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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェハ上に第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層表面にＣｕの配線層を形成し、
　前記Ｃｕの配線層上に浸漬メッキ法によって金属層を形成し、
　前記金属層を酸素雰囲気中で熱処理して金属酸化物層を形成し、
　前記金属酸化物層と前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成する、各ステップを含む
、多層配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記金属層はＳｎまたはＺｎを材料として形成され、
前記金属酸化物層はＳｎ酸化物又はＺｎ酸化物である、多層配線構造を有する半導体装置
を形成するための方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法において、前記金属酸化物層は５ｎｍ～５０ｎｍの厚さに
形成されている、多層配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法において、前記第１の絶縁層を形成した後で
あって前記Ｃｕの配線層を形成する以前に、前記第１の絶縁層上にバリア層となるＣｕ拡
散防止膜を形成するステップを含む、多層配線構造を有する半導体装置を形成するための
方法。
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【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法において、前記金属層を熱処理するステップ
は、前記金属層を形成した前記半導体ウェハを１５０℃以上４５０℃以下の温度範囲にお
いて、酸化性雰囲気中で３０秒以上６０分以下の範囲で熱処理するステップを含む、多層
配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項６】
　半導体ウェハ上に第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層に配線溝を形成し、
　前記配線溝中にＣｕ層を埋め込み、
　前記Ｃｕ層表面を化学機械研磨によって清浄化し、
　前記清浄化された前記Ｃｕ層表面上に金属層を浸漬メッキによって選択形成し、
　前記金属層を酸素雰囲気中で熱処理して金属酸化物層を形成し、
　前記金属酸化物層と前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成する、各ステップを含む
、多層配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記金属層はＳｎ又はＺｎを材料とし、前記金属酸化
物層はＳｎ酸化物又はＺｎ酸化物である、多層配線構造を有する半導体装置を形成するた
めの方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の方法であって、前記金属酸化物層は５ｎｍ～５０ｎｍの厚さに
形成されている、多層配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項９】
　請求項６乃至８の何れか１項に記載の方法であって、前記配線溝を形成するステップと
前記Ｃｕ層を埋め込むステップ間に、前記配線溝の内面をバリア層となるＣｕ拡散防止膜
で被覆するステップを含む、多層配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至８の何れか１項に記載の方法であって、前記金属酸化物を形成するステッ
プは、前記金属層を形成した前記半導体ウェハを１５０℃以上４５０℃以下の温度範囲に
おいて、酸化性雰囲気中で３０秒以上６０分以下の範囲で加熱処理するステップを含む、
多層配線構造を有する半導体装置を形成するための方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至８の何れか１項に記載の方法であって、前記金属層を酸化性雰囲気中で熱
