））。その後、ＴｉＮバリアメタル層１８を膜厚３０ｎｍ程度表面改質層１４上及
びコンタクトホール内壁上に成膜する。次に、アルミニウム（Ａｌ）膜１９をスパッタリ
ングにより７００ｎｍの膜厚分の成膜でコンタクトホ−ル内に埋め込み、その後、ＬＫＤ
膜 １ ３ の 表 面 層 が 出 る ま で Ａ ｌ 膜 １ ９ を Ｃ Ｍ Ｐ (Chemical Mecanical Polishing)法 に よ り
研磨する。そして、コンタクトホール内にコンタクト配線として用いられるアルミニウム
膜１９を形成する。アルミニウム膜１９は、層間絶縁膜１３上に後工程で形成されるアル
ミニウムなどからなる上層配線（図示しない）と金属配線（下層配線）１２′とを電気的
に接続する（図２（ｃ））。
なお、本発明に用いる金属配線は、アルミニウムに限らない。例えば、Ａｌ−Ｓｉ−Ｃｕ
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、Ａｌ−Ｃｕ、Ｗ、ＷＳｉ、Ｃｕ等を使用することが可能である。さらに、金属配線間を
接続するコンタクト配線もこれらの材料を用いることができる。そして、これらの配線は
互いに異なる材料を用いることができるし、同じ材料を用いることができる。これらの材
料の選択は、半導体素子の特性などを考慮することにより任意に成し得るものである。実
施例では、ＬＫＤ膜は、塗布により成膜されているが、ＣＶＤ法を用いても成膜すること
ができる。また、この実施例ではコンタクトホールを加工しているが、本発明は、配線又
は他のパターンなど他の加工にも用いることができる。
【００１４】
図６は、アッシング装置の概略断面図である。真空チャンバー１の内部にはシリコンウエ
ハーなどの被処理物２を載置する載置台３が設けられている。この載置台３に対向して対

