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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェハを処理する方法において、
　（ａ）上記ウェハ上に形成された誘電体の基底層の厚みを、上記ウェハ上の複数の異な
る所定の位置で測定するステップと、
　（ｂ）上記基底層上に形成されたパターン化された層のパターンの寸法を上記複数の異
なる所定の位置で測定するステップと、
　（ｃ）上記寸法及び厚みの測定に基づいて、上記ウェハ上で実行されるべきエッチング
プロセスに対する第１組のプロセスパラメータ値を選択するステップと、
　（ｄ）上記第１組のプロセスパラメータ値を使用して処理ツールにおいて上記ウェハに
上記エッチングプロセスを実行するステップと、
　（ｅ）上記エッチングプロセスにより上記基底層に形成された構造体の寸法を上記所定
の位置で測定するステップと、
を備えた方法。
【請求項２】
　上記構造体の測定を使用して、その後に処理されるウェハに対する第２組のプロセスパ
ラメータ値を選択するステップを更に備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記パターンの臨界寸法（ＣＤ）及びプロフィールを測定するステップを更に備えた、
請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　上記処理ツールにおいて上記ウェハにエッチングプロセスを実行するステップを更に備
えた、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　上記第１組のプロセスパラメータ値は、ガス流量、磁界強度及び磁界プロフィールを含
む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　上記エッチングプロセスを実行した後であって上記構造体の寸法を測定する前に、上記
ウェハを清掃するステップを更に備えた、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　上記パターン化された層を形成する上記ステップは、ホトレジストマスクをホトリソグ
ラフィック的に形成する段階を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　上記基底層を形成する上記ステップは、窒化シリコン層を形成する段階を含む、請求項
７に記載の方法。
【請求項９】
　上記パターンのＣＤ及びプロフィール、上記基底層の厚み、上記構造体のＣＤ及び深さ
を光学的に測定するステップを更に備えた、請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　上記構造体の寸法を測定する上記ステップは、上記構造体のＣＤ及び深さを測定する段
階を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　上記第１組のプロセスパラメータ値を選択する上記ステップは、
　上記寸法及び厚み測定を使用してＣＤマップ及び厚みマップを発生する段階と、
　上記処理ツールの動作特性に関する情報を与える段階と、
　上記ＣＤ及び厚みマップと上記動作特性とを使用して上記第１組のプロセスパラメータ
値を決定する段階と、
を備えた、請求項３に記載の方法。
【請求項１２】
　上記処理ツールの上記動作特性の変化を、上記処理ツールにより実行された処理サイク
ルの量の関数として決定することにより、プロセスドリフトを決定するステップと、
　上記プロセスドリフトを使用して、その後に処理されるウェハに対する上記第２組のプ
ロセスパラメータ値を選択するステップと、
を更に備えた、請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　半導体ウェハを処理する装置において、
　上記ウェハ上に形成された誘電体の基底層の厚みを上記ウェハ上の複数の異なる所定の
位置で測定するための第１測定ツールと、
　上記基底層上に形成されたパターン化された層のパターンの寸法を上記ウェハ上の上記
複数の異なる所定の位置で測定するための第２測定ツールと、
　第１組のプロセスパラメータ値を使用して上記ウェハにエッチングプロセスを実行する
ための処理ツールと、
　上記第１測定ツールが上記厚みを上記複数の異なる所定の位置で測定するように制御し
、上記第２測定ツールが上記寸法を上記複数の異なる所定の位置で測定するように制御し
、上記寸法及び厚みの測定に基づいて上記第１組のプロセスパラメータ値を選択するよう
に構成されたプロセッサと、
を備えた装置。
【請求項１４】
　上記第２測定ツールは、上記プロセスにより上記基底層に形成された構造体の寸法を上
記所定の位置で測定するものであり、更に、上記プロセッサは、上記構造体の測定を使用
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して、その後に処理されるウェハに対する第２組のプロセスパラメータ値を選択するよう
に構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　上記第２測定ツールは、上記パターン化された層のパターンのＣＤ及びプロフィールを
測定すると共に、上記基底層の上記構造体のＣＤ及び深さを測定するものである、請求項
１４に記載の装置。
【請求項１６】
　上記処理ツールは、エッチング装置を含み、更に、上記第１及び第２のプロセスパラメ
ータ値の各々は、エッチングレシピを含む、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　上記第１及び第２組のプロセスパラメータ値は、ガス流量、磁界強度及び磁界プロフィ
ールを含む、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　上記第１及び第２の測定ツールは、単一の光学的測定ツールに含まれる、請求項１３に
記載の装置。
【請求項１９】
