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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、炭素含有酸化シリコンからなる骨格構造を有する２層の絶縁膜を備えた積層
膜を化学的気相成長法により形成する第１工程と、下層の絶縁膜に達するまで、上層の絶
縁膜のエッチングをエッチングガスとしてアンモニアを用いて行う第２工程とを有する半
導体装置の製造方法において、
　前記第１工程では、前記積層膜を構成する上層の絶縁膜の炭素含有率が下層の絶縁膜よ
りも高くなるように、前記骨格構造中に炭化水素化合物からなる空孔形成材料を含有させ
て、前記上層の絶縁膜を形成すると共に、前記第２工程の後に、第３工程として前記上層
の絶縁膜中の空孔形成材料を分解除去し、当該絶縁膜に空孔を形成して多孔質化する工程
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１工程では、前記空孔形成材料の一部を解離し、解離した炭素が結合した前記骨
格構造中に当該空孔形成材料を含有させて、前記上層の絶縁膜を形成する請求項１記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１工程では、前記骨格構造中に、前記空孔形成材料と、当該空孔形成材料よりも
低分子の炭化水素化合物からなる微小空孔形成材料とを含有させて、前記上層の絶縁膜を
形成する請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
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　前記第１工程と前記第２工程の間に、前記上層の絶縁膜中の前記微小空孔形成材料を分
解除去するとともに、前記空孔形成材料の一部を分解除去し、当該絶縁膜にそれぞれ空孔
を形成して多孔質化する工程を行い、
　前記第２工程の後に、残存した前記空孔形成材料を分解除去する請求項３記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１工程では、前記微小空孔形成材料を解離し、解離した炭素が結合した前記骨格
構造中に前記空孔形成材料を含有させて、前記上層の絶縁膜を形成する請求項３記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第２工程では、前記下層の絶縁膜をストッパーにしたパターンエッチングによって
、前記上層の絶縁膜に配線溝を形成するととともに、前記配線溝の底部に露出する前記下
層の絶縁膜をパターンエッチングすることにより、当該下層の絶縁膜に接続孔を形成する
請求項１記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関し、さらに詳しくは、多孔質の絶縁膜を備えた半
導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の微細化、高集積化に伴い、配線の時定数に起因する電気信号の遅れが深刻
な問題となっている。そこで、多層配線構造で用いられる導電層には、アルミニウム（Ａ
ｌ）系合金の配線に代わり、低電気抵抗の銅（Ｃｕ）配線が導入されるようになっている
。Ｃｕは、従来の多層配線構造に使われているＡｌなどの金属材料とは異なって、ドライ
エッチングによるパターンニングが困難なため、絶縁膜に配線溝を形成し、配線溝にＣｕ
膜を埋め込むことにより配線パターンを形成するダマシン法が一般にＣｕ多層配線構造に
適用されている。
【０００３】
　特に、デュアルダマシン法は、接続孔と配線溝とを形成した上で、Ｃｕ埋め込みを接続
孔と配線溝とに同時に行う方法であって、工程数の削減に有効であることから注目されて
いる。
【０００４】
　また、高集積化された半導体装置では、配線間容量の増大が半導体装置の動作速度の低
下を招くために、低誘電材料を層間絶縁膜に用いて配線間容量の増大を抑制した微細な多
層配線が不可欠となっている。そこで、比誘電率３．５程度のフッ素含有酸化シリコン（
ＦＳＧ）に加えて、ポリアリールエーテル（ＰＡＥ）に代表される有機系のポリマーや、
炭素含有酸化シリコン（ＳｉＯＣ）、ハイドロゲンシルセキオサン（ＨＳＱ）、メチルシ
ルセスキオキサン（ＭＳＱ）に代表される無機系材料など、酸化シリコンよりも誘電率の
低い、いわゆる低誘電率膜が、層間絶縁膜として導入されるようになってきている。また
、近年では、それらを多孔質化させて比誘電率を２．３前後にまで低下させた低誘電率材
料の適用も試みられている。
【０００５】
　ところで、上述したデュアルダマシン法を低誘電率膜を有する層間絶縁膜に適用する場
合には、化学的気相成長（Chemical Vapor Deposition(ＣＶＤ)）法により、基板上にＳ
ｉＯＣからなる無機材料膜を成膜した後、塗布法により、無機材料膜上に、ＰＡＥからな
る有機材料膜を成膜する。そして、エッチングにより、有機材料膜に配線溝を形成すると
ともに、無機材料膜に接続孔を形成する。このエッチングの際には、無機材料膜と有機材
料膜の界面が形成されるため、無機材料膜に対する有機材料膜のエッチング選択比が高く
、制御性よくエッチング加工が行われる（例えば、特許文献１参照）。
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【０００６】
　また、上述したように、ＣＶＤ法により無機材料膜を成膜する場合には、生産等で膜質
に不具合が発生した場合、ガス流量比やＲＦパワー等成膜条件を変更することで即座に対
応できる、という利点がある。さらに、一般的に、ＣＶＤ法による成膜では、より緻密で
機械強度の高い膜が形成されることが知られている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－６３８５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上述した製造方法では、基板上に無機材料膜を成膜した後、例えばコーター等
の別の装置に基板を移動させて、有機材料膜を塗布形成する必要があるため、作業的にも
煩雑であり、生産性が悪い。一方、ＣＶＤ法により、配線溝を形成する上層側の絶縁膜を
成膜することを考えた場合、有機材料膜を成膜することは困難である。しかし、比誘電率
の低い有機材料膜と同程度の比誘電率を有する無機材料膜は、現状ではＳｉＯＣの多孔質
膜であることから、ＳｉＯＣ膜で形成される下層とのエッチング選択比がとれず、加工制
御性が悪くなる、という問題がある。
【０００９】
　以上のことから、本発明は、ＣＶＤ法により積層膜を形成するとともに、この積層膜の
上層をエッチングする際に、下層に対するエッチング選択比の高い半導体装置の製造方法
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の半導体装置の製造方法は、基板上に、炭素含有酸
化シリコンからなる骨格構造を有する２層の絶縁膜を備えた積層膜を化学的気相成長法に
より形成する第１工程と、下層の絶縁膜に達するまで、上層の絶縁膜のエッチングをエッ
チングガスとしてアンモニアを用いて行う第２工程とを有する半導体装置の製造方法にお
いて、第１工程では、積層膜を構成する上層の絶縁膜の炭素含有率が下層の絶縁膜よりも
高くなるように、骨格構造中に炭化水素化合物からなる空孔形成材料を含有させて、上層
の絶縁膜を形成すると共に、第２工程の後に、第３工程として上層の絶縁膜中の空孔形成