20

向電極６′が設けられている。この載置台３は、温度調節機構を有しており、被処理物２
の温度を制御できるようになっている。また、真空チャンバーの天壁には、ガス導入管４
が接続されている。ガス導入管４から真空チャンバーにガスが導入され、排気口５の弁に
より圧力が調整される。圧力が安定を示した後載置台３下の高周波電極６から高周波を印
可することにより真空チャンバー内にプラズマを発生させ、被処理物２をアッシングする
。
この実施例では図６のアッシング装置を用いているが、本発明は、他のプラズマ源を用い
たアッシング装置を用いることもできる。また、プラズマアッシング装置以外にも他のア
ッシャー装置（例えば、ダウンフローアッシャー装置（マイクロ波を用いたアッシャー装
置を含む）など）でも使用することができる。
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この実施例では、例えば、フォトレジストなどの炭素原子を含む膜の加工は、酸素原子及
び炭素原子を含む新規な材料からなるガスを用いるプラズマプロセスで行なう。アッシン
グ装置は、図６に示す平行平板型アッシング装置であり、アッシング条件は、Ｏ2 ／ＣＯ
＝１００／２００ｃｃｍ、１００ｍＴｏｒｒ、５００Ｗ、３０℃である。
【００１５】
図３は、縦軸がフォトレジストのアッシング速度（ｎｍ／分）（−○−）及びフォトレ
ジストを３００ｎｍアッシングした時の下地膜であるＬＫＤ膜（−△−）、ＣＦ系膜（−
□−）、Ｃ系膜（−◇−）の側壁変質層及び変化膜厚（ｎｍ）であり、横軸は、アッシン
グガスのＣＯ濃度（モル％）（ＣＯ／（Ｏ2 ＋ＣＯ）である。図３に示すように、この条
件でアッシングを行うと、炭素系膜は、アッシングガスのＣＯ濃度を約６７％以上にする
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とサイドエッチング無しで寸法変換差を無くすことが出来る。この様に酸素原子及び炭素
原子を含むプロセスガス中で、炭素原子の比率が酸素原子の比率の１／３より高い領域で
特にサイドエッチングの抑制効果が高い。さらに、１５０℃以下のプロセスにすることで
、十分なフォトレジストのアッシング速度を保ちながらサイドエッチングを抑制すること
が出来る。また、４００ｍＴｏｒｒ以下のプロセスにすることにより、有効にサイドエッ
チングを抑制することができた。
【００１６】
図１３は、図３のアッシングガスを変えたもので、フォトレジストのアッシング速度及
び下地膜もしくは被膜の側壁膜厚変化量とアッシングガス組成との関係を説明する特性図
である。縦軸は、フォトレジストのアッシング速度（ｎｍ／分）（−○−）及びフォトレ
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ジストを３００ｎｍアッシングした時の下地膜であるＬＫＤ膜（−△−）、ＣＦ系膜（−
□−）、Ｃ系膜（反射防止膜）（−◇−）の側壁変質層及び変化膜厚（ｎｍ）であり、横
軸は、Ｏ2 ガス及びＸガスから構成されたアッシングガスのＸガス中の炭素（Ｃ）原子密
度（％）（Ｘ／（Ｏ2 ＋Ｘ）＝２／３の場合）である。図１３のＡ点は、Ｘ＝０の場合（
従来例）であり、Ｏ2 単独である。Ｂ点は、Ｘ＝ＣＯ2 の場合であり、Ｃ点は、Ｘ＝ＣＯ
の場合である。本発明において、酸素ガスをアッシングガスの成分とする場合、その成分
は、酸素ガス単独のみを意味するものでは無く、窒素ガス及び水素ガスの双方もしくはい
ずれか一方を含むことも可能である。
【００１７】
図１４は、アッシングガスに酸素と二酸化炭素とから構成されたガスを用いた場合の特性
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図である。縦軸がフォトレジストのアッシング速度（ｎｍ／分）（−○−）及びフォトレ
ジストを３００ｎｍアッシングした時の下地膜であるＬＫＤ膜（−△−）、ＣＦ系膜（−
□−）、Ｃ系膜（−◇−）の側壁変質層及び変化膜厚（ｎｍ）であり、横軸は、アッシン
グガスのＣＯ2 濃度（モル％）（ＣＯ2 ／（Ｏ2 ＋ＣＯ2 ））である。図１４に示すよう
に、この条件でアッシングを行うと、炭素系膜は、アッシングガスのＣＯ2 濃度を約７５
％以上にするとサイドエッチング無しで寸法変換差を無くすことが出来る。この実施例で
は、Ｏ2 ＋ＣＯ、Ｏ2 ＋ＣＯ2 などのアッシングガスを剥離プロセスで用いているが、他
の有機膜を下地膜に用いることができる。
さらに、ＬＫＤ膜１３加工後のフォトレジスト剥離は、従来の方法では酸素ガスによるプ
ラズマアッシングで行なっていたが、ＬＤＫ膜１３の側壁から炭素原子が脱離してしまい
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変質層（側壁炭素離脱層）が形成されるという問題があった。これは低圧の酸素アッシン
グでは酸素イオンと酸素ラヂカルによるフォトレジストのイオンアシストエッチングが起
きるが、等方的な酸素ラジカル成分がコンタクトホ−ル内に進入し、このラジカルに触れ
る部分から炭素原子を脱離させることによるものである。また、膜中から炭素原子が抜け
ることによる寸法変換差の広がりもあった。
【００１８】
このため、この実施例では、フォトレジスト１６及び反射防止膜１５の剥離は、酸素原子
及び炭素原子を含むガスを用いるプラズマプロセスで行なった。アッシング装置は、図６
に示す平行平板型であり、アッシング条件は、Ｏ2 ／ＣＯ＝３０／２７０ｃｃｍ、１００
ｍＴｏｒｒ、５００Ｗ、３０℃である。図３に示すように、この条件ではフォトレジスト