　上記光学的測定ツールは、散乱計測又は反射計測を使用するものである、請求項１８に
記載の装置。
【請求項２０】
　上記プロセッサは、
　上記パターン寸法及び厚み測定を使用してＣＤマップ及び厚みマップを発生し、
　上記処理ツールの動作特性に関する情報を記憶し、更に、
　上記ＣＤ及び厚みマップと上記動作特性とを使用して上記第１組のプロセスパラメータ
値を決定する、
というように構成された請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　上記プロセッサは、
　上記処理ツールの上記動作特性の変化を、上記処理ツールにより実行された処理サイク
ルの量の関数として決定することにより、プロセスドリフトを決定し、更に、
　上記プロセスドリフトを使用して、その後に処理されるウェハに対する上記第２組のプ
ロセスパラメータ値を選択する、
というように構成された請求項１４に記載の装置。
【請求項２２】
　半導体ウェハを処理する装置において、
　上記ウェハ上に形成された誘電体の基底層の厚みと、該基底層上に形成されたパターン
化された層のパターンのプロフィール及びＣＤとを、上記ウェハ上の複数の異なる所定の
位置で測定するための測定ツールと、
　第１組のプロセスパラメータ値を使用して上記ウェハにエッチングプロセスを実行する
ための処理ツールと、
　上記測定ツールと上記処理ツールとの間で上記ウェハを移送するための移送メカニズム
と、
　上記移送メカニズムを包囲すると共に、清潔な環境において上記移送メカニズムと上記
測定ツールと上記処理ツールとの間の連通を許すためのチャンバーと、
　上記測定ツールが上記厚みを上記複数の異なる所定の位置で測定するように制御し、上
記測定ツールが上記プロフィール及びＣＤを上記複数の異なる所定の位置で測定するよう
に制御し、上記パターンのＣＤ及びプロフィールと上記基底層の厚みとの測定に基づいて
上記第１組のプロセスパラメータ値を選択するように構成されたプロセッサと、
　を備え、
　上記測定ツールは、上記エッチングプロセスにより上記基底層に形成された構造体のＣ
Ｄを上記所定の位置で測定するものであり、更に、上記プロセッサは、上記構造体のＣＤ
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測定を使用して、その後に処理されるウェハに対する第２組のプロセスパラメータ値を選
択する、
というように構成された装置。
【請求項２３】
　上記構造体はトレンチを含み、上記測定ツールは、上記構造体のトレンチ深さを上記所
定の位置で測定するものであり、更に、上記プロセッサは、上記構造体の上記トレンチ深
さ測定を使用して、上記第２組のプロセスパラメータ値を選択するように構成された、請
求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　上記測定ツールは光学測定ツールである、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　上記測定ツールは散乱計測又は反射計測を使用する、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　上記チャンバーは、
　第１処理ツールを含む複数の処理ツールを取り付けるためのメインフレームと、
　ウェハカセットを取り付けるためのファクトリインターフェイスと、
　上記メインフレームと上記ファクトリインターフェイスとの間にあって、それらに連通
する移送チャンバーと、
を備え、
　上記移送メカニズムは、上記測定ツールと上記移送チャンバーと上記ウェハカセットと
の間で上記ウェハを移送するための第１ロボットと、上記移送チャンバーと上記処理ツー
ルとの間で上記ウェハを移送するための第２ロボットとを備え、更に、
　上記測定ツールは、上記ファクトリインターフェイス又は上記メインフレームに取り付
けられる、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　上記処理ツールはエッチング装置を含み、更に、上記第１及び第２のプロセスパラメー
タ値の各々はエッチングレシピを含む、請求項２２に記載の装置。
【請求項２８】
　上記プロセッサは、
　上記処理ツールの上記動作特性の変化を、上記処理ツールにより実行された処理サイク
ルの量の関数として決定することにより、プロセスドリフトを決定し、更に、
　上記プロセスドリフトを使用して、その後に処理されるウェハに対する上記第２組のプ
ロセスパラメータ値を選択する、
というように構成された請求項２２に記載の装置。
【請求項２９】
　上記プロセッサは、
　上記ウェハに上記プロセスが実行された後に上記処理ツールから上記測定ツールへ上記
ウェハを移送するように上記移送メカニズムを制御し、更に、
　上記基底層の構造体のＣＤを測定するように上記測定ツールを制御する、
というように構成された請求項２２に記載の装置。
【請求項３０】
　上記ウェハに上記プロセスが実行された後に上記ウェハから残留ホトレジストを除去す
るために上記メインフレームに取り付けられたアッシュ剥離処理ユニットを更に備えた、
請求項２６に記載の装置。
【請求項３１】
　上記第１及び第２組のプロセスパラメータ値は、ガス流量、磁界強度及び磁界プロフィ
ールを含む、請求項２７に記載の装置。
【請求項３２】
　上記測定ツールは、上記ウェハを像形成して、上記パターンのＣＤ及びプロフィールを
表わす波形を得るためのものであり、
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　上記装置は、更に、基準パターンのＣＤ及びプロフィールを各々表わす複数の基準波形
を記憶する記憶媒体を備え、
　上記プロセッサは、更に、上記パターンの波形に最も密接に一致する基準波形を識別し
て、上記パターンのＣＤ及びプロフィールを得る、
というように構成された請求項２２に記載の装置。
【請求項３３】
　上記プロセッサは、更に、
　上記基準波形の１つを黄金波形として選択し、
　上記パターンの波形を上記黄金波形と比較し、更に、
