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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨材、シュウ酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体及び水を含ん
でなり、前記研磨材の含有量が研磨用組成物に対して１０～２００ｇ／リットルであり、
前記シュウ酸の含有量が研磨用組成物に対して０．００１～０．０１ｍｏｌ／リットルで
あり、前記エチレンジアミン誘導体の含有量が研磨用組成物に対して０．００１～０．０
０５ｍｏｌ／リットルであり、且つ、酸化剤を含まないことを特徴とする研磨用組成物。
【請求項２】
　研磨材、シュウ酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、過酸化水素
及び水を含んでなり、前記研磨材の含有量が研磨用組成物に対して１０～２００ｇ／リッ
トルであり、前記シュウ酸の含有量が研磨用組成物に対して０．００１～０．０１ｍｏｌ
／リットルであり、前記エチレンジアミン誘導体の含有量が研磨用組成物に対して０．０
０１～０．００５ｍｏｌ／リットルであることを特徴とする研磨用組成物。
【請求項３】
　ｐＨが３～６の範囲内であることを特徴とする請求項１または２に記載の研磨用組成物
。
【請求項４】
　研磨材が、二酸化ケイ素であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載
の研磨用組成物。
【請求項５】
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　研磨材が、コロイダルシリカであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の研磨用組成物。
【請求項６】
　研磨材の比表面積が５０～３００ｍ2 ／ｇであることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の研磨用組成物。
【請求項７】
　エチレンジアミン誘導体が、エチレンジアミンであることを特徴とする請求項１乃至６
のいずれか１項に記載の研磨用組成物。
【請求項８】
　ベンゾトリアゾール誘導体が、ベンゾトリアゾールであり、その含有量が研磨用組成物
に対して０．０００４～０．００２ｍｏｌ／リットルの範囲内であることを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか１項に記載の研磨用組成物。
【請求項９】
　過酸化水素の含有量が、研磨用組成物に対して１～３０ｇ／リットルの範囲内であるこ
とを特徴とする請求項２乃至８のいずれか１項に記載の研磨用組成物。
【請求項１０】
　銅配線を内部に含む半導体装置の研磨方法であって、第１研磨ではバリア膜に達する直
前で銅膜を僅かに残し研磨を終え、次いで、第２および第３研磨で、残存した銅膜および
バリア膜を研磨する研磨方法において、第２研磨として、過酸化水素を含む研磨用組成物
を用い、除去すべき銅膜を全て研磨して取り除き、次いで、第３研磨として、請求項１に
記載の研磨用組成物を用い、除去すべきバリア膜を全て研磨して取り除くことを特徴とす
る研磨方法。
【請求項１１】
　銅配線を内部に含む半導体装置の研磨方法であって、第１研磨ではバリア膜に達する直
前で銅膜を僅かに残し研磨を終え、次いで、第２および第３研磨で、残存した銅膜および
バリア膜を研磨する研磨方法において、第２研磨として、請求項２に記載の研磨用組成物
を用い、除去すべき銅膜を全て研磨して取り除き、次いで、第３研磨として、過酸化水素
を含まない研磨用組成物を用い、除去すべきバリア膜を全て研磨して取り除くことを特徴
とする研磨方法。
【請求項１２】
　前記第２研磨として、請求項２に記載の研磨用組成物を用いることを特徴とする請求項
１０に記載の研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体の表面平坦化加工の研磨に使用される研磨用組成物に関し、更に詳しく
は、銅、および、タンタルまたはタンタル含有化合物を含む表面の平坦化加工時の研磨に
おいて、優れた平坦化特性を有し、且つ、優れた研磨表面の形成に適用可能な研磨用組成
物およびこの組成物を用いた研磨方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年のコンピューターを始めとするいわゆるハイテク製品の進歩は目覚ましく、これに使
用される部品、たとえばＵＬＳＩは、年々高集積化・高速化の一途をたどっている。これ
に伴い、半導体装置のデザインルールは年々微細化が進み、デバイス製造プロセスでの焦
点深度は浅くなり、パターン形成面に要求される平坦性は厳しくなってきている。
【０００３】
また、従来より半導体装置の加工プロセスに関して、その効率化が種々図られており、例
えば、金属とシリカの複合材を研磨する合成物、特にその各材料に対する除去の最適な選
択性の技術については、ローデル　インコーポレイテッドの特許第２８１９１９６号など
に開示されている。この特許における除去の選択性の主旨は、主にタングステンとシリカ



(3) JP 4264781 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

複合材間の除去の選択性を、シリカの除去速度を抑制することによることを目的としてい
る。
【０００４】
また、近年配線の微細化による配線抵抗の増大に対処するため、配線材料としてタングス
テン配線及びアルミニウム配線に代わり銅配線の使用が検討されている。　銅は、その性
質上エッチングが難しく、そのため以下のようなプロセスが必要とされる。すなわち、絶