30

の剥離は進行するが、ＬＫＤ膜側壁からの炭素原子の脱離は無くすことが出来るため側壁
変質層を形成することが極めて少なくすることが可能になる（図２（ｃ））。この様に酸
素原子及び炭素原子を含むプロセスガス中で、炭素原子の比率が酸素原子の比率の１／３
より高い領域で特に炭素原子の脱離の制御効果が高い。さらに、図４に示すようにプラズ
マアッシング法による１５０℃以下のプロセスにすることで、十分なレジストアッシング
速度を保ちながら下地膜であるＬＫＤ膜側壁の炭素脱離を抑制することが出来る。図４は
、縦軸がフォトレジストのアッシング速度（ｎｍ／分）（−○−）及びフォトレジストを
３００ｎｍアッシングした時の下地膜であるＬＫＤ膜（−△−）の側壁変化膜厚（ｎｍ）
であり、横軸は、半導体基板のエッチング温度（℃）である。また、図５に示すように４
００ｍＴｏｒｒ以下のプロセスにすることで、より有効に下地膜であるＬＫＤ膜側壁の炭
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素脱離を抑制できる。図５は、縦軸がフォトレジストのアッシング速度（ｎｍ／分）（−
○−）及びフォトレジストを３００ｎｍアッシングした時の下地膜であるＬＫＤ膜（−△
−）の側壁変化膜厚（ｎｍ）であり、横軸は、アッシング時の圧力（Ｔｏｒｒ）である。
【００１９】
以上、この実施例は、炭素原子を含むガスあるいは酸素原子及び炭素原子を含むガスを用
いることにより、下地膜がエッチングされずにその上に形成された炭素原子を含む膜（フ
ォトレジスト）を効率良くドライエッチングすることができる。また、図３に示すように
酸素ガスを用いずＣＯガスのみでもこのような効果が得られることは明らかである。
また、この実施例では、アッシングガスとしてＣＯガスを説明したが、本発明では、炭素
原子を含むガスは、圧力、温度、パワー等を制御することにより以下の材料を用いること
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もできる。
すなわち、ＣＯ2 、Ｃ5 Ｈ1 2 、Ｃ5 Ｈ1 0 、Ｃ4 Ｈ1 0 、Ｃ4 Ｈ8 、Ｃ4 Ｈ6 、Ｃ3 Ｈ9 Ｎ、
Ｃ3 Ｈ8 、Ｃ3 Ｈ6 Ｏ、Ｃ3 Ｈ6 、Ｃ3 Ｈ4 、Ｃ2 Ｎ2 、Ｃ2 Ｈ7 Ｎ、Ｃ2 Ｈ6 Ｏ、Ｃ2
Ｈ6 、Ｃ2 Ｈ4 Ｏ、Ｃ2 Ｈ4 、Ｃ2 Ｈ2 、ＣＯＳ、ＣＨ5 Ｎ、ＣＨ4 Ｓ、ＣＨ4 、ＣＨＮ
等があり、炭素原子に酸素原子、窒素原子あるいは水素原子の少なくとも１つを含むガス
が用いられる。
【００２０】
次に、図７及び図８を参照して第２の実施例を説明する。
図７及び図８は、本発明のドライエッチング方法を適用した半導体装置の配線形成方法を
説明する工程断面図である。この実施例では、層間絶縁膜のＬＫＤ膜としてＣＦ系膜２０
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をＣＶＤ法により形成した場合について説明する。ＣＦ系膜は、塗布法を用いて形成して
も良い。
まず、シリコン半導体等の半導体基板１１上に層間絶縁膜として膜厚５００ｎｍのＬＫＤ
膜１２を塗布形成する。次に、このＬＫＤ膜１２に、例えば、アルミニウムなどの金属配
線１２′を埋め込み形成する。このＬＫＤ膜１２上に、層間絶縁膜として膜厚４００ｎｍ
のＬＫＤ膜２０を形成する。このＬＫＤ膜２０は、ＣＦ系のＣＶＤ絶縁膜である。この時
の成膜条件は、ＣＦ4 ／Ｏ2 ＝２００／５０ｃｃｍ、１Ｔｏｒｒ、５００Ｗ、４００℃で
マイクロ波放電により成膜する。この上に膜厚６０ｎｍの反射防止膜１５及び０．６μｍ
のフォトレジスト１６を塗布形成する。その後周知のリソグラフィ−法によりフォトレジ
スト１６をパタ−ニングする（図７（ａ））。
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【００２１】
このパターニングされたフォトレジスト１６をマスクに反射防止膜１５を加工する（図７
（ｂ））。そして、ＬＫＤ膜２０をＣ4 Ｆ8 ／ＣＯ／Ｏ2 ／Ａｒ反応ガスを用いてＲＩＥ
エッチングし、深さ４００ｎｍでパタ−ンの大きさが０．２μｍのコンタクトホ−ルを形
成する。コンタクトホールの底面には金属配線１２′が露出している（図８（ａ））。さ
らにＬＫＤ膜２０上に残ったレジスト１６及び反射防止膜を第１の実施例と同じアッシン