　上記パターンの波形をライブラリーの他の基準波形と比較して、上記パターンの波形が
上記黄金波形から所定のスレッシュホールド量より大きくずれるときに上記パターンの波
形に最も密接に一致する基準波形を識別する、
というように構成された請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　上記測定ツールは、上記ウェハを像形成して、上記構造体のＣＤを表わす波形を得るた
めのものであり、
　上記装置は、更に、基準構造体のＣＤを各々表わす複数の基準波形を記憶する記憶媒体
を備え、
　上記プロセッサは、更に、上記構造体の波形に最も密接に一致する基準波形を識別して
、上記構造体のＣＤを得る、
というように構成された請求項２２に記載の装置。
【請求項３５】
　上記プロセッサは、更に、
　上記基準波形の１つを黄金波形として選択し、
　上記構造体の波形を上記黄金波形と比較し、更に、
　上記構造体の波形をライブラリーの他の基準波形と比較して、上記構造体の波形が上記
黄金波形から所定のスレッシュホールド量より大きくずれるときに上記構造体の波形に最
も密接に一致する基準波形を識別する、
というように構成された請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　上記ステップ（ｂ）及び（ｃ）を単一の光学的ツールにおいて実行するステップを更に
備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
　上記ステップ（ｂ）及び（ｃ）を個別の光学的ツールにおいて実行するステップを更に
備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
　上記第１及び第２の測定ツールは個別の光学的測定ツールである、請求項１３に記載の
装置。
【請求項３９】
　上記アッシュ剥離処理ユニットにより残留物が除去された後に上記ウェハを清掃するた
めに上記ファクトリインターフェイスに取り付けられた湿式清掃ツールを更に備えた、請
求項３０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板上で行なわれる処理を監視し制御するための方法及び装置に関し
、より詳細には、半導体基板上に形成される特徴部の臨界寸法（ＣＤ）及びプロフィール
の均一性を、それら特徴部のプロセス内検査中に収集した情報のフィードバック及びフィ
ードフォワードにより制御するための方法及び装置に関する。本発明は、サブミクロンの
設計特徴部をもつ高密度半導体デバイスの製造中における半導体ウェハのインライン検査
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に特に適用できる。
【背景技術】
【０００２】
　超大規模集積に関連した高密度及び高性能に対する現在の需要は、サブミクロンの特徴
部、高いトランジスタ及び回路速度、並びに改善された信頼性を必要とする。このような
需要は、高い精度及び均一性でデバイス特徴部を形成することを必要とし、ひいては、デ
バイスがまだ半導体ウェハの形態である間にデバイスを頻繁に且つ詳細に検査することを
含む入念なプロセス監視を必須とする。
【０００３】
　従来の半導体デバイスは、典型的に、通常ドープされた単結晶シリコン（Ｓｉ）である
半導体基板と、複数の順次に形成される金属間誘電体層及び導電性パターンとで構成され
る。そこから、複数の個別導電性ラインのパターンと、複数の相互接続ライン、例えば、
バスライン、ビットライン、ワードライン及びロジック相互接続ラインとを含む集積回路
が形成される。通常、垂直方向に離間された金属化レベルの導電性パターンは、それら金
属化レベルを分離している金属間誘電体層に形成されたビアホールを充填する垂直配向の
導電性プラグにより電気的に相互接続され、一方、コンタクトホールを充填している他の
導電性プラグは、半導体基板内又はその上に形成されたトランジスタのソース／ドレイン
領域のような活性デバイス領域との電気的接触を確立する。トレンチ状開口に形成された
導電性ラインは、通常、半導体基板と実質的に平行に延びる。現在の技術に基づくこのよ
うな形式の半導体デバイスは、デバイスの幾何学形状及び極小化要求を満足するために５
つ以上の金属化レベルを含むことがある。
【０００４】
　垂直方向に離間された金属化レベルを電気的に相互接続する導電性プラグを形成するた
めに普通使用される方法は、「ダマシン」プロセスとして知られている。一般に、このプ
ロセスは、垂直方向に離間された金属化レベル間の金属間誘電体層又は層間誘電体（ＩＬ
Ｄ）にビア開口を形成し、その後、このビア開口に金属を充填して、垂直方向に離間され
た金属特徴部を電気的に接続するビアを形成することを含む。ビア開口は、通常、従来の
リソグラフィー及びエッチング技術を使用して形成される。ビア開口が形成された後に、
従来技術を使用してタングステン（Ｗ）のような導電性金属がビアに充填され、次いで、
金属間誘電体層の表面上の余計な導電性材料が化学的機械的研磨（ＣＭＰ）により除去さ
れる。
【０００５】
　上述したプロセスの変形で、「デュアルダマシン」と称されるプロセスは、上部トレン
チ区分と連通する下部コンタクト又はビア開口区分を有する開口を形成することを含む。
次いで、開口に導電性材料が充填されて、導電性ラインに接触するコンタクト又はビアが
同時に形成される。次いで、金属間誘電体層の表面上の余計な導電性材料がＣＭＰにより
除去される。デュアルダマシンプロセスの利点は、コンタクト又はビアと上部ラインとが
同時に形成されることである。
【０００６】
　これらダマシンプロセス（及び他のプロセス）を実施するための１つの重要な技術は、
マスクを使用して回路パターンを半導体ウェハに転写するホトリソグラフィーである。通
常、一連のこのようなマスクが、予め設定されたシーケンズで使用される。各ホトリソグ
ラフィックマスクは、ウェハ上に形成されるべき回路コンポーネントに対応する幾何学的
パターンの複雑な組を含む。一連のマスクの各々を使用して、それに対応するパターンが
、シリコンウェハ上に形成されたポリシリコン、窒化物又は金属層のような下に横たわる
