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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の処理方法であって、
　前記半導体基板の表面に、珪素－炭素－酸素をベースとする材料によって形成される層
を堆積する工程と、
　前記層上にシリコンカーバイド層を堆積する工程と、
　酸素、水素又は窒素を含む他のガスの実質的な存在なしで、不活性ガスからなるプラズ
マによって前記シリコンカーバイド層を処理する工程と、を備えたことを特徴とする半導
体基板の処理方法。
【請求項２】
　前記シリコンカーバイド層上にフォトレジスト層を形成する工程を更に備えたことを特
徴とする請求項１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項３】
　前記プラズマがＨｅプラズマであることを特徴とする請求項１記載の半導体基板の処理
方法。
【請求項４】
　前記シリコンカーバイド層は、トリメチルシランを用いて堆積されることを特徴とする
請求項１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項５】
　前記シリコンカーバイド層及び前記珪素－炭素－酸素をベースとする材料は、同一の前
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駆体によって堆積されることを特徴とする請求項１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項６】
　前記シリコンカーバイド層の処理が、前記シリコンカーバイド層の堆積が行われたチャ
ンバと同一のチャンバ内で起こることを特徴とする請求項１記載の半導体基板の処理方法
。
【請求項７】
　プロセスチャンバ内に１００ｓｃｃｍ～４０００ｓｃｃｍのレートで不活性ガスに流入
させ、温度を０℃～５００℃に保ちつつ、チャンバ内圧力を１Ｔｏｒｒ～１２Ｔｏｒｒに
設定し、０．７Ｗ／ｉｎ２～１１Ｗ／ｉｎ２のパワー密度を持つＲＦパワーを該チャンバ
に印加することによって発生させたプラズマで前記シリコンカーバイド層を処理すること
を特徴とする請求項１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項８】
　前記ＲＦパワーは、５０Ｗ～８００Ｗの電力で印加されることを特徴とする請求項７記
載の半導体基板の処理方法。
【請求項９】
　プロセスチャンバ内に５００ｓｃｃｍ～２５００ｓｃｃｍのレートで不活性ガスに流入
させ、温度を５０℃～４５０℃に保ちつつ、チャンバ内圧力を２Ｔｏｒｒ～１０Ｔｏｒｒ
に設定し、１．４Ｗ／ｉｎ２～７．２Ｗ／ｉｎ２のパワー密度を持つＲＦパワーを該チャ
ンバに印加することによって発生させたプラズマで前記シリコンカーバイド層を処理する
ことを特徴とする請求項１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１０】
　前記ＲＦパワーは、１００Ｗ～５００Ｗの電力で印加されることを特徴とする請求項９
記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１１】
　プロセスチャンバ内に７５０ｓｃｃｍ～２０００ｓｃｃｍのレートで不活性ガスに流入
させ、温度を１００℃～４００℃に保ちつつ、チャンバ内圧力を４Ｔｏｒｒ～９Ｔｏｒｒ
に設定し、１．４Ｗ／ｉｎ２～５．７Ｗ／ｉｎ２のパワー密度を持つＲＦパワーを該チャ
ンバに印加することによって発生させたプラズマで前記シリコンカーバイド層を処理する
ことを特徴とする請求項１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１２】
　前記ＲＦパワーは、１００Ｗ～４００Ｗの電力で印加されることを特徴とする請求項１
１記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１３】
　半導体基板の処理方法であって、
　基板の表面に第１のシリコンカーバイド層を堆積させる工程と、
　前記第１のシリコンカーバイド層上に、珪素－炭素－酸素をベースとする材料によって
形成される層を堆積する工程と、
　前記層上に第２のシリコンカーバイド層を堆積する工程と、
　酸素、水素又は窒素を含む他のガスの実質的な存在なしで、不活性ガスからなるプラズ
マによって前記第２のシリコンカーバイド層を処理する工程と、を備えたことを特徴とす
る半導体基板の処理方法。
【請求項１４】
　前記第２のシリコンカーバイド層上にフォトレジスト層を形成する工程を更に備えたこ
とを特徴とする請求項１３記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１５】
　前記珪素－炭素－酸素をベースとする材料によって形成される層の堆積に先立って前記
第１のシリコンカーバイド層をパターニングする工程を更に備えたことを特徴とする請求
項１４記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１６】
　実質的に不活性ガスからなるプラズマによって前記第１のシリコンカーバイド層を処理
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する工程を更に備えたことを特徴とする請求項１３記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１７】
　前記第２のシリコンカーバイド層の処理が、前記第２のシリコンカーバイド層の堆積が