グ条件でＯ2 ／ＣＯを用いたプラズマプロセスにより剥離する（図８（ｂ））。その後、
ＴｉＮバリアメタル層１８を３０ｎｍ程度成膜させ、アルミニウム（Ａｌ）膜１９をスパ
ッタリング法により７００ｎｍ程度の膜厚分の成膜によりコンタクトホ−ル内を埋め込む
。その後、ＬＫＤ膜表面が出るまでＡｌ膜１９をＣＭＰ法により研磨する。この結果コン
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タクトホールの中にＡｌ膜１９のコンタクト配線が形成される。このコンタクト配線は、
上層配線（図示しない）と金属配線（下層配線）１２′とを電気的に接続する（図８（ｃ
））。
【００２２】
ここでＣＦ系膜のＬＫＤ膜２０加工後のフォトレジスト剥離は、従来の方法では酸素ガス
によるプラズマアッシングで行なっていたが、この方法によるとＣＦ系膜のＬＫＤ膜２０
の上部がエッチングされると共に側壁がサイドエッチングされてしまい寸法変換差が生じ
るという問題があった。これは低圧の酸素ＲＩＥでは酸素イオンと酸素ラジカルによるフ
ォトレジストのイオンアシストエッチングが起きるが、等方的な酸素ラジカル成分がコン
タクトホ−ル内に侵入し、このラジカル系ガスにふれる部分からＣＦ系膜の層間絶縁膜２
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０のエッチングが進行するためであり、さらにイオンは角度分布を持つため側壁でもイオ
ンアシストエッチングが起きているためである。
以上、この実施例は、炭素原子を含むガスあるいは酸素原子及び炭素原子を含むガスを用
いることにより、下地膜となる絶縁膜がエッチングされずにその上に形成された反射防止
膜及び炭素原子を含む膜（フォトレジスト）を効率良くアッシングすることができる。図
３に示すように酸素ガスを用いなくてもＣＯガスのみでもこのような効果が得られる。こ
の実施例ではＣＦ系膜を用いているが、他の有機膜を用いることもできる。
【００２３】
また、この実施例ではアッシングガスとしてＣＯガスを用いたが、炭素原子を含むガスは
、圧力、温度、パワー等を制御することにより以下の材料を用いることもできる。
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すなわち、ＣＯ2 、Ｃ5 Ｈ1 2 、Ｃ5 Ｈ1 0 、Ｃ4 Ｈ1 0 、Ｃ4 Ｈ8 、Ｃ4 Ｈ6 、Ｃ3 Ｈ9 Ｎ、
Ｃ3 Ｈ8 、Ｃ3 Ｈ6 Ｏ、Ｃ3 Ｈ6 、Ｃ3 Ｈ4 、Ｃ2 Ｎ2 、Ｃ2 Ｈ7 Ｎ、Ｃ2 Ｈ6 Ｏ、Ｃ2
Ｈ6 、Ｃ2 Ｈ4 Ｏ、Ｃ2 Ｈ4 、Ｃ2 Ｈ2 、ＣＯＳ、ＣＨ5 Ｎ、ＣＨ4 Ｓ、ＣＨ4 、ＣＨＮ
等があり、炭素原子に酸素原子、窒素原子あるいは水素原子の少なくとも１つを含むガス
が用いられる。
なお、金属配線は、アルミニウムに限らない。例えば、Ａｌ−Ｓｉ−Ｃｕ、Ａｌ−Ｃｕ、
Ｗ、ＷＳｉ、Ｃｕ等を使用することが可能である。また、実施例にしめしたコンタクトホ
ールに限らず、配線溝あるいは他のパターンにおいても同様な傾向が得られる。
【００２４】
次に、図９乃至図１２を参照して第３の実施例を説明する。
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図９乃至図１２は、本発明のドライエッチング方法を適用した半導体装置の配線形成方法
を説明する工程断面図である。この実施例では、層間絶縁膜のＬＫＤ膜としてポーラスで
脆い無機系膜を用いる。すなわち、下地膜に空中配線を形成するためのポ−ラスな絶縁膜
中に炭素系膜が埋め込まれている構造を有する配線構造を説明する。
半導体基板１１上に形成された膜厚５００ｎｍのシリコン窒化膜２１に、ポ−ラスシリコ
ン酸化膜２２をＣＶＤ法により形成する。この上に膜厚６０ｎｍの反射防止膜１５及び０
．６μｍのフォトレジスト１６を塗布形成する。その後周知のリソグラフィ−法によりフ
ォトレジスト１６をパタ−ニングする（図９（ａ））。このパターニングされたフォトレ
ジストをマスクにして反射防止膜１５を加工する（図９（ｂ））。そして、ポ−ラスシリ
コン酸化膜２２をシリコン窒化膜２１をエッチングストッパ−にしてＣ4 Ｆ8 ／ＣＯ／Ｏ
2
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／Ａｒガスを用いてＲＩＥエッチングを行い、深さ４００ｎｍ、パタ−ンの大きさが０