層の上に予め被覆されている感光層（即ちホトレジスト層）に転写される。ホトレジスト
層へのマスクパターンの転写は、従来、マスクを通して光又は他の放射を指向してホトレ
ジストを露出するスキャナやステッパーのような光学的露出ツールによって行なわれる。
その後、ホトレジストを現像して、ホトレジストマスクを形成し、このマスクに基づいて
その下の層を選択的にエッチングして、ラインやゲートのような特徴部が形成される。
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【０００７】
　マスクの形成は、処理及び設計上の制約により定められた１組の所定の設計規則に従う
。これらの設計規則は、デバイス又はラインが望ましからぬ仕方で互いに重畳したり相互
作用したりしないよう確保するために、デバイスと相互接続ラインとの間の空間公差やラ
イン自体の巾を定義する。設計規則の制約は、臨界寸法（ＣＤ）と称され、これは、デバ
イスの製造に許されたラインの最小巾又は２本のライン間の最小空間として定義される。
ほとんどの超大規模集積用のＣＤは、１ミクロンの何分の１かである。
【０００８】
　設計規則の縮小及びプロセス窓（即ち処理エラーに対する余裕）が小さくなるにつれて
、表面特徴部のＣＤ及びそれらの断面形状（プロフィール）の検査及び測定が益々重要に
なる。特徴部のＣＤ及びプロフィールの、設計寸法からの偏差は、出来上がった半導体デ
バイスの性能に悪影響を及ぼすことがある。更に、特徴部のＣＤ及びプロフィールの測定
は、ステッパーの焦点ずれや、露出オーバーによるホトレジストの損失のようなホトリソ
グラフィーの問題、及び／又は不適切なガス流量や磁界強度のようなエッチングの問題を
示すことがある。
【０００９】
　従って、ＣＤ及びプロフィールの値、並びに設計寸法からの特徴部ＣＤの変動は、ホト
レジスト及びエッチングプロセスの精度及び安定性の重要な指示であり、このような変動
を減少するための「ＣＤ制御」が半導体処理の重要な部分である。ＣＤ制御は、当然、ウ
ェハ内のフィールドからフィールド（ＦＴＦ）、ウェハからウェハ（ＷＴＷ）及びロット
からロット（ＬＴＬ）のＣＤ変動に対処するためにホトリソグラフィー及びエッチングプ
ロセスの両方を監視して調整することを含む。
【００１０】
　現在のＣＤは尺度が非常に小さいために、デュアルダマシン処理のようなホトリソグラ
フィック処理により形成される表面特徴部の測定及び検査に選択される計器は、「臨界寸
法走査電子顕微鏡」（ＣＤ－ＳＥＭ）として知られている走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）であ
る。従来のＳＥＭは、ＣＤの測定に有用であるが、エッチングされるべき層の厚みのよう
な幾つかの重要なパラメータを測定できないと共に、一般的に「リアルタイム」計測(met
rology)を与えるものではない。換言すれば、ホトリソグラフィープロセスへ直ちにフィ
ードバックを与えるか又はエッチング装置へフィードフォワードを与えて、ＬＴＬ変動を
減少するものではない。ＳＥＭ測定は、比較的低速であり且つ通常は個別の再検討ステー
ションで行なう必要があり、検査結果が数時間後まで分からないので、「オフライン」で
実行される。
【００１１】
　従って、従来のＳＥＭ検査の結果は、通常、それに続くエッチングプロセスを調整する
のに使用されず、ひいては、特定のウェハのＣＤ測定は、そのウェハを処理するためにど
のエッチングレシピを使用すべきか判断するのに使用されない。むしろ、マスクの形成及
びエッチングプロセスの両方が仕様内で実行されることを仮定して、ホトレジストマスク
が形成され、次いで、ウェハがエッチングされる。その結果、スクラップの量が望ましか
らぬほど多くなるために、収率が通常低いものとなる。その上、ウェハのサイズが直径３
００ｍｍ以上に増加するにつれて、プロセスの問題が発生した場合に計測の遅延に伴いス
クラップの量が指数関数的に増大する。更に、検査が当然物理的に個別のツールで行なわ
れるために、検査を行なうたびにウェハをツールへそしてツールから移送しなければなら
ない。これは、ウェハを周囲の大気に露出させて、ウェハ表面の望ましからぬ酸化や、表
面への外来粒子の堆積を招き、収率を低下させることになる。
【００１２】
　ある従来のデュアルダマシン処理は、誘電体のエッチングステップを、時間で制御する
か、又は現場の光学的手段、例えば、トレンチのエッチングをリアルタイムで監視する干
渉計センサで制御することを含む。通常、エッチングチャンバーの蓋の中央に設けられた
センサが、エッチングプロセスの実行中に、ダイ平均トレンチ深さを測定する。しかしな
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がら、トレンチの深さしか測定されない。干渉計センサでは、トレンチ側壁角度やノッチ
やアンダーカットのようなプロフィール情報が与えられない。更に、干渉計センサでは、
センサにより中央のダイしか「見えない」ので、ウェハを横切るエッチング均一性が監視
されない。それ故、中央から離れたダイは、適切にエッチングされないことがあり、干渉
計センサを使用してこの状態を監視又は修正することはできない。
【００１３】
　従って、スループットを著しく妥協せずにＣＤ変動を迅速に且つ有意義に識別及び修正
するための簡単でコスト効率の良い方法が要望される。
【発明の概要】
【００１４】
　本発明の効果は、ウェハのプロセス内検査中に収集した情報を使用することにより、ス
ループットを低下せずに、半導体ウェハのＣＤ変動を減少できることである。
【００１５】
　本発明によれば、半導体ウェハを処理する方法であって、ウェハ上に基底層を、次いで
、該基底層上にパターン化された層を形成するステップと、該パターン化された層のパタ
ーンの寸法及び基底層の厚みをウェハ上の複数の異なる所定の位置で測定するステップと
、この寸法及び厚みの測定に基づいて、ウェハ上で実行されるべきプロセスに対する第１
組のプロセスパラメータ値を選択するステップと、該第１組のプロセスパラメータ値を使
