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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　プラズマＣＶＤ装置中で基板を位置決めするステップと、
　環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させ
るステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させるステップと、
　Ｓｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、かつナノメートル・サイズの複数の孔を含む膜を前記基
板上に堆積させるステップとを含む方法。
【請求項２】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　平行平板型プラズマＣＶＤ装置中で、事前処理されたウェハを、３００ｃｍ２から７０
０ｃｍ２の間の面積を有する基板チャック上に位置決めし、前記ウェハと最上部の電極と
の間のギャップを１ｃｍから１０ｃｍの間に維持するステップと、
　環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させ
るステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質ガスを流すステップと、
　前記ウェハ上にナノメートル・サイズの複数の孔を含む膜を堆積させるステップとを含
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む方法。
【請求項３】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　プラズマＣＶＤ装置中で基板を位置決めするステップと、
　環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させ
るステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させるステップと、
　ＣＯ２またはＣＯ２およびＯ２の存在下で、Ｓｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、かつナノメ
ートル・サイズの複数の孔を含む膜を前記基板上に堆積させるステップとを含む方法。
【請求項４】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　平行平板型プラズマＣＶＤ装置中で、事前処理されたウェハを、３００ｃｍ２から７０
０ｃｍ２の間の面積を有する基板チャック上に位置決めし、前記ウェハと最上部の電極と
の間のギャップを１ｃｍから１０ｃｍの間に維持するステップと、
　環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させ
るステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質ガスを流すステップと、
　ＣＯ２またはＣＯ２およびＯ２の存在下で、前記ウェハ上にナノメートル・サイズの複
数の孔を含む膜を堆積させるステップとを含む方法。
【請求項５】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　プラズマＣＶＤ装置中で基板を位置決めするステップと、
　ＣＯ２をキャリア・ガスとして使用して、環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガ
スを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させるステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質を前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させるステップと、
　前記ＣＯ２の存在下で、Ｓｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、かつナノメートル・サイズの孔
を複数有する膜を前記基板上に堆積させるステップとを含む方法。
【請求項６】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　プラズマＣＶＤ装置中で基板を位置決めするステップと、
　環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させ
るステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質を前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させるステップと、
　前記プラズマＣＶＤ装置中にＣＯ２を流入させるステップと、
　前記ＣＯ２の存在下で、Ｓｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、かつナノメートル・サイズの孔
を複数有する膜を前記基板上に堆積させるステップとを含む方法。
【請求項７】
　熱的に安定な低誘電率膜を作製する方法であって、
　プラズマＣＶＤ装置中で基板を位置決めするステップと、
　環状シロキサン分子を含む第１の前駆物質ガスを前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させ
るステップと、
　Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を有する環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２
の前駆物質を前記プラズマＣＶＤ装置中に流入させるステップと、
　前記プラズマＣＶＤ装置中にＣＯ２とＯ２の混合物を流入させるステップと、
　前記ＣＯ２およびＯ２の存在下で、Ｓｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、かつナノメートル・
サイズの孔を複数有する膜を前記基板上に堆積させるステップとを含む方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に、関連する超低誘電率（すなわち超低ｋ）を有する誘電体材料を作製す
る方法、およびこの誘電体材料を含む電子デバイスに関する。さらに詳細には、本発明は
、超超大規模集積（ＵＬＳＩ）バック・エンド・オブ・ライン（ＢＥＯＬ）配線構造中の
レベル内またはレベル間誘電体として使用される熱的に安定な超低ｋ膜を作製する方法、
およびこの方法によって作製した電子構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＵＬＳＩ回路で使用される電子デバイスは近年小型化の一途をたどり、その結果として、
ＢＥＯＬメタライゼーションの抵抗が大きくなり、層内および層間の誘電体の静電容量も
大きくなっている。これらの効果が相まって、ＵＬＳＩ電子デバイスにおける信号遅延が
増大している。将来のＵＬＳＩ回路の切換性能を改善するには、静電容量を低下させるた