．３μｍ角の配線溝を０．３μｍ間隔で形成する（図１０（ａ））。
【００２５】
さらに、ポ−ラスシリコン酸化膜２２上に残ったフォトレジスト１６及び反射防止膜１５
を酸素ダウンフロ−アッシングにより剥離する（図１０（ｂ））。その後、膜厚７００ｎ
ｍの炭素膜２３をスパッタリングにより形成し、これをポ−ラスシリコン酸化膜２２に形
成された溝に埋め込む。この炭素膜は、フォトレジストや反射防止膜と比較して非常に強
固な膜であり、炭素濃度も２〜３倍程度ある膜である。この実施例ではＣＶＤ法を用いて
いるが、塗布法を用いることもできる。その後ＣＭＰ方法によりポ−ラスシリコン酸化膜
２２の表面まで炭素膜２３をＣＭＰ法で研磨する（図１０（ｃ））。このポーラスシリコ
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ン膜２２及び炭素膜２３の上に、膜厚６０ｎｍの反射防止膜１５及び０．６μｍのフォト
レジスト１６を塗布形成する。その後周知のリソグラフィ−法によりフォトレジスト１６
をパタ−ニングする（図１１（ａ））。フォトレジスト１６をマスクに反射防止膜加工後
下地に炭素膜２３に対し、Ｃ4 Ｆ8 ／ＣＯ／Ｏ2 ／Ａｒガスを用いてＲＩＥエッチングを
行い、深さ５００ｎｍ、パタ−ンの大きさが０．２μｍの配線溝２３′を形成する（図１
１（ｂ））。さらにポ−ラスシリコン酸化膜２２上に残ったフォトレジスト１６及び反射
防止膜１５をアッシングプロセスにより剥離する（図１１（ｃ））。
【００２６】
その後、配線溝２３′の内壁上にＴｉＮバリアメタル層１８を３０ｎｍ程度成膜させ、続
いてアルミニウム（Ａｌ）膜１９をスパッタリングにより７００ｎｍの膜厚分の成膜によ
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り配線溝２３′内に埋め込み、その後にポ−ラスシリコン酸化膜２２表面が出るまでＡｌ
膜１９をＣＭＰ法により研磨する。この結果、コンタクト配線として用いられるＡｌ膜１
９が炭素膜２３に埋め込み形成される（図１２（ａ））。その後、膜厚１００ｎｍのポー
ラスシリコン酸化膜２２′を、例えば、ＣＶＤ法により形成し、炭素膜２３に埋め込まれ
たＡｌ膜１９を被覆する（図１２（ｂ））。その後、酸素ダウンフロ−アッシングにより
下地膜であるポーラスシリコン酸化膜２２中の炭素膜２３をエッチングし、ポーラスシリ
コン酸化膜２２′に被覆され、ポーラスシリコン酸化膜２２の炭素膜２３が埋め込まれて
いた溝に配置されたＡｌ膜１９からなる空中配線が形成される。炭素膜２３をアッシング
すると、炭素が炭酸ガスとなってポーラスシリコン酸化膜２２、２２′のポーラスな部分
から外部に散逸してＴｉＮバリアメタル層１８及びＡｌ膜１９の周囲は、空洞になる。こ