処理して金属酸化物層を形成するステップにおいて、前記金属酸化物層の表面に酸化銅の
粒子が析出した場合、当該酸化銅の粒子を除去するステップを含む、多層配線構造を有す
る半導体装置を形成するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその形成方法に関し、特に、配線の信頼性と性能を向上す
ることが可能なＣｕ多層配線構造、およびその形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路の多層配線は主にＣｕ配線と絶縁層で形成される。絶縁層中に埋め込ま
れたＣｕ配線は、その側壁と底面がＴａ／ＴａＮなどのバリア層、即ち、Ｃｕ拡散防止膜
で覆われており、その表面はＳｉＮ、ＳｉＣＮなどのキャップ層で覆われている。これら
のキャップ層を形成する目的は、Ｃｕ配線の上部に絶縁層を形成する際のＣｕ配線表面の
酸化防止、ならびに絶縁層形成後の隣り合うＣｕ配線間のＣｕ相互拡散防止である。
【０００３】
　しかし、Ｃｕ配線表面と上部キャップ層との界面は密着性に乏しく、界面がＣｕ原子の
主要拡散経路となって、エレクトロマイグレーション不良や絶縁層経時破壊（ＴＤＤＢ）
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を発生する原因となるため、現状のキャップ層材料では信頼性の観点から問題がある。こ
のため、密着性とバリア性と耐酸化性に優れたキャップ層材料とその形成プロセスが求め
られている。
【０００４】
　現状のキャップ層は各層の全面に形成されており、各層のＣｕ配線上だけでなく、各層
の絶縁層上にも存在する。これらキャップ層の比誘電率は３～７であり、層界面全面に存
在することによって絶縁層の低誘電率化の要請にも拘わらず、比誘電率を増大させる傾向
にあり、キャップ層が全面に形成されていることは、ロジック回路やメモリ回路における
配線遅延の観点から好ましくない。このため、層界面全面にキャップ層を形成するのでは
なく、配線表面のみに形成して所望の特性を発現するキャップ層材料とその形成プロセス
が求められている。
【０００５】
　層界面全面にキャップ層が存在することは、ＣＭＯＳイメージセンサーの応用を考えて
も好ましくない。イメージセンサーに用いる場合には、絶縁層の可視光反射率が高いため
に、層界面全面に形成する現状のキャップ層は、センサー部に到達する光量が少なくなる
問題点がある。このため、配線表面にのみキャップ層を形成することによって、絶縁層中
の高反射率材料が存在しないようなキャップ層材料とその形成技術が求められている。
【０００６】
　このような問題点を解決するために、種々の試みがなされている。例えば、非特許文献
１では、Ｃｕ表面にＣｏＷＰを浸漬メッキしてキャップ層として用いることによって、界
面の密着性が向上し、エレクトロマイグレーション寿命が向上することを報告している。
しかし、このプロセスは通常７０℃以上の高温でメッキ処理する必要があるため、メッキ
液の管理が非常に難しく、製造プロセスとして再現性を得ることが困難である。さらに、
ＣｏＷＰ自体が耐酸化性を有しないために、ＣｏＷＰは密着性を改善する役割しかなく、
追加プロセスでＳｉＣＮなどの従来型キャップ層を界面全面に形成して耐酸化性を確保し
ている。また、絶縁層表面に不純物が存在すると、その箇所にＣｏＷＰが形成されるので
、配線間リークやＴＤＤＢ特性に問題が起こり、これは配線間隔が狭くなるパターンの微
細な世代ほど深刻化する。
【０００７】
　非特許文献２では、Ｃｕ表面にＳｉＨ４とＮＨ３を反応させてＣｕＳｉＮ層を形成する
ことによって、ＥＭ寿命が向上することが報告されている。しかし、ＳｉＨ４を用いてＣ
ｕ表面にＣｕ－Ｓｉ固溶体を形成する際に、Ｓｉが多すぎるとその後のＮＨ３によるＳｉ
の窒化を試みてもＣｕ中にＳｉが残存して抵抗上昇の原因となる。また、ＣｕＳｉＮ自体
が耐酸化性を有しないため、ＳｉＣＮなどの従来型キャップ層を界面全面に形成して耐酸
化性を確保している。
【０００８】
　特許文献１では、ＣｕあるいはＣｕ合金からなる配線部分と、誘電体からなる絶縁層部
分からなる多層配線構造において、Ｓｂ，Ｉｎ，Ｓｎ，Ｈｆ，Ｔｉなどからなる金属をキ
ャップ層として用いることによって、配線の信頼性が向上する技術を提案している。この
文献の提案技術は、Ｃｕ配線と絶縁層の表面がそれぞれ露出している状態でキャップ層と