めに、低誘電率（ｋ）の絶縁体、特に酸化ケイ素より大幅に低いｋを有する絶縁体が必要
である。低いｋ値を有する誘電体材料（すなわち誘電体）は、すでに市販されている。例
えば、このような材料の１つとしてポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）があるが、
これはｋ値が２．０である。しかし、これらの誘電体材料は、３００～３５０℃を超える
温度にさらされると熱的に安定でなくなる。これらの誘電体をＵＬＳＩチップに集積する
際には、少なくとも４００℃の熱安定性が必要とされる。したがって、これらの誘電体は
集積工程中にその機能を失う。
【０００３】
ＵＬＳＩデバイスへの応用が考えられている低ｋ材料としては、メチルシロキサンやメチ
ルシルセスキオキサン、その他の有機ポリマーおよび無機ポリマーなど、Ｓｉ、Ｃ、Ｏを
含むポリマーがある。例えば、ある論文（「Properties of new low dielectric constan
t spin-on Silicon oxidebased dielectrics」、N. Hacker他、Mat. Res. Soc. Symp. Pr
oc. 476 (1997) : 25）には、熱安定性要件を満たすと考えられる材料が記載されている
。ただし、これらの材料の一部は、スピンオン技術で膜を作成した場合に、相互接続構造
で集積するのに必要な厚さに達するとクラックを伝播しやすくなる。さらに、これらの前
駆物質材料はコストが高く、大量生産には利用することができない。これに対して、超大
規模（ＶＬＳＩ）チップおよびＵＬＳＩチップの作製工程の大部分は、プラズマ化学また
は物理蒸着技術によって実施される。容易に入手できる処理機器を使用したプラズマ化学
蒸着（ＰＥＣＶＤ）技術によって低ｋ材料を作製することができるので、製造プロセス中
の材料の集積が簡単になり、製造コストが削減され、有害な廃棄物の生成も抑えられる。
参照によりそのすべてを本明細書に組み込む、本発明と共通の譲受人に譲渡された同時継
続出願（米国シリアル番号第０９／１０７５６７号）には、Ｓｉ原子、Ｃ原子、Ｏ原子お
よびＨ原子からなり、３．６以下の誘電率を有し、きわめて低いクラック伝播速度を示す
超低誘電率材料が記載されている。
【０００４】
参照によりそのすべてを本明細書に組み込む、本発明と共通の譲受人に譲渡された別の同
時継続出願（米国シリアル番号第０９／３２０４９５号）には、Ｓｉ原子、Ｃ原子、Ｏ原
子およびＨ原子で構成されたマトリックスと、主にＣ原子およびＨ原子で構成された相と
からなる、３．２以下の誘電率を有する２相材料が記載されている。これらの材料の誘電
率をさらに低下させていくと、これらの誘電体を組み込んだ電子デバイスの性能がさらに
改善されることになることに留意されたい。
【０００５】
前述の内容に鑑みて、２．８以下の誘電率を有し、クラッキングを抑制した誘電体材料を
開発することが引き続き必要とされている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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したがって、本発明の目的は、約２．８以下の誘電率を有する超低誘電率材料を作製する
方法を提供することである。より好ましくは、この超低ｋ材料の誘電率は、約１．５から
２．５の範囲内であり、最も好ましくは、誘電率は約２．０から２．２５の範囲内である
。特に指定する場合を除き、すべての誘電率は真空の誘電率に対する比誘電率である。
【０００７】
本発明の別の目的は、少なくとも２つの前駆物質の混合物のＳｉ原子、Ｃ原子、Ｏ原子お
よびＨ原子を含む超低誘電率材料を作製する方法であって、第１の前駆物質がＳｉＣＯＨ
部分を含む環状構造を有する分子から選択され、第２の前駆物質が環状構造を有する分子
からなる一群から選択される有機分子である方法を提供することである。
【０００８】
本発明の別の目的は、平行平板型プラズマＣＶＤ装置において超低誘電率膜を作製する方
法を提供することである。
【０００９】
本発明の別の目的は、ＣＯ２の存在下またはＣＯ２およびＯ２の存在下で基板上に膜を堆
積させることによって、堆積膜の均一さを改善し、かつプラズマＣＶＤ装置内のプラズマ
を安定させる、超低誘電率材料を作製する改善した方法を提供することである。
【００１０】
本発明の別の目的は、バック・エンド・オブ・ライン（ＢＥＯＬ）相互接続構造中のレベ
ル内またはレベル間誘電体として電子構造で使用される超低誘電率材料を作製する方法を
提供することである。
【００１１】
本発明の別の目的は、低い内部応力および約２．８以下の誘電率を有する熱的に安定な超
低誘電率材料を提供することである。より好ましくは、この超低ｋ材料の誘電率は、約１
．５から約２．５の範囲内であり、最も好ましくは、誘電率は約２．０から約２．２５の
範囲内である。
【００１２】
本発明のさらに別の目的は、少なくとも２層の絶縁材料層が本発明の超低誘電率材料を含
むバック・エンド・オブ・ライン（ＢＥＯＬ）配線構造中のレベル内またはレベル間誘電
体として絶縁材料の層を組み込んだ電子構造を提供することである。
【００１３】
本発明のさらに別の目的は、本発明の超低誘電率材料の層をバック・エンド・オブ・ライ
ン（ＢＥＯＬ）配線構造中のレベル内またはレベル間誘電体として有し、少なくとも１つ
の誘電体キャップ層を反応性イオン・エッチング（ＲＩＥ）マスク研磨停止層または拡散
バリヤとしてさらに含む電子構造を提供することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、Ｓｉ原子、Ｃ原子、Ｏ原子およびＨ原子を含むマトリックスを有し、か
つ原子レベルのナノ多孔性を有する熱的に安定な誘電体材料を作製する方法が提供される
。好ましい実施形態では、この誘電体材料は、基本的にＳｉ、Ｃ、ＯおよびＨからなるマ
トリックスを有する。本発明はさらに、Ｓｉ原子、Ｃ原子、Ｏ原子およびＨ原子を含む第
１の前駆物質ガスと、Ｃ原子およびＨ原子ならびに任意選択でＯ原子、Ｆ原子およびＮ原
子を含む少なくとも第２の前駆物質ガスとをプラズマＣＶＤ装置中で反応させることによ
って誘電体材料を作製する方法も提供する。本発明はさらに、第１の前駆物質ガスとＣＯ

２とを混合する、または第１および第２の前駆物質ガスとＣＯ２およびＯ２とを混合する
ことにより、プラズマＣＶＤ装置中のプラズマを安定させ、基板上に堆積する誘電体膜の
均一さを向上させる。本発明はさらに、バック・エンド・オブ・ライン（ＢＥＯＬ）配線
構造で使用されるレベル内またはレベル間誘電体として複数の絶縁材料層を有する電子構
造（すなわち基板）であって、該絶縁材料を本発明の超低ｋ膜とすることができる電子構
造も提供する。
【００１５】
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好ましい実施形態では、プラズマＣＶＤ装置を提供するステップと、リアクタ中で電子構
造（すなわち基板）を位置決めするステップと、Ｓｉ原子、Ｃ原子、Ｏ原子およびＨ原子
を含む第１の前駆物質ガスをリアクタ中に流入させるステップと、Ｃ原子およびＨ原子な
らびに任意選択でＯ原子、Ｆ原子およびＮ原子を含む第２の前駆物質ガスをリアクタ中に
流入させるステップと、超低ｋ膜を基板上に堆積させるステップとを含む、熱的に安定な