縁膜上に配線溝及び孔を形成させた後、スパッタリング法又はメッキ法により銅の配線を
形成し（いわゆるダマシン法）、次いで、絶縁膜上に堆積した不要な銅膜を機械的研磨と
化学的研磨とを組み合わせたメカノケミカル研磨（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃ
ａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）（以下ＣＭＰという）加工により除去することが行われてい
る。
【０００５】
しかし、前述のプロセスでは、銅原子が絶縁膜中へ拡散し、デバイス特性を劣化させるこ
とがある。そこで、銅原子の拡散を防止する目的で、配線溝または孔を形成した絶縁膜上
にバリア層を設けることが検討されている。このようなバリア層の材料としては、金属タ
ンタル、またはタンタル含有化合物（以下、これらを総称してタンタル含有化合物という
）がデバイスの信頼性の観点から最も優れており、今後最も採用される可能性が高い。
【０００６】
従って、このような銅膜およびタンタル含有化合物を含む半導体デバイスのＣＭＰ加工プ
ロセスは、まず最表層にある銅膜、次いでバリア層であるタンタル含有化合物をそれぞれ
研磨し、さらに二酸化ケイ素または酸フッ化ケイ素等の絶縁膜に達した時点で研磨を終了
することとなる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
この銅配線形成のためのＣＭＰ加工は、以下のような問題点が存在する。即ち、最も懸念
される問題点として、研磨後に絶縁膜に比べ銅配線が窪んだ状態（いわゆるディッシング
）を生じること、および、密に配線が形成される部分が他の部分に比べ窪んだ状態（いわ
ゆるエロージョン）を起こすことが挙げられる。理想的なプロセスとしては、１種類の研
磨用組成物のみを使用し、１回の研磨工程で、銅膜およびタンタル含有化合物を研磨によ
り均一に除去し、さらに絶縁膜に達した時点で確実に研磨を終了させるものであることが
望まれる。
【０００８】
しかし、銅とタンタル含有化合物では、その硬さ、化学的安定性、およびその他の機械的
性質の違いにより、加工のし易さが異なるため、前述の理想的な加工プロセスを採用する
ことは困難である。従って、以下のような２段階あるいは３段階に分けた研磨工程（以下
２ステップ研磨あるいは３ステップ研磨という）が検討されている。
【０００９】
この２ステップ研磨あるいは３ステップ研磨は各ステップにおけるＣＭＰ加工条件を設定
する煩雑さと、これに伴うコストアップが生じる。従って、銅とタンタル含有化合物のＣ
ＭＰ加工の両者に適したなるべく少種類の研磨用組成物、しかも、ＣＭＰ加工の条件がな
るべくコストアップを伴わない手段により選択制御されことが望まれていた。
【００１０】
従来における２ステップ研磨あるいは３ステップ研磨は１段目の研磨工程（以下、１研と
いう）および２段目の研磨工程（以下、２研という）によって以下の２種の大別される。
先ず、１種目は、１研で、銅膜を高効率で研磨することができる研磨用組成物を使用し、
タンタル含有化合物膜などをストッパーとして、そのタンタル含有化合物膜に達するまで
銅膜を研磨する。次いで、２研で、主にタンタル含有化合物を高効率で研磨することがで
きる研磨用組成物を使用し、絶縁膜に達するまでタンタル含有化合物膜を研磨する。（以
下、この方法をオーバーポリシング法という。）又、必要に応じ３段目の研磨工程（以下
、３研という）で主に研磨傷（以下、スクラッチという）を修正し、且つ、ディッシング
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を低減させるため絶縁膜を研磨するという基本的思想はあった。
【００１１】
一方、２種目の方法は、１研にて銅膜表面にエロージョン、ディッシング等の各種表面欠
陥を発生させない目的で、タンタル含有化合物膜に達する直前、すなわち銅膜を僅かに残
し研磨する。次いで、２研で残存する薄い銅膜とタンタル含有化合物膜を連続して研磨し
、絶縁膜に達したところで研磨を終える（以下、この方法をアンダーポリシング法という
）。又、前記と同様に、必要に応じ３研で主にスクラッチを修正し、且つ、ディッシング
を低減させるため絶縁膜を研磨するという考え方に基づいていた。
【００１２】
また、１研で使用される研磨用組成物に要求される性能としては、銅膜を大きな研磨速度
で研磨できることである。このような銅膜の研磨用組成物に関しては、例えば、特開平０
７－２３３４８５号公報等において、アミノ酢酸およびアミド硫酸から選ばれる少なくと
も１種類の有機酸と酸化剤と水を含有する銅系金属膜の研磨液、およびこの研磨液を使用
した半導体デバイスの製造方法が開示されている。
【００１３】
この研磨液を使用し銅膜を研磨すると、比較的大きな研磨速度が得られる。これは銅膜表
面の銅原子が酸化剤の作用により銅イオンとなり、この銅イオンをキレート性化合物が取
り込むことにより、高い研磨速度が得られるものと推察される。この研磨用の組成物は、
１研用として有用であろう。
【００１４】
しかしながら、上記の思想に基づくＣＭＰ加工において、従来においてはタンタル含有化
合物膜、すなわち２研用として使用できる理想的な研磨用組成物は、提案されていなかっ
た。このような状況を鑑み、本発明者らは、既に、研磨材、タンタルを酸化することがで
きる酸化剤、酸化タンタルを還元することができる還元剤、および水を含有させたことを
特徴とした研磨用組成物およびそれを用いた研磨方法を特願平１０－３４２１０６号にて
開示しており、この発明により確かに高い研磨速度でタンタル含有化合物を研磨すること
ができ、２研用として使用することは可能である。
【００１５】
しかしながら、前記成分のみで形成された研磨用組成物を用い研磨した場合は、研磨後の
銅表面が腐食され易いという新たな問題が発生した。更に、この２研用の組成物を用い銅