行われたチャンバと同一のチャンバ内で起こることを特徴とする請求項１３記載の半導体
基板の処理方法。
【請求項１８】
　プロセスチャンバ内に１００ｓｃｃｍ～４０００ｓｃｃｍのレートで不活性ガスに流入
させ、温度を０℃～５００℃に保ちつつ、チャンバ内圧力を１Ｔｏｒｒ～１２Ｔｏｒｒに
設定し、０．７Ｗ／ｉｎ２～１１Ｗ／ｉｎ２のパワー密度を持つＲＦパワーを該チャンバ
に印加することによって発生させたプラズマで前記第２のシリコンカーバイド層を処理す
ることを特徴とする請求項１７記載の半導体基板の処理方法。
【請求項１９】
　前記第２のシリコンカーバイド層の処理が、前記第２のシリコンカーバイド層の堆積が
行われたチャンバと同一のチャンバ内で起こることを特徴とする請求項１６記載の半導体
基板の処理方法。
【請求項２０】
　プロセスチャンバ内に１００ｓｃｃｍ～４０００ｓｃｃｍのレートで不活性ガスに流入
させ、温度を０℃～５００℃に保ちつつ、チャンバ内圧力を１Ｔｏｒｒ～１２Ｔｏｒｒに
設定し、０．７Ｗ／ｉｎ２～１１Ｗ／ｉｎ２のパワー密度を持つＲＦパワーを該チャンバ
に印加することによって発生させたプラズマで前記第２のシリコンカーバイド層を処理す
ることを特徴とする請求項１９記載の半導体基板の処理方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は、一般に、基板上での集積回路の製造に関する。さらに具体的には、本発明は、
シリコンカーバイド等の炭素含有層の、隣接する層への付着を高め、該層の酸化を最小限
度にとどめるために行う、プラズマ処理に関する。
【０００２】
【発明の背景】
サブクォーター（０．２５）ミクロン多層金属化は、次世代超大規模集積化（ＵＬＳＩ）
技術の鍵となる技術の一つである。多層連結特徴部の信頼性ある形成は、ＵＬＳＩの成功
に当たって、また、個々の基板やダイ上で、回路の密度及び品質を上げるべく継続してい
る奮闘のなかで、大変重要である。回路密度が上がれば、基板堆積物の中で、材料及び構
造に変化が起こる。その結果、層付着や酸化抵抗等の幾つかの基本的特性を再度見直す必
要がある。
【０００３】
層は次々と堆積されるので、層間付着は、構造の集積性を維持し、また、形成されるデバ
イスに要求される動作に見合うために重要になる。低誘電率（ｌｏｗｋ）材料は、バリア
層、エッチストップ、反射防止コーティング（ＡＲＣｓ）、保護層及びその他の層として
有用であり、製造順序の中に統合されるよう強い付着力を提供しなければならない。一例
として、ＵＬＳＩ用の幾つかの新材料には、強度等の物理特性を好ましく維持しながら、
層のｋ値を下げるために、フッ素のようなハロゲンドーピングが使われている。しかしな
がら、ドーピングされた材料の幾つかでは、加工中に排気がされてしまう。したがって、
これらの層は、隣接する層が堆積され最終的にアニールされると、それらの層と適切に付
着しなくなり、結果として、層間剥離が起こる。
【０００４】
加えて、新材料は、特にプラズマ酸化に露射される層においては、改善された酸化抵抗を
有する必要がある。一例を揚げると、層は、パターン化エッチングを必要とし、よって、
フォトリソグラフィプロセスを経る。このプロセスでは、前記の層上に、エッチングのパ
ターンを定義するため、フォトレジスト材料（一般的には有機高分子）層が堆積される。
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エッチングの後、フォトレジスト層は、活性酸素プラズマに露射されることにより除去さ
れる。このプロセスは、一般的には、“アッシング”と呼ばれている。このようなアッシ
ングプロセスの酷烈なプラズマ強化型酸化の間、プラズマ荷電粒子は基板と衝突する。こ
れにより、膜の損失及び／又は基板の結晶格子に歪みが起こり、基板上に形成されるデバ
イスの集積化が構成されている。腐食又は膜の損失は、コンタクト、ビア、ライン、及び
トレンチのような、縮小化されたディメンションフィーチャー（Reduced Dimension Feat
ures）間で短絡を起こさせてしまう。アッシングから起こる酸化は、ＳｉＣのような炭素
含有材料に特に影響すると思われる。よって、一般に，このような材料は、付着を改善し
酸化抵抗を上げることから利益を被る。よって、このような酷烈環境に対して酸化抵抗及
び膜の損失抵抗を改善することは、縮小化されたディメンションフィーチャーの回路の集
積性を維持するために必要である。
【０００５】
したがって、炭素含有材料の付着と酸化抵抗を上げる改善されたプロセスが必要である。
【０００６】
【発明の概要】
本発明は、一般に、追加層を堆積することなく、炭素含有層の改善された付着及び酸化抵
抗を提供する。一態様において、本発明は、ヘリウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａｒ）、のよ
うな不活性ガスプラズマ、又は、一酸化二窒素のような酸素含有プラズマで、ＳｉＣのよ
うな炭素含有材料の露出した表面を処理する。その他の炭素含有材料としては、αC、α
ＦＣ、ＳｉＣＯ：Ｈ等の有機高分子材料が含まれる。プラズマ処理は、好ましくはインサ
イチュで、処理される層の堆積に引き続いて行われる。堆積とプラズマプロセッシングが
インサイチュで行われる処理チャンバは、炭素含有層と同一又は類似の前駆体が分配され
るよう構成されることが好ましい。しかしながら、層は異種の前駆体によっても堆積する
ことができる。また、本発明は、処理プラズマを発生させるプロセッシング様式及びその