なる金属を成膜することにより、絶縁層表面のキャップ層金属は成膜時点で酸化物となり
、Ｃｕ配線表面のキャップ層金属はＣｕ配線中に拡散して固溶体あるいは金属間化合物を
形成するというものである。固溶したキャップ層金属は、Ｃｕ配線中の粒界に偏析したり
、Ｃｕ配線と上部誘電体との界面に偏析することによって、Ｃｕの拡散速度が遅くなり、
エレクトロマイグレーションやストレスマイグレーションによる不良が改善されるとして
いる。
【０００９】
　一方、ＡｌやＴｉのような金属は、Ｃｕ配線表面に成膜しても大気にふれるだけで酸化
物を形成し、これら酸化物は配線の信頼性を向上することができないとしている。従って
、Ｃｕ配線表面に酸化物を形成するのではなく、キャップ層金属が固溶体を形成している
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状態を好ましいとしている。さらには、純Ｃｕにキャップ層金属が固溶すると、Ｃｕ配線
の抵抗が上昇するため、キャップ層金属の厚さを０．５ｎｍ以上５．０ｎｍ以下の範囲と
することで固溶濃度を低い値とし、抵抗上昇の抑制を図っている。
【００１０】
　しかし、このような低濃度の固溶体では、配線が酸化雰囲気に晒されたときに耐酸化性
を有しておらず、Ｃｕ配線に上部絶縁層を形成するプロセス中にＣｕ配線が内部酸化され
るという欠点がある。また、絶縁層が形成された後でも、その後の高温プロセスにおいて
Ｃｕ配線と上部絶縁層間において相互拡散が生じるという問題点がある。さらに、絶縁層
表面に形成されるキャップ金属の酸化物は絶縁膜として良好な特性を得ることが難しく、
配線間のリーク電流やＴＤＤＢ特性を確保することは非常に困難であるため、現実的な手
法ではない。また、これらは高誘電率層となるため、絶縁層全体の誘電率を高めることに
なり、配線遅延時間が長くなるという問題点もある。
【００１１】
　上記の半導体配線とは異なるが、バルク材料において、ＳｎをＣｕ表面に被覆すること
によって内部のＣｕの酸化が抑制できることは一般に知られているが、いずれも被覆した
Ｓｎメッキ層を酸化して使用するものではない。例えば、特許文献２では、銅管の内面に
Ｓｎメッキを行って耐酸化性に優れた材料を作製しているが、メッキＳｎにピンホールが
形成されて優先酸化が生じるために、メッキ溶液中の各成分の濃度を制御することでピン
ホールの無いＳｎメッキ層を厚さ１μｍに形成している。
【００１２】
　また、特許文献３では、銅基材の表面にＮｉまたはＣｕまたはこれらの合金層をメッキ
して中間層とし、さらにその表面にＳｎメッキをして、Ｓｎ－Ｃｕ金属間化合物が分散し
たメッキ層を形成している。この最表面層の厚さを０．５μｍ以上とすることで耐酸化性
を確保する。さらに特許文献４では、ＣｕとＳｎを含む金属間化合物拡散層を浸漬Ｓｎメ
ッキ法によって０．２μｍ未満の厚さに形成し、さらにこの表面に腐食防止剤層としてベ
ンゾトリアゾールまたはその誘導体を形成して耐酸化性を確保している。
【００１３】
　このように、過去のバルク材上のＳｎメッキでは純ＳｎまたはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物
が形成されているが、耐酸化性を確保するためには、ミクロンレベルの厚膜である必要が
あり、厚さを減少した場合は中間層あるいは表面層を追加成膜する必要がある。
【００１４】
【特許文献１】特開２００６－２０３１９７
【特許文献２】特開平１０－１８０４５
【特許文献３】特開２００３－８２４９９
【特許文献４】特開２００６－３１９２６９
【００１５】
【非特許文献１】Ｃ．Ｋ．Ｈｕ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃ．Ｅｎｇ．，７０，
４０６（２００３）
【非特許文献２】Ｓ．Ｃｈｈｕｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃ．Ｅｎｇ．，７６
，１０６（２００４）
【非特許文献３】Ｆ．ＤｅＣａｒｌｉ　ａｎｄ　Ｎ．Ｃｏｌｌａｒｉ，Ｍｅｔａｌｌｕｒ
ｇ．ｉｔａｌ．４４（１９５２）１７８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上記で説明したように、半導体集積回路のＣｕ多層配線において、Ｃｕ配線と上部絶縁