配線を有するウエハの研磨を行ったところ、ディッシングは大きく、実用には耐えないも
のであった。
【００１６】
また前述のごとく特許第２８１９１９６号における加工除去の選択性については、シリコ
ンの除去速度を抑制するものであり、その実施例１に明らかなように、タングステンとシ
リカ複合材を主体としており、銅膜、バリア層としてのタンタル含有化合物および絶縁材
の３者における選択性を目的とする本発明の研磨用組成物およびそれによる研磨方法を示
唆するものではない。
【００１７】
本発明は、前記の問題を解決するためになされたものである。すなわち、本発明は、タン
タル含有化合物を大きな研磨速度で研磨することができ、研磨後銅表面が腐食され難い研
磨用組成物を提供し、且つ、ディッシングを極力抑制可能な研磨方法を提供することを目
的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明は上述の問題を解決するために、
研磨材、シュウ酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、及び水を含み
、且つ、酸化剤を含まないことを特徴とする研磨用組成物により、また、研磨材、シュウ
酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、水、及び過酸化水素を含むこ
とを特徴とする研磨用組成物により解決しようとするものである。
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【００１９】
また、前記研磨用組成物において、ｐＨが３～６の範囲内であり、研磨材が二酸化ケイ素
であり、また研磨材がコロイダルシリカであり、研磨材の比表面積が５０～３００ｍ2／
ｇであり、その含有量が研磨用組成物に対して１０～２００ｇ／リットルであること、更
に、シュウ酸の含有量を研磨用組成物に対して０．００１～０．０１ｍｏｌ／リットルの
範囲内にすることにより、またエチレンジアミン誘導体がエチレンジアミンであり、その
含有量を研磨用組成物に対して０．００１～０．００５ｍｏｌ／リットル以下とすること
を特徴とする研磨用組成物により解決を図るものである。
【００２０】
また、ベンゾトリアゾール誘導体がベンゾトリアゾールであり、その含有量が研磨用組成
物に対して０．０００４～０．００２ｍｏｌ／リットルの範囲内であること、また過酸化
水素の含有量が研磨用組成物に対して１～３０ｇ／リットルの範囲内であることを特徴と
する研磨用組成物によりこれを解決するものである。
【００２１】
更にまた、本発明は、前記問題を解決するために、銅配線を内部に含む半導体装置の研磨
方法であって、１研ではバリア膜に達する直前で銅膜を僅かに残し研磨を終え、次いで２
研および３研で残存した銅膜およびバリア膜を研磨する研磨方法において、２研として、
過酸化水素を含む研磨用組成物を用い、除去すべき銅膜を全て研磨して取り除き、次いで
３研として、過酸化水素を含まない研磨用組成物を用いて、除去すべきバリア膜を全て研
磨して取り除くことを特徴とする銅配線形成のための研磨方法により解決せんとするもの
である。
【００２２】
また、前記２研における研磨用組成物の過酸化水素量が２研で取り除かれべき銅膜の厚み
、または、該取り除かれべき銅膜の厚み及び３研で取り除かれるべきバリア膜の厚みに従
って制御設定することによる研磨方法により解決を図ろうとするものである。
【００２３】
前記問題点は、前記３研で使用される研磨用組成物として、研磨材、シュウ酸、エチレン
ジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、及び水を含み、且つ、酸化剤を含まないこ
とを特徴とする研磨方法により、また前記２研で使用される研磨用組成物として研磨材、
シュウ酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、水、及び過酸化水素を
含むことを特徴とする研磨方法により解決せんとするものである。
【００２４】
また、前記２研および３研で使用される研磨用組成物のｐＨが３～６の範囲内であること
を特徴とする研磨方法、前記２研および３研で使用される研磨用組成物の研磨材を二酸化
ケイ素とすることを特徴とする研磨方法、前記２研および３研で使用される研磨用組成物
の研磨材をコロイダルシリカであることを特徴とする研磨方法により解決を図らんとする
ものである。
【００２５】
更に、前記２研および３研で使用される研磨用組成物のシュウ酸の含有量を研磨用組成物
に対して０．００１～０．０１ｍｏｌ／リットルの範囲内とすることを特徴とする研磨方
法、前記２研および３研で使用される研磨用組成物のエチレンジアミン誘導体をエチレン
ジアミンとし、その含有量を研磨用組成物に対して０．００１～０．００５ｍｏｌ／リッ
トル以下とすることを特徴とする研磨方法、前記２研および３研で使用される研磨用組成
物のベンゾトリアゾール誘導体がベンゾトリアゾールであり、その含有量が研磨用組成物
に対して０．０００４～０．００２ｍｏｌ／リットルの範囲内であることを特徴とする研
磨方法、及び前記２研で使用される研磨用組成物の過酸化水素の含有量が、研磨用組成物
に対して１～３０ｇ／リットルの範囲内であることを特徴とする研磨方法により解決せん
とするものである。
【００２６】
以下、本発明を更に詳細に説明する。なお、以下の説明は本発明の理解を容易にするため
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のものであり、本発明を限定するものではない。前述のごとく、本発明は、研磨材、シュ
ウ酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、および水を含有し、且つ酸