材料を分解除去し、当該絶縁膜に空孔を形成して多孔質化する工程を有することを特徴と
している。
【００１１】
　このような半導体装置の製造方法によれば、化学的気相成長法により形成された積層膜
を構成する上層の絶縁膜の炭素含有率が下層の絶縁膜よりも高くなるように、骨格構造中
に炭化水素化合物からなる空孔形成材料を含有させて、上層の絶縁膜を形成することで、
この絶縁膜が擬似的な有機材料膜となり、積層膜を構成する絶縁膜の間に、擬似的な有機
材料膜と無機材料膜の界面が形成される。これにより、第２工程において、下層の絶縁膜
に達するまで、上層の絶縁膜のエッチングをエッチングガスとしてアンモニアを用いて行
う際に、下層の絶縁膜に対する上層の絶縁膜のエッチング選択比が高くなることから、下
層の絶縁膜がストッパーとなり、加工制御性が向上する。また、上記積層膜を構成する絶
縁膜の骨格構造は無機材料で形成されることから、どちらもＣＶＤ法により成膜すること
が可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上、説明したように、本発明の半導体装置の製造方法によれば、上層の絶縁膜にエッ
チングを行う際の加工制御性が向上するため、例えば、上層の絶縁膜に配線溝を形成し、
下層の絶縁膜に接続孔に形成して、配線溝と接続孔とに配線材料を埋め込む配線構造を寸
法制御性よく製造することができる。また、ＣＶＤ法による成膜が可能であることから、
膜質に不具合が発生した場合にも、成膜条件を変更することで即座に対応できるため、生
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産性を向上させることができ、より緻密で機械強度の高い膜が形成することができる。さ
らに、積層膜を構成する絶縁膜を連続成膜することも可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１４】
（第１実施形態）
　本発明の半導体装置の製造方法に係る実施形態の一例を説明する。まず、半導体装置の
製造方法を説明するにあたって、この方法に用いるＣＶＤ装置および電子線照射装置につ
いて、図１および図２の概略構成断面図を用いて説明する。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態における絶縁膜の形成に用いるＣＶＤ装置１は、被処理
基板Ｓの表面に成膜処理を行う反応容器２を備えている。この反応容器２には、真空ポン
プが接続された排気口（図示省略）が設けられており、反応容器２内は減圧可能に構成さ
れている。
【００１６】
　また、この反応容器２の底部には、被処理基板Ｓを載置保持可能な基板保持部３が配置
されている。この基板保持部３は、後述するプラズマを発生させるための下部電極も兼ね
ており、被処理基板Ｓを加熱するためのヒーター（図示省略）を備えている。
【００１７】
　また、上記反応容器２の上部には、蓋体となる上部電極４が基板保持部３の保持面と対
向する状態で配置されている。この上部電極４はガス供給部を兼ねて構成されており、成
膜ガスおよびキャリアガスを反応容器２内に供給するための複数のガス供給管（図示省略
）が接続されている。また、基板保持部３に載置保持された被処理基板Ｓの表面に上記ガ
スを供給する複数のガス供給口が、上部電極４における基板保持部３に対向する面の全域
に渡って設けられている。
【００１８】
　上述したようなＣＶＤ装置１を用いて被処理基板Ｓの表面に、絶縁膜を成膜する場合に
は、反応容器２内の基板保持部３上に、被処理基板Ｓを載置する。そして、上部電極４に
設けられた複数のガス供給口から、成膜ガスを供給し、電極間に電圧を印加して被処理基
板Ｓの上方にプラズマＰを発生させる。このプラズマＰ中の成膜成分が被処理基板Ｓの表
面に供給され、絶縁膜が成膜される。
【００１９】
　また、本実施形態において、後述する絶縁膜中に分散させた空孔形成材料の分解除去に
用いる電子線照射装置５は、被処理基板Ｓの表面に電子線Ｅを照射するための反応容器６
を備えている。この反応容器６の底部には、被処理基板Ｓを載置保持可能な基板保持部７
が配置されている。この基板保持部７は、被処理基板Ｓを加熱するためのヒーター（図示
省略）を備えている。
【００２０】
　また、上記反応容器６の上部には、基板保持部７に保持された被処理基板Ｓの表面に向
けて電子線Ｅを照射する電子線照射部８が配置されている。
【００２１】
　上述したような電子線照射装置を用いて、被処理基板Ｓの表面に電子線Ｅを照射する場
合には、反応容器６内の基板保持部７上に、空孔形成材料を含有する絶縁膜が成膜された
被処理基板Ｓを載置し、被処理基板Ｓの表面に電子線Ｅを照射する。
【００２２】
　次に、本発明の半導体装置の製造方法に係る実施の形態を、図３～図４の工程断面図を
用いて説明する。ただし、製造工程中に用いるＣＶＤ装置および電子線照射装置について
は、図１、図２をそれぞれ用いて説明することとする。
【００２３】
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　まず、図３（ａ）に示すように、例えばプラズマ励起化学的気相成長（ＰＥ－ＣＶＤ）
法により、基板１１上に、骨格形成材料と炭化水素化合物からなる空孔形成材料であるポ
ロジェンＡ’とを含む成膜ガスを供給し、無機材料からなる骨格構造中にポロジェンＡ’
を含有する第１絶縁膜１２を形成する。
【００２４】
　具体的に、上記第１絶縁膜１２の成膜の際には、図１を用いて説明したＣＶＤ装置１の
反応容器２内に基板１１（被処理基板Ｓ）を導入し、基板保持部３に載置保持する。次い
で、反応容器２内を１３ｋＰａ以下に減圧した状態で、基板保持部３を加熱する。
【００２５】
　続いて、例えばジエトキシメチルシラン（ＤＥＭＳ）、酸素（Ｏ2）からなる骨格形成
材料と、例えばα－テルピネン（Alpha Terpinene（ＡＴＲＰ）)からなるポロジェンＡ’
とを含む成膜ガス、ヘリウム（Ｈｅ）からなるキャリアガスとを反応容器２に導入する。
続いて、基板保持部３と上部電極４との間に高周波電力を印加することで、プラズマＰを
発生させる。この際、ポロジェンＡ’が解離しないように、ポロジェンＡ’の解離エネル
ギーよりも低いエネルギーのプラズマが供給されるように、ＲＦパワーを制御することと
する。ここでは、一例として、ガス流量比をＤＥＭＳ：Ｏ2：ＡＴＲＰ：Ｈｅ＝１：１：
２：５とし、ＲＦパワーを５００Ｗ、反応容器２内の圧力を７．０ｋＰａ、基板温度を２
５０℃に設定する。
【００２６】
　これにより、炭素含有酸化シリコン（ＳｉＯＣ）からなる無機材料の骨格構造中に、プ
ラズマによりＡＴＲＰからなるポロジェンＡ’が高分子化して、分散された状態の第１絶
縁膜１２が成膜される。
【００２７】
　ここで、第１絶縁膜１２の骨格構造を構成する無機材料は、上記ＳｉＯＣに限定される
ものではないが、比誘電率の低い無機材料で構成されることが好ましい。また、上記ポロ
ジェンＡ’としては、ここでは、α－テルピネン（Ｃ10Ｈ16）を用いることとするが、Ｃ

xＨyで表される炭化水素や、ＣxＨyＯzで表される酸素含有炭化水素からなる炭化水素化
合物であればよい。いずれの場合においても、ｘは１～１２のものが好ましく、分子構造
が鎖状でも分岐していてもよい。また、ポロジェンＡ’は、例えばベンゼンまたはシクロ
へキサンのような環状分子構造を持つことが好ましい。
【００２８】
　次いで、例えば基板１１を加熱した状態での電子線照射により、第１絶縁膜１２中のポ
ロジェンＡ’を分解除去することで、図３（ｂ）に示すように、第１絶縁膜１２（前記図