処理プラズマを使うシステムを提供する。炭素含有材料は、バリア層、エッチストップ、
ＡＲＣ、保護層及び誘電層等の様々な層に使うことができる。
【０００７】
【好適実施形態の詳細な説明】
本発明は、追加層を堆積することなく、不活性ガスプラズマ又は酸素含有プラズマに露射
することにより、炭素含有層の改善された付着及び酸化抵抗を提供する。
【０００８】
図１は、化学気相堆積（ＣＶＤ）チャンバ、例えば、カリフォルニア州のサンタクラーラ
のアプライドマテリアルズ社から入手可能なCENTURAR DxZTM CVDチャンバの断面図であり
、このチャンバ内で、本発明に係るプラズマ処理プロセスを行うことができる。本発明は
、ランプ加熱プロセスチャンバを含む他のプロセスチャンバ内でも行うことができる。プ
ロセスチャンバ１０は、通常、“シャワーヘッド”と呼ばれるガス分配マニフォールド１
１を含んでおり、このマニフォールドの穿孔された穴（図示せず）を通して、基板支持体
１２上に載っている基板１６へ、プロセスガスが散射される。基板支持体１２は、抵抗加
熱され、基板ステム１３上に据え付けられている。したがって、基板支持体とその上部表
面上に支えられた基板は、リフトモーター１４により、下部の装着／脱着位置とマニフォ
ールド１１付近の上部プロセッシング位置の間を、制御されながら動くことができる。基
板支持体１２と基板１６がプロセッシング位置にある場合、それらは絶縁リング１７によ
って囲まれている。プロセッシング中、マニフォールド１１に入るガスは、基板表面に渡
って、均一に放射状に分配される。ガスは、真空ポンプシステム３２によって、ポート２
４から排気される。ＲＦ電源２５からＲＦエネルギーを分配マニフォールド１１に印加す
ることによって、制御されたプラズマが基板付近で形成される。通常、基板支持体１２及
びチャンバ壁はアースされている。ＲＦ電源２５は、チャンバ１０にどんなガスが導入さ
れてもその分解が高められるよう、単一又は混合周波数のＲＦパワーをマニフォールド１
１に供給できる。コントローラ３４は、電源、リフトモータ、ガス注入のための質量コン
トローラ、真空ポンプの機能、並びにその他の関連したチャンバ及び／又はプロセッシン
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グ機能を制御する。上記コントローラは、メモリー３８に保存されたシステム制御ソフト
ウェアを実行する。好ましい実施形態においては、コントローラは、ハードディスクドラ
イブであり、これには、アナログ及びデジタルのインプット／アウトプットボード、イン
ターフェースボード、ステップーモータコントローラボードが含まれる。一般に、光学及
び／又は磁気センサーが、可動機械部品の位置を動かし決定するために使われる。このよ
うなＣＶＤプロセスチャンバの一例は、米国特許５０００１１３号に記載されており、本
明細書に参考文献として導入されている。そのタイトルは、“Thermal CVD/PECVD Reacto
r and Use for Thermal Chemical Vapor Deposition of Silicon Dioxide and In-situ M
ulti-step Planarized Process”であり、Ｗａｎｇ等に発行され、本発明の譲受人である
アプライドマテイアルズ社に譲渡されている。
【０００９】
上記のＣＶＤシステムの記載は、主に例示目的のためのみであり、他のプラズマ装置、例
えば、電極サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）プラズマＣＶＤ装置、誘導結合方式ＲＦ高密度
プラズマＣＶＤ装置、又はそれらに同様なもの、が用いられてもよい。さらに、上述した
システムの変形、例えば、基板支持体のデザイン、ヒーターのデザイン、ＲＦパワー連結
の位置、電極の配置及びその他の態様における変形も可能である。例えば、基板は、抵抗
熱により熱せられる基板支持体で支えられ加熱されてもよい。
【００１０】
Ｈｅプラズマを使ったプロセス様式が表１に提供され、Ｎ2Ｏプラズマを使ったプロセス
様式が表２に提供されている。これらのガスは代表的なものであり、他の不活性ガス又は
他の酸素含有ガスのような他のガスを用いてもよい。
【００１１】
【表１】

【００１２】
【表２】

【００１３】
上述したように、上記のプロセス様式は、CENTURAR DxZTM CVDチャンバ内で、本発明に従
い、Ｈｅプラズマ又はＮ2Ｏプラズマあるいは他の不活性ガス又は酸化ガスで、例えば、
ＳｉＣ等の炭素含有層の露出した表面を処理するために使われる。表１又は表２のパラメ
ータを使い、Ｈｅガス又はＮ2Ｏガスを、約１００～約４０００標準立方センチメートル
（ｓｃｃｍ）、さらに好ましくは約７５０～約２０００ｓｃｃｍの速度で、それぞれチャ
ンバへ流し入れる。チャンバ内圧力は、約１～約１２トール、好ましくは約４～約９トー
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ルに維持される。単一の１３．５６ＭＨｚＲＦ電力を約５０～約８００ワット（Ｗ）、さ
らに好ましくは約１００～約４００Ｗで、チャンバへ印加する。約０．７～約１１Ｗ／ｉ
ｎ2、さらに好ましくは約１．４～約５．７Ｗ／ｉｎ2の電力密度を使う。ＲＦ電源は、混
合周波数ＲＦ電力供給源であってよい。基板表面温度を、約０℃～約５００℃、さらに好
ましくは約１００℃～約４００℃に維持する。基板は、約２００～約７００ミル（ｍｉｌ
ｓ）、さらに好ましくは、約３００～約５００ミルに配置するとよい。
【００１４】
基板を、好ましくは、約１０～約４０秒間プラズマに露射するとよい。具体的には、２０