化剤を含まないことを特徴とする研磨用組成物を第１の発明とし、また、研磨材、シュウ
酸、エチレンジアミン誘導体、ベンゾトリアゾール誘導体、水、および過酸化水素を含有
することを特徴とする研磨用組成物を第２の発明としている。
【００２７】
また、本発明は第３の発明として、前記第１の発明および第２の発明を使用した研磨を巧
みに組み合わせた銅配線形成のための研磨方法を第３の発明としている。即ち、銅配線を
内部に含む半導体装置の研磨方法であって、バリア膜に達する直前で研磨を終え、銅膜を
僅かに残す１研と、次いで、残存した銅膜およびバリア膜を研磨する２研および３研の工
程である。
【００２８】
この第３の発明においては、２研として、酸化剤を含む研磨用組成物、つまり、本発明の
第２の発明の研磨用組成物を用い、除去すべき銅膜を全て研磨して取り除き、次いで、３
研として、酸化剤を含まない研磨用組成物、つまり、本発明の第１の発明の研磨用組成物
を用い、除去すべきバリア膜を全て研磨して取り除くことを特徴としている。なお、この
３研は、従来例に示したように絶縁膜のスクラッチを減じ、銅配線のディッシングを改善
するために実施されるのではなく、単にバリア膜（本発明ではバリア膜はタンタル含有化
合物と同値とする）を研磨除去する目的で実施されるものである。
【００２９】
以下、前記の第１の発明を単に「第１発明」、第２の発明を単に「第２発明」、第１発明
および第２発明の両方に当てはまる発明を「本発明の組成物」と記すものとする。また、
第３の発明である研磨方法を「本発明の研磨方法」と記し、その際の第１研磨工程、第２
研磨工程および第３研磨工程を前述のごとく各「１研」、「２研」および「３研」と記し
、また各研磨工程における研磨加工能力を「研磨速度」と云う。更に、本発明の組成物、
および、本発明の研磨方法を併せ「本発明」と記す。なお、本発明で「除去すべき銅膜」
または「除去すべきバリア膜」とは、研磨終了後、銅配線を形成するに際し残存してはな
らない銅膜またはバリア膜を意味し、具体的には、配線溝または孔に埋設された部分以外
の全てを指すものとする。
【００３０】
第１発明は、銅膜に対しては低い研磨速度、またタンタル含有化合物膜に対しては高い研
磨速度、更に絶縁膜に対しては低い研磨速度を各呈することを特徴とする研磨用組成物で
ある。この第１発明の研磨用組成物は、１研としてオーバーポリシングに使用する。また
、その後のタンタル含有化合物層のみを研磨する２研用に使用する研磨用組成物としても
有効である。
【００３１】
第２発明は、銅膜に対しては過酸化水素の添加量により研磨速度が自由に設定でき、一方
、タンタル含有化合物膜に対しては高い研磨速度、絶縁膜に対しては低い研磨速度を呈す
る研磨用組成物となる。この第２発明の研磨用組成物は、１研としてアンダーポリシング
のために使用し、また、その後の銅膜とタンタル含有化合物を連続して、且つ同程度の研
磨速度で研磨する場合の２研用研磨用組成物としても有効である。
【００３２】
第１発明と第２発明との差異は、第１発明は如何なる酸化剤も含まないのに対し、第２発
明は酸化剤として過酸化水素を含有させるところにある。この酸化剤の有無によって、銅
膜に対する研磨速度が変化し、これを巧みに制御設定することにより銅膜に対する適正な
加工量を得ることができる。すなわち、第１発明では、銅膜に対する研磨速度は低く設定
され、第２発明では、過酸化水素の添加量によって自由に銅膜に対する研磨速度を適宜制
御設定できる。
【００３３】
上述のごとく、本発明（第１発明、第２発明に共通）の組成物は、タンタル含有化合物膜
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に対する高い研磨速度、絶縁膜（主にシリカ膜、通常ＴＥＯＳ膜という）に対する低い研
磨速度、および、研磨後の銅表面に対する防食機能を有する研磨用組成物である。このタ
ンタル含有化合物膜に対する高い研磨速度は、後述のシュウ酸を含有させたことに起因し
、絶縁膜に対する低い研磨速度は、後述のエチレンジアミンを含有させたことに起因する
。更に、研磨後の銅表面に対する防食機能は、後述のベンゾトリアゾールを含有させたこ
とに起因する。
【００３４】
本発明の研磨用組成物に含有されるシュウ酸は、研磨用組成物内で還元剤として働く。シ
ュウ酸は、研磨中に酸化されたタンタル含有化合物の表面を再び還元させる役割を果たす
ものと考えられる。なお、タンタル含有化合物に対する表面の酸化は、研磨用組成物内の
水の作用によっても自然に進行する。これは、元来タンタルは、酸化物状態が安定である
ことに起因する。また、この酸化物はタンタル含有化合物層の極表層にのみ形成され不動
体を為す。なお、この不動体とは表面の酸化物が保護膜となって、該表面より内部には酸
化が進行しない現象を指す。
【００３５】
このシュウ酸の含有量は、一般的には０．００１～０．０１ｍｏｌ／リットルの範囲、好
ましくは０．００３～０．００８の範囲、更に好ましくは０．００４～０．００６ｍｏｌ
／リットルの範囲である。シュウ酸の含有量がここに示される範囲を超えて多い場合は、
タンタル含有化合物層に対する研磨速度には影響を与えないが、組成物のｐＨが低くなり
、銅膜に対する腐蝕を引き起こす可能性があり好ましくない。一方、シュウ酸の含有量が
ここに示される範囲を超えて少ない場合、タンタル含有化合物に対する研磨速度が低下す
る傾向があり、好ましくない。
【００３６】
本発明の研磨用組成物に含有されるエチレンジアミン誘導体は、好ましくは、エチレンジ
アミンである。エチレンジアミンは、絶縁膜に対する研磨速度を抑制する作用があり、こ
の作用はエチレンジアミン誘導体にも具備されるものと考えられる。エチレンジアミン誘
導体としては、エチレンジアミン、Ｎ－メチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエチ
レンジアミン、Ｎ，Ｎ(－ジメチルエチレンジアミン、１－フルオロエチレンジアミン、
１－クロロエチレンジアミン、１－ブロモエチレンジアミン、１－ヨードエチレンジアミ
ン、１－フェニルエチレンジアミン、エチレントリアミン、エチレンジアミンII酢酸、お
よび、これらの塩等が考えられる。
【００３７】
エチレンジアミンを含有することによって、研磨時に絶縁膜を過度に研磨することなく、
タンタル含有化合物層のみ研磨できる。エチレンジアミンは、前記シュウ酸の含有によっ
て強酸性となった研磨用組成物のｐＨを上げるため、および、絶縁膜の研磨速度を抑制す
るために含有される。尚、ｐＨを上げることにより、研磨後の銅膜は腐食され難くなり、
更に、廃水処理上もその処理を助ける。
【００３８】
エチレンジアミンの含有量は、研磨用組成物に対して、一般的には０．００１～０．００
５ｍｏｌ／リットルの範囲、好ましくは０．００２～０．００４ｍｏｌ／リットルの範囲
である。エチレンジアミンの含有量がここに示される範囲を超えて大きい場合は、研磨後
の銅膜表面が腐食され易くなり好ましくない。一方、エチレンジアミンの含有量がここに
示される範囲を超えて少ない場合は、絶縁膜に対する研磨速度が大きくなる傾向を示し、
また、ｐＨも低くなるため銅膜表面が腐蝕され易くなり好ましくない。
【００３９】
次に、本発明の研磨用組成物に含有されるベンゾトリアゾール誘導体は、好ましくは、ベ
ンゾトリアゾールである。ベンゾトリアゾールは、銅膜表面に保護膜を形成し、研磨後の
腐食防止に加え銅膜研磨速度も抑制する作用があり、この作用はベンゾトリアゾール誘導
体にも同様に具備されるものと考えられる。
ベンゾトリアゾール誘導体としては、ベンゾトリアゾール、２－メチルベンゾトリアゾー
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ル、２－フェニルベンゾトリアゾール、２－エチルベンゾトリアゾール、２－プロピルベ
ンゾトリアゾール、などが考えられる。
【００４０】
ベンゾトリアゾールの含有量は、一般的には０．０００４～０．００２ｍｏｌ／リットル
、好ましくは、０．０００６～０．００１６ｍｏｌ／リットル、更に好ましくは、０．０
００８～０．００１２ｍｏｌ／リットルの範囲が望ましい。ベンゾトリアゾールの含有量
がここに示される範囲を越えて大きい場合は、銅膜の研磨速度は抑制され過ぎ、特に第２
発明の研磨用組成物では銅膜に対する研磨速度が設定できない。一方、ベンゾトリアゾー
ルの含有量がここに示される範囲を超えて小さい場合は、銅膜に対する防食効果が不十分
となり、研磨後銅表面が酸化銅または水酸化銅によって腐蝕が起こり好ましくない。
【００４１】
第２発明は、過酸化水素を含有する研磨用組成物である。過酸化水素は、前述のように酸
化剤として働き、銅膜表面を酸化し、その研磨速度を促進する。過酸化水素は、金属イオ
ンを含まないため半導体デバイスを汚染する危険性が少なく、しかも銅膜を酸化するには
十分な酸化力を有している。過酸化水素の含有量は、銅膜に対する研磨速度にほぼ比例し
、その含有量により研磨速度を自由に設定できる。但し、銅膜に対する研磨速度は、前述
のベンゾトリアゾールの含有量にも関係するので、両含有物の含有量を考慮して適宜決定
される。
【００４２】
過酸化水素の含有量は、一般的には、研磨用組成物に対し１～３０ｇ／リットル、好まし
くは、３～２０ｇ／リットルの範囲である。過酸化水素の含有量がここに示される範囲を
超えて大きい場合は、銅膜に対する研磨速度が大きくなりすぎる傾向を示し好ましくない
。一方、過酸化水素の含有量がここに示される範囲より小さい場合は、銅膜に対する研磨
速度が小さくなりすぎる傾向を示し好ましくない。
【００４３】
なお、過酸化水素の添加については、前記特許第２８１９１９６号においても記載がみら
れるが、シリカ研磨速度抑制が過酸化水素の付加によるものではないと記されているよう
に、本発明のＣｕ研磨速度を増加させるための積極的添加することについて示唆するもの
はない。
【００４４】
一方、本発明のシュウ酸は溶液中に解離して陰イオンを生じるものの範疇ではあるが、後
述の実施例１の表１における試料番号８～１６に示されているように、本発明におけるシ
ュウ酸添加はその添加による効果がシリカの除去速度を抑制するどころか促進させるもの
であり、特許第２８１９１９６号における「絶縁膜の研磨を抑制する酸」ではないこと明
らかである。
【００４５】
また、本発明に含有される研磨材は、いわゆる砥粒としての役割をもち、ＣＭＰ加工にお
ける機械的研磨の一翼を担う。従来のＣＭＰ加工プロセス用に用いられる研磨用組成物は
、研磨材として、一般的には二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化セリウム、窒化ケイ
素、酸化ジルコニウム、炭化ケイ素、および、二酸化マンガン等が挙げられる。これらの
うち、本発明に用いられる研磨材としては、シュウ酸、エチレンジアミン、ベンゾトリア
ゾール、過酸化水素などとの共存下においても安定であるもの好ましいため、これら添加
剤に対して化学的に安定な二酸化ケイ素を用いるのが望ましい。
【００４６】
更に、保存期間中における研磨用組成物中の研磨材の沈殿を低減させ、且つ被研磨物に研
磨材起因のスクラッチが発生することを防止するため、研磨材としては粒子径の揃った、
しかも粒子径が小さなコロイド状のものを用いるのが好ましい。すなわち、研磨材として
コロイダルシリカであるのが好ましい。なお、コロイダルシリカには、ケイ酸ナトリウム
をイオン交換して得られた超微粒子コロイダルシリカを粒子成長させるもの、および、ア
ルコキシシランを酸またはアルカリで加水分解させて製造するもの（いわゆる、ゾルゲル
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法によるコロイダルシリカ）の２種がある。これらのうち、ゾルゲル法によるコロイダル