３（ａ）参照）を、複数の空孔Ａを設けてなる第１多孔質絶縁膜１２Ａとする。この場合
には、図２を用いて説明した電子線照射装置５の反応容器６内に、第１絶縁膜１２が設け
られた基板１１（被処理基板Ｓ）を導入し、基板保持部７に載置保持する。次いで、基板
保持部７を加熱して例えば４００℃とし、電子線照射部８から電子線Ｅを基板１１の表面
に向けて照射する。
【００２９】
　次に、図３（ｃ）に示すように、例えばＰＥ－ＣＶＤ法により、第１多孔質絶縁膜１２
Ａ上に、骨格形成材料と炭化水素化合物からなるポロジェンＢ’とを含む成膜ガスを供給
することで、無機材料からなる骨格構造中にポロジェンＢ’を含有してなる第２絶縁膜１
３を形成する。
【００３０】
　ここで、第２絶縁膜１３は、炭化水素化合物からなるポロジェンＢ’を含有しているこ
とから、第１多孔質絶縁膜１２Ａよりも炭素含有率は高くなる。また、上記第１絶縁膜１
２（前記図３（ａ）参照）中のポロジェンＡ’（前記図３（ａ）参照）の含有率よりも第
２絶縁膜１３中のポロジェンＢ’の含有率を高くすることで、第１多孔質絶縁膜１２Ａに
対する炭素含有率をより高くすることができるため、好ましい。ポロジェンＢ’としては
、ポロジェンＡ’と同様の炭化水素化合物を用いることができる。
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【００３１】
　この場合には、図１を用いて説明したＣＶＤ装置１を用い、例えばＤＥＭＳからなる骨
格形成材料と、例えばＡＴＲＰからなるポロジェンＢ’とを含む成膜ガスと、Ｈｅからな
るキャリアガスとを反応容器２内に導入した後、基板保持部３と上部電極４との間に高周
波電力を印加して、プラズマＰを発生させる。この際、ポロジェンＢ’が解離しないよう
に、ポロジェンＢ’の解離エネルギーよりも低いエネルギーのプラズマが供給されるよう
に、ＲＦパワーを制御することとする。ここでは、一例として、ガス流量比をＤＥＭＳ：
ＡＴＲＰ：Ｈｅ＝１：６：５とし、ＲＦパワーを５００Ｗ、反応容器２内の圧力を１３ｋ
Ｐａ、基板温度を２５０℃に設定する。この例においては、第１絶縁膜１２の成膜条件と
比較して、ＤＥＭＳに対するＡＴＲＰ（ポロジェンＢ’）のガス流量比を高くし、骨格形
成材料として、ＤＥＭＳのみを用いることにより、骨格構造の炭素含有率も高くなるよう
に設定する。
【００３２】
　これにより、第１絶縁膜１２よりも炭素含有率の高い炭素含有酸化シリコン（ＳｉＯＣ
）からなる無機材料の骨格構造中に、プラズマによりＡＴＲＰからなるポロジェンＢ’が
高分子化して、分散された状態の第２絶縁膜１３が成膜される。また、第２絶縁膜１３中
のポロジェンＢ’の含有率は、第１絶縁膜１２中のポロジェンＡ’の含有率よりも高くな
る。この第２絶縁膜１３は、ポロジェンＢ’を含有することで、擬似的な有機材料膜とな
る。
【００３３】
　次いで、図３（ｄ）に示すように、第２絶縁膜１３上に、第１マスクパターン１４を形
成し、この第１マスクパターン１４上からのエッチングにより、第１多孔質絶縁膜１２Ａ
に達するまで、第２絶縁膜１３に配線溝１５を形成する。ここで、第１マスクパターン１
４は、第２絶縁膜１３が擬似的な有機材料膜となることから、例えば酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ2）からなる無機材料で構成されることとする。
【００３４】
　また、上記エッチングにおいては、第２絶縁膜１３が炭化水素化合物からなるポロジェ
ンＢ’を高い割合で含むため、エッチングガスとして、カーボン系膜のエッチングに用い
るアンモニア（ＮＨ3）を用いることが好ましい。これにより、後述するように、第１多
孔質絶縁膜１２Ａに対する第２絶縁膜１３のエッチング選択比が高くなるため、好ましい
。このエッチング条件の一例としては、エッチングガスにＮＨ3とＯ2とを用い、ガス流量
比をＮＨ3：Ｏ2＝３０：１、バイアスパワーを４００Ｗ、基板温度を０℃に設定する。な
お、ここでは、エッチングガスとしてＮＨ3とＯ2を用いることとするが、ＮＨ3のみでエ
ッチングを行ってもよい。
【００３５】
　この際、第２絶縁膜１３は擬似的な有機材料膜となっているため、第１多孔質絶縁膜１
２Ａと第２絶縁膜１３との間に擬似的な無機材料膜と有機材料膜の界面が形成される。こ
れにより、第１多孔質絶縁膜１２Ａに対する第２絶縁膜１３のエッチング選択比が高くな
るため、加工制御性よく第２絶縁膜１３にエッチングを行うことが可能となる。その後、
第１マスクパターン１４を除去する。
【００３６】
　次に、図４（ｅ）に示すように、第２絶縁膜１３上に、例えばレジストからなる第２マ
スクパターン１６を形成し、この第２マスクパターン１６上からのエッチングにより配線
溝１５の底部に露出させた第１多孔質絶縁膜１２Ａにエッチングを行う。これにより、第
１多孔質絶縁膜１２Ａに接続孔１７を形成する。ここで、エッチング条件の一例としては
、エッチングガスとして、オクタフルオロシクロブタン（Ｃ4Ｆ8）、一酸化炭素（ＣＯ）
、窒素（Ｎ2）、およびアルゴン（Ａｒ）を用い、ガス流量比をＣ4Ｆ8：ＣＯ：Ｎ2：Ａｒ
＝３：１０：２００：５００、バイアスパワーを１０００Ｗ、基板温度を２０℃に設定す
る。また、このエッチングの後には、必要に応じて第２マスクパターン１６を除去する工
程を行う。
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【００３７】
　その後、例えば基板２１を加熱した状態での電子線照射により、第２絶縁膜１３中のポ
ロジェンＢ’を分解除去することで、図４（ｆ）に示すように、第２絶縁膜１３（前記図
４（ｅ）参照）を、複数の空孔Ｂを設けてなる第２多孔質絶縁膜１３Ｂとする。この場合
には、電子線照射装置５の反応容器６内に第２絶縁膜１３が設けられた基板１１を導入し
、基板保持部７上に載置保持する。次いで、基板保持部７を加熱して例えば４００℃とし
、電子線照射部８から電子線Ｅを基板１１の表面に向けて例えば５分間照射する。
【００３８】
　なお、本実施形態では、図３（ｂ）および図４（ｆ）を用いて説明したように、基板２
１を加熱した状態での電子線照射により、第１絶縁膜１２中のポロジェンＡ’、第２絶縁
膜１３中のポロジェンＢ’を分解除去することとしたが、基板２１を加熱した状態での紫
外線（ＵＶ）照射により分解除去してもよく、熱処理のみで分解除去してもよい。
【００３９】
　以上の後には、ここでの図示は省略したが、例えば配線溝１５および接続孔１７内を導
電性材料によって埋め込み、基板１１に接続されたビアおよび配線を形成する。
【００４０】
　以上のような半導体装置の製造方法によれば、第１多孔質絶縁膜１２Ａ上に、ポロジェ
ンＢ’を含有する第２絶縁膜１３を形成することで、第１多孔質絶縁膜１２Ａよりも第２
絶縁膜１３の炭素含有率が高くなるため、第２絶縁膜１３のエッチングを行う際の第１多
孔質絶縁膜１２Ａに対するエッチング選択比が高くなる。これにより、第１多孔質絶縁膜
１２Ａがストッパーとなり、配線溝１５と接続孔１７の加工制御性が向上する。したがっ
て、この配線溝１５に設けられる配線および接続孔１７に設けられるビアを寸法制御性よ
く形成することができる。
【００４１】
　また、第１絶縁膜１２、第２絶縁膜１３の両方ともにＣＶＤ法により成膜することから
、膜質に不具合が発生した場合にも、成膜条件を変更することで即座に対応できるため、
生産性を向上させることができ、より緻密で機械強度の高い膜が形成することができる。
【００４２】
　ここで、図５には、図３～図４を用いて説明した第１多孔質絶縁膜１２Ａに対する第２