用して処理ツールにおいてウェハにプロセスを実行するステップと、このプロセスにより
基底層に形成された構造体の寸法を上記所定の位置で測定するステップと、該構造体の測
定を使用して、その後に処理されるウェハに対する第２組のプロセスパラメータ値を選択
するステップと、を備えた方法により、前記及び他の効果が一部達成される。
【００１６】
　本発明の第２の態様は、半導体ウェハを処理する装置であって、ウェハ上に形成された
基底層の厚み及び該基底層上に形成されたパターン化された層のパターンの寸法をウェハ
上の複数の異なる所定の位置で測定するための測定ツールと、第１組のプロセスパラメー
タ値を使用してウェハにプロセスを実行するための処理ツールと、上記寸法及び厚みの測
定に基づいて上記第１組のプロセスパラメータ値を選択するように構成されたプロセッサ
と、を備えた装置にある。
【００１７】
　本発明の更に別の態様は、半導体ウェハを処理する装置であって、ウェハ上に形成され
た基底層の厚みと、該基底層上に形成されたパターン化された層のパターンのプロフィー
ル及びＣＤをウェハ上の複数の異なる所定の位置で測定するための測定ツールと、第１組
のプロセスパラメータ値を使用してウェハにプロセスを実行するための処理ツールと、こ
れら測定ツールと処理ツールとの間にウェハを移送するための移送メカニズムと、該移送
メカニズムを包囲すると共に、清潔な環境において移送メカニズムと測定ツールと処理ツ
ールとの間の連通を許すためのチャンバーと、上記パターンのＣＤ及びプロフィールと上
記基底層の厚みとの測定に基づいて上記第１組のプロセスパラメータ値を選択するように
構成されたプロセッサと、を備えた装置にある。上記測定ツールは、上記プロセスにより
上記基底層に形成された構造体のＣＤを上記所定の位置で測定するためのものであり、更
に、上記プロセッサは、上記構造体のＣＤ測定を使用して、その後に処理されるウェハに
対する第２組のプロセスパラメータ値を選択するように更に構成される。
【００１８】
　本発明の更に別の効果は、本発明を実施するよう意図された最良の態様を単に例示する
ことにより本発明の実施形態を図示して説明した以下の詳細な説明から当業者に容易に明
らかとなろう。本発明は、他の異なる実施も可能であり、又、その多数の細部は、本発明
から逸脱せずに、種々の観点で変更が可能である。従って、添付図面及びその説明は、単
なる例示に過ぎず、本発明をそれに限定するものではない。
【００１９】
　全体にわたり同一要素が同一の参照番号で示された添付図面について以下に説明する。
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【詳細な説明】
【００２０】
　半導体ウェハの表面上に形成された特徴部をプロセス内検査するための従来の方法は、
設計規則からのＣＤ及び／又はプロフィール偏差を、欠陥ソースの早期の確実な識別をも
たらすか又はプロセス制御により寸法変動を減少できるようにする情報を与えるに充分な
詳細さで分析することができない。本発明は、ウェハの多数のポイントで測定されたホト
レジストマスクのＣＤ及びプロフィールと基底層の厚みとに関する情報をフィードフォワ
ードして、その検査されたウェハが受ける次のプロセス（例えば、エッチングプロセス）
を調整することでＣＤの変動を減少することにより、ＣＤ制御の問題に対処する。本発明
のある実施形態においては、ＣＤ、プロフィール及び厚みの測定、エッチング処理、及び
エッチング後の清掃が、制御された環境において単一のモジュールで実行され、これによ
り、スループットを高めると共に、収率を改善する。従って、本発明は、ホトレジストマ
スクがその表面に形成された適合し得るウェハを受け取り、それを検査し、次いで、包囲
された環境においてそれをエッチング処理することのできる自蔵型エッチングモジュール
を提供する。
【００２１】
　本発明の方法によれば、誘電体層のような基底層がウェハ上に形成され、この基底層の
上に、「ホトセル」におけるホトリソグラフィープロセス（例えば、ステッパーにおける
露出と、それに続くホトレジストの現像）により、ホトレジストマスクのようなパターン
化された層が形成される。マスクのパターンは、ウェハの多数の位置で検査され、光学検
査ツールのような一体型計測ユニットを使用してそのＣＤ及びプロフィールを測定する。
同じ検査ツールにおいてウェハ上の同じ位置で基底層の厚みも測定される。ＣＤ及び／又
は厚みが仕様内にない場合には、ウェハが再作業のためにホトセルに返送されるか、さも
なければ、ウェハが従来の誘電体エッチングチャンバーのようなエッチングチャンバーに
移送される。収集されたＣＤ及び厚みデータは、エッチング装置の暗黙のエッチング均一
性性能も考慮に入れて、エッチングレシピを調整するように、プロセッサにより使用され
る。プロセッサは、ガス流量、磁界強度、磁界プロフィール等を調整することができる。
【００２２】
　エッチング後に、ウェハは、アッシュホトレジスト剥離及びそれに続く湿式清掃等によ
り任意に清掃され、次いで、一体型計測ユニットへ移送されて、そこで、エッチングプロ
セスにより形成された特徴部のＣＤ、プロフィール及び深さが測定され、希望の寸法と比
較される。希望の結果からの偏差があると、アラームがトリガーされて、プロセス停止に
至る。しかしながら、このような情報は、通常、プロセッサへフィードバックされ、次の
ウェハをエッチングするときにエッチングレシピを調整することによりエッチングプロセ
スのドリフトを補償する。
【００２３】
　従来技術では、通常、エッチングプロセスの終了点を決定するために、エッチングプロ
セス中にウェハの中心部しか検査されない。エッチングの前にウェハにわたる複数の場所
で厚み、ＣＤ及びプロフィールを測定することにより、本発明は、ウェハの中心部だけで
なく、ウェハ全体を効果的に観察する。従って、本発明は、測定されたＣＤ及び厚み変動
を補償するようにエッチング装置を非最適な仕方で意図的に動作することにより、ウェハ
にわたって均一なエッチングを達成することができる。更に、各ウェハは、最適な結果を