シリカが、一般的に純度の高いものが得られ好ましい。
【００４７】
コロイダルシリカの比表面積は、一般に５０～３００ｍ2／ｇ、好ましくは７０～１５０
ｍ2／ｇの範囲である。尚、本発明において比表面積は、いわゆる窒素吸着法（ＢＥＴ法
）によって測定される値を意味し、この比表面積はそのまま一次粒子径を意味する。すな
わち、本発明に係る研磨材の一次粒子径は、一次粒子径＝２７２７／（比表面積）の式に
より求められるもので、比表面積５０～３００ｍ2／ｇに相当する一次粒子径は、９～５
５ｎｍとなる。
【００４８】
研磨材の比表面積がここに示される範囲より小さい場合は、機械的研磨の作用が大きくな
るため、絶縁膜または銅膜を研磨する速度が大きくなり過ぎたり、被研磨面の表面粗さが
大きかったり、スクラッチが発生したりすることがあり、好ましくない。逆に、比表面積
がここに示される範囲より大きい場合、機械的研磨の作用が小さくなるため、タンタル含
有化合物膜に対する研磨速度が小さくなることがあり好ましくない。
【００４９】
本発明の研磨用組成物中における研磨材の含有量は、研磨用組成物に対して、一般に１０
～２００ｇ／リットル、好ましくは３０～１００ｇ／リットルである。研磨材の含有量が
ここに示す範囲を超えて少ない場合、機械的研磨力が低下し、タンタル含有化合物膜を研
磨する速度も小さくなり好ましくない。逆に、研磨材の含有量がここに示す範囲を超えて
多い場合、機械的研磨力が強くなり、絶縁膜を研磨する速度が大きくなり好ましくない。
【００５０】
本発明の研磨用組成物のｐＨは、一般的には３～６の範囲、好ましくは４～５の範囲であ
る。前述の如く、ｐＨを中性化させることにより、銅膜表面の腐食は回避されるが、一方
で、ｐＨを上げ過ぎるとタンタル含有化合物の研磨速度も減少する。そのトレードオフの
現象の中で好適なパフォーマンスを示すのが、ここに示された範囲である。すなわち、こ
こに示される範囲を越えてｐＨが小さい場合は、銅膜表面は腐食され易くなり好ましくな
く、一方、ここに示される範囲を超えてｐＨが大きい場合、タンタル含有化合物の研磨速
度を低下させる傾向があり好ましくない。
【００５１】
なお、第１発明に記載され、含有させることのできない酸化剤とは、銅膜表面に作用し、
酸化銅または水酸化銅を形成させる化合物を指す。具体的には、過酸化水素、尿素、鉄イ
オン、セリウムイオン、塩素、臭素、硝酸などが挙げられる。
また、本発明の研磨用組成物の媒体は水である。水は、前記の含有物が正確にその役割を
果たせるよう、不純物を極力減らしたものであるのが好ましい。すなわち、イオン交換樹
脂にて不純物イオンを除去し、フィルターを通し懸濁物を除去したもの、または、蒸留水
が好ましい。
【００５２】
第１発明は、銅膜および絶縁膜研磨に対して低い研磨速度を実現でき、一方、タンタル含
有化合物膜の研磨に関しては高い研磨速度を実現できる。その研磨速度は、ブランケット
膜（パターンが無く、銅膜、タンタル膜、或いは、絶縁膜のみ堆積された膜）では、銅の
研磨速度は、一般的には１００Å／ｍｉｎ以下、タンタルの研磨速度は、一般的には４０
０Å／ｍｉｎ以上、絶縁膜（シリカ膜）の研磨速度は、一般的には３００Å／ｍｉｎ以下
である。
【００５３】
第１発明の研磨用組成物の具体的使用方法の一例を以下に示す。１研にて一般の研磨材を
用い、除去すべき銅膜を全て研磨除去（オーバーポリシング）を実施し、その後、第１発
明の研磨用組成物を用い、除去すべきバリア膜を全て研磨除去する。この方法に従えば、
１研後に発生した銅配線部のディッシングを増大させることなく研磨できる。
【００５４】
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第２発明は、絶縁膜研磨に対して低い研磨速度を実現でき、タンタル含有化合物膜の研磨
に対しては高い研磨速度を実現でき、更に、銅膜の研磨に対しては過酸化水素の混合量を
変化させて、自由に研磨速度を調整することができる。その研磨速度は、それぞれブラン
ケット膜に対し、銅の研磨速度は、一般的には３００～１０００Å／ｍｉｎ、タンタルの
研磨速度は、一般的には４００Å／ｍｉｎ以上、絶縁膜（シリカ膜）の研磨速度は、一般
的には３００Å／ｍｉｎ以下である。
【００５５】
第２発明の研磨用組成物の具体的使用方法の一例を以下に示す。１研にて一般の研磨材を
用い、除去すべき銅膜を表層のみ残し研磨除去（アンダーポリシング）し、その後、第２
発明の研磨用組成物を用い、残存している除去すべき銅膜、および、除去すべきバリア膜
を全て研磨除去する。この方法に従えば、１研後、銅配線部のディッシングはほとんどな
く、２研では、銅に対する研磨速度の設定により銅膜とバリア膜との研磨速度をほぼ同程
度とできるため、銅配線部のディッシングは、前述のオーバーポリシング法より改善され
る。但し、第２発明の研磨用組成物は、銅膜と絶縁膜との間の研磨速度の差から、ある程
度銅配線部のディッシングが発生する。
【００５６】
次いで、本発明の研磨方法を更に詳細に説明する。
すなわち、１研では一般の研磨材を用い、除去すべき銅膜を薄皮のみ残し研磨除去（アン
ダーポリシング）する。次いで、２研として第２発明の研磨用組成物を用い、残存してい
る除去すべき銅膜を全て研磨除去し、次いで、３研として第１発明の研磨用組成物を用い
、除去すべきバリア膜を全て研磨除去する。
【００５７】
この方法に従えば、１研後、銅配線部のディッシングはほとんどなく、２研では銅に対す
る研磨速度の設定により銅膜とバリア膜との研磨速度をほぼ同程度にすることができるた
め、２研時にもディッシングはほとんど発生しない。その後３研にては銅の研磨速度が抑
制されるため、銅配線部のディッシングは増加せず、むしろバリア膜の研磨量分のディッ