超低誘電率（超低ｋ）膜を作製する方法が提供される。堆積ステップは、ＣＯ２またはＣ
Ｏ２およびＯ２の存在下で実行することができる。好ましくは、第１の前駆物質は、１，
３，５，７－テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳまたはＣ４Ｈ１６Ｏ４Ｓ
ｉ４）など、ＳｉＣＯＨ部分を含む環状構造を有する分子から選択される。第２の前駆物
質は、好ましくは分子内に複数の環を有する環状構造を有する分子からなる一群から選択
される有機分子にすることができる。そのうちの少なくとも１つがヘテロ原子、特に酸素
を含む複数の縮合環を有する化学種は特に有用である。これらの化学種の中で最も適して
いるのは、有意な環ひずみを与えるサイズの環、すなわち３ないし４個の原子からなる環
または７個以上の原子からなる環あるいはその両方を含むものである。シクロペンテンオ
キシド（ＣＰＯまたはＣ５Ｈ８Ｏ）など、オキサ二環化合物と呼ばれる化合物のクラスに
属するものが特に魅力的である。
【００１６】
任意選択で、本発明の堆積膜を、少なくとも約０．２５時間、約３００℃以上の温度で熱
処理することができる。この方法はさらに、基板チャックの導電性領域が約３００ｃｍ２

から約７００ｃｍ２の間であり、基板と最上部の電極との間のギャップが約１ｃｍから約
１０ｃｍの間である平行平板型リアクタを提供するステップを含むこともできる。約１２
ＭＨＺから約１５ＭＨＺの間の高周波ＲＦパワーを電極の１つに印加する。任意選択で、
追加の低周波パワーを電極の１つに印加することもできる。さらに、熱処理ステップは、
約３００℃以下の温度で第１の期間実行し、次いで約３８０℃以上の温度で、第１の期間
より長い第２の期間実行することもできる。第２の期間は、第１の期間の少なくとも約１
０倍にすることができる。
【００１７】
本発明の超低誘電率膜の堆積ステップは、さらに、基板温度を約２５℃から約４００℃の
間に設定するステップと、高周波ＲＦパワー密度を約０．５Ｗ／ｃｍ２から約２．０Ｗ／
ｃｍ２の間に設定するステップと、第１の前駆物質の流量を約５ｓｃｃｍから約１０００
ｓｃｃｍの間に設定するステップと、第２の前駆物質の流量を約５ｓｃｃｍから約１００
０ｓｃｃｍの間に設定するステップと、リアクタ圧力を約５０ｍＴｏｒｒから約１０００
ｍＴｏｒｒの間の圧力に設定するステップと、高周波ＲＦパワーを約１５Ｗから約５００
Ｗの間に設定するステップとを含むことができる。任意選択で、約１０Ｗから約３００Ｗ
の間の超低周波パワーをプラズマに加えることもできる。基板チャックの導電性領域がＸ
倍に変化すると、基板チャックに印加されるＲＦパワーもＸ倍に変化する。
【００１８】
別の好ましい実施形態では、超低ｋ膜を作製する方法であって、平行平板型プラズマＣＶ
Ｄ装置を提供するステップと、事前処理されたウェハを、約３００ｃｍ２から約７００ｃ
ｍ２の間の導電性領域を有する基板チャック上に位置決めし、このウェハと最上部の電極
との間のギャップを約１ｃｍから約１０ｃｍの間に維持するステップと、環状シロキサン
分子を含む第１の前駆物質ガスをリアクタ中に流入させるステップと、Ｃ原子、Ｈ原子お
よびＯ原子を含む環状構造を有する有機分子を含む少なくとも第２の前駆物質ガスを流す
ステップと、ウェハ上に超低ｋ膜を堆積させるステップとを含む方法が提供される。堆積
ステップは、ＣＯ２またはＣＯ２およびＯ２の存在下で実行することができる。このプロ
セスは、堆積ステップの後で、少なくとも約０．２５時間、約３００℃以上の温度で膜を
熱処理するステップをさらに含むことができる。このプロセスは、ＲＦパワーをウェハに
印加するステップをさらに含むことができる。熱処理ステップは、第１の期間約３００℃
以下の温度で実行し、その後、第１の期間より長い第２の期間約３８０℃以上の温度で実
行することもできる。第２の期間は、第１の期間の少なくとも１０倍にすることができる
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。
【００１９】
利用する環状シロキサン前駆物質は、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ
）にすることができ、有機前駆物質はシクロペンテンオキシド（ＣＰＯ）にすることがで
きる。超低ｋ膜の堆積ステップは、基板温度を約２５℃から約４００℃の間に設定するス
テップと、ＲＦパワー密度を約０．０５Ｗ／ｃｍ２から約２．０Ｗ／ｃｍ２の間に設定す
るステップと、環状シロキサンの流量を約５ｓｃｃｍから約１０００ｓｃｃｍの間に設定
するステップと、有機前駆物質の流量を約５ｓｃｃｍから約１０００ｓｃｃｍの間に設定
するステップと、リアクタ圧力を約５０ｍＴｏｒｒから約１０００ｍＴｏｒｒの間の圧力
に設定するステップとをさらに含むことができる。さらに、堆積ステップは、シクロペン
テンオキシドのテトラメチルシクロテトラシロキサンに対する流量比を約０．１から約０
．７の間、好ましくは０．２から０．４の間に設定することを含むこともできる。基板チ
ャックの導電性領域はＸ倍に変化させることができ、これによりＲＦパワーもＸ倍に変化
することになる。
【００２０】
さらに別の好ましい実施形態では、熱的に安定な超低ｋ誘電体膜を作製する方法であって
、平行平板型プラズマＣＶＤ装置を提供するステップと、約３００ｃｍ２から約７００ｃ
ｍ２の間の導電性領域を有する基板チャック上にウェハを位置決めし、該ウェハと最上部
の電極との間のギャップを約１ｃｍから約１０ｃｍの間に維持するステップと、リアクタ
圧力を約１００ｍＴｏｒｒから約５０００ｍＴｏｒｒの間に保ちながら、全流量を約２５
ｓｃｃｍから約５００ｓｃｃｍの間として、環状シロキサンと環状有機分子の前駆物質ガ
ス混合物を、リアクタ中のほぼ室温から約４００℃の間、好ましくは約６０℃から約２０
０℃の間の温度に保たれたウェハの上に流入させるステップと、約０．２５Ｗ／ｃｍ２か
ら約０．８Ｗ／ｃｍ２の間のＲＦパワー密度で、ウェハ上に誘電体膜を堆積させるステッ
プと、少なくとも約０．２５時間、約３００℃以上の温度で超低ｋ膜をアニールするステ
ップとを含む方法が提供される。堆積は、ＣＯ２またはＣＯ２およびＯ２の存在下で実行
することができる。本発明の方法は、約３００℃以下の温度で第１の期間膜をアニールし
、次いで約３８０℃以上の温度で第１の期間より長い第２の期間膜をアニールするステッ
プをさらに含むことができる。第２の期間は、第１の期間の少なくとも約１０倍の長さに
設定することができる。環状シロキサン前駆物質は、テトラメチルシクロテトラシロキサ
ン（ＴＭＣＴＳ）にすることができ、環状有機前駆物質はシクロペンテンオキシド（ＣＰ
Ｏ）にすることができる。
【００２１】
本発明はさらに、バック・エンド・オブ・ライン（ＢＥＯＬ）相互接続構造中のレベル内
またはレベル間誘電体として複数の絶縁材料層を有する電子構造に関し、この電子構造は
、第１の絶縁材料層中に埋め込まれた第１の金属領域を有する事前処理された半導体基板
と、本発明の超低ｋ誘電体で構成された第２の絶縁材料層中に埋め込まれた第１の導体領
域であり、この超低ｋ誘電体が、Ｓｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、ナノメートル・サイズの
孔を複数含み、約２．８以下の誘電率を有し、第２の絶縁材料層が第１の絶縁材料層と密