層の界面だけにキャップ層を形成しようとすることは、ＣｏＷＰ層やＣｕＳｉＮ層の形成
によって試みられたが、これらの層自体に耐酸化性とバリア性はなく、従来のＳｉＮ，Ｓ
ｉＣＮ，ＳｉＣキャップ層と下部Ｃｕ配線との界面密着性を改善するに留まり、従来のキ
ャップ層を層界面全面に形成する必要がある。このため、絶縁層の低誘電率化の障害とな
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っている。さらに、Ｓｂ，Ｉｎ，Ｓｎ，Ｈｆ，Ｔｉなどからなる金属を用いて、Ｃｕ配線
中に金属を拡散させて固溶体あるいは化合物として形成し、一方で絶縁層表面ではこれら
金属の酸化物を形成する方法が試みられたが、Ｃｕ配線の抵抗が上昇する問題に加えて、
Ｃｕ表面の酸化を防止することができず、さらに絶縁層の比誘電率を上昇するという問題
がある。
【００１７】
　上記問題点を鑑みて、本発明の第１の課題は、下部Ｃｕ配線と上部絶縁層との界面に新
規界面層を形成して、この層に優れた密着性と耐酸化性と拡散バリア性を付与することで
ある。第２の課題は、Ｃｕ配線上のみに前記の新規界面層を形成することにより、従来構
造に比べ、絶縁層全体の誘電率を低く維持することである。第３の課題は、上記の新規界
面層形成後にＣｕ配線の抵抗が従来のＣｕ配線の値に比べて大幅に増加しないようにする
ことである。これらの課題を解決する新規界面層とその形成工程とを提供することが本発
明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記課題を解決するために、半導体ウェハ上に第１の絶縁層を形成し、前記第１の絶縁
層上にＣｕの配線層を形成し、前記Ｃｕの配線層上に浸漬メッキ法によって金属層を形成
し、前記金属層を酸化性雰囲気中で熱処理して金属酸化物層を形成し、前記金属酸化物層
上に第２の絶縁層を形成する、各ステップを含む、多層配線構造を有する半導体装置を形
成するための方法を提供する。
【００２４】
　前記金属層を酸化するステップは、前記金属層を有する前記半導体ウェハを１５０℃以
上４５０℃以下の温度範囲において酸化性雰囲気中で３０秒以上６０分以下の範囲で熱処
理するステップを含むようにしても良い。
【００２５】
　上記課題を解決するために、半導体ウェハ上に第１の絶縁層を形成し、前記第１の絶縁
層に配線溝を形成し、前記配線溝中にＣｕ層を埋め込み、前記Ｃｕ層表面を化学機械研磨
によって清浄化し、前記清浄化された前記Ｃｕ層表面上に金属層を浸漬メッキによって選
択形成し、前記金属層を酸化性雰囲気中で熱処理して金属酸化物層を形成し、前記金属酸
化層を含む前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成する、各ステップを含む、多層配線
構造を有する半導体装置を形成するための方法を提供する。
【００２６】
　上記方法において、前記配線溝を形成するステップと、前記Ｃｕ層を埋め込むステップ
間に、前記配線溝の内面をバリア層となる膜で被覆するステップを設けても良い。また、
前記金属酸化物を形成するステップは、前記金属層を含む前記半導体ウェハを１５０℃以
上４５０℃以下の温度範囲において酸化性雰囲気中で３０秒以上６０分以下の範囲で加熱
処理するステップであっても良い。
【００２７】
　また、上記加熱処理工程において、前記金属酸化物層表面に酸化銅の粒子が析出した場
合、当該酸化銅の粒子を除去し、その後第２の絶縁膜を形成するようにしても良い。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、半導体集積回路の多層配線において、Ｃｕ配線とその上層に形成され
ている絶縁層の界面に金属酸化物、例えば、Ｓｎ酸化物またはＺｎ酸化物のキャップ層を
形成した多層配線構造とする。キャップ層を形成するＳｎ酸化物またはＺｎ酸化物は、酸
素濃度を調整することによって絶縁体から半導体さらには導電体にすることが可能であり
、絶縁層の誘電率を上昇しない。さらに、Ｓｎ酸化物またはＺｎ酸化物は、５００℃以下
の温度では酸素を透過しないため、下部のＣｕ配線の酸化防止膜として機能する。
【００２９】
　上記酸化物層の厚さを５ｎｍ～５０ｎｍの範囲とする。厚さが５ｎｍ未満では、耐酸化