シングが改善される。従って、第１発明の研磨用組成物、又は、第２発明の研磨用組成物
のどちらか一方のみで研磨する場合に比較して、本発明の研磨方法に従った、２種類の本
発明の研磨用組成物を順次使い分け、制御することにより優れた研磨面を得ることができ
る。
【００５８】
更に、本発明の研磨方法は、第１発明と第２発明が単に過酸化水素の有無の違いのみであ
るため、３研まで行うとしても以下のように効率的に研磨が遂行できる。すなわち、予め
第１発明の研磨用組成物を準備し、２研は、開始と同時に第１発明の研磨用組成物に過酸
化水素を使用ポイントで制御された所定量を混合して第２発明の研磨用組成物とし、除去
すべき銅膜を研磨する。次いで、３研は、過酸化水素の混合をやめ、第１発明の研磨用組
成物に戻し、バリア膜が研磨し終えるまで研磨する。この方法に従えば、連続的に研磨用
組成物を２研用「第２発明」から３研用「第１発明」に変更できるため、制御が容易であ
り、且つ同一研磨テーブル上でこれを実施できる。
【００５９】
本発明の研磨用組成物は、一般に上記の各成分、すなわち砥粒、シュウ酸、エチレンジア
ミン、ベンゾトリアゾール、更に第２発明ならば過酸化水素を水に混合し、分散させるこ
とにより調製する。砥粒はこの組成物中に均一に分散して懸濁液となり、他の混合物は水
に溶解する。これらの組成物を混合する方法は任意であり、例えば翼式攪拌機で攪拌した
り、超音波分散により分散させる。
又、前述のように、第１発明をまとめて製造し、使用段階で必要に応じ第２発明の組成物
に調製し使用することもできる。
【００６０】
なお、本発明の研磨用組成物は、比較的高濃度の原液として調製して貯蔵または輸送など
をし、実際の研磨加工時に希釈して使用することもできる。前述の好ましい濃度範囲は、
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実際の研磨加工時のものとして記述したものであり、このような使用方法をとる場合は、
貯蔵または輸送などをされる状態においてはより高濃度の溶液となることは言うまでもな
い。
【００６１】
本発明の組成物で規定される各種混合物の含有量は、研磨時に最終的に調製される組成物
での含有量を規定したものである。つまり、研磨直前に、酸化剤添加のため過酸化水素を
加えた場合、あるいは、ｐＨ調整のためエチレンジアミンを加えた場合、追加の増分も加
味した組成物として各種含有量は規定される。
以下に実施例を示すが、この実施例に示される組成物の含有量も研磨直前の最終組成物の
含有量を意味する。
【００６２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を実施例を用いて具体的に説明する。なお、本発明はその要旨を越え
ない限り、以下に説明する諸例の構成に限定されるものではない。
【００６３】
【実施例】
実施例１：
砥粒としてゾルゲル法にて作製したコロイダルシリカ（比表面積９５ｍ２／ｇ）を用い、
表１に記載した割合で研磨用組成物を調製した。尚、酸化剤として過酸化水素を用い、該
過酸化水素は市販の３１％水溶液を用い、「酸化剤あり」の場合、過酸化水素純分として
３ｇ／Ｌを研磨直前に混合した。
被研磨物としては、スパッタリング法にて銅膜を１００００Å成膜した６インチシリコン
ウエハー、スパッタリング法で成膜したタンタル膜を２０００Å成膜した６インチシリコ
ンウエハー、および、ＣＶＤ法で成膜したシリカ膜（ＴＥＯＳ膜）を１００００Å成膜し
た６インチシリコンウエハーを使用し、それぞれの成膜面を研磨した。
【００６４】
研磨方法を以下に示す。
研磨条件：
研磨機　　　　　　　　ＡＶＡＮＴＩ４７２（ＩＰＥＣ　Ｗｅｓｔｅｃｈ社製）
研磨パッド　　　　　　ＩＣ－１０００（Ｒｏｄｅｌ　Ｎｉｔｔａ社製）
研磨時間　　　　　　　１ｍｉｎ
プラテン回転数　　　　３０ｒｐｍ
キャリアー回転数　　　３０ｒｐｍ
荷　重　　　　　　　　３．０ｐｓｉ（約２１１ｇ／ｃｍ2）
研磨用組成物供給速度　１５０ｍｌ／Ｌ
【００６５】
研磨後、ウエハーを順次洗浄、乾燥した後、研磨速度を以下に示す方法で求めた。
銅膜およびタンタル膜の研磨速度：
抵抗式膜厚測定装置　ＲＳ－３５Ｃ（ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製）
シリカ膜の研磨速度：
光学式膜圧測定器　Ｌａｍｂｄａ－Å（大日本スクリーン社製）
測定方法：ウエハの直径方向に４９点測定。研磨前後の膜厚差から研磨速度を計算。
【００６６】
次いで、研磨後の銅膜ウエハを光学顕微鏡で観察した。結果を研磨用組成物の組成と併せ
て表１に示す。表１における評価は下記によった。
評価「◎」：全く銅の腐蝕が見られない場合。
「○」：直径が０．５μｍ以下の非常に小さな腐蝕がある場合。
「×」：直径が０．５μｍを越える腐蝕が観察された場合。
【００６７】
【表１】
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【００６８】
表１の結果から以下のことが判った。先ず、Ｎｏ．１の研磨材を含まない場合は、銅、タ
ンタル、絶縁膜何れに対しても殆ど満足な研磨速度が得られない。また、Ｎｏ．８のシュ
ウ酸を含まない場合は、タンタルに対して、満足な研磨速度が得られない。Ｎｏ．１７の
エチレンジアミンを含まない場合は、絶縁膜の研磨速度が大きく、実際の銅ＣＭＰ工程で
採用された場合には、必要以上に絶縁膜を研磨してしまう恐れがある。Ｎｏ．２４のベン
ゾトリアゾールを含まない場合には、研磨後、銅の表面に腐蝕が発生していた。
【００６９】
また、実施例の結果から各成分の働きを考察すると次のようになる。即ち、研磨材は、そ
の含有量を増すに従い各々の膜に対する研磨速度は増加する。従って研磨材の含有量によ
り、各膜の研磨速度を調整することができる。また、シュウ酸は、タンタル膜に対する研
磨速度を変化させる。エチレンジアミンは、絶縁膜に対する研磨速度を下げる働きがあり