秒間続く一回の処理サイクルが、付着の増強及び／又は酸化に対する感受性の減少に対し
、効果的に炭素含有層を処理する。パラメータは、他のチャンバ、基板層、付着改善を補
助する他のガスに対して調整でき、特に、補助堆積層の必要無しに付着を改善するための
プロセスに対して調整できる。
【００１５】
本発明は、様々な材料の処理に対して有用である。具体的には、これらの材料は、主とし
て有機高分子材料、αＣ、αＦＣ、ＳｉＣＯ：Ｈのような炭素含有層、又は他の炭素含有
層を含んでよい。
【００１６】
多用途に役立つために使われてきた材料の一つとして、低ｋＳｉＣがあり、これに付いて
は、１９９８年１０月１日に出願された米国特許出願０９／１６５２４８号“A Silicon 
Carbide Deposition For Use As A Barrier Layer And AnEtch Stop”と、１９９８年１
２月２３日に出願された米国特許出願０９／２１９９４５号“A Silicon Carbide Deposi
tion For Use as a Low DielectricConstant Anti-Reflective Coating”との同時継続出
願で開示されており、両方が本発明の譲受人であるアプライドマテリアルズ社に譲渡され
、参考文献として本明細書に導入されている。この特定のＳｉＣは、バリア層、エッチス
トップ、ＡＲＣ、及び／又は保護層として機能でき、また、低ｋ値を持つことができると
いう利点があり、付着を改善し酸化抵抗を高めるという点で得である。
【００１７】
このプロセス様式は、７よりも小さい誘電率、好ましくは約５又はそれ以下の誘電率、最
も好ましくは約４．２又はそれ以下の誘電率を有するＳｉＣをもたらす。このようなＳｉ
Ｃ層を２００ｍｍのウエハ上に堆積するには、ほとんど酸素源が反応ゾーンへ導入するこ
とが無く、トリメチルシランのような反応ガス源を、CENTURAR DxZTM CVDチャンバのよう
な反応チャンバへ流し入れる。トリメチルシランは、好ましくは約５０～約２００ｓｃｃ
ｍの速度で流し入れる。好ましくは、ヘリウムやアルゴンのような不活性ガスも同様に、
約２００～約１０００ｓｃｃｍの速度で、チャンバ内へ流し入れる。チャンバ圧力を、好
ましくは、約６～約１０トールに維持する。１３．５６ＭＨｚの単一電力源を、好ましく
は、約４００～約６００Ｗでチャンバへ印加し、好ましくは、約５．７～約８．６Ｗ／ｉ
ｎ2の電力密度を使う。ＳｉＣの堆積中に、基板の表面温度を、好ましくは、約３００～
約４００℃に維持し、基板を、ガスシャワーヘッドから、好ましくは、約３００～約５０
０ミルに配置する。
【００１８】
図２は、本発明に従いＨｅ及びＮ2Ｏプラズマにより処理されたＳｉＣのサンプルのフー
リエ変換赤外（ＦＴＩＲ）分析であり、処理されたそれぞれのＳｉＣ層の結合構造を示し
ている。上のラインＡは、堆積された時点でのＳｉＣ層の結合構造を示す。本発明に適用
可能な、Ｓｉ（ＣＨ3）n及びＳｉＣ結合を含んだ異なる結合構造に相当する分析部分が同
定されてきた。ラインＡ上に上書きされているのは、Ｈｅプラズマ処理後の試料の結合構
造である。Ｈｅプラズマ露射は、試料の組成と検出された結合構造に対しほとんど影響を
与えないということが見出せる。また、Ｏ2プラズマ露射後の試料の結合構造についても
、ラインＡ上に上書きされている。基板にＯ2プラズマを約１０～約３０分間受けさせる
前に、Ｈｅプラズマで調節しておくことにより、前記の基板は、Ｏ2プラズマ露射から察
知できるほどの影響を示さなかった。
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【００１９】
下のラインBは、Ｎ2Ｏプラズマ処理後のＳｉＣ試料の結合構造を示す。Ｎ2Ｏプラズマ処
理により、上のラインＡに示された未処理試料の結合構造が変わる。変化は、Ｎ2Ｏプラ
ズマ処理された試料のＳｉ－Ｏ結合構造に大きく表われている。ラインB上に上書きされ
ているのは、Ｎ2Ｏプラズマ処理後に、アッシングのようなＯ2プラズマ露射を約１０～約
３０分間受けた試料の結合構造である。Ｎ2Ｏを使ったプラズマ処理後の試料とそれに引
き続きＯ2プラズマ露射を受けた試料の結合構造に違いはない。
【００２０】
ＥＳＣＡ／ＸＰＳ及びＦＴＩＲ分析によっても検出されたように、こうした結果から、Ｈ
ｅプラズマは実質的にＳｉＣ層の組成に影響しないことが確証される。Ｈｅ処理は、Ｎ2

Ｏプラズマより、化学的組成に対し少ない変化を起す。この変化は、表面層の結合構造に
おける主に物理的な変化で、主に、Ｈｅプラズマ露射の結果としてのＳｉダングリング結
合にあると信じられている。Ｈｅプラズマ処理による表面変化は、約５～約１０Åの深さ
よりも浅い可能性が高い。ＳｉＣのＮ2Ｏプラズマ処理のためには、Ｎ2Ｏガスからの酸素
は、Ｓｉ－Ｏ結合及び／又はＣ－Ｏ結合をＳｉＣ表面に形成すると信じられている。これ
により、Ｓｉダングリング結合は減少し、付着と酸化抵抗が改善される。
【００２１】
（実施例１）
表３と表４は、誘電層上に堆積され、Ｈｅ又はＮ2Ｏプラズマのような処理プラズマに露
射されたＳｉＣ層の化学組成変化と結合構造変化についてなされた化学分析のための電子
スペクトロスコピー／Ｘ線光電子スペクトロスキャン（ＥＳＣＡ／ＸＰＳ）の分析記録デ
ータを示す。
【００２２】
表１と表２に示されたプロセス様式に従い、一連のＳｉＣ層を、プラズマ処理に露射した
。Ｈｅ又はＮ2Ｏガスを約１５００ｓｃｃｍの速度でチャンバへ流し入れ、チャンバ内圧
力を約８．５トールに維持し、２００ｍｍのウエハ用チャンバに、単一１３．５６ＭＨｚ