着している、第１の金属領域と電気的に結合した第１の導体領域と、第２の絶縁材料層と
密着した本発明の超低ｋ誘電体を含む第３の絶縁材料層に埋め込まれた、第１の導体領域
と電気的に結合した第２の導体領域とを含む。この電子構造は、第２の絶縁材料層と第３
の絶縁材料層の間に位置する誘電体キャップ層をさらに含むことができる。この電子構造
は、第２の絶縁材料層と第３の絶縁材料層の間の第１の誘電体キャップ層と、第３の絶縁
材料層の上に位置する第２の誘電体キャップ層とをさらに含むことができる。
【００２２】
誘電体キャップ材料は、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、耐火金属窒化ケイ素（
耐火金属はＴａ、Ｚｒ、ＨｆおよびＷからなる一群から選択される）、炭化ケイ素、炭素
ドープ酸化物またはＳｉＣＯＨ、およびそれらの含水素化合物から選択することができる
。第１および第２の誘電体キャップ層は、同じ一群の誘電体材料から選択することができ
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る。第１の絶縁材料層は、酸化ケイ素または窒化ケイ素、あるいはリンケイ酸ガラス（Ｐ
ＳＧ）やホウリンケイ酸ガラス（ＢＰＳＧ）など様々なこれらの材料にドーピングした材
料にすることができる。この電子構造は、第２の絶縁材料層および第３の絶縁材料層の少
なくとも一方の上に配置された誘電体材料の拡散バリヤ層をさらに含むことができる。こ
の電子構造は、反応性イオン・エッチング（ＲＩＥ）ハード・マスク／研磨停止層として
働く、第２の絶縁材料層の上に位置する誘電体と、この誘電体ＲＩＥハード・マスク／研
磨停止層の上に位置する誘電体拡散バリヤ層とをさらに含むことができる。この電子構造
は、第２の絶縁材料層の上に位置する第１の誘電体ＲＩＥハード・マスク／研磨停止層と
、第１の誘電体研磨停止層の上に位置する第１の誘電体ＲＩＥハード・マスク／拡散バリ
ヤ層と、第３の絶縁材料層の上に位置する第２の誘電体ＲＩＥハード・マスク／研磨停止
層と、第２の誘電体研磨停止層の上に位置する第２の誘電体拡散バリヤ層とをさらに含む
ことができる。この電子構造は、超低ｋ誘電体のレベル間誘電体と超低ｋ誘電体のレベル
内誘電体の間に、上述と同じ材料の誘電体キャップ層をさらに含むことができる。
【００２３】
本発明の前述の目的、特徴および利点は、以下の詳細な説明および添付の図面から明らか
になるであろう。
【００２４】
【発明の実施の形態】
本発明は、平行平板型プラズマＣＶＤ装置中で熱的に安定な超低誘電率膜を作製する方法
を開示するものである。好ましい実施形態に開示する材料は、共有結合ネットワークのＳ
ｉ、Ｃ、ＯおよびＨを含み、約２．８以下の誘電率を有する水素化酸素化ケイ素炭素（Ｓ
ｉＣＯＨ）のマトリックスを含み、これは、誘電率をさらに約２．０未満の値に低下させ
る直径約０．５から２０ナノメートルの分子規模ボイドをさらに含むことがある。より好
ましくは、この超低ｋ膜の誘電率は約１．５から約２．５の範囲内であり、最も好ましく
は、誘電率は約２．０から約２．２５の範囲内である。超低ｋ熱安定性膜を製造するため
には、特定の成膜条件にした成膜リアクタを特定の幾何学的配置にする必要がある。例え
ば、平行平板型リアクタでは、基板チャックの導電性領域を約３００ｃｍ２から７００ｃ
ｍ２の間とし、基板と最上部の電極の間のギャップを約１ｃｍから約１０ｃｍの間にしな
ければならない。ＲＦパワーを基板に印加する。本発明によれば、超低誘電率膜は、特定
の反応条件下の特に構成した反応リアクタ内で、ＴＭＣＴＳなどの環状シロキサン前駆物
質と、シクロペンテンオキシドなど、環状構造を有する分子からなる一群から選択された
有機分子である第２の前駆物質との混合物から作製される。本発明の別の実施形態によれ
ば、超低誘電率膜は、ＣＯ２の存在下またはＣＯ２およびＯ２の存在下で形成することが
できる。本発明の低誘電率膜はさらに、約３００℃超の温度で少なくとも約０．２５時間
加熱処理して、誘電率を低下させることができる。この加熱処理ステップ中に、炭素原子
および水素原子を含み、かつ任意選択で酸素原子を含むこともある第２の前駆物質ガス（
またはガス混合物）から誘導された分子断片が熱分解し、膜から放出されるさらに小さな
分子に転化されることがある。任意選択で、この分子断片の転化および放出のプロセスに
よって膜中でさらにボイドを発生させることもできる。このようにして、膜の密度は低下
する。
【００２５】
本発明は、ＢＥＯＬ配線構造での集積に適した超低誘電率、すなわち約２．８より低い誘
電率を有する材料を調製する方法を提供する。より好ましくは、本発明の超低ｋ膜の誘電
率は約１．５から約２．５の範囲内であり、最も好ましくは、誘電率は約２．０から約２
．２５の範囲内である。本発明の膜は、少なくとも２つの適当な前駆物質と、処理パラメ
ータの特定の組合せとを後述のように選択することによって作成することができる。好ま
しくは、第１の前駆物質は、１，３，５，７－テトラメチルシクロテトラシロキサン（Ｔ
ＭＣＴＳすなわちＣ４Ｈ１６Ｏ４Ｓｉ４）やオクタメチルシクロテトラシロキサン（ＯＭ
ＣＴＳすなわちＣ６Ｈ２４Ｏ４Ｓｉ４）など、ＳｉＣＯＨ部分を含む環状構造を有する分
子から選択される。より一般的には、第１の前駆物質は、交互に結合された同数のＳｉ原
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子およびＯ原子を含む環状構造を含み、アルキル基（メチル、エチル、プロピル、あるい
は高級または分枝類縁体、ならびにシクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、
および高級類縁体など）が、ケイ素原子の少なくとも１つと共有結合した環状アルキルシ
ロキサンのクラスであり、これは全てのケイ素原子に２つのアルキル基がついている場合
も含む。これらのアルキル基は、同様のものでも異なるものでもよい。さらに、これらの
環状シロキサンのケイ素原子は水素と結合することがあり、その場合には、これらの化合
物は部分的にアルキル化されたヒドロシロキサンと考えることができる。
【００２６】
第２の前駆物質は、温度および圧力を操作することによって蒸気として成膜リアクタに導
入することができるような適当な揮発性を有する、Ｃ原子、Ｈ原子およびＯ原子を含み、
かつ少なくとも１つの環を含む有機分子から選択することができる。さらに、Ｎ、Ｓ、Ｓ
ｉまたはハロゲンなど、その他の原子をこの前駆物質分子に含めることもできる。さらに
、この前駆物質中に複数の環が存在していても良い。少なくとも１つがヘテロ原子、特に
酸素を含む複数の縮合環を有する化学種は特に有用である。これらの化学種の中で最も適
しているのは、有意な環ひずみを与えるサイズの環、すなわち３ないし４個の原子からな
る環または７個以上の原子からなる環あるいはその両方を含むものである。オキサ二環化
合物と呼ばれる化合物のクラスに属するものが特に魅力的である。これらのうち、容易に
入手できるものの例としては、６－オキサビシクロ［３．１．０］ヘキサンまたはシクロ
ペンテンオキシド（７６０ｍｍＨｇでｂｐ＝１０２℃）、７－オキサビシクロ［４．１．
０］ヘプタンまたはシクロヘキサンオキシド（７６０ｍｍＨｇでｂｐ＝１２９℃）、９－
オキサビシクロ［６．１．０］ノナンまたはシクロオクテンオキシド（５ｍｍＨｇでｂｐ