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性が不十分であり、下部Ｃｕ配線の酸化を防止することができない。また、５０ｎｍを越
えるとこの層がＣｕ配線を置換して形成されるために、配線のＣｕ部分が減少し、配線実
効抵抗を上昇する。厚さを５ｎｍ～５０ｎｍ以下とすることによって、耐酸化性を有して
配線抵抗を所望の範囲に維持することが可能となる。
【００３０】
　上記Ｃｕ配線は、固溶している金属元素、例えばＳｎまたはＺｎの濃度が原子分率で２
％以下であるようにする。こうすることで、Ｃｕ配線の抵抗を純Ｃｕ配線に比べて大幅に
増加させることが無い。
【００３１】
　金属酸化物層をＣｕの配線層上に選択的に形成することができるので、Ｃｕの配線層上
を除いては、下層絶縁層と上層絶縁層の界面に低誘電率絶縁層以外の酸化物、炭化物、窒
化物が存在しないようにすることが出来る。こうすることで、絶縁層界面に高誘電率の材
料が形成されることを抑制し、絶縁層の実効比誘電率の上昇を抑制することが可能となる
。
【００３２】
　多層配線を形成するに際して、絶縁層中に形成されたＣｕ配線を化学機械研磨（ＣＭＰ
）し、表面を清浄化した後に浸漬メッキ法を用いてＳｎまたはＺｎをＣｕ配線表面に選択
的に形成する。浸漬メッキ法は置換メッキとも言われており、Ｃｕがメッキ液中のＳｎイ
オンまたはＺｎイオンに対して、容易に電子を与えることができ、これが原因でＳｎイオ
ンがＳｎ原子になって、またはＺｎイオンがＺｎ原子になってＣｕ原子と置換する。よっ
て、電子を容易に放出することのない絶縁層表面にはＳｎまたはＺｎが形成されることが
ない。その結果、Ｃｕ表面にのみＳｎまたはＺｎを選択的に形成することが可能である。
Ｃｕ表面上に形成されたＳｎまたはＺｎは、形成条件によって純金属として存在する場合
、Ｃｕ配線層中のＣｕ表面近傍に固溶体として存在する場合、Ｃｕと金属間化合物を形成
して存在する場合等がある。
【００３３】
　無電解メッキ法でＣｕ表面に形成された金属、例えばＳｎまたはＺｎ、あるいは下地Ｃ
ｕとの固溶体あるいは化合物を酸素含有雰囲気中で加熱し、形成された金属、例えば、Ｓ
ｎまたはＺｎを選択的に酸化して、Ｃｕ配線表面に酸化物層を形成する。
【００３４】
　なお、金属層を酸化性雰囲気中で熱処理して金属酸化物層を形成するステップにおいて
、熱処理温度が１５０℃未満では形成される金属酸化物が充分な耐酸化性を有さず、４５
０℃を超えると必要な金属酸化物が形成される以前にＣｕが外部へ多量に拡散するため好
ましくない。また、低温では長時間の熱処理が必要となるため、熱処理時間の範囲は２０
分以上６０分以下が好ましいが、５０分以上の熱処理はプロセス時間が長くなるのであま
り好ましくない。高温では短時間の熱処理で充分であり、３０秒以上の熱処理によって耐
酸化性を有する金属酸化物が形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に本発明の種々の実施形態を図面を参照して説明する。なお、以下の各図において
、同一の符号は同じかあるいは類似の構成を示すので重複した説明は行わない。また、以
下に示す各種の実施形態は、Ｃｕ配線層表面に形成する酸化物としてＳｎ酸化物を用いた
ものであるが、Ｚｎ酸化物を用いた場合でも同様の構造および形成工程によって本発明を
実施できることは勿論である。
【００３６】
　［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造を示す概略断面図であ
る。なお、図１では、第１および第２の層間絶縁膜２、６間に形成した一層のＣｕ配線層
４しか示していないが、第２の層間絶縁膜６を下層絶縁膜としてその上に同様の工程によ
って第２層のＣｕ配線層等を形成することによって多層配線構造とすることが出来ること
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は勿論である。また、絶縁層にはＳｉＯ２を示しているが、メチル基を端持するＳｉＯＣ
Ｈ等の無機系絶縁層、あるいはポリアリレン等の有機系絶縁膜等、半導体集積回路の多層
配線に用いられるものであれば何でも良い。
【００３７】
　図１において、１はＳｉウェハ、２は第１のＳｉＯ２層、３はＴａ薄膜、４はＣｕ配線
層、５はＣｕ配線層４のキャップ層として機能するＳｎ酸化物層、６は第２のＳｉＯ２層