得るように仕立てられたプロセスを受け入れるので、異なる用途及び製品にわたり最適に
実行されるレシピを開発する必要はない。
【００２４】
　本発明の実施形態は、図１に示すように、例えば、カリフォルニア州ミルピタスのナノ
メトリックスから入手できるＮａｎｏＯＣＤや、米国特許第５，９６３，３２９号に開示
された光学像形成装置のような光学検査ツールである測定ツール３１０を含む検査ツール
を処理ライン３００に使用して実施される。光学的な測定ツール３１０は、散乱計測又は
反射計測技術を使用することができる。検査ツールとして散乱計測を使用することは、レ
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イモンド著の「Angle-resolved scatterometry forsemiconductor manufacturing」、マ
イクロリソグラフィー・ワールド、ウインター２０００に開示されている。検査に反射計
測を使用することは、リー著の「Analysis of Reflectometory and Ellipsometry Data f
rom Patterned Structures」、キャラクタライゼーション・アンド・メトロロジー・フォ
ア・ＵＬＳＩテクノロジー：１９９８インターナショナルコンファレンス、ジ・アメリカ
ン・インスティテュート・オブ・フィジックス１９９８に教示されている。測定ツール３
１０は、単一の光学ツールでもよいし、或いはＣＤ及びプロフィール測定を実行するのに
１つと、厚み測定を実行するのに１つの、２つの光学ツールで構成されてもよい。
【００２５】
　本発明の別の実施形態では、測定ツール３１０がＣＤ及びプロフィールだけを光学的に
測定し、厚み測定は、図１に点線で示された個別の従来の厚み測定ツール３１０Ａ、例え
ば、カリフォルニア州ミルピタスのナノメトリックスから入手できるＮａｎｏ９０００や
、米国特許第５，９６３，３２９号に開示された光学像形成装置において実行される。こ
の厚み測定ツール３１０Ａは、自立型でもよいし、例えば、化学気相堆積（ＣＶＤ）ツー
ル（図示せず）に組み込まれてもよい。
【００２６】
　処理ライン３００は、更に、ここに開示する分析を電子的に実行するプロセッサ３２０
と、このプロセッサ３２０の分析の結果を表示するモニタ３３０とを備えている。プロセ
ッサ３２０は、半導体メモリのようなメモリ装置３４０、及びプロセス情報を記憶するの
に従来使用される「製造実行システム」（ＭＥＳ）として知られているコンピュータソフ
トウェア実施のデータベースシステム３５０と通信することができる。又、プロセッサ３
２０は、上述した測定ツール３１０（及び該当する場合には測定ツール３１０Ａも）並び
に従来のエッチング装置３７０とも通信する。
【００２７】
　図１から３を参照して、本発明の一実施形態を以下に詳細に説明する。図２のプロセス
フロー図を参照すれば、誘電体エッチング装置により処理されるべきウェハＷは、基板２
００を備え、その上には、任意であるが、窒化シリコンのような停止層２１０と、誘電体
層２２０と、任意の第２の停止層２３０と、第２の誘電体層２４０とが堆積プロセス等に
より形成される。誘電体層２４０の上には、パターンＰを有するパターン化ホトレジスト
層２５０（即ちホトセル３６０において形成されたホトレジストマスク）が形成される。
或いは又、基底層２４０は、ホトレジスト層２５０を使用してエッチングすることにより
「ハードマスク」を形成するようにパターン化される窒化シリコン層でもよい。本発明は
、いかなる及び全ての従来のエッチング操作に適用できるものである。例えば、本発明は
、基底層（例えば、層２４０）がスパッタリング等で形成された金属層を含み、ホトレジ
ストマスク（例えば、マスク２５０）を使用してこれをエッチングパターン化してワイヤ
リング層を形成するような「バックエンドワイヤリング」エッチング操作に非常に有用で
ある。通常、多数のこのようなワイヤリング層を互いに上下に形成して、ビアが貫通して
延びる誘電体層で分離し、このようなビアは、ホトリソグラフィー及びエッチングにより
パターン化される。本発明は、全てのこれら誘電体及び金属層エッチング操作に使用する
ことができる。
【００２８】
　図３のフローチャートに示すように、ウェハＷは、ステップ３０００において、ホトセ
ル３６０から測定ツール３１０に運ばれ、そこで、パターンＰのＣＤ及びプロフィールが
、基底層２４０の厚みと共に光学的に測定される。測定ツール３１０がＣＤ及びプロフィ
ールしか測定しない本発明の実施形態では、基底層２４０の厚みは、ウェハＷを測定ツー
ル３１０へ運ぶ前に、ステップ３０００Ａ（点線で示す）において厚み測定ツール３１０
Ａで測定される。ＣＤ、プロフィール及び厚みの測定は、ウェハＷ上の多数の所定の位置
において行なわれ、図１に示すように、プロセッサ３２０へフィードフォワードされる。
測定の回数は、最終的に、エッチングプロセスのスループット要求により制限されると共
に、プロセスの円熟度及び過去の性能により影響される。一般に、プロセスの円熟度が低
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いほど、行なわねばならない測定の回数が多くなる。通常、例えば、ウェハの頂部、左側
、底部、右側、及び中心を含む約５回のサンプル測定が行なわれる。
【００２９】
　測定ツール３１０は、従来の光学検査技術を使用して、ホトレジスト層２５０における
トレンチ等の幾つかのパターンのＣＤ及びプロフィールを直接測定することができる。例
えば、所与の波形に対応するＣＤが計算により導出され、例えば、光学検査ツールにおけ
るプロセッサにより導出されるような厳密な結合波分析（ＲＣＷＡ）を実行することがで
きる。このＲＣＷＡは、チャトー著の「Algorithm for the rigorous couple-wave analy
sis of grantingdiffraction」、ジャーナル・オブ・ザ・オプチカル・ソサエティ・オブ
・アメリカ、第１１巻、第４号（１９９４年４月）と、マハラム著の「Stable implement