＝５５℃）、および７－オキサビシクロ［２．２．０］ヘプタンまたはエポキシシクロヘ
キサン（７１３ｍｍＨｇでｂｐ＝１１９℃）がある。より一般的には、図１に示す式を満
たす化学種が適当であると考えられる。
【００２７】
さらに、第２の前駆物質は、９－オキサビシクロ［６．１．０］ノン－４－エン（７６０
ｍｍＨｇでｂｐ＝１９５℃）または図２に示す一般構造の化合物の場合のように、ある程
度の不飽和度を有することがある。さらに、７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン
－２－オン（１５ｍｍＨｇでｂｐ＝７７℃）および３－オキサビシクロ［３．１．０］ヘ
キサン２，４－ジオン（５ｍｍＨｇでｂｐ＝１００℃）の場合のように、第２の前駆物質
は、ケトン、アルデヒド、アミン、アミド、イミド、エーテル、エステル、無水物、炭酸
塩、チオール、チオエーテルなどを含めた（ただしこれらに限定されない）、さらに別の
官能基を有することもできる。さらに、プラズマＣＶＤ装置中で、第１の前駆物質をキャ
リア・ガスとしてのＣＯ２と混合する、あるいは第１および第２の前駆物質ガスをＣＯ２

またはＣＯ２とＯ２の混合物と混合することもできる。プラズマＣＶＤ装置中でＣＯ２を
キャリア・ガスとして第１の前駆物質に加える、あるいはＣＯ２またはＣＯ２とＯ２の混
合物を第１および第２の前駆物質に加えることにより、プラズマＣＶＤ装置中のプラズマ
を安定させる効果が得られ、基板上に堆積させた膜の均一さが改善される。ＣＯ２を第１
および第２の前駆物質と混合するときには、ＣＯ２の量は約２５ｓｃｃｍから約１０００
ｓｃｃｍにすることができ、より好ましくは、約５０ｓｃｃｍから約５００ｓｃｃｍであ
る。ＣＯ２とＯ２の混合物を第１および第２の前駆物質と混合するときには、混合するＣ
Ｏ２の量は約２５から約１０００ｓｃｃｍにすることができ、混合するＯ２の量は約０．
５ｓｃｃｍから約５０ｓｃｃｍにすることができる。より好ましくは、ＣＯ２の量は約５
０ｓｃｃｍから約５００ｓｃｃｍ、Ｏ２の量は約１ｓｃｃｍから約３０ｓｃｃｍである。
【００２８】
図３に示すように、平行平板型プラズマＣＶＤ装置１０は、２００ｍｍのウェハの処理に
使用されるタイプのものである。リアクタ１０の内径Ｘは約１３インチ（３３．０ｃｍ）
であり、その高さＹは約８．５インチ（２１．６ｃｍ）である。基板チャック１２の直径
は約１０．８インチ（２７．４ｃｍ）である。反応ガスは、基板チャック１２から約１イ
ンチ（２．５４ｃｍ）のギャップＺだけ離間したガス分配板（ＧＤＰ）１６を通してリア
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クタ１０中に導入され、３インチ（７．６２ｃｍ）の排気ポート１８を通してリアクタ１
０から排気される。ＲＦ電源２０は、リアクタ１０から電気的に絶縁されたＧＤＰ１６に
接続され、基板チャック１２は接地される。実際には、リアクタのその他全ての部分が接
地される。別の実施形態では、ＲＦ電源２０を基板チャック１２に接続し、基板２２に給
電することもできる。この場合には、基板は負のバイアスを受け、その値はリアクタの幾
何形状およびプラズマのパラメータによって決まる。別の実施形態では、複数の電源を使
用することができる。例えば、２つの電源を同じＲＦ周波数で動作させることもできるし
、あるいは１つを低い周波数で動作させ、１つを高い周波数で動作させることもできる。
２つの電源をともに同じ電極に接続することもできるし、あるいは別々の電源に接続する
こともできる。別の実施形態では、堆積中にＲＦ電源をオン・オフにパルス化することが
できる。低ｋ膜の堆積中に制御されるプロセス変量は、ＲＦパワー、前駆物質の混合およ
び流量、リアクタ内圧力、ならびに基板温度である。
【００２９】
リアクタ１０の表面２４は、絶縁被覆材料で被覆することができる。例えば、１つのタイ
プの被覆は、リアクタ壁面２４に数ミルの厚さまで施す。基板チャック１２に対して使用
することもできる別のタイプの被覆材料は、酸素プラズマを用いたエッチングに対して耐
性のあるアルミナその他の絶縁体の薄い被覆である。加熱したウェハ・チャックの温度に
よって、基板温度を制御する。
【００３０】
本発明によれば、上述の適当な第１および第２の前駆物質ならびに処理パラメータの特定
の組合せは、調製した本発明の超低ｋ材料が、好ましくは約５から約４０原子パーセント
のＳｉ、約５から４５原子パーセントのＣ、０から約５０原子パーセントのＯ、および約
１０から約５５原子パーセントのＨを含むように利用する。
【００３１】
膜の堆積プロセス中に制御する主なプロセス変量は、ＲＦパワー、前駆物質の流量、ＣＯ

２の流量またはＣＯ２およびＯ２の流量、リアクタ圧力、および基板温度である。本発明
による、第１の前駆物質としてテトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）を利
用し、第２の前駆物質としてシクロペンテンオキシド（ＣＰＯ）を利用した膜の堆積、な
らびにＣＯ２またはＣＯ２およびＯ２の存在下での膜の堆積の例を、本明細書の後半でい
くつか挙げる。例１および２では、Ｈｅをキャリア・ガスとして使用してＴＭＣＴＳ前駆
物質の蒸気をリアクタ中に供給し、例３では、ＴＭＣＴＳを液体給送システムによって供
給した。例５から７では、ＣＯ２をキャリア・ガスとして使用してＴＭＣＴＳ前駆物質の
蒸気をリアクタ中に供給し、例８では、ＴＭＣＴＳを液体給送システムによって供給した
。任意選択で、堆積後に４００℃で膜を加熱処理し、ｋを低下させた。
【００３２】
本発明による作製方法は、一意的に規定された成膜条件を備えた特定の幾何形状を有する
成膜リアクタを利用することによってのみ可能であることを強調しておく。異なる幾何形
状のリアクタをこの規定された成膜条件下で使用した時には、生成される膜が超低誘電率
を達成しないことがある。例えば、本発明による平行平板型リアクタの基板チャックの面
積は、約３００ｃｍ２から約７００ｃｍ２でなければならず、好ましくは約５００ｃｍ２

から約６００ｃｍ２である。基板とガス分配板（または最上部の電極）の間のギャップは
約１ｃｍから約１０ｃｍであり、好ましくは約１．５ｃｍから約７ｃｍである。ＲＦパワ
ーは、電極の一方に約１２ＭＨＺから約１５ＭＨＺの周波数、好ましくは約１３．５６Ｍ
ＨＺの周波数で印加される。任意選択で１ＭＨｚ未満の低い周波数のパワーを、ＲＦパワ
ーと同じ電極または反対側の電極に０から０．３Ｗ／ｃｍ２のパワー密度で印加すること
もできる。
【００３３】
利用する堆積条件もまた、本発明による堆積プロセスをうまく実施することができるよう
にするためには重要である。例えば、約２５℃から約３２５℃、好ましくは約６０℃から
約２００℃の間のウェハ温度を利用する。約０．０５Ｗ／ｃｍ２から約１．０Ｗ／ｃｍ２
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、好ましくは約０．２５Ｗ／ｃｍ２から約０．８Ｗ／ｃｍ２の間のＲＦパワー密度を利用
する。約５ｓｃｃｍから約１０００ｓｃｃｍ、好ましくは約２５ｓｃｃｍから約２００ｓ
ｃｃｍの間のＴＭＣＴＳの反応ガスの流量を利用する。約５ｓｃｃｍから約１０００ｓｃ
ｃｍ、好ましくは、約１０ｓｃｃｍから約１２０ｓｃｃｍの間のＣＰＯの反応ガスの流量