絶縁膜１３または第２多孔質絶縁膜１３Ｂのエッチング選択比を示す。グラフ中、横軸の
Ｒｅｆは４００℃に加熱した状態で第１絶縁膜１２に電子線照射を５分間行った後の第１
多孔質絶縁膜１２Ａである。また、（１）は４００℃に加熱した状態で第２絶縁膜１３に
電子線照射を５分間行った後の第２多孔質絶縁膜１３Ｂ、（２）は第２絶縁膜１３に熱処
理（４００℃）を５分間行った後の第２多孔質絶縁膜１３Ｂ、（３）は第２絶縁膜１３で
ある。すなわち、膜中の炭素含有率は、（１）＜（２）＜（３）となる。また、エッチン
グガスとしては、カーボン系膜のエッチングに用いるＮＨ3を用いた場合と、ＳｉＯＣ膜
のエッチングに用いるＯ2とＣXＦYを用いた場合の２通りで行った。この結果、エッチン
グガスとしてＮＨ3を用いた場合に、炭素含有率が高くなるにつれて、第１多孔質絶縁膜
１２Ａに対する第２多孔質絶縁膜１３Ｂまたは第２絶縁膜１３のエッチング選択比が高く
なることが確認された。一方、エッチングガスとして、酸素含有ガス（Ｏ2，ＣＯ等）と
ＣXＦYを用いた場合には、炭素含有率が高くなるにつれてエッチング選択比が低くなる。
これにより、Ｏ2とＣXＦYを用いた場合には、炭素含有率の高い第２絶縁膜１３または第
２多孔質絶縁膜１３Ｂに対する炭素含有率の低い第１多孔質絶縁膜１２Ａのエッチング選
択比が高くなることが確認された。
【００４３】
　なお、Ｒｅｆの第１多孔質絶縁膜１２Ａと比較して（１）の第２多孔質絶縁膜１３Ｂの
エッチング選択比が高くなるのは、第１絶縁膜１２および第２絶縁膜１３を成膜する際の
成膜条件により、第２多孔質絶縁膜１３Ｂの骨格構造中の炭素含有率も高くなっているこ
と、また、第１絶縁膜１２中のポロジェンＡ’の含有率よりも第２絶縁膜１３中のポロジ
ェンＢ’の含有率が高いため、同じ除去条件では除去し切れないポロジェンＢ’が残存す



(8) JP 4788415 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

るためと考えられる。
【００４４】
　なお、上記第１実施形態では、第２絶縁膜１３に配線溝１５を形成した後、第１多孔質
絶縁膜１２Ａに接続孔１７を形成する例について説明したが、第１多孔質絶縁膜１２Ａに
接続孔１７を形成した後に、第２絶縁膜１３に配線溝１５を形成してもよい。
【００４５】
　さらに、上記第１実施形態では、第２絶縁膜１３の下層が多孔質絶縁膜である例につい
て説明したが、例えば非多孔質のＳｉＯＣ膜であっても本発明は適用可能である。この場
合には、第１絶縁膜１２に電子線照射を行わなくてもよいことから、ＣＶＤ法により、第
１絶縁膜１２と第２絶縁膜１３を連続成膜することもでき、生産性をさらに向上させるこ
とができる。
【００４６】
（変形例１）
　また、上記第１実施形態では、第２絶縁膜１３にポロジェンＢ’を含有させることで、
第１多孔質絶縁膜１２よりも炭素含有率の高い状態とし、第２絶縁膜１３のエッチングを
行う例について説明したが、第１絶縁膜１２にポロジェンＡ’を含有させることで、第２
絶縁膜１３よりも炭素含有率の高い状態とし、第２絶縁膜１３のエッチングを行ってもよ
い。
【００４７】
　この場合には、図６（ａ）に示すように、上記第１実施形態において、図３（ｃ）を用
いて説明した第２絶縁膜１３と同一の成膜条件で、基板１１上にポロジェンＡ’を含む第
１絶縁膜１２を形成する。すなわち、ポロジェンＡ’にＡＴＲＰを用い、ポロジェンＡ’
が解離しない条件で成膜を行う。次に、第１絶縁膜１２上に、例えば非多孔質のＳｉＯＣ
膜からなる第２絶縁膜１３を形成する。これにより、第１絶縁膜１２にはポロジェンＡ’
が含有されている分、第２絶縁膜１３よりも炭素含有率は高くなり、擬似的な有機材料膜
となる。
【００４８】
　次いで、図６（ｂ）に示すように、第２絶縁膜１３上に、例えばレジストからなる第１
マスクパターン１４を形成し、この第１マスクパターン１４上からのエッチングにより、
第１絶縁膜１２に達するまで、第２絶縁膜１３に配線溝１５を形成する。
【００４９】
　また、エッチングガスとしては、酸素含有ガスとフッ化炭素（ＣxＦy）を用いることと
する。図５を用いて説明したように、エッチングガスに酸素含有ガス（Ｏ2，ＣＯ等）と
フッ化炭素（ＣxＦy）を用いることで、炭素含有率の低い無機材料膜のエッチング選択比
が高くなる。このエッチング条件の一例としては、エッチングガスとして、Ｃ4Ｆ8、ＣＯ
、Ｎ2、およびＡｒを用い、ガス流量比をＣ4Ｆ8：ＣＯ：Ｎ2：Ａｒ＝３：１０：２００：
５００、バイアスパワーを１０００Ｗ、基板温度を２０℃に設定する。
【００５０】
　この際、第１絶縁膜１２は擬似的な有機材料膜となっているため、第１絶縁膜１２と第
２絶縁膜１３との間に擬似的な有機材料膜と無機材料膜の界面が形成される。これにより
、第１絶縁膜１２に対する第２絶縁膜１３のエッチング選択比が高くなるため、加工制御
性よく第２絶縁膜１３にエッチングを行うことが可能となる。その後、第１マスクパター
ン１４を除去する。
【００５１】
　次に、図６（ｃ）に示すように、第２絶縁膜１３上に、例えばＳｉＯ2からなる第２マ
スクパターン１６を形成し、この第２マスクパターン１６上からのエッチングにより配線
溝１５の底部に露出させた第１多孔質絶縁膜１２Ａにエッチングを行う。これにより、第
１絶縁膜１２に接続孔１７を形成する。このエッチング条件の一例としては、エッチング
ガスにＮＨ3とＯ2とを用い、ガス流量比をＮＨ3：Ｏ2＝３０：１、バイアスパワーを４０
０Ｗ、基板温度を０℃に設定する。また、このエッチングの後には、必要に応じて第２マ
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スクパターン１６を除去する工程を行う。
【００５２】
　その後、例えば基板２１を加熱した状態での電子線照射により、第１絶縁膜１２中のポ
ロジェンＡ’を分解除去することで、図６（ｄ）に示すように、第１絶縁膜１２（前記図
６（ｃ）参照）を、複数の空孔Ａを設けてなる第１多孔質絶縁膜１２Ａとする。
【００５３】
　このような半導体装置の製造方法であっても、ポロジェンＡ’を含有する第１絶縁膜１
２上に、ＳｉＯＣ膜からなる第２絶縁膜１３を形成することで、第２絶縁膜１３よりも第
１絶縁膜１２の炭素含有率が高くなるため、第２絶縁膜１３のエッチングを行う際の第１
絶縁膜１２に対するエッチング選択比が高くなる。これにより、第１絶縁膜１２がストッ
パーとなり、配線溝１５と接続孔１７の加工制御性が向上する。また、第１絶縁膜１２、
第２絶縁膜１３の両方ともにＣＶＤ法により成膜することができる。したがって、第１実
施形態と同様の効果を奏することができる。
【００５４】
　なお、本変形例１では、第２絶縁膜１３としてＳｉＯＣ膜を形成することとしたが、ポ
ロジェンＢ’を含む第２絶縁膜１３を形成し、ポロジェンＢ’を分解除去することで、複
数の空孔Ｂを設けてなる第２多孔質絶縁膜１３Ｂを形成してもよい。ただし、この場合に
は、ポロジェンＡ’よりも解離エネルギーの低いポロジェンＢ’を用いて、ポロジェンＢ
’のみが選択的に分解除去される条件により、第２多孔質絶縁膜１３Ｂを形成する。
【００５５】
（変形例２）
　ここで、上記第１実施形態では、図３（ｃ）を用いて説明した工程において、ポロジェ
ンＢ’が解離しない程度に、ＲＦパワーを調整して成膜することとしたが、ポロジェンＢ
’の解離エネルギーよりも高いエネルギーのプラズマを発生させることで、ポロジェンＢ
’の一部を解離し、解離した炭素が結合したＳｉＯＣからなる骨格構造中に、一部が解離