ＲＦ電源は約２５０Ｗを送った。基板の表面温度を、約２５０～約４００℃に維持し、基
板を、ガスプレートから約４００ミルに配置した。上記プラズマを、この基板に約２０秒
間露射した。
【００２３】
【表３】

【００２４】
未処理のＳｉＣサンプルには、約５６％のＣ、８％のＯ、３６％のＳｉ及びごくわずかな
Ｎ、Ｆ及びＣｌが含まれていた。Heプラズマにより処理されたＳｉＣ層にも同じような組
成が含まれていた。酸素、水素及び／又は窒素を含む他のガスの実質的な存在無しで、He
プラズマを使った。酸素、水素及び／又は窒素がＨｅガスプラズマに存在する程度は無視
できるほどわずかだった。
【００２５】
表面又は表面近傍で測定されたＮ2Ｏ処理したサンプルにおいては、ＳｉＣ層の組成が約
５％のＣ、６７％のＯ、２８％のＳｉに変わった。これは、ＳｉＣ層表面のさらなる酸化
を表している。このような表面組成の変化はＮ2Ｏプラズマ露射によるものなので、約３
０００Åの厚さを持つ層断面のバルクを通してＳｉＣ層の分析も行った。この分析は、層
断面のバルク組成が、約３５％のＣ、２４％のＯ、３６％のＳｉ、３％のＮに変化したこ
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とを示した。
【００２６】
表４は、ＥＳＣＡ／ＸＰＳ分析報告の結果であり、表３のサンプルの炭素に関連する炭素
含有量及び化学結合構造の詳細を表している。
【００２７】
【表４】

【００２８】
結果から、Ｈｅプラズマ処理によっても、結合構造は比較的一定したままであるというこ
とが明らかである。ＳｉＣの表面組成は、Ｎ2Ｏプラズマ処理により変化し、多くのＣ－
Ｃ及びＣ－Ｈ結合を含むようになり、また、Ｓｉ－Ｏ及び／又はＣ－Ｏ結合を形成し、さ
もなければＳｉダングリング結合又は他のダングリング結合を保護すると察せられる。表
面における結合の変化は、次の層への付着を増大させる。加えて、Ｎ2Ｏは、制御された
露射により、層の薄い部分を酸化させ、未処理の層に比べ、より多くの、より深い酸化に
対し抵抗を持つ表面を作る。
【００２９】
（実施例２）
表５は、アッシング適合性研究におけるＳｉＣのプラズマ処理結果を示す。上記の表１と
表２に記載した好ましいプロセスパラメーターを用い、本発明に従い、一連のＳｉＣ試料
を、Ｈｅプラズマ又はＮ2Ｏプラズマで処理した。ＳｉＣ層の一つの試料は、比較試料と
して未処理のまま残し、もう一つの試料には、もう一つの比較試料とするため、ＳｉＣ層
上にアンドープのシリコン酸化層（ＵＳＧ）を堆積した。
【００３０】
この例では、Ｈｅ又はＮ2Ｏガスを約１５００ｓｃｃｍの速度でチャンバ内へ流し入れ、
チャンバ内圧力を約８．５トールに維持し、２００ｍｍのウエハ用チャンバに、単一１３
．５６ＭＨｚＲＦ電源は約２５０Ｗを送った。基板の表面温度を、約３５０～約４５０℃
に維持し、基板を、ガスプレートから約４００ミルに配置した。上記プラズマを、この基
板に約２０秒間露射した。酸素プラズマを使ってフォトレジスト層を除去するアッシング
プロセスの前後に、膜厚測定を行った。表で見られるように、これらの結果は、大気中及
びアッシングのような酸化環境において更なる酸化が、Ｈｅ及びＮ2Ｏプラズマ処理によ
り、減少又は防止されることを示している。
【００３１】
【表５】

【００３２】
未処理のＳｉＣとプラズマ処理をしたＳｉＣの間の区別が、表５に示されたおおよその酸
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化層膜厚の違いを比較することによって見られる。酸化により起こる層の厚さの大きな増
加は、誘電率を上げることによって、又は、金属拡散に抵抗するバリア層の能力を減少さ
せることによって、層の全体的な特性に影響する。したがって、酸化層膜厚の増加を最小
限にとどめるのが望ましい。未処理のＳｉＣ層の酸化層膜厚は、アッシングの前は約４０
Åであり、アッシング後は、約１９１Åであり、約１５０Åの増加があった。これに対し
て、Ｈｅプラズマにより処理されたＳｉＣ層の酸化層膜厚は、アッシングの前は約０Åで
あり、アッシング後は、約６０Åであり、約６０Åの増加があった。Ｎ2Ｏプラズマによ
り処理されたＳｉＣは、初期の酸化層膜厚が約２１０Åであり、アッシングプロセスの後
は、約２５５Åの酸化層膜厚になり、約４５Åの増加だけであった。プラズマ処理された
ＳｉＣ層に対する比較として、約２４０ÅのＵＳＧがＳｉＣ上に堆積され、アッシングプ
ロセスに露射された。アッシング前の膜厚は、約２４２Å、アッシング後は、約２５６Å
であり、約１４Åの増加があった。
【００３３】
この試験結果は、処理されたＳｉＣ層は、未処理のＳｉＣ層に比べ、アッシングからの酸
化に対し、３００％の抵抗があることを示す。また、この結果は、処理されたＳｉＣ層は
、ＵＳＧ層が堆積されたＳｉＣ層よりも、ほんの約３０～約４５Å厚いだけということを
示す。
【００３４】
（実施例３）
表２に示されたプロセス様式に従い、一連のＳｉＣ層を、Ｎ2Ｏプラズマ処理に露射した
。すなわち、例えば、約１５００ｓｃｃｍの速度でＮ2Ｏガスをチャンバ内へ流し入れ、
チャンバ圧力を約８．５トールに維持し、基板温度が約３５０～約４００℃であり、ガス
プレートから約４００ミルに置かれた基板が入ったチャンバへ、約２５０ＷのＲＦ電力を
送った。この試験では、基板層は、５０００－２００００Åの層厚のＵＳＧと、２００－
１０００Åの層厚のＳｉＣ、それ等の上に堆積された他のＵＳＧ酸化膜、そして、これら
を覆う５００Åの層厚の窒化物材料を含んでいる。本発明においては、ＵＳＧ層を堆積す