を示す。Ｓｉウェハ１には、所望の半導体集積回路を形成するための種々のデバイス構造
が周知の技術により作り込まれている。第１のＳｉＯ２層２は、Ｓｉウェハ１上にプラズ
マＣＶＤ法で形成され、Ｃｕ配線層４に対して下層絶縁膜として機能する。Ｔａ薄膜３は
拡散バリア層であって、ＳｉＯ２層２上にＤＣスパッタ法を用いて形成され、後にＣｕ配
線層４を形成する場合に下層絶縁膜２中の酸素がＣｕ配線層４中に拡散し酸化するのを防
止する。
【００３８】
　図２は、Ｃｕ配線層４およびキャップ層であるＳｎ酸化物層５の構造を、その形成工程
を示す図面に沿って説明するための図である。まず、図２（ａ）に示す様に、Ｔａ薄膜３
（図１参照）上にＣｕ薄膜４’を１６０ｎｍの厚さに形成した。次に、図（ｂ）に示すよ
うに、この試料に対して、室温で浸漬メッキ法によってＳｎを積層し、Ｓｎメッキ層５’
を形成した。メッキ溶液の組成は、硫酸第１錫を４０グラム毎リットル、硫酸１００グラ
ム毎リットル、クレゾールスルホン酸３０グラム毎リットル、界面活性剤１０グラム毎リ
ットルであり、室温で成膜した。
【００３９】
　図３は、Ｓｎメッキ層５’の積層後の試料断面を透過電子顕微鏡で観察した結果を示す
。メッキ前は１６０ｎｍであったＣｕ膜４”（図２参照）の厚さはメッキ後、１０８ｎｍ
に減少しており、表面に形成されたＳｎメッキ層５’の厚さは３５ｎｍであった。これに
より、無電解メッキによって、５２ｎｍの厚さに対応するＣｕが溶出して３５ｎｍの厚さ
のＳｎメッキ層に置換されたことがわかる。Ｘ線エネルギー分散分光（ＥＤＳ）法を用い
た組成分析によると、３５ｎｍの厚さのＳｎメッキ層５’はＣｕを含有するＳｎリッチな
Ｓｎ－Ｃｕ合金であり、また、場所によってはＣｕ６Ｓｎ５の組成を有する金属間化合物
の存在も確認できた。
【００４０】
　次に、この試料を２種類の異なる酸化性雰囲気において１８０℃、３０分の熱処理を行
った。第１の雰囲気はＡｒ＋１０ｐｐｍＯ２であり、第２の雰囲気は大気である。酸化熱
処理後にＸ線回折法を用いて熱処理前後の試料に存在する相の同定を行った。メッキ直後
に存在する相は、図２（ｂ）に示す様に、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｃｕ６Ｓｎ５であった。Ａｒ＋１
０ｐｐｍＯ２雰囲気で熱処理を行った試料に存在する相は、図２（ｃ）に示す様に、Ｃｕ
、ＳｎＯ２－ｘ（ｘ＝０～０．５）であった。大気雰囲気で熱処理を行った試料に存在す
る相も同様に、Ｃｕ、ＳｎＯ２－ｘであった。Ｃｕ中にＳｎあるいは酸素が固溶するとＸ
線回折のＣｕ回折ピーク位置の変化が見られるが、その形跡は観測されなかった。
【００４１】
　なお、多層配線構造の形成工程とは離れるが、ＳｎＯ２－ｘ層６の効果を確認するため
に、熱処理後の試料に対し、さらに高温の３００℃で５分間の大気中加熱を行い、ＳｎＯ

２－ｘ層６のＣｕ層４に対する耐酸化性および拡散バリア性を確認した。その結果、Ｃｕ
回折ピークの位置はＣｕのそれであり、ピーク強度の顕著な変化も観測されず、Ｃｕ中へ
のＳｎの固溶および酸化は認められなかった。さらに、Ｓｎ酸化物被膜とＣｕ薄膜の密着
性を調べるために、テープテストを行ったところ、メッキ直後、酸化熱処理後、高温大気
酸化後のいずれの状態でも膜剥離は生じず、良好な密着性を示すことが明らかになった。
【００４２】
　このように、ＳｎＯ２－ｘ層５は、通常の半導体プロセスで用いられる熱処理条件にお
いて、良好な耐酸化性、バリア性、密着性を有する配線構造を提供することができた。従
って、図１に示す様に、Ｓｎ酸化物のキャップ層５上に直接、上部絶縁膜６を形成してそ
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の後の配線層の形成に備えることが出来る。
【００４３】
　図示はしていないが、絶縁層６上には二層目のＣｕ配線層が一層目のＣｕ配線層と同様
にして形成される。また、第１の配線層と第２の配線層は例えばビアホールを介して適宜
接続されるが、これらの技術についは周知であるためここでは説明しない。
【００４４】
　なお、第２の絶縁膜６をＴＥＯＳ－ＳｉＯ２によって形成する際に、下地のＣｕ層４は
酸化されておらず、ＳｎＯ２－ｘ層５はＣｕ層４に対する充分な耐酸化性を有していた。
【００４５】
　［第２の実施形態］