ation of the rigorous couple-wave analysis forsurface-relief gratings: enhanced 
transmittance matrix approach」ジャーナル・オブ・ザ・オプチカル・ソサエティ・オ
ブ・アメリカ、第１２巻、第３号（１９９５年５月）において検討されている。上述した
方法とは別に、又はそれに加えて、検査されるべきパターンのスペクトル及び基準パター
ンのライブラリーを得、この検査されるパターンのスペクトルを基準パターンのライブラ
リーと比較して一致を見つけるような技術を使用することができる。この技術は、参考と
してここにその全開示を援用する米国特許出願第０９／７１４，９８４号に詳細に説明さ
れている。
【００３０】
　この技術では、測定ツール３１０は、ホトレジスト層２５０のパターンＰのＣＤ及びプ
ロフィールを表わす波形を得るためにウェハＷを像形成する。メモリ３４０のような記憶
媒体は、パターンＰに匹敵し得る基準パターンのＣＤ及びプロフィールを各々表わす複数
の基準波形を記憶する。プロセッサ３２０のようなプロセッサは、パターンＰの波形に最
も密接に一致する基準波形を識別して、パターンＰのＣＤ及びプロフィールを得るように
構成される。更に、プロセッサ３２０は、基準波形の１つを「黄金波形」として選択し、
パターンＰの波形をその黄金波形と比較すると共に、パターンＰの波形をライブラリーの
他の基準波形と比較して、パターンＰの波形が黄金波形から所定のスレッシュホールド量
より大きくずれるときにパターンＰの波形に最も密接に一致する基準波形を識別する。
【００３１】
　ＣＤ、プロフィール及び厚みが決定されると、ステップ３１００において、プロフィー
ル情報を含むホトレジストＣＤマップを、図４Ａに示すように、収集したＣＤ及び厚みデ
ータからプロセッサ３２０により従来のやり方で発生することができ、ここで、縦軸は、
測定されたＣＤを表わし、一方、横軸は、ウェハ上の測定されたダイの位置を表わす（即
ち、「ダイインデックス」は、ダイに指定された識別番号であり、ウェハの底部から頂部
に進むにつれて増加する）。又、従来の厚みマップも、図４Ｂに示すように、発生するこ
ともでき、ここで、縦軸は、測定された厚みを表わし、一方、横軸は、ウェハ上の測定さ
れたダイの位置を表わす。又、同様のエッチング深さマップも、図４Ｃに示すように、発
生することができる。上述したマップの形態のような収集されたＣＤ及び厚みデータは、
ステップ３２００において、プロセッサ３２０により使用されて、ＣＤ及び厚み測定値と
エッチング装置３７０の特性とを考慮に入れるアルゴリズム等により、ウェハＷに対する
エッチングレシピ（即ちエッチングプロセスパラメータ）を決定する。このようなアルゴ
リズムを使用してプロセッサ３２０により調整できるエッチングプロセスパラメータは、
エッチング電力、エッチングガス流量、圧力、磁界強度、及び磁界プロフィールを含む。
例えば、基底層２４０が厚み変動をもつ場合には、それを補償するように磁界を調整する
ことができる。パターンＰがＣＤ均一性の問題を示す場合には、それを補償するようにエ
ッチングガス流量をエッチングチャンバーの半径の関数として調整することができる。
【００３２】
　一般化された実施例が図５に示されており、その左側のグラフは、測定ステップ３００
０で、ウェハＷの中央からの距離の増加に伴い、基底層２４０の厚みが増加することが明
らかになったことを示している。図５の中央のグラフは、厚みの変動を補償するために本
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発明により選択されたエッチングレシピを示している。選択されたエッチングレシピは、
ウェハＷの中心からの距離が増加するにつれて、除去される材料が増加するというもので
ある。その結果が右側のグラフに示されており、即ちエッチング後の均一なＣＤ、深さ及
び厚みである。従って、各ウェハに対して仕立てられた非最適な仕方で処理ツール（例え
ば、エッチング装置）を操作することにより、本発明は、ユーザが希望の結果を得ること
ができるようにする。
【００３３】
　ウェハＷのエッチングレシピを調整するためにプロセッサ３２０により使用されるアル
ゴリズムは、エッチング性能に対するプロセスパラメータの変化の影響を決定する実験設
計(design of experiments)（ＤＯＥ）を実行することにより開発された。例えば、ＤＯ
Ｅは、エッチングガス流量の変化がＣＤの均一性及びエッチングレートの均一性にいかに
影響するかを実験で決定する。従って、ＤＯＥを使用して、エッチングチャンバー３７０
が「特徴付け」される。又、ＤＯＥチャンバー特徴付けは、エッチング装置の「年齢」と
しても行なわれ、即ちエッチング性能の変化が、エッチング装置の清掃ステップ後に実行
されるエッチングサイクルの数の関数として注目される。従って、プロセスドリフトタイ
ムラインを発生して、以下に述べるように、アルゴリズムによりプロセスドリフトを考慮
に入れることができる。このアルゴリズムは、プロセッサ３２０及び／又はメモリ３４０
により記憶することができる。
【００３４】
　再び、図３を参照すれば、ステップ３３００において、ウェハＷは、実験で決定された
アルゴリズムを使用してプロセッサ３２０により決定されたエッチングレシピを用いてエ
ッチングされる。その結果が図２の右側に示されており、基底層２４０にトレンチＴが形
成されている。次いで、ウェハＷは、ホトレジストアッシュ剥離チャンバーへ運ばれ（ス
テップ３４００を参照）、更に、ステップ３５００において、測定ツール３１０へ戻され
る。トレンチＴのＣＤ及び深さが、ウェハＷ上の多数の位置、例えば、ホトレジスト層２
５０のエッチング前測定がステップ３０００で行なわれた位置において測定される。
【００３５】
　収集されたＣＤ及び深さデータは、例えば、図４Ａ及び４Ｃに示されたものに匹敵し得
る、ステップ３６００で発生されるＣＤ及び深さマップの形態で、プロセッサ３２０へ供
給される。目標とする結果からの偏差は、エッチングされるべき次のウェハに対するエッ