した状態のポロジェンＢ’を含有させて、第２絶縁膜１３を形成してもよい。この場合に
は、例えばＲＦパワーを８００Ｗ～１５００Ｗに制御する。これにより、第２絶縁膜１３
の骨格構造自体の炭素含有率が高くなる。このため、第２絶縁膜１３中のポロジェンＢ’
を分解除去し、第２多孔質絶縁膜１３Ｂとした後に、エッチングにより、第２多孔質絶縁
膜１３Ｂに配線溝１５を形成したとしても、第１多孔質絶縁膜１２Ａとのエッチング選択
比をとることが可能となる。また、骨格構造中に炭素が結合することで、第２多孔質絶縁
膜１３Ｂの強度も高くなる。
【００５６】
　また、変形例１において、図６（ａ）を用いて説明した工程でも同様に、ポロジェンＡ
’の解離エネルギーよりも高いエネルギーのプラズマを発生させることで、ポロジェンＡ
’の一部を解離し、解離した炭素が結合したＳｉＯＣからなる骨格構造中に一部が解離し
た状態のポロジェンＡ’を含有させて、第１絶縁膜１２を形成してもよい。
【００５７】
（第２実施形態）
　図７～図８は、第２実施形態を説明する断面工程図である。本実施形態においては、エ
ッチングが施された積層構造の多孔質絶縁膜を形成する手順を説明する。
【００５８】
　まず、第１実施形態において、図３（ａ）、（ｂ）を用いて説明したのと同様の手順で
、図７（ａ）に示すように、基板２１上に、骨格構造中にポロジェンＡ’を含有させた第
１絶縁膜２２を形成する。次いで、基板２１を加熱した状態での電子線照射により、第１
絶縁膜２２中のポロジェンＡ’を分解除去することで、図７（ｂ）に示すように、第１絶
縁膜２２（前記図７（ａ）参照）を、複数の空孔Ａを設けてなる第１多孔質絶縁膜２２Ａ
とする。
【００５９】
　次に、図７（ｃ）に示すように、例えばＰＥ－ＣＶＤ法により、第１多孔質絶縁膜２２
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Ａ上に、骨格形成材料と、炭化水素化合物からなる空孔形成材料であるポロジェンＢ’と
、ポロジェンＢ’よりも低分子の炭化水素化合物からなる微小空孔形成材料であるポロジ
ェンＣ’を含む成膜ガスを供給する。
【００６０】
　ここで、ポロジェンＢ’、ポロジェンＣ’としては、ＣxＨyで表される炭化水素や、Ｃ

xＨyＯzで表される酸素含有炭化水素からなる炭化水素化合物のうち、「ポロジェンＢ’
のx」＞「ポロジェンＣ’のx」となるような材料を選択して用いることとする。一例とし
ては、ポロジェンＢ’として、環状分子構造を有するｘが６～１２のものを用い、ポロジ
ェンＣ’として、例えばｘが１～５のものを用いてもよい。ここでは、ポロジェンＢ’に
ＡＴＲＰを用いるとともに、ポロジェンＣ’にエチレン（Ｃ2Ｈ4）を用いることとする。
ポロジェンＣ’としてはＣ2Ｈ4の他にプロピレン（Ｃ3Ｈ6）も好適に用いることができる
。また、ポロジェンＣ’はポロジェンＢ’よりも解離エネルギーが低いことから、ここで
は、ポロジェンＣ’が解離しないように、ＲＦパワーを制御して成膜を行うこととする。
【００６１】
　この場合には、図１を用いて説明したＣＶＤ装置１を用い、例えばＤＥＭＳからなる骨
格形成材料と、例えばＡＴＲＰからなるポロジェンＢ’と、例えばエチレン（Ｃ2Ｈ4）か
らなるポロジェンＣ’とを含む成膜ガスと、例えばＨｅからなるキャリアガスを反応容器
２内に導入した後、基板保持部３と上部電極４との間に高周波電力を印加して、プラズマ
Ｐを発生させる。ここでは、一例として、ガス流量比をＤＥＭＳ：ＡＴＲＰ：Ｃ2Ｈ4：Ｈ
ｅ＝１：６：２：５とし、ＲＦパワーを５００Ｗ、反応容器２内の圧力を１３ｋＰａ、基
板温度を２５０℃に設定する。
【００６２】
　これにより、ＳｉＯＣからなる骨格構造中に、プラズマによって反応し、高分子化した
ポロジェンＢ’とポロジェンＣ’とがそれぞれ分散された第２絶縁膜２３が形成される。
ここで、上記ポロジェンＢ’の含有率は成膜可能な範囲とするため限界があるが、ポロジ
ェンＣ’はポロジェンＢ’よりも分子量が低いため、ポロジェンＢ’を成膜の限界まで含
有させた場合であっても、さらに追加して含有させることができる。このため、ポロジェ
ンＣ’を含む成膜ガスを供給することで、第１実施形態で図３（ｃ）を用いて説明したポ
ロジェンＢ’のみを含有する第２絶縁膜１３よりも、さらに炭素含有率を高い第２絶縁膜
２３を形成することが可能となる。これにより、第１多孔質絶縁膜２２Ａに対する第２絶
縁膜２３のエッチング選択比がさらに高くなるため、好ましい。
【００６３】
　次に、図７（ｄ）に示すように、第２絶縁膜２３上に、例えばＳｉＯ2からなる第１マ
スクパターン２４を形成し、この第１マスクパターン２４上からのエッチングにより、第
１多孔質絶縁膜２２Ａに達するまで、第２絶縁膜２３に配線溝２５を形成する。エッチン
グ条件は、第１実施形態において図３（ｄ）を用いて説明した工程と同一条件で行うこと
とする。
【００６４】
　この際、第２絶縁膜１３中には、炭化水素化合物からなるポロジェンＢ’およびポロジ
ェンＣ’が含まれていることから、第２絶縁膜１３は擬似的な有機材料膜となり、第１多
孔質絶縁膜２２Ａと第２絶縁膜２３との間に、擬似的な無機材料膜と有機材料膜の界面が
形成される。これにより、第１多孔質絶縁膜２２Ａに対する第２絶縁膜２３のエッチング
選択比が高くなるため、第１多孔質絶縁膜２２Ａがストッパーとなり、加工制御性よく第
２絶縁膜２３にエッチングを行うことが可能となる。その後、第２マスクパターン２４を
除去する。
【００６５】
　次に、図８（ｅ）に示すように、第２絶縁膜２３上に、例えばレジストからなる第２マ
スクパターン２６を形成し、この第２マスクパターン２６上からのエッチングにより配線
溝２５の底部に露出させた第１多孔質絶縁膜２２Ａにエッチングを行う。エッチング条件
は、第１実施形態において図４（ｅ）を用いて説明した工程と同一条件で行うこととする
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。これにより、第１多孔質絶縁膜２２Ａに接続孔２７を形成する。また、このエッチング
の後には、必要に応じて第２マスクパターン２６を除去する工程を行う。
【００６６】
　以上の後、第１実施形態と同様に、基板２１を加熱した状態での電子線の照射により、
第２絶縁膜２３中のポロジェンＢ’およびポロジェンＣ’を分解除去することで、図８（
ｆ）に示すように、第２絶縁膜２３（前記図８（ｅ）参照）を複数の空孔Ｂと空孔Ｂより
も径の小さい複数の空孔Ｃを設けてなる第２多孔質絶縁膜２３Ｂとする。ここで、第２絶
縁膜２３は、第１実施形態で図３（ｃ）を用いて説明したポロジェンＢ’のみを含有する
第２絶縁膜１３よりもポロジェンが多く含まれるため、空孔の含有率も高くなり、第２多
孔質絶縁膜１３Ｂ（図４（ｆ）参照）よりも比誘電率の低い第２多孔質絶縁膜２３Ｂが形
成される。
【００６７】
　以上の後には、ここでの図示は省略したが、例えば配線溝２５および接続孔２７内を導
電性材料によって埋め込み、基板２１に接続されたビアおよび配線を形成する。
【００６８】
　以上のような半導体装置の製造方法であっても、第１多孔質絶縁膜２２Ａよりも炭素含
有率が高くなるように、第１多孔質絶縁膜２２Ａ上に、ポロジェンＢ’、Ｃ’を含有する
第２絶縁膜２３を形成することで、第２絶縁膜２３をエッチングする際の第１多孔質絶縁
膜２２Ａに対するエッチング選択比が高くなる。本実施形態によれば、第１実施形態と比
較しても第２絶縁膜２３の炭素含有率を高くすることができるため、第１多孔質絶縁膜２
２Ａに対するエッチング選択比がさらに高くなり、配線溝２５と接続孔２７の加工制御性