を使用する。ＣＯ２をキャリア・ガスとして使用したＴＭＣＴＳ／ＣＯ２の全反応ガスの
流量は、約２５ｓｃｃｍから約１０００ｓｃｃｍの間であり、ＣＯ２とＯ２の混合物の場
合のそれぞれの流量はＣＯ２が約２５ｓｃｃｍから１０００ｓｃｃｍ、Ｏ２が約０．５ｓ
ｃｃｍから約５０ｓｃｃｍであり、ＣＯ２の場合の流量は約１５ｓｃｃｍから約１０００
ｓｃｃｍである。ＣＯ２をキャリア・ガスとして使用したＴＭＣＴＳ／ＣＯ２の全反応ガ
スの流量は、好ましくは、約５０ｓｃｃｍから５００ｓｃｃｍであり、ＣＯ２とＯ２の混
合物の場合のそれぞれの流量は、好ましくはＣＯ２が約５０ｓｃｃｍから５００ｓｃｃｍ
、Ｏ２が約１ｓｃｃｍから約３０ｓｃｃｍであり、ＣＯ２の場合の流量は、好ましくは約
５０ｓｃｃｍから約５００ｓｃｃｍである。約５０ｍＴｏｒｒから約５０００ｍＴｏｒｒ
、好ましくは約１００ｍＴｏｒｒから約３０００ｍＴｏｒｒの間の堆積プロセス中のリア
クタ圧力を使用する。
【００３４】
基板チャックの面積がＸ倍に変化すると、すなわち約３００ｃｍ２から約７００ｃｍ２の
範囲内の値から変化すると、ＲＦパワーも以前に指定した値からＸ倍に変化することに留
意されたい。同様に、基板チャックの面積がＹ倍に変化し、分配板と基板チャックの間の
ギャップが以前に指定した値からＺ倍に変化すると、これらの変化は、以前に指定した値
からのＹＺ倍のガス流量の変化を伴うことになる。マルチステーション成膜リアクタを使
用する場合には、基板面積は個々の基板チャックに関し、ガス流量は１つの堆積ステーシ
ョンに関する。したがって、リアクタへの全流量および全パワー入力に、リアクタ内の堆
積ステーションの総数をかける。
【００３５】
堆積膜は、さらなる集積処理を施す前に安定させる。この安定化プロセスは、炉内アニー
ル・ステップで、約３００℃から約４００℃で約０．５時間から約４時間の時間にわたっ
て実施することができる。この安定化プロセスは、約３００℃超の温度で、急速熱アニー
ル・プロセスで実施することもできる。本発明によって得られる膜の誘電率は、約２．８
より低い。非酸化性雰囲気中で本発明によって得られる膜の熱安定性は、少なくとも約４
００℃の温度までである。
【００３６】
本発明によって形成される電子デバイスを図６から図９に示す。図６から図９に示すデバ
イスは、単に本発明による例を例示したものに過ぎず、その他無数のデバイスを本発明に
よって形成することができることに留意されたい。
【００３７】
図６は、ケイ素基板３２上に構築した電子デバイス３０を示す。ケイ素基板３２上に、絶
縁材料層３４を形成し、その中には第１の金属領域３６が埋め込んである。第１の金属領
域３６に化学機械研磨（ＣＭＰ）プロセスを行った後で、超低ｋ膜３８などの膜を、第１
の絶縁材料層３４および第１の金属領域３６の上に堆積させる。第１の絶縁材料層３４は
、酸化ケイ素、窒化ケイ素、これらの材料に様々にドーピングしたもの、またはその他任
意の適当な絶縁材料で適宜形成することができる。超低ｋ膜３８にフォトリソグラフィ・
プロセスでパターン形成し、そのパターン中に導体層４０を堆積させる。第１の導体層４
０にＣＭＰプロセスを施した後で、第１の超低ｋ膜３８および第１の導体層４０を覆うよ
うに、第２の超低ｋ膜層４４をプラズマ化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）プロセスで堆積させる。
導体層４０は、金属導電性材料または非金属導電性材料で構成することができる。例えば
、アルミナや銅などの金属導電性材料、または窒化物やポリシリコンなどの非金属材料を
利用することができる。第１の導体４０は、第１の金属領域３６と電気的に結合している
。
【００３８】
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第２の超低ｋ膜層４４のフォトリソグラフィ・プロセスを行った後で、第２の導体領域５
０を形成し、その後、第２の導体材料の堆積プロセスを行う。第２の導体５０も、第１の
導体層４０を堆積させるときに使用したものと同様の金属材料または非金属材料で構成す
ることができる。第２の導体領域５０は、第１の導体領域４０に電気的に接続されており
、第１の超低ｋ絶縁体層４４中に埋め込まれている。第２の超低ｋ膜層は、第１の絶縁材
料層３８と密着している。この具体例では、本発明による超低ｋ材料である第１の絶縁材
料層３８はレベル内誘電材料として働き、第２の絶縁材料層、すなわち超低ｋ膜４４はレ
ベル内およびレベル間誘電体として働く。超低ｋ膜の低い誘電率に基づいて、第１の絶縁
層３８および第２の絶縁層４４によって優れた絶縁性を達成することができる。
【００３９】
図７は、本発明による電子デバイス６０を示す図であり、これは図６に示す電子デバイス
３０と同様であるが、追加の誘電体キャップ層６２を第１の絶縁材料層３８と第２の絶縁
材料層４４の間に堆積させてある。誘電体キャップ層６２は、酸化ケイ素、窒化ケイ素、
酸窒化ケイ素、炭化ケイ素、ケイ素炭素酸化物（ＳｉＣＯ）、改変した超低ｋ化合物およ
びそれらの水素化化合物、ならびに耐火金属窒化ケイ素などの材料で適宜形成することが
できる。ここで、耐火金属は、Ｔａ、Ｚｒ、ＨｆおよびＷからなる一群から選択される。
追加の誘電体キャップ層６２は拡散バリヤ層として働き、第１の導体層４０の第２の絶縁
材料層４４中への拡散、またはそれより下方の層、特に層３４および３２中への拡散を防
止する。
【００４０】
図８は、本発明による電子デバイス７０の別の代替の実施形態を示す図である。電子デバ
イス７０では、ＲＩＥマスクおよびＣＭＰ（化学機械研磨）研磨停止層として働く２つの
追加の誘電体キャップ層７２および７４が使用されている。第１の誘電体層７２は、第１
の絶縁材料層３８上に堆積させる。誘電体層７２の働きは、第１の導体層４０を平坦化す
る際に利用されるＣＭＰプロセスの終点を提供することである。研磨停止層７２は、酸化
ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、炭化ケイ素、ケイ素炭素酸化物（ＳｉＣＯ）、改変
した超低ｋ化合物およびそれらの水素化化合物、ならびに耐火金属窒化ケイ素などの材料
で適宜形成することができる。ここで、耐火金属は、Ｔａ、Ｚｒ、ＨｆおよびＷからなる
一群から選択される。誘電体層７２の上面は、第１の導体層４０と同じ高さである。第２
の誘電体層７４は、同じ目的のために、第２の絶縁材料層４４の上に追加することができ
る。
【００４１】
図９は、本発明による電子デバイス８０のさらに別の代替実施形態を示す図である。この
代替実施形態では、追加の誘電体層８２を堆積させ、それにより第２の絶縁材料層４４を
２つの別々の層８４および８６に分割している。したがって、図８に示すレベル内および
レベル間誘電体層８４は、図９に示すように、相互接続部９２と相互接続部９４の間の境
界において層間誘電体層８４およびレベル内誘電体層８６に分割される。追加の拡散バリ
ヤ層９６を、さらに上側誘電体層７４の上に堆積させる。この代替実施形態の電子構造８
０によってもたらされるさらなる利点は、誘電体層８２がＲＩＥエッチング停止層として
働き、優れた相互接続深さ制御を実現することである。
【００４２】
以下の例は、本発明による超低ｋ誘電体膜の作製を例示し、それによって得られる利点を
実証するために与えたものである。
【００４３】