　図４および図５に、第２の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法
を示す。この実施形態ではダマシンプロセスによってＣｕの多層配線構造を形成する。ま
ず、図４の段階Ｉに示す様に、ＴＥＯＳ－ＳｉＯ２絶縁層１０上に、例えばシリコン窒化
膜等のハードマスク兼キャップ層１１を、配線溝１２を形成する部分を残して形成し、エ
ッチングを行って幅が１５０ｎｍの配線溝１２を形成する。なお、ＳｉＯ２層１０の下部
には、ロジック回路、メモリ回路等を構成するための種々の拡散領域を作り込んだＳｉウ
ェハが存在するが、図ではこれらは省略されている。
【００４６】
　次に、図４の段階ＩＩに示す様に、Ｔａ／ＴａＮの拡散バリア層１３を例えばＤＣスパ
ッタ法により形成し、更にその上にＣｕをスパッタして電界メッキのためのシード層１４
を形成する。次に、段階ＩＩＩに示す様に、Ｃｕの電界メッキを行って、配線溝１２中に
Ｃｕを埋め込みＣｕ配線層１５を形成する。
【００４７】
　その後、図５の段階ＩＶに示す様に、配線層１５の上面に化学機械研磨（ＣＭＰ）を行
って、配線溝１２以外の部分のＣｕメッキ層およびバリア層１３を除去すると共に、配線
層１５の表面を清浄化する。この後、Ｓｎを浸漬メッキすることにより、図５の段階Ｖに
示す様に、Ｃｕ配線層１５の表面部分にＳｎメッキ層１６を選択的に形成する。このとき
の浸漬メッキ条件は、硫酸第１錫４０グラム毎リットル、硫酸１００グラム毎リットル、
クレゾールスルホン酸３０グラム毎リットル、界面活性剤１０グラム毎リットルであった
。また成膜は室温で行った。
【００４８】
　図７に、線幅が１５０ｎｍの配線部に埋め込まれたＣｕ配線上に形成した浸漬Ｓｎメッ
キ層１６（図５の段階Ｖ参照）の断面ＴＥＭ（透過電子顕微鏡）像を示す。この図から明
らかなように、Ｓｎのメッキ層１６はＣｕ配線層１５上に選択的に形成されており、絶縁
層１０上には形成されておらず、優れた選択形成特性を有していることが分かる。
【００４９】
　Ｃｕ配線層１５上に選択的にＳｎメッキ層１６が形成されると、この状態の試料に大気
雰囲気中において１８０℃、３０分の熱処理を行うことによって、図５の段階ＶＩに示す
ようにＣｕ表面上ではＳｎが選択酸化されＳｎＯ２－ｘのキャップ層１７が形成される。
なお、この熱処理は、Ａｒ＋１０ｐｐｍＯ２の酸化性雰囲気中で行ってもよい。第１の実
施形態の説明部分で述べたように、ＳｎＯ２－ｘ層１７はＣｕ配線層１５に対して有効な
キャップ層として機能する。
【００５０】
　図６の段階ＶＩＩ～段階ＩＸは、図５の段階ＶＩに示す状態の試料上に第２のＣｕ配線
層を形成する工程を示す。まず、図６の段階ＶＩＩに示す様に、例えば、ＳｉＯ２、Ｓｉ
ＯＣＨ等の第２の絶縁膜１８およびハードマスク１９を形成し、段階ＶＩＩＩに示す様に
ハードマスク１９をマスクとして用いてエッチングを行い、第２の配線溝２０を形成する
。次に、図４の段階ＩＩから図５の段階ＶＩに示す第１の配線層１５およびキャップ層１
７の形成方法と同様にして、第２の配線層２３およびキャップ層２４を形成する。なお、
図６の段階ＩＸにおいて、２１はバリア層、２２はＣｕの電界メッキのためのシード層を
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示す。
【００５１】
　以上のようにして、ダマシンプロセスにより、Ｃｕの多層配線構造が半導体ウェハ上に
形成される。本発明者等は、図４～図６に示すＣｕ多層配線構造の効果を検証するために
、図５の段階ＶＩの状態の試料、即ち、第１の配線層１５上にＳｎ酸化物（ＳｎＯ２－ｘ

）のキャップ層１７を形成した試料に対して、更にその後、３００℃で５分間の大気暴露
を行い、Ｃｕの内部酸化の状況を調査した。その結果、配線内部のＣｕの酸化は認められ
なかった。このように、本実施形態においては、信頼性に優れたキャップ層１７がＣｕ表
面上にのみ選択的に形成され、絶縁層１０上には形成されないので、絶縁層全体の誘電率
が高くなることはない。
【００５２】
　［第３の実施形態］
　図８に第３の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す。本実
施形態の多層配線構造は、第１のＣｕ配線層と第２のＣｕ配線層を、キャップ層を介さず
に接続させたことを特徴とする。
【００５３】
　図８の段階Ｉは、第２の実施形態における段階ＶＩＩ（図６参照）に相当する。段階Ｉ