50

(9)

JP 3803523 B2 2006.8.2

の実施例で説明した半導体装置では、このような配線溝が複数形成され、層間絶縁膜の低
誘電率化を一層進めることになる（図１２（ｃ））。
【００２７】
ここで上記した炭素膜２３に配線溝２３′を形成した後にポ−ラスシリコン酸化膜２２上
に残っていたフォトレジスト１６及び反射防止膜１５をプラズマプロセスにより剥離する
プロセスにおいて、従来の方法では、下地膜のポ−ラスシリコン酸化膜２２中に形成され
た炭素膜２３がエッチングされてしまうという問題があった。これはポーラスシリコン酸
化膜２２は酸化ラジカルを自由に透過させることができるためであり、この結果寸法変換
差が生じるという問題が発生していた。
このため本実施例では、配線溝を形成後にポーラスシリコン酸化膜２２上に残ったフォト
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レジスト１６及び反射防止膜１５をプラズマプロセスにより剥離するプロセスは、炭素原
子を含むガスもしくは酸素原子及び炭素原子を含むガスを用いるプラズマプロセスで行う
ことに特徴がある。アッシング装置は図６に示す平行平板型装置であり、アッシング条件
は、Ｏ2 ／ＣＯ＝１００／２００ｃｃｍ、１００ｍＴｏｒｒ、５００Ｗ、３０℃である。
この条件ではフォトレジスト１６の剥離は進行するが、炭素膜２３のエッチングは抑制で
きるため、寸法変換差を無くすことができる。
【００２８】
この様に炭素原子を含むガスもしくは酸素原子及び炭素原子を含むプロセスガス中で炭素
原子の比率が酸素原子の比率の１／３より高い領域で特にサイドエッチングの抑制効果が
高い。さらにＲＩＥ法による１５０℃以下のプロセスにすることで、十分なレジストエッ
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チング速度を保ちながらサイドエッチングを抑制することができた。また４００ｍＴｏｒ
ｒ以下のプロセスにすることで、より有効にサイドエッチングを抑制することが可能にな
った。
なお、金属配線は、アルミニウムに限らない。例えば、Ａｌ−Ｓｉ−Ｃｕ、Ａｌ−Ｃｕ、
Ｗ、ＷＳｉ、Ｃｕ等を使用することが可能である。
また、この実施例ではアッシングガスとしてＣＯガスを用いたが、炭素原子を含むガスは
、圧力、温度、パワー等を制御することにより以下の材料を用いることもできる。
【００２９】
すなわち、ＣＯ2 、Ｃ5 Ｈ1 2 、Ｃ5 Ｈ1 0 、Ｃ4 Ｈ1 0 、Ｃ4 Ｈ8 、Ｃ4 Ｈ6 、Ｃ3 Ｈ9 Ｎ、
Ｃ3 Ｈ8 、Ｃ3 Ｈ6 Ｏ、Ｃ3 Ｈ6 、Ｃ3 Ｈ4 、Ｃ2 Ｎ2 、Ｃ2 Ｈ7 Ｎ、Ｃ2 Ｈ6 Ｏ、Ｃ2
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Ｈ6 、Ｃ2 Ｈ4 Ｏ、Ｃ2 Ｈ4 、Ｃ2 Ｈ2 、ＣＯＳ、ＣＨ5 Ｎ、ＣＨ4 Ｓ、ＣＨ4 、ＣＨＮ
等があり、炭素原子に酸素原子、窒素原子あるいは水素原子の少なくとも１つを含むガス
が用いられる。この実施例では配線溝について説明しているが、この他にコンタクトホー
ルや他のパターンでも同様な傾向が得られる。
また、本発明では炭素系の膜に関わる工程に関して記述したが、炭素系膜の存在に関わり
なく、絶縁膜及び金属膜上のレジスト剥離の場合にも適用できる。また、プラズマプロセ
スには平行平板型アッシング装置を用いたが、他のタイプのプラズマアッシング装置でも
構わない。また、例えば、圧力、温度、パワーを制御することによりダウンフローアッシ
ャー装置を用いても良い。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施で
きる。
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【００３０】
【発明の効果】