実施例１
この実施例では、図３に従い、最初にウェハをスリット・バルブ１４を介してリアクタ１
０中に導入し、このウェハをアルゴン・ガスで事前エッチングすることによってウェハを
準備する。このウェハ準備プロセスでは、ウェハ温度は約１８０℃に設定し、アルゴンの
流量は約２５ｓｃｃｍに設定して、約１００ｍＴｏｒｒの圧力を達成する。次いで、ＲＦ
パワーをオンにして約６０秒間約１２５Ｗにする。その後、ＲＦパワーおよびアルゴン・
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【００４４】
キャリア・ガスとしてＨｅを用いて、ＴＭＣＴＳ前駆物質をリアクタ中に導入する。Ｈｅ
の圧力は、ＴＭＣＴＳ容器への入り口において約５ｐｓｉｇである。本発明による超低ｋ
膜は、最初にＴＭＣＴＳ＋ＨｅおよびＣＰＯのガス流を所望の流量および圧力にする、す
なわちＴＭＣＴＳ＋Ｈｅは約２０ｓｃｃｍにして約１００ｍＴｏｒｒにし、ＣＰＯは約６
ｓｃｃｍにして約１００ｍＴｏｒｒにすることによって堆積させることができる。次いで
、ＲＦパワーをオンにし、約５０分間約１５Ｗにする。その後、ＲＦパワーおよびガス流
を切る。その後、ウェハを反応リアクタ１０から取り出す。
【００４５】
堆積膜の誘電率を低下させ、それらの熱安定性をさらに改善する、すなわち堆積膜を３０
０℃超の温度で安定にするために、これらの膜をポスト・アニールして揮発性成分を蒸発
させ、膜の寸法を安定させる。ポスト・アニール・プロセスは、以下のステップによりア
ニール炉内で実行することができる。最初に、毎分約１０リットルの流量の窒素で約５分
間、この炉をパージする（膜サンプルはロード・ステーションにある）。次いで、膜サン
プルをこの炉のリアクタ中に移送し、ポスト・アニール・サイクルを開始する。このサイ
クルでは、毎分約５℃の加熱率で約２８０℃まで膜を加熱し、約２８０℃で約５分間保持
し、毎分約５℃の第２の加熱率で約４００℃まで加熱し、約４００℃で約４時間保持し、
炉をオフにし、膜サンプルを約１００℃未満の温度まで冷却する。適当な第１の保持温度
は、約２８０℃から約３００℃の間とすることができ、適当な第２の保持温度は約３００
℃から約４００℃の間とすることができる。
【００４６】
次に、第１の実施形態の結果について、図４および図５を参照しながら論じる。図４は、
通常のＳｉＣＯＨ膜のフーリエ変換赤外（ＦＴＩＲ）スペクトルを示す図である。このス
ペクトルは、約１０００～１１００ｃｍ－１に強いＳｉ－Ｏ吸収帯を示し、約１２７５ｃ
ｍ－１にＳｉ－ＣＨ３吸収ピークを示し、２１５０～２２５０ｃｍ－１にＳｉ－Ｈ吸収帯
を示し、約２９００～３０００ｃｍ－１に小さなＣ－Ｈ吸収ピークを示す。ＳｉＣＯＨ膜
のＳｉＯピークに対するＣＨ、ＳｉＨおよびＳｉＣＨ３のピークの相対的な強度を、以下
の表１に示す。
【００４７】
図５は、本発明による、（ＴＭＣＴＳ＋Ｈｅ）とＣＰＯの混合物から調製した超低ｋ膜か
ら得られたＦＴＩＲスペクトルを示す図である。このスペクトルは、図４と同様に、Ｓｉ
－Ｏ、Ｓｉ－ＣＨ３およびＣ－Ｈの吸収ピークを示す。ただし、Ｓｉ－Ｈピークがなく、
約２９００～３０００ｃｍ－１にあるＣ－Ｈ吸収帯の強度は、図４に示すＳｉＣＯＨ膜の
場合より超低ｋ膜の場合の方がはるかに強い。この膜のＳｉＯピークに対するＣＨおよび
ＳｉＣＨ３のピークの相対的な強度も、以下の表１に示す。表１に特に示すように、超低
ｋ膜のＣ－Ｈピークの積分面積はＳｉ－ＣＨ３ピークの４０％であるが、それは、ＳｉＣ
ＯＨ膜のＳｉ－ＣＨ３ピークの２％にしか過ぎない。このことは、超低ｋ膜が、ＳｉＣＯ
Ｈ相に加えて相当量の２次ＣＨｘ（炭化水素）相を含有していることを明らかに示すもの
である。超低ｋ膜のＦＴＩＲスペクトルの別の特徴は、図５に特に示すように、Ｓｉ－Ｏ
ピークが、約１１３９ｃｍ－１および約１０５６ｃｍ－１において２つのピークに分かれ
ていることである。
【表１】
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【００４８】
実施例２
この実施例では、実施例１で述べたのと同様にウェハを準備するが、ウェハ温度は約３０
０℃に設定する。次いで、キャリア・ガスとしてＨｅを用いて、ＴＭＣＴＳ前駆物質をリ
アクタ中に導入する。Ｈｅの圧力は、ＴＭＣＴＳ容器への入り口において約５ｐｓｉｇで
ある。本発明による超低ｋ膜は、最初にＴＭＣＴＳ＋ＨｅおよびＣＰＯのガス流を所望の
流量および圧力にする、すなわちＴＭＣＴＳ＋Ｈｅは約１５０ｓｃｃｍにして約２０００
ｍＴｏｒｒにし、ＣＰＯは約５０ｓｃｃｍにして約２０００ｍＴｏｒｒにすることによっ
て堆積させることができる。次いで、ＲＦパワーをオンにし、約１０分間約１５０Ｗにす
る。その後、ＲＦパワーおよびガス流を切る。その後、ウェハを反応リアクタ１０から取
り出し、実施例１で述べたようにアニールする。
【００４９】
実施例３
この実施例では、６個の堆積ステーションを含むリアクタを使用する。ウェハ・チャック
の温度は、約３５０℃に設定する。毎分約５ｍｌの流量で液体給送システムを使用してＴ
ＭＣＴＳ前駆物質をリアクタ中に導入し、約９００ｓｃｃｍの流量でＣＰＯを流し、その
圧力を約３０００ｍＴｏｒｒで安定させる。約６００Ｗの全ＲＦパワーおよび約３００Ｗ
の低周波パワーをリアクタに印加する。各ステーションにおいて超低ｋ膜のウェハへの堆
積を実行し、あらかじめ設定した時間間隔後に次のステーションにウェハを移動させる。
最後の堆積ステーションを通過した後で、ウェハを反応リアクタから取り出し、実施例１
で述べたようにアニールする。
【００５０】
前述の各実施例では、プラズマは連続モードで発生させた。以下の実施例４では、プラズ
マはパルス・モードで発生させる。
【００５１】
実施例４
この実施例では、実施例１と同様の条件下で堆積を実行するが、プラズマは、パルス・モ
ードで、すなわちデューティ・サイクルを約５０％とし、プラズマ・オン時間を約５０ミ
リ秒から約１００ミリ秒として発生させる。リアクタ１０からウェハを取り出した後で、
堆積膜のついたウェハを実施例１で述べたようにアニールする。
【００５２】
前述の各実施例で述べたように、作成した膜は、約２．０から約２．２５の範囲内の誘電
率を有する。
【００５３】
実施例５
この実施例では、図３に従い、最初にウェハをスリット・バルブ１４を介してリアクタ１
０中に導入し、このウェハをアルゴン・ガスで事前エッチングすることによってウェハを
準備する。このウェハ準備プロセスでは、ウェハ温度は約１８０℃に設定し、アルゴンの
流量は約２５ｓｃｃｍに設定して、約１００ｍＴｏｒｒの圧力を達成する。次いで、ＲＦ
パワーをオンにして約６０秒間約１２５Ｗにする。その後、ＲＦパワーおよびアルゴン・
ガスの流れを切る。
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【００５４】
キャリア・ガスとしてＣＯ２を用いて、ＴＭＣＴＳ前駆物質をリアクタ中に導入する。Ｃ
Ｏ２の圧力は、ＴＭＣＴＳ容器への入り口において約５ｐｓｉｇである。本発明による超
低ｋ膜は、最初にＴＭＣＴＳ＋ＣＯ２およびＣＰＯのガス流を所望の流量および圧力にす
る、すなわちＴＭＣＴＳ＋ＣＯ２は約２０ｓｃｃｍにして約１００ｍＴｏｒｒにし、ＣＰ
Ｏは約１０ｓｃｃｍにして約１００ｍＴｏｒｒにすることによって堆積させることができ