、ベンゾトリアゾールは、研磨後の銅膜の腐蝕を防ぐ働きをする。
【００７０】
実施例２：
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砥粒としてゾルゲル法にて作製したコロイダルシリカ（比表面積１１０ｍ2／ｇ）を用い
、最終の研磨用組成物の組成として、砥粒濃度５０ｇ／Ｌ、シュウ酸濃度０．００５ｍｏ
ｌ／Ｌ、ベンゾトリアゾール０．０００７ｍｏｌ／Ｌとなるように予め準備した。次いで
、エチレンジアミンを添加することによって表２に示されるようにｐＨを調製し、更に、
過酸化水素が３ｇ／Ｌになるように混合したものと、しないものの２種を調製した。次い
で、研磨試験を実施例１と同様に行った。この試験結果を表２に示す。ｐＨは、低い場合
、研磨後の銅表面に腐蝕が発生する傾向が高く、一方、高い場合、タンタルの研磨速度が
低くなる傾向がある。
【００７１】
【表２】

【００７２】
実施例３：
表３に示すような比表面積となるコロイダルシリカ（ゾルゲル法で作製）を準備し、次い
で、最終の研磨用組成物の組成として、砥粒濃度５０ｇ／Ｌ、シュウ酸の濃度０．００５
ｍｏｌ／Ｌ、エチレンジアミンの濃度０．００３ｍｏｌ／Ｌ、ベンゾトリアゾールの濃度
０．０００８ｍｏｌ／Ｌとなるように研磨用組成物を調製した。次いで、研磨試験を実施
例１と同様に行った。結果を表３に示す。
【００７３】
【表３】

【００７４】
比表面積を小さく設定した場合、各々の膜に対して研磨速度は大きくなるが、Ｎｏ．３９
は研磨後の面に、大きな問題とはならない程度の小さな比較的浅いスクラッチが発生して
いた。一方、比表面積が大きくなると全ての膜に対し研磨速度が小さくなる傾向がある。
【００７５】
実施例４：
比表面積が８０ｇ／Ｌのコロイダルシリカ（ゾルゲル法で作製）を準備し、最終の研磨用
組成物の組成として、砥粒濃度５０ｇ／Ｌ、シュウ酸の濃度０．００６ｍｏｌ／Ｌ、エチ
レンジアミンの濃度０．００３ｍｏｌ／Ｌ、ベンゾトリアゾールの濃度０．０００８ｍｏ
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ｌ／Ｌとなるように研磨用組成物を調製した。次いで、過酸化水素の濃度が表４に示すよ
うになるように過酸化水素を加え、研磨用組成物を調製した。該研磨用組成物を用いて実
施例１と同様に研磨試験を行った。
【００７６】
研磨試験の結果を表４に示す。試験結果より過酸化水素の含有量を増すと共に、銅膜の研
磨速度は大きくなり、一方、タンタル膜、絶縁膜の研磨速度は、ほぼ一定か、若しくは、
若干低下することがわかった。
【００７７】
【表４】

【００７８】
実施例５：
１研用として、コロイダルシリカ１００ｇ／Ｌ、グリシン０．１ｍｏｌ／Ｌ、および、過
酸化水素６ｇ／Ｌを含有させた研磨用組成物を準備した。この１研用研磨用組成物を用い
、銅配線形成用のＣＭＰテストウエハ（ＳＥＭＡＴＥＣＨ製、９２６ウエハ、１５０００
Åの銅膜形成）の銅膜部分を約１３０００Å研磨除去した。次いで、実施例１のＮｏ．２
８に示される研磨用組成物を用意し、先ず、過酸化水素を添加させ、除去すべき銅膜部分
を全て研磨したところで２研を終えた。次に、過酸化水素を混合させない以外は２研用で
用いた研磨用組成物と同一の研磨用組成物を使用してタンタル膜のみを研磨し、除去すべ
きタンタル膜部分を全て研磨したところで３研を終えた。
【００７９】
なお、何れの研磨も下記研磨条件で行った。
研磨条件：
研磨機　　　　　　　　ＡＶＡＮＴＩ４７２（ＩＰＥＣ　Ｗｅｓｔｅｃｈ社製）
研磨パッド　　　　　　ＩＣ－１０００（Ｒｏｄｅｌ　Ｎｉｔｔａ社製）
プラテン回転数　　　　３０　ｒｐｍ
キャリアー回転数　　　３０　ｒｐｍ
荷　重　　　　　　　　３．０ｐｓｉ
研磨用組成物供給速度　１５０ｍｌ／Ｌ
【００８０】
次いで、センターチップ幅５０ｍの銅配線部のディッシングをプロファイラー（ＫＬＡ－
Ｔｅｎｃｏｒ製、Ｐ－２）を用い測定した。その結果、ディッシング量は３５０Åであっ
た。
【００８１】
比較例１：
実施例５と同様に、１研用の研磨用組成物を準備し、銅配線形成用のＣＭＰテストウエハ
の銅膜部分を約１３０００Å研磨除去した。次いで、実施例５と同じ２研用の研磨用組成
物（過酸化水素含有）を用意し、除去すべき銅膜部分を全て研磨し、更に、連続して除去
すべきタンタル膜部分を全て研磨したところで２研を終えた。なお、研磨条件は実施例５
と同様である。
ディッシングを測定した結果、ディッシング量は１４００Åであった。
【００８２】
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比較例２：
実施例５で用いたものと同じ１研用の研磨用組成物を準備し、該研磨用組成物を用いて銅
配線形成用のＣＭＰテストウエハの銅膜部分を研磨し、除去すべき銅膜部分を全て研磨除
去し終えた時点で研磨を終了した。次いで、実施例５と同じ３研用の研磨用組成物（過酸
化水素なし）を用意し、これにより除去すべきタンタル膜部分を全て研磨したところで２
研を終えた。なお、研磨条件は実施例５と同様である。
ディッシングを測定した結果、ディッシング量は２２００Åであった。
【００８３】
【発明の効果】
本発明の研磨用組成物は、銅膜およびタンタル含有化合物を含む半導体装置製造に係るＣ
ＭＰ工程中において、タンタル含有化合物に対する高い研磨速度と銅膜に対する耐腐食性
に優れた２研用および３研用に好適な研磨組成物を提供できる。また、本発明の研磨方法
は、２研においては適当量の過酸化水素を添加し、３研においては過酸化水素を除くよう
に、該研磨用組成物における過酸化水素量を巧みに制御設定することにより良好なディッ
シング状態を現出できる研磨方法を提供できる。
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