をさらに向上させることができる。したがって、この配線溝２５に設けられる配線および
接続孔２７に設けられるビアを寸法制御性よく形成することができる。
【００６９】
　さらに、本実施形態によれば、第１実施形態の第２多孔質絶縁膜１３Ｂ（前記図４（ｆ
）参照）よりも空孔の含有率が高い第２多孔質絶縁膜２３Ｂを形成することができるため
、比誘電率をさらに低減することができ、配線間容量を低減することができる。
【００７０】
　また、第１絶縁膜２２、第２絶縁膜２３の両方ともにＣＶＤ法により成膜することから
、第１実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００７１】
（変形例３）
　また、第２実施形態の変形例３として、図９（ａ）に示すように、第１多孔質絶縁膜２
２Ａ上に第２絶縁膜２３を成膜した後に、図９（ｂ）に示すように、例えば３００℃、０
．５時間の熱処理を行うことによって、ポロジェンＣ’のみを分解除去し、高分子化した
ポロジェンＢ’の一部、例えば中央部が分解除去された状態の空孔Ｂ’’が設けられた第
２多孔質絶縁膜２３Ｂ’を形成してもよい。
【００７２】
　次いで、図９（ｃ）に示すように、第２多孔質絶縁膜２３Ｂ’上に第１マスクパターン
２４を形成した後、エッチングにより、第２多孔質絶縁膜２３Ｂ’に配線溝２５を形成し
てもよい。この場合には、ポロジェンＢ’が残存することで、第１多孔質絶縁膜２２Ａと
のエッチング選択比をとることが可能となる。また、多孔質化された状態でエッチングが
行われるが、低分子炭化水素化合物からなるポロジェンＣ’の分解除去により形成される
空孔Ｃ、および高分子化されたポロジェンＢ’の一部を分解除去してなる空孔Ｂ’’は小
さく、空孔Ｂ’’の周囲にポロジェンＢ’が残存しているため、ポロジェンＢ’、Ｃ’を
全て除去してからエッチングする場合と比較して、エッチングによるダメージが低減され
る。
【００７３】
　その後、図９（ｄ）に示すように、配線溝２５の底部に露出された第１多孔質絶縁膜２
２Ａに接続孔２７を形成した後、例えば４００℃、０．５時間の追加の熱処理を行うこと
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で、残存したポロジェンＢ’（前記図９（ｃ）参照）を分解除去して、空孔Ｂが形成され
た第２多孔質絶縁膜１３Ｂとする。ここでは、ポロジェンＢ’、Ｃ’を２段階で除去する
ことで、ポロジェンＢ’、Ｃ’が確実に除去される。
【００７４】
　このような半導体装置の製造方法であっても、第１多孔質絶縁膜２２Ａよりも炭素含有
率が高い状態で、第２絶縁膜２３をエッチングするため、第１多孔質絶縁膜２２Ａに対す
るエッチング選択比が高くなり、第１実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００７５】
（変形例４）
　また、上記第２実施形態では、第２絶縁膜２３にポロジェンＢ’およびポロジェンＣ’
を含有させることで、第１多孔質絶縁膜２２Ａよりも炭素含有率の高い状態とし、第２絶
縁膜２３のエッチングを行う例について説明したが、第１実施形態の変形例１を第２実施
形態に適用してもよい。
【００７６】
　この場合には、図１０（ａ）に示すように、上記第２実施形態において、図７（ｃ）を
用いて説明した第２絶縁膜２３と同一の成膜条件で、基板１１上にポロジェンＡ’および
ポロジェンＣ’を含む第１絶縁膜２２を形成する。すなわち、ポロジェンＡ’にＡＴＲＰ
、ポロジェンＣ’にＣ2Ｈ4を用い、ポロジェンＣ’が解離しない条件で成膜を行う。次に
、第１絶縁膜２２上に、例えば非多孔質のＳｉＯＣ膜からなる第２絶縁膜２３を形成する
。これにより、第１絶縁膜２２にはポロジェンＡ’が含有されている分、第２絶縁膜２３
よりも炭素含有率は高くなり、擬似的な有機材料膜となる。なお、ここでは、第２絶縁膜
１３としてＳｉＯＣ膜を形成することとしたが、変形例１と同様に、複数の空孔Ｂを設け
てなる第２多孔質絶縁膜１３Ｂを形成してもよい。
【００７７】
　この後の工程は、上述した変形例１と同様に行うこととする。すなわち、図１０（ｂ）
に示すように、第２絶縁膜２３上に、第１マスクパターン２４を形成し、第１マスクパタ
ーン２４上からのエッチングにより、第１絶縁膜２２に達するまで、第２絶縁膜２３に配
線溝２５を形成する。エッチング条件は、変形例１において図６（ｂ）を用いて説明した
工程と同一条件で行うこととする。この際、第１絶縁膜２２は擬似的な有機材料膜となっ
ているため、第１絶縁膜２２と第２絶縁膜２３との間に擬似的な有機材料膜と無機材料膜
の界面が形成される。これにより、第１絶縁膜２２に対する第２絶縁膜２３のエッチング
選択比が高くなるため、加工制御性よく第２絶縁膜２３にエッチングを行うことが可能と
なる。その後、第１マスクパターン２４を除去する。
【００７８】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、第２絶縁膜２３上に、第２マスクパターン２６を形
成し、この第２マスクパターン２６上からのエッチングにより配線溝２５の底部に露出さ
せた第１多孔質絶縁膜２２Ａにエッチングを行う。エッチング条件は、変形例１において
図６（ｃ）を用いて説明した工程と同一条件で行うこととする。これにより、第１絶縁膜
２２に接続孔２７を形成する。また、このエッチングの後には、必要に応じて第２マスク
パターン２６を除去する工程を行う。
【００７９】
　その後、例えば基板２１を加熱した状態での電子線照射により、第１絶縁膜２２中のポ
ロジェンＡ’およびポロジェンＣ’を分解除去することで、図１０（ｄ）に示すように、
第１絶縁膜２２（前記図１０（ｃ）参照）を、複数の空孔Ａを設けてなる第１多孔質絶縁
膜２２Ａとする。
【００８０】
　このような半導体装置の製造方法であっても、ポロジェンＡ’、Ｃ’を含有する第１絶
縁膜２２上に、ＳｉＯＣ膜からなる第２絶縁膜２３を形成することで、第２絶縁膜２３よ
りも第１絶縁膜２２の炭素含有率が高くなるため、第２絶縁膜２３のエッチングを行う際
の第１絶縁膜２２に対するエッチング選択比が高くなる。これにより、第１絶縁膜２２が
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ストッパーとなり、配線溝２５と接続孔２７の加工制御性が向上する。また、第１絶縁膜
２２、第２絶縁膜２３の両方ともにＣＶＤ法により成膜することができる。したがって、
第２実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００８１】
（変形例５）
　また、上記第２実施形態および変形例３では、第２絶縁膜２３を成膜する際に、ポロジ
ェンＣ’が解離しないように、成膜時のＲＦパワーを制御する例について説明したが、ポ
ロジェンＣ’の解離エネルギーよりも高く、ポロジェンＢ’の解離エネルギーよりも低い
エネルギーのプラズマが発生するように、成膜時のＲＦパワーを制御して、ポロジェンＣ
’のみを解離し、解離した炭素が結合した骨格構造中にポロジェンＢ’を含有させて、第
２絶縁膜２３を形成してもよい。次いで、ポロジェンＢ’を分解除去することで、第２絶
縁膜２３を複数の空孔Ｂを設けてなる第２多孔質絶縁膜１３Ｂとする。これにより、解離
した炭素が結合することで、骨格構造中の炭素含有率が高くなるため、強度が高く、また
、空孔Ｂが設けられることで、比誘電率の低い第２多孔質絶縁膜１３Ｂを得ることができ
る。
【００８２】
　さらには、ポロジェンＢ’の解離エネルギーよりも高いエネルギーのプラズマが供給さ