る前に、ＳｉＣ層をプラズマで処理した。ある試験セットにおいては、ＳｉＣ層を持つ試
料をＮ2Ｏプラズマで約２０秒間処理した。ある試料セットにおいては、７０００Åの層
厚のＵＳＧ材料をＳｉＣ上に堆積し、他のセットにおいては、１００００Åの層厚のＵＳ
Ｇ材料を堆積した。それぞれの厚さは、商業的実施の形態において堆積された一般的な厚
さを代表している。類似の試料を、ＳｉＣ層を２０秒間に代えて約３０秒間処理してから
、その上に、類似の厚さを持つＵＳＧを堆積することにより、準備した。アニーリングの
約１時間後、２時間後、３時間後、及び４時間後に、光学顕微鏡で層間剥離について調べ
た。４５０℃のアニーリング温度であっても、試料に層間剥離は見られなかった。
【００３５】
表１のパラメータに従い、Ｈｅプラズマ処理プロセスを使った以外は、ＵＳＧ層が堆積さ
れ、同様な処理時間で処理されたＳｉＣ層について、同様の試験を行った。この例では、
特に、約１５００ｓｃｃｍの速度でＨｅガスをチャンバ内へ流し入れ、チャンバ圧力を約
８．５トールに維持し、温度が約３５０～４００℃であり、ガスプレートから約４００ミ
ルに置かれた基板が入ったチャンバへ、約２５０ＷのＲＦ電力を送った。Ｈｅプラズマ処
理は、Ｎ2Ｏプラズマ処理と同様の結果をもたらした。
【００３６】
（実施例４）
一連のＳｉＣ層を、本発明のプラズマ処理に露射し、その層付着特性を試験した。処理に
使ったパラメータは表２に示される好ましい範囲のものであった。すなわち、この例にお
いては、約１５００ｓｃｃｍの速度でＮ2Ｏガスをチャンバ内へ流し入れ、チャンバ内圧
力を約８．５トールに維持し、基板温度が約３５０～約４００℃であり、ガスプレートか
ら約４００ミルに置かれた基板が入ったチャンバへ、約２５０ＷのＲＦ電力を送った。基
板層は、約５０００Åの層厚のＵＳＧ、プラズマにより約２０秒間処理された５００Åの
層厚のＳｉＣ、を含んでいた。上記のＳｉＣ層上に、約１０００Åの層厚のＵＳＧ酸化層
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を更に堆積し、それを５００Åの層厚の窒化物材料で覆った。それぞれの基板堆積物を、
約４５０℃で、一回が約３０分からなるサイクルで、４～８サイクルに渡りアニールした
。層間剥離を起こす水素及びその他のガスの拡散を促進させるため、全体として、約２～
約４時間に渡りアニールした。
【００３７】
堆積物の層付着を、“スタッドを用いた引き剥がし試験”（stud pull test）により試験
した。この試験では、スタッドをエポキシ接着剤によって堆積物に付着させ、伸長性のあ
る方向に引っ張り、スタッド若しくはエポキシ接着剤が基板から剥がれるまで、又は基板
層が残りの層から分離するまで、引っ張り力を測定した。４５０℃の温度で何サイクルか
のアニーリング後においても、スタッドが基板から剥がれる前には、試料に層間剥離は見
られなかった。Ｎ2Ｏプラズマ処理による２０秒間のＳｉＣ処理は、ＳｉＣ層からそれに
引き続く層を切り離すか分離するのに、約１１０００ｐｓｉ（pounds per square inch）
よりも大きな引っ張り力を必要とした。この引っ張り力においては、他の層を剥離するこ
と無く、約１１０００ｐｓｉでスタッドが接着剤から緩んで動いた。
【００３８】
表１に示すＨｅプラズマ処理パラメータを用いて、ＳｉＣ試料について、同じような試験
を行った。すなわち、この例においては、約１５００ｓｃｃｍの速度でＨｅガスをチャン
バへ流し入れ、チャンバ内圧力を約８．５トールに維持し、温度が約３５０～約４００℃
であり、ガスプレートから約４００ミルに置かれた基板が入ったチャンバへ、約２５０Ｗ
のＲＦ電力を加えた。上記に記載したＮ2Ｏプラズマ処理で使った層の膜厚及びプラズマ
露射時間と同様な条件を、Ｈｅプラズマ処理に使った。
【００３９】
Ｈｅプラズマ処理は、ＳｉＣからそれに引き続く層を持ち上げるのに、約７９００ｐｓｉ
よりも大きな引っ張り力を必要とした。この引っ張り力（約７９００ｐｓｉ）においては
、他の層を剥離すること無く、スタッドが接着剤から緩んで動いた。商業的には、約４０
００ｐｓｉが許容されている。比較すると、類似の堆積物は、本発明のプラズマ処理なし
では、約１０００ｐｓｉ未満でスタッドを用いた引き剥がし試験に落ち、層間剥離を起す
。ＳｉＣ堆積とＨｅプラズマ処理の間における化学的類似性のため、ほとんどの商業的な
基板の加工には、Ｈｅプラズマが好ましく、またそれで十分である。
【００４０】
本発明は、ダマシン構造を含む様々な構造に使われ、また、その構造の中の様々な層に使
われる。図３に、ダマシン構造の一例を図解で示す。この構造は、好ましい実施の形態に
おいて、バリア層、エッチストップ、ＡＲＣ、及び／又は他の層として幾層のＳｉＣ層を
含み、各層は本発明のプラズマ処理に露射されている。さらに、好ましくは、この構造は
、積層物中の２層以上の様々な層のインサイチュ堆積を含んでいる。誘電層は、ＳｉＣ材
料と同一又は類似の前駆体で堆積することができる。又は、該誘電層は、異なる前駆体で
堆積されてもよい。また、フィーチャー内に堆積された銅のような金属層においては、金
属の表面で起こり得る酸化物を減少させるため、アンモニアのような還元剤を含むプラズ
マが、実施の形態で好ましく利用される。
【００４１】
ライン／トレンチがビア／コンタクトと同時に埋められている、デュアルダマシン構造を
開発するためには、少なくとも２つのスキームを使うことができる。“Ｃｏｕｎｔｅｒｂ
ｏｒｅ”スキームでは、通常、集積回路は、バリア層、最初の誘電層、エッチストップ、
第二の誘電層、ＡＲＣ，及び、基板が後でエッチングをされるフォトレジスト層を堆積す