る。次いで、ＲＦパワーをオンにし、約５０分間約１５Ｗにする。その後、ＲＦパワーお
よびガス流を切る。その後、ウェハを反応リアクタ１０から取り出す。
【００５５】
堆積膜の誘電率を低下させ、それらの熱安定性をさらに改善する、すなわち堆積膜を３０
０℃超の温度で安定にするために、これらの膜をポスト・アニールして揮発性成分を蒸発
させ、膜の寸法を安定させる。ポスト・アニール・プロセスは、以下のステップによりア
ニール炉内で実行することができる。最初に、毎分約１０リットルの流量の窒素で約５分
間、この炉をパージする（膜サンプルはロード・ステーションにある）。次いで、膜サン
プルをこの炉のリアクタ中に移送し、ポスト・アニール・サイクルを開始する。このサイ
クルでは、毎分約５℃の加熱率で約２８０℃まで膜を加熱し、約２８０℃で約５分間保持
し、毎分約５℃の第２の加熱率で約４００℃まで加熱し、約４００℃で約４時間保持し、
炉をオフにし、膜サンプルを約１００℃未満の温度まで冷却する。適当な第１の保持温度
は、約２８０℃から約３００℃の間とすることができ、適当な第２の保持温度は約３００
℃から約４００℃の間とすることができる。
【００５６】
実施例６
この実施例では、実施例５で述べたようにウェハを準備するが、ウェハ温度は約３００℃
に設定する。次いで、キャリア・ガスとしてＣＯ２を用いて、ＴＭＣＴＳ前駆物質をリア
クタ中に導入する。ＣＯ２の圧力は、ＴＭＣＴＳ容器への入り口において約５ｐｓｉｇで
ある。本発明による超低ｋ膜は、最初にＴＭＣＴＳ＋ＣＯ２およびＣＰＯのガス流を所望
の流量および圧力にする、すなわちＴＭＣＴＳ＋ＣＯ２は約１５０ｓｃｃｍにして約２０
００ｍＴｏｒｒにし、ＣＰＯは約７５ｓｃｃｍにして約２０００ｍＴｏｒｒにすることに
よって堆積させることができる。次いで、ＲＦパワーをオンにし、約１０分間約１５０Ｗ
にする。その後、ＲＦパワーおよびガス流を切る。その後、ウェハを反応リアクタ１０か
ら取り出し、実施例５で述べたようにアニールする。
【００５７】
前述の各実施例では、プラズマは連続モードで発生させた。以下の実施例７では、プラズ
マはパルス・モードで発生させる。
【００５８】
実施例７
この実施例では、実施例５と同様の条件下で堆積を実行するが、プラズマは、パルス・モ
ードで、すなわちデューティ・サイクルを約５０％とし、プラズマ・オン時間を約５０ミ
リ秒から約１００ミリ秒として発生させる。リアクタ１０からウェハを取り出した後で、
堆積膜のついたウェハを実施例５で述べたようにアニールする。
【００５９】
実施例８
この実施例では、６個の堆積ステーションを含むリアクタを使用する。ウェハ・チャック
の温度は、約３５０℃に設定する。毎分約５ｍｌの流量で液体給送システムを使用してＴ
ＭＣＴＳ前駆物質をリアクタ中に導入し、ＣＰＯは約２５０ｓｃｃｍの流量で流し、その
圧力は約４０００ｍＴｏｒｒで安定させる。約５０００ｓｃｃｍの流量のＣＯ２および約
２５０ｓｃｃｍの流量のＯ２を、リアクタ中でＴＭＣＴＳおよびＣＰＯのガス混合物と混
合する。ＣＯ２およびＯ２の混合物を転化することにより、プラズマが安定し、膜の均一
さが向上する。約６００Ｗの全高周波ＲＦパワーおよび約３００Ｗの低周波ＲＦパワーを
リアクタに印加する。各ステーションにおいて超低ｋ膜のウェハへの堆積を実行し、あら
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かじめ設定した時間間隔後に次のステーションにウェハを移動させる。最後の堆積ステー
ションを通過した後で、ウェハを反応リアクタから取り出す。任意選択で、上記の実施例
５で特に述べたようにウェハをさらにアニールすることもできる。
【００６０】
急速熱アニール（ＲＴＡ）プロセスを使用して、超低ｋ膜を安定させることもできる。本
発明によって得られる膜は、約２．８未満の誘電率ｋを特徴とし、通常約４００°以下の
温度で処理されるバック・エンド・オブ・ライン（ＢＥＯＬ）相互接続構造における集積
で熱的に安定である。したがって、本発明の教示は、論理デバイスおよびメモリ・デバイ
スのためのバック・エンド・オブ・ライン・プロセスでレベル内およびレベル間誘電体と
して膜を製造する場合に容易に適合させることができる。
【００６１】
したがって、本発明による方法および本発明によって形成された電子構造については、上
記の説明および添付の図面図１～図９において完全に述べた。図６から図９に示す電子構
造の実施例は、無数の電子デバイスの作成に適用することができる本発明を説明するため
に使用したものに過ぎないことを強調しておく。
【００６２】
例示的に本発明について述べたが、使用した用語は、限定を目的とするものではなく例示
を目的とするものであることを理解されたい。
【００６３】
さらに、好ましい実施形態およびいくつかの代替実施形態に関して、本発明について特に
図示し、説明したが、当業者なら、本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく、これら
の教示を本発明のその他の可能な変形形態に容易に適用することができることを理解され
たい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第２の前駆物質として好ましい化合物である、オキサ二環化合物とも呼ばれる
二環式エーテルの一般的な電子構造を示す図であり、この概略図において、この化合物は
２つの環を含み、そのうちの一方は酸素原子を含み、各環のサイズは各環中の繰返しメチ
レン基の数ｍおよびｎによって決まり、非常に好ましいシクロペンテンオキシドの場合で
はｍ＝０およびｎ＝２である。
【図２】　第２の前駆物質として好ましい化合物である、非飽和オキサ二環化合物とも呼
ばれる非飽和二環式エーテルの一般的な電子構造を示す図であり、この概略図において、
この化合物は２つの環を含み、そのうちの一方は酸素原子を含み、各環のサイズは各環中
の繰返しメチレン基の数ｌ、ｍおよびｎによって決まり、非飽和結合の位置はｍおよびｎ
によって決まり、９－オキサビシクロ［６．１．０］ノン－４－エンの例では、ｌ＝０、
ｍ＝２およびｎ＝２である。
【図３】　本発明による平行平板型化学蒸着リアクタの断面図である。
【図４】　テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）およびＨｅの混合物から
堆積させたＳｉＣＯＨ膜から得られたフーリエ変換赤外（ＦＴＩＲ）スペクトルを示す図
である。
【図５】　本発明によるＴＭＣＴＳ＋Ｈｅおよびシクロペンテンオキシドの混合物から堆
積させた本発明の超低ｋ材料から得られたＦＴＩＲスペクトルを示す図である。
【図６】　本発明による超低ｋ材料のレベル内誘電体層およびレベル間誘電体層を有する
電子デバイスの拡大断面図である。
【図７】　本発明による超低ｋ材料膜の上に追加の拡散バリヤ誘電体キャップ層を有する
図６の電子構造の拡大断面図である。
【図８】　本発明による研磨停止層の上に追加のＲＩＥハード・マスク／研磨停止誘電体
キャップ層および誘電体キャップ拡散バリヤを有する、図７の電子構造の拡大断面図であ
る。
【図９】　本発明によるレベル間超低ｋ材料膜の上に追加のＲＩＥハード・マスク／研磨
停止誘電体層を有する図８の電子構造の拡大断面図である。
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