炭素原子と、酸素原子、窒素原子及び水素原子の少なくとも１つ含むガスを用いたアッシ
ングプロセスで絶縁膜上、金属膜上もしくは炭素原子を含む組成からなる膜を有する構造
の多層膜上のフォトレジスト剥離工程を行うことにより、多層膜中の炭素原子の脱離やサ
イドエッチングをなくすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の層間絶縁膜にＬＫＤ膜（無機膜中に炭素原子を含むもの（有機シリコン
酸化膜））を用いた場合の半導体装置の製造工程を示す工程断面図。
【図２】本発明の層間絶縁膜にＬＫＤ膜（無機膜中に炭素原子を含むもの（有機シリコン
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酸化膜））を用いた場合の半導体装置の製造工程を示す工程断面図。
【図３】一酸化炭素を含むアッシングガスのガス組成比に対するフォトレジストアッシン
グ速度及びアッシング時の下地膜もしくは被膜の側壁変質層及び変化膜厚との関係を示す
特性図。
【図４】アッシングガスに酸素及び一酸化炭素を用いた場合の基板温度に対するフォトレ
ジストアッシング速度及びアッシング時の下地膜もしくは被膜の側壁炭素原子脱離層膜厚
との関係を示す特性図。
【図５】アッシングガスに酸素及び一酸化炭素を用いた場合のガス圧に対するフォトレジ
ストアッシング速度及びアッシング時の下地膜もしくは被膜の側壁炭素原子脱離層膜厚と
の関係を示す特性図。
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【図６】本発明の方法を実施するアッシング装置の概略断面図。
【図７】本発明の層間絶縁膜にＬＫＤ膜（ＣＦ系膜）を用いた場合の半導体装置の製造工
程を示す工程断面図。
【図８】本発明の層間絶縁膜にＬＫＤ膜（ＣＦ系膜）を用いた場合の半導体装置の製造工
程を示す工程断面図。
【図９】本発明の空中配線を形成する場合の半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図１０】本発明の空中配線を形成する場合の半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図１１】本発明の空中配線を形成する場合の半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図１２】本発明の空中配線を形成する場合の半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図１３】アッシングガスの炭素原子密度に対するフォトレジストアッシング速度及び下
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地膜もしくは被膜の側壁変質層及び変質膜厚との関係を示す特性図。
【図１４】二酸化炭素を含むアッシングガスのガス組成比に対するフォトレジストアッシ
ング速度及びアッシング時の下地膜もしくは被膜の側壁変質層及び変化膜厚との関係を示
す特性図。
【符号の説明】
１・・・真空チャンバー、

２・・・被処理物、

４・・・ガス導入管、

５・・・排気口、

６′・・・対向電極、

１１・・・半導体基板、

１２・・・ＬＫＤ膜、

１２′・・・金属配線、

３・・・載置台、

６・・・高周波電極、

１３・・・ＬＫＤ膜（無機膜中に炭素原子を含むもの）、
１４・・・表面改質膜、

１５・・・反射防止膜、

１６・・・フォトレジスト、
１９・・・Ａｌバリアメタル、

１８・・・ＴｉＮバリアメタル、
２０・・・ＬＫＤ膜（ＣＦ系膜）、

２１・・・シリコン窒化膜、
２２、２２′・・・ポ−ラスシリコン酸化膜、
２３′・・・配線溝。

２３・・・炭素膜、
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