れるように、成膜時のＲＦパワーを制御することで、ポロジェンＣ’を解離するだけでな
くポロジェンＢ’の一部を解離し、解離した炭素が結合した骨格構造中に一部が解離した
状態のポロジェンＢ’を含有させて、第２絶縁膜２３を形成してもよい。その後、ポロジ
ェンＢ’を分解除去することで、第２絶縁膜２３を複数の空孔Ｂを設けてなる第２多孔質
絶縁膜１３Ｂとする。この場合には、ポロジェンＣ’だけでなくポロジェンＢ’の一部も
解離して、骨格構造に結合するため、骨格構造の炭素含有率をさらに高めることができ、
強度の高い第２多孔質絶縁膜１３Ｂを得ることができる。
【００８３】
　以上説明したように、ポロジェンＣ’またはポロジェンＣ’およびポロジェンＢ’の一
部を解離し、第２絶縁膜２３の骨格構造に炭素を結合させる場合には、第２絶縁膜２３を
多孔質化し、第２多孔質絶縁膜２３Ｂとした後に、エッチングにより配線溝２５を形成す
る場合であっても、第２多孔質絶縁膜２３Ｂは第１多孔質絶縁膜２２Ａよりも炭素含有率
が高い状態で維持されるため、第１多孔質絶縁膜２２Ａに対してエッチング選択比をとる
ことができる。
【００８４】
　また、変形例４において、図９（ａ）を用いて説明した工程でも同様に、ポロジェンＣ
’の解離エネルギーよりも高く、ポロジェンＡ’の解離エネルギーよりも低いエネルギー
のプラズマが発生するように、成膜時のＲＦパワーを制御して、ポロジェンＣ’のみを解
離し、解離した炭素が結合した骨格構造中にポロジェンＡ’を含有させて、第１絶縁膜２
２を形成してもよい。さらには、ポロジェンＡ’の解離エネルギーよりも高いエネルギー
のプラズマが供給されるように、成膜時のＲＦパワーを制御することで、ポロジェンＣ’
を解離するだけでなくポロジェンＡ’の一部を解離し、解離した炭素が結合した骨格構造
中に一部が解離した状態のポロジェンＡ’を含有させて第２絶縁膜２３を形成してもよい
。
【００８５】
（第３実施形態）
　次に、本発明をデュアルダマシン工程に適用した第３実施形態を、図１１～図１４の断
面工程図に基づいて説明する。尚、本第３実施形態は、図３、４を用いて説明した第１実
施形態の応用例である。
【００８６】
　まず、図１１（ａ）に示すように、素子領域等（図示省略）が形成された半導体基板上
に、下地絶縁膜を形成してなる基板１０１上に、ＰＡＥ膜１０２とＳｉＯＣ膜１０３とか
らなる積層膜を配線間絶縁膜として成膜する。次いで、この配線間絶縁膜に配線溝１０４
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を形成し、配線溝１０４にバリアメタル１０５を介して、例えばＣｕからなる埋め込み配
線（Ｃｕ配線）１０６を形成する。続いて、Ｃｕ配線１０６上およびＳｉＯＣ膜１０３上
に、例えばＳｉＣからなるエッチング阻止膜１０７を形成する。ここまでの構成が請求項
の基板に相当する。
【００８７】
　次に、第１実施形態において図３（ａ）～（ｃ）を用いて説明したと同様の手順で、エ
ッチング阻止膜１０７上に、骨格構造中にポロジェンＡ’を含有させた第１絶縁膜１０８
を形成する。次いで、基板１０１を加熱した状態での電子線照射により、第１絶縁膜１０
８中のポロジェンＡ’を分解除去することで、図１１（ｂ）に示すように、第１絶縁膜１
０８（前記図１１（ａ）参照）を、複数の空孔Ａを設けてなる第１多孔質絶縁膜１０８Ａ
とする。続いて、第１多孔質絶縁膜１０８Ａ上に、骨格構造中にポロジェンＢ’を含有さ
せた第２絶縁膜１０９を成膜する。
【００８８】
　次に、図１１（ｃ）に示すように、第２絶縁膜１０９上に、第１マスク形成層２０１、
第２マスク形成層２０２、および第３マスク形成層２０３を順次形成する。これらのマス
ク形成層は、例えば第１マスク形成層２０１が酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜からなり、第
２マスク形成層２０２が窒化炭化シリコン（ＳｉＣＮ）からなり、第３マスク形成層２０
３が酸化シリコン（ＳｉＯ2）からなる。
【００８９】
　これらのマスク形成層２０１～２０３のうち、ＳｉＯ2からなる第１マスク形成層２０
１と第３マスク形成層２０３とは、例えばシリコン源としてモノシラン(ＳｉＨ4）を用い
、酸化剤として一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）ガスを用いたＰＥ－ＣＶＤ法により成膜される。
また、ＳｉＣＮからなる第２マスク形成層２０２は、ＰＥ－ＣＶＤ法により成膜される。
次いで、上記第３マスク形成層２０３上に、配線溝パターンを有するレジストマスク３０
１を形成する。
【００９０】
　続いて、図１２（ｄ）に示すように、レジストマスク３０１（前記図１１（ｃ）参照）
をマスクとして用いたドライエッチングにより、第３マスク形成層２０３（前記図１１（
ｃ）参照）をエッチングして、配線溝パターンを有する第３マスク２０３’を形成する。
その後、例えばＯ2プラズマをベースとしたアッシング処理と有機アミン系の薬液処理を
施すことにより、レジストマスク３０１及びエッチング処理の際に生じた残留付着物を完
全に除去する。
【００９１】
　次に、図１２（ｅ）に示すように、第３マスク２０３’上を含む第２マスク形成層２０
２上に、接続孔パターンを有するレジストマスク３０２を形成する。この際、レジストマ
スク３０２に設けられた接続孔パターンの少なくとも一部が、第３マスク２０３’の配線
溝パターンの開口部内に重なるようにレジストマスク３０２をパターン形成する。
【００９２】
　次に、図１２（ｆ）に示すように、レジストマスク３０２（前記図１１（ｅ）参照）を
エッチングマスクに用いたドライエッチング法により、第３マスク２０３’、第２マスク
形成層２０２（前記図１１（ｅ）参照）、および第１マスク形成層２０１（前記図１１（
ｅ）参照）をエッチングし、さらに第２絶縁膜１０９をエッチングする。このエッチング
の際、第２絶縁膜１０９中にはポロジェンＢ’が高分子化して分散されていることから、
第１多孔質絶縁膜１０８Ａに対する第２絶縁膜１０９のエッチング選択比が高くなり、第
１多孔質絶縁膜１０８Ａがストッパーとなる。これにより、第１多孔質絶縁膜１０８Ａを
露出させた接続孔３０３を形成する。
【００９３】
　この際、レジストマスク３０２は、第２絶縁膜１０９のエッチングにおいて同時に除去
される。そして、このエッチングによって残存する第３マスク２０３’は、配線溝パター
ンのマスクとなる。また、第２マスク形成層２０２のエッチングによってパターン形成さ
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れた第２マスク２０２’は、接続孔パターンのマスクとなる。
【００９４】
　以上のようなエッチングにおいて、第３マスク（ＳｉＯ2）２０３’から第１マスク形
成層（ＳｉＯ2膜）２０１までのエッチングは、一般的なマグネトロン方式のエッチング
装置を用い、例えばエッチングガスとしてトリフロロメタン（ＣＨＦ3）、酸素（Ｏ2）、
およびアルゴン（Ａｒ）を用い、ガス流量比をＣＨＦ3：Ｏ2：Ａｒ＝５：１：５０、バイ
アスパワーを１０００Ｗ、基板温度を４０℃に設定して行われる。
【００９５】
　また、これらの下層の第２絶縁膜１０９のエッチングにも、一般的なマグネトロン方式
のエッチング装置が用いられる。このエッチング条件の一例としては、例えばエッチング
ガスとして、ＮＨ3およびＯ2を用い、ガス流量比をＮＨ3：Ｏ2＝３０：１、バイアスパワ
ーを４００Ｗ、基板温度を０℃に設定する。
【００９６】
　次に、図１３（ｇ）に示すように、第３マスク（ＳｉＯ2）２０３’をエッチングマス