ることにより形成される。図３では、集積回路１０は、その下方に位置する基板６０を含
み、この基板上に、一連の層が堆積され、フィーチャー６２が形成される。フィーチャー
６２上に銅のような導電体が堆積されると、その導電体は酸化される。様々な層の堆積に
おいてインサイチュで、導電体上の酸化物は、アンモニアのような窒素及び水素からなる
還元剤を含むプラズマで露射されることにより、還元される。ある１つの実施形態が、米
国特許出願０９／１９３９２０号に記載されており、本明細書に参考文献として導入され
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ている。この出願の実施形態では、プラズマ処理パラメータについて、アンモニアの流速
は約１００～約１０００ｓｃｃｍ、チャンバ内圧力は約１～約９トールの範囲、ＲＦ電力
は２００ｍｍのウエハに対し約１００～約１０００Ｗ、基板とガスプレートの距離は約２
００～約６００ミル、と記載している。
【００４２】
ＳｉＣ層は、誘電層と共に、バリア層、エッチストップ、ＡＲＣ、及び／又は保護層とし
て、インサイチュで堆積することができる。それぞれのＳｉＣ層に、本発明のプラズマ処
理を利用してもよい。例えば、好ましい約５００Åの膜厚を持つＳｉＣバリア層６４を基
板とフィーチャーにわたって堆積する。基板を取り出すことなく、好ましい約５０００Å
の膜厚を持つ誘電層６６を、インサイチュで、バリア層６４にわたり堆積してもよい。好
ましくは、誘電層は、低いｋ特性を持つ、酸化物をベースにした誘電材料である。誘電層
は、ドープされていないシリコンガラス（USG）としても知られるドープされていない二
酸化シリコン、フッ素でドープされたシリコンガラス（FSG）、又はその他の珪素－炭素
－酸素をベースにした材料でよく、その幾つかは低いｋの材料である。その後、低いｋ値
を持ち、本発明に従うところのＳｉＣ材料のエッチストップ６８を、インサイチュで誘電
層６６上に約２００～約１０００Åの膜厚で、好ましくは、約５００Åの膜厚で堆積する
。通常、エッチング材料は、エッチングを受ける誘電層に比べ遅いエッチング速度を持つ
材料であり、前もって決められた深さに確実に達するようエッチングプロセスに融通性を
もたらすものである。幾つかの良好に特性化されたエッチングプロセスにおいては、エッ
チストップは不要かもしれない。他の誘電層７０を、約５０００～約１００００Åの厚さ
で、好ましくは、約７０００Åの厚さで、エッチストップ６８にわたって堆積する。誘電
層７０は、誘電層６６と同じ材料であってよい。同様にして、誘電層７０を、インサイチ
ュで、バリア層６４、誘電層６６、及びエッチストップ６８と共に堆積してもよい。Ｓｉ
Ｃ材料であり、好ましい約６００Åの膜厚を持つＡＲＣ７２を、その下方に位置するエッ
チストップ及びバリア層と同一の又はそれに類似した化学作用を使い、誘電層７０上に堆
積する。ＡＲＣの堆積後、フォトレジスト層（図示せず）を、ＡＲＣ７２上に堆積する。
フォトレジストの堆積、露光及びエッチングは、普通は、他のチャンバで行われる。ビア
／コンタクト２０ａのパターンを形成するために、従来のフォトリソグラフィー法を使い
、上記のフォトレジスト層を露光する。その後、ビア／コンタクト２０ａを形成するため
に、上記フォトレジスト層を、従来通りのエッチングプロセスにより、通常、フッ素イオ
ン、炭素イオン、及び酸素イオンを使って、エッチングする。引き続き、フォトレジスト
層を除去する。ライン／トレンチ２０ｂのようなフィーチャーをパターン化するために、
他のフォトレジスト層を堆積し露光すると、層はエッチングされ、ライン／トレンチ２０
ｂが形成される。引き続き、フォトレジスト層を除去する。フィーチャーにわたり、又は
フィーチャー間のフィールド上に、ライナー２２が必要であり、その材料は、通常、Ｔａ
、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮ、又はその他の材料である。その後、銅又はアルミニウムのよう
な導電材料２０を、ビア／コンタクト２０ａ及びライン／トレンチ２０ｂの両方の中に同
時に堆積する。そのフィーチャーにわたり、導電材料２０を堆積する場合、その酸化物を
還元するために、アンモニアのような還元剤を含むプラズマで露射してもよい。それに引
き続く層内に起こる導電体の拡散防止を支援するため、他のＳｉＣバリア層７５を、導電
材料２０上に堆積する。
【００４３】
デュアルダマシン構造を生成するためのもう一つのスキームは、Self-Aligning contact
（ＳＡＣ）として知られる。ＳＡＣスキームは、Ｃｏｕｎｔｅｒｂｏｒｅスキームに似て
おり、違いは、フォトレジスト層が、エッチストップにわたって堆積されること、エッチ
ストップがエッチングされることにより、フォトレジストが除去されることである。その
後、他の誘電層のような層が、パターン化されたエッチストップ上に引き続き堆積され、
ＡＲＣが誘電層にわたり堆積され、第二のフォトレジスト層がＡＲＣ層にわたって堆積さ
れ、ここでまた、この堆積物は、エッチングされる。例えば、図３の実施形態では、フォ
トレジスト層（図示せず）を、一般的には、エッチストップの堆積とは別のチャンバにお
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いて、エッチストップ６８にわたって堆積する。ビア／コンタクト２０ａのパターンを形
成するために、エッチストップ６８をエッチングする。フォトレジスト層を除去する。次
に、誘電層７０及びＡＲＣ７２を、エッチストップを堆積したのと同じチャンバ内で、イ