の試料を形成する工程は、第２の本実施形態の段階Ｉ～段階ＶＩと同じでよい。図８の段
階Ｉに示す様に、第１のＣｕ配線層１５上に第２の絶縁層１８が形成されると、ハードマ
スク１９をエッチングのマスクとして用いて、絶縁膜１８中に配線溝３０を形成する（図
８の段階ＩＩ参照）。このとき、第１のＣｕ配線層１５のキャップ層１７の一部をエッチ
ングによって除去し、第１のＣｕ配線層１５の表面を露出する。その後、図８の段階ＩＩ
Ｉに示す様に、溝３０の内面にバリア層２１、電界メッキのシード層２２を形成し、Ｃｕ
の電界メッキを行って溝３０内にＣｕを埋め込み第２のＣｕ配線層２３を形成する。
【００５４】
　このとき、第１のＣｕ配線層１５上のキャップ層１７はその一部がエッチングによって
除去されているので、ＴａまたはＴａＮのバリア層２１は第１のＣｕ配線層１５上に直接
形成される。Ｔａ等のバリア層２１は本来、導電性であり、従って、第１のＣｕ配線層１
５と第２のＣｕ配線層２３での接続抵抗を低く抑えることが出来る。なお、第２の実施形
態の場合でも、酸素濃度の調整により、Ｓｎ酸化物あるいはＺｎ酸化物で構成されるキャ
ップ層１７は半導体あるいは導体となり、第１および第２のＣｕ配線層１５、２３間の接
続抵抗を小さくすることが出来る。
【００５５】
　［第４の実施形態］
　図９に、第４の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す。図
９の段階Ｉは、図２の実施形態の段階Ｖ（図５参照）に相当し、半導体ウェハ１０に形成
した第１のＣｕ配線層１５上にＳｎの浸漬メッキによって、メッキ層１６を形成した状態
を示す。段階ＩＩは、段階Ｉの試料を酸化性雰囲気中で加熱処理（アニール）した状態を
示す。この場合、メッキ層１６の構造あるいはアニール処理条件によって、アニール後形
成されたＳｎ酸化物層１７’の表面に酸化銅（ＣｕＯ２）粒子４０が析出する場合がある
。この場合には、ＨＦ、Ｈ２Ｏ２等によって表面に析出したＣｕＯ２粒子４０を除去し、
主にＳｎ酸化物からなるキャップ層１７とする（段階ＩＩＩ）。Ｓｎ酸化物のキャップ層
１７が形成されると、第２あるいは第３の実施形態の場合と同様にして、多層配線構造を
形成する。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】第１の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造を示す概略断面図。
【図２】Ｃｕ配線層およびキャップ層の形成工程を示す図。
【図３】Ｓｎメッキ積層後の断面ＴＥＭ写真。
【図４】第２の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す図。
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【図５】第２の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す図であ
って、特に、図４に示す工程の後の工程を示す図。
【図６】第２の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す図であ
って、特に、図５に示す工程の後の工程を示す図。
【図７】線幅が１５０ｎｍの配線部に埋め込まれたＣｕ配線上に形成した浸漬Ｓｎメッキ
層の断面ＴＥＭ像。
【図８】第３の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す図。
【図９】第４の実施形態にかかる半導体集積回路の多層配線構造の形成方法を示す図。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　Ｓｉウェハ
　２　　第１のＳｉＯ２層
　３　　Ｔａ薄膜
　４　　Ｃｕ配線層
　５　　Ｓｎ酸化物層
　６　　第２のＳｉＯ２層

【図１】 【図２】
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【図６】 【図８】
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【図３】
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