クとしたドライエッチング法により、第２マスク（ＳｉＣＮ）２０２’をエッチングする
。これにより、第２マスク２０２’が配線溝パターンのマスクとなる。また、第１マスク
形成層２０１（前記図１０（ｅ）参照）は、接続孔パターンが形成された第１マスク２０
１’になる。このドライエッチングにおいては、接続孔３０３の底部に露出する第１多孔
質絶縁膜１０８Ａが途中までエッチングされて接続孔３０３が掘り下げられる。
【００９７】
　次に、図１３（ｈ）に示すように、第１マスク（ＳｉＯ2）２０１’をエッチングマス
クにして、第１多孔質絶縁膜１０８Ａの下部層をエッチングして、接続孔３０３をさらに
掘り下げてエッチングストッパー膜１０７を露出させる。この際、第３マスク（ＳｉＯ2

）２０３’（前記図１１（ｇ）参照）と第２マスク（ＳｉＣＮ）２０２’をエッチングマ
スクとして、第１マスク（ＳｉＯ2）２０１’がエッチングされ、第１マスク２０１’に
配線溝３０４が形成される。
【００９８】
　このエッチングは、例えば一般的なマグネトロン方式のエッチング装置を用いて行われ
る。このエッチング条件の一例としては、エッチングガスとして、オクタフルオロシクロ
ブタン（Ｃ4Ｆ8）、一酸化炭素（ＣＯ）、窒素（Ｎ2）、およびアルゴン（Ａｒ）を用い
、ガス流量比をＣ4Ｆ8：ＣＯ：Ｎ2：Ａｒ＝３：１０：２００：５００、バイアスパワー
を１０００Ｗ、基板温度を２０℃に設定する。
【００９９】
　続いて、図１３（ｉ）に示すように、第２マスク（ＳｉＣＮ）２０２’（前記図１１（
ｈ）参照）をエッチングマスクにして、配線溝３０４の底部に残存するポロジェンＢ’を
含む第２絶縁膜１０９をエッチングする。これにより、第１マスク２０１’に形成された
配線溝３０４をさらに掘り下げ、第１マスク２０１’と第２絶縁膜１０９とに、配線溝３
０４を形成する。この際、第２絶縁膜１０９中には高分子化されたポロジェンＢ’が分散
されていることから、第１多孔質絶縁膜１０８Ａに対する第２絶縁膜１０９のエッチング
選択比は高くなり、第１多孔質絶縁膜１０８Ａをストッパーとしたエッチングが行われる
。
【０１００】
　このエッチングは、例えば一般的なマグネトロン方式のエッチング装置を用いて行われ
る。このエッチング条件の一例としては、エッチングガスとして、ＮＨ3およびＯ2を用い
、ガス流量比をＮＨ3：Ｏ2＝３０：１、バイアスパワーを４００Ｗ、基板温度を０℃に設
定する。
【０１０１】
　続いて、接続孔３０３底部に残存しているエッチングストッパー膜１０７をエッチング
することにより、配線溝３０４の底部に開口させた接続孔３０３を下層配線１０６に連通
させ、所定のデュアルダマシン加工を完了させる。このエッチングは、例えば一般的なマ



(16) JP 4788415 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

グネトロン方式のエッチング装置にて、例えばエッチングガスとしてジフルオルメタン（
ＣＨ2Ｆ2）、酸素（Ｏ2）、及びアルゴン（Ａｒ）を用い、ガス流量比をＣＨ2Ｆ2：Ｏ2：
Ａｒ＝２：１：５、バイアスパワーを１００Ｗに設定して行われる。
【０１０２】
　次に、例えば基板１０１を加熱した状態の電子線照射により、第２絶縁膜１０９中のポ
ロジェンＢ’を分解除去することで、図１４（ｊ）に示すように、第２絶縁膜１０９（前
記図１３（ｉ）参照）を、複数の空孔Ｂを備えた第２多孔質絶縁膜１０９Ｂとする。
【０１０３】
　この後の工程は、通常のデュアルダマシン法と同様に行う。すなわち、図１４（ｋ）に
示すように、例えばスパッタリング法により、例えばＴａからなるバリアメタル膜３０５
を成膜し、例えば電解めっき法またはスパッタリング法により、配線溝３０４と接続孔３
０３とに例えば銅（Ｃｕ）からなる導電膜３０６の埋め込みを行う。
【０１０４】
　その後、図１４（ｌ）に示すように、導電膜３０６（前記図１２（ｋ）参照）およびバ
リアメタル膜３０５のうち、配線パターンとして不要な部分（第１マスク２０１’上に残
された部分）を化学的機械的研磨（Chemical Mechanical Polishing(ＣＭＰ)）法により
除去することにより、接続孔３０３にビア３０７を形成するとともに、配線溝３０４に配
線３０８を形成する。そして、配線３０８上を含む第１マスク２０１’上に、例えばＳｉ
Ｃからなるエッチングストッパー膜３０９を形成する。
【０１０５】
　この後の工程は、図１１（ａ）～図１４（ｌ）を用いて説明した工程を繰り返すことで
、デュアルダマシン構造を有する多層配線構造を形成することができる。
【０１０６】
　以上説明した半導体装置の製造方法によれば、第１多孔質絶縁膜１０８Ａよりも炭素含
有率が高くなるように、第１多孔質絶縁膜１０８Ａ上にポロジェンＢ’を含有する第２絶
縁膜１０９を形成することで、第２絶縁膜１０９をエッチングする際の第１多孔質絶縁膜
１０８Ａに対するエッチング選択比が高くなる。また、第１絶縁膜１０８および第２絶縁
膜１０９をＣＶＤ法により成膜することができる。したがって、第１実施形態と同様の効
果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の半導体装置の製造方法に係る実施形態に用いるＣＶＤ装置の断面構成図
である。
【図２】本発明の半導体装置の製造方法に係る実施形態に用いる電子線照射装置の断面構
成図である。
【図３】本発明の半導体装置の製造方法に係る第１実施形態を説明するための製造工程断
面図（その１）である。
【図４】本発明の半導体装置の製造方法に係る第１実施形態を説明するための製造工程断
面図（その２）である。
【図５】本発明の半導体装置の製造方法に係る第１実施形態における第２絶縁膜の第１絶
縁膜に対するエッチング選択比を示すグラフである。
【図６】本発明の半導体装置の製造方法に係る第１実施形態の変形例１を説明するための
製造工程断面図である。
【図７】本発明の半導体装置の製造方法に係る第２実施形態を説明するための製造工程断
面図（その１）である。
【図８】本発明の半導体装置の製造方法に係る第２実施形態を説明するための製造工程断
面図（その２）である。
【図９】本発明の半導体装置の製造方法に係る第２実施形態の変形例３を説明するための
製造工程断面図である。
【図１０】本発明の半導体装置の製造方法に係る第２実施形態の変形例４を説明するため
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の製造工程断面図である。
【図１１】本発明の半導体装置の製造方法に係る第３実施形態を説明するための製造工程
断面図である（その１）。
【図１２】本発明の半導体装置の製造方法に係る第３実施形態を説明するための製造工程
断面図である（その２）。
【図１３】本発明の半導体装置の製造方法に係る第３実施形態を説明するための製造工程
断面図である（その３）。
【図１４】本発明の半導体装置の製造方法に係る第３実施形態を説明するための製造工程
断面図である（その４）。
【符号の説明】
【０１０８】
　１１…基板、１２,２２,１０８…第１絶縁膜、１２Ａ,２２Ａ,１０８Ａ…第１多孔質絶
縁膜、１３,２３,１０９…第２絶縁膜、１３Ｂ,２３Ｂ,１０９Ｂ…第２多孔質絶縁膜、１
５,２５,３０４…配線溝、１７，２７,３０３…接続孔、Ａ’，Ｂ’，Ｃ’…ポロジェン
、Ａ，Ｂ，Ｃ…空孔

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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