ンサイチュで堆積する。他のフォトレジスト層を、ＡＲＣ７２上に堆積する。その後、ラ
イン／トレンチ２０ｂのパターンを形成するために、フォトレジスト層を、露光する。ビ
ア／コンタクト２０ａ及びライン／トレンチ２０ｂは、その後、同時にエッチングされる
。これに引き続き、フォトレジスト層を除去する。導電材料２０と、必要ならば、他のバ
リア層７５を、その基板にわたって堆積する。
【００４４】
インサイチュプロセッシングは、それに使われる材料及び様式の数が少なく、特に、Ｓｉ
Ｃ層が、バリア層、エッチストップ、ＡＲＣ層だけでなく、保護層及び湿気バリアとして
使用可能なので、価値が増す。インサイチュプロセッシングは、好ましい実施形態におい
ては、誘電層の堆積に同一の又は類似の前駆体を使うことにより、さらに、その価値が増
す。層の堆積間において、クリーニング等のためにプロセスチャンバから基板を取り出す
必要を減少させること又は除去することは、処理能力を改善し、中断時間を減少させ、汚
染の危険を減少させる。
【００４５】
具体的には、エッチングは、プロセス条件を調整することにより、同じチャンバ内で行わ
れる。しかし、多くの場合には、基板はエッチングチャンバへ移動される。このような場
合には、プロセッシングは、堆積用チャンバとエッチング用チャンバを備えたクラスター
ツール内で行われる。このようなクラスターツールは、本発明の現譲受人に譲渡されてい
る米国特許４９５１６０１号に開示されており、本明細書に参考文献として導入されてい
る。密封可能なクラスターツールは、大気状態に不必要にさらされること無く、クラスタ
ーツール内でのプロセッシングを可能にする。しかし、可能ならば、よりよい処理能力の
ための好ましい配列は、チャンバ間の搬送時間を減少させるため、同一チャンバ内でプロ
セッシングができるようにしたものである。
【００４６】
さらに、インサイチュプロセッシングは、堆積された層とその前の層との間の移行速度に
対する正確な制御を提供する。２層間の移行は、層の堆積に用いられる化学作用及びそれ
に関連するプロセスパラメータとの間の移行によって制御される。本発明の方法は、プラ
ズマ、プロセスガスの流速、及びその他のプロセスパラメータにおける制御を通して、正
確な移行制御を可能にする。この移行は、迅速であり、例えば、プラズマを消すことによ
り、達成される。その後、基板はチャンバの中に残り、誘電層及び様々なＳｉＣ層が堆積
される。ＦＳＧ誘電層を堆積するプロセスにおいては、誘電層からＳｉＣ層へのスムーズ
な移行を創設するため、ヘリウム又はアルゴンの流れを増加させる一方、ＦＳＧ堆積に共
通して使われるシリコン四フッ化物の流速を減少させてもよい。移行の融通性は、多層を
インサイチュで堆積する能力によって、可能になる。上記の論議は、例示的シーケンスに
関するものであり、このシーケンスに限定して解釈されるべきではない。なぜなら、この
ようなインサイチュプロセッシングは、様々な順序で適用可能だからである。また、この
ような構造は、デュアルダマシン構造の例であり、可能な実施形態を制限するものではな
い。
【００４７】
本明細書で示され記載された実施の形態は、付随している請求項によって提供されている
以外、本発明を制限するものではない。さらに、本明細書の実施の形態において、層のオ
ーダーは、変更されてもよく、したがって、本明細書の詳細な説明と請求項にある「～上
に堆積される」及び類似の用語は、ある層が前の層の上部に堆積されることを含み、必ず
しも、前の層に直に接しているわけでなく、堆積物中で、上方にあるということである。
例えば、制限なく、様々なライナー層が誘電層、バリア層、エッチストップ、金属層、及
び他の層に接して堆積され得る。
【００４８】
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施形態も、本発明の実施形態の基本的範囲から離れることなしに、考案され得る。また、
本発明の基本的範囲は、本明細書の請求項により決定される。
【図面の簡単な説明】
本発明の上記に列挙した特徴、利点及び目的が達成され詳細に理解されるよう、上記で簡
潔に要約したところの本発明のさらに特定な記載は、実施の形態に対しての参考として、
付属の図面に説明されている。
しかしながら、本明細書に付属の図面は、本発明の一般的な実施の形態のみを説明してい
るだけであって、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、他の同じように効果
的な実施形態にも有効である。
【図１】図１は、本発明のプラズマプロセスが行われる商業的に利用可能なＣＶＤプラズ
マプロセスチャンバの断面図である。
【図２】図２は、特定の結合構造を示している本発明のＳｉＣ層のフーリエ変換赤外（Ｆ
ＴＩＲ）図表である。
【図３】図３は、本発明を利用しているデュアルダマシン構造の好適な形態を示す。
【符号の説明】
１０　プロセスチャンバ、集積回路
１１　ガス分配マニフォールド
１２　基板支持体
１３　基板軸
１４　リフトモーター
１６　基板
１７　絶縁リング
２０　導電材料(銅及びアルミニウム等)
２０ａ　バイアス／コンタクト　パターン
２０ｂ　ライン／トレンチ　パターン
２２　ライナー
２４　排気ポート
２５　ＲＦ電源
３２　真空ポンプシステム
３４　コントローラー
３８　メモリー
６０　基板
６２　フィーチャー
６４　ＳｉＣバリア層
６６　誘電層
６８　エッチストップ
７０　誘電層
７２　ＡＲＣ
７５　バリア層
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