チングレシピを調整するように、アルゴリズムにより使用される。例えば、発生されたＣ
Ｄ及び深さマップと、以前に発生されたＤＯＥモデリングから、エッチング装置のプロセ
スドリフトを決定することができ、即ちエッチング装置のプロセス「年齢」、又はエッチ
ング装置がそのプロセスタイムライン上のどこにあるかを決定することができる。次いで
、エッチングレシピを次のウェハに対して調整し、エッチング結果を目標に近づけること
ができる。更に、測定された寸法変動が所定の境界の外側にあるか、又は処理結果が１つ
のウェハから次のウェハへ急激に変化する場合には、例えば、修理又は保守のためにエッ
チング装置を運転停止すべきであることを指示するアラームを発することができる。又、
深さマップを化学的－機械的研磨（ＣＭＰ）ツールへフィードフォワードして、ウェハに
対するＣＭＰレシピを調整することもできる。
【００３６】
　従って、本発明は、次の２つのファクタに基づいてエッチングレシピを調整する。即ち
、（１）到来するウェハのホトレジストＣＤ及び基底層厚みの変動（フィードフォワード
）、及び（２）エッチング装置のプロセス年齢（フィードバック）。
【００３７】
　本発明の更に別の実施形態では、半導体ウェハを処理するための装置が提供され、ここ
では、ウェハがウェハカセットから取り出され、ウェハ上に形成されたパターン化された
層のパターンのＣＤ及びプロフィールが測定されると共に、基底層の厚みが測定され、こ
れは、ウェハ上の多数の位置において光学測定ツールを使用して行なわれる。次いで、パ
ターンのＣＤ及びプロフィールの測定と厚みの測定とに基づいて選択されたエッチングレ
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シピのような１組のプロセスパラメータ値を使用して、エッチングプロセスのようなプロ
セスがウェハ上で実行される。アッシュ剥離及び湿式清掃のようなエッチング後処理が装
置によって任意に実行され、次いで、エッチングプロセスにより基底層に形成された構造
体のＣＤ及び深さが多数の位置で測定された後に、ウェハがカセットに戻される。エッチ
ング後測定値は、その後のウェハに対するエッチングレシピを調整するためにエッチング
装置にフィードバックされる。装置によって実行される全ての移送及び処理ステップは、
清潔な環境において実行され、これにより、ステップとステップとの間にウェハを大気中
及びおそらくは汚染に曝すのを回避することにより収率を高める。
【００３８】
　本発明のこれら実施形態は、各ウェハのエッチング前ＣＤ、プロフィール及び厚み測定
を行なうと共に、そのＣＤ、プロフィール及び厚み測定に基づいて各ウェハに対するエッ
チングレシピの調整を行なって、以前に訪れたツールにおけるプロセス変動、例えば、堆
積モジュールにおける堆積均一性変動及び／又はホトセルにおける露出及び焦点の変動を
修正する。又、本発明は、エッチング装置のプロセスドリフトに対するエッチングレシピ
の調整も行なう。
【００３９】
　図６Ａを参照して、本発明の一実施形態に基づき半導体ウェハを処理するための装置を
以下に説明する。この装置は、カリフォルニア州サンタクララのアプライド・マテリアル
ズから入手できるＥｎｔｅｋ（登録商標）処理システムのようなチャンバー即ち「メイン
フレーム」９０１を備え、これは、複数の処理チャンバー、例えば、カリフォルニア州サ
ンタクララのアプライド・マテリアルズから入手できるｅＭａｘ（登録商標）誘電体エッ
チングチャンバーのような従来のエッチング処理装置９０２や、「ロードロック」とも称
される１つ以上の移送チャンバー９０３を取り付けるためのものである。本発明の一実施
形態では、４つのエッチング処理装置９０２がメインフレーム９０１に取り付けられる。
１つの実施形態では、２つのエッチング装置９０２がエッチング（例えば、トレンチエッ
チング及びビアエッチング）に使用され、その一方は、エッチング後清掃（即ち、エッチ
ング後にウェハからホトレジストポリマー及び他の残留物を除去する）に使用され、その
他方は、窒化物開放ステップに使用される。メインフレーム９０１は、その内部に真空環
境を維持することができる。処理チャンバー９０２と移送チャンバー９０３との間にウェ
ハを移送するためにロボット９０４が設けられる。
【００４０】
　移送チャンバー９０３は、制御された環境を維持する「ミニ環境」としても知られてい
るファクトリインターフェイス９０５に接続される。散乱計測又は反射計測技術を使用す
る光学測定ツールのような測定ツール９０６がファクトリインターフェイス９０５内に取
り付けられる。この測定ツール９０６として使用できるツールの一例は、上述した測定ツ
ール３１０であり（図１を参照）、これは、米国特許第５，９６３，３２９号に説明され
た測定ツールを含むことができる。上述したように、ウェハのＣＤ、プロフィール及び厚
み測定に基づいてエッチングレシピをエッチング装置９０２に与えるためのプロセッサ（
即ち、プロセッサ３２０に対応するプロセッサ）は、エッチング装置９０２又はメインフ
レーム９０１の一部分でよい。移送チャンバー９０３と、測定ツール９０６と、ファクト
リインターフェイス９０５に取り外し可能に取り付けられた標準ウェハカセット９０８と
の間でウェハを移送するために、ファクトリインターフェイス９０５内には１つ以上のロ
ボット９０７又はトラックロボットも取り付けられる。メインフレーム９０１、移送チャ
ンバー９０３、ファクトリインターフェイス９０５及びロボット９０４、９０７は、全て
、アプライド・マテリアルズのＣｅｎｔｕｒａ（登録商標）のような従来の処理システム
の部分であり、清潔な制御された環境を維持しながら互いに通信する。このような従来の
処理システムは、更に、システムのある部分から別の部分へウェハを移送することを含む
システムの動作を電子的に制御するためのコンピュータ（図示せず）のようなプロセッサ
を備えている。
【００４１】
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　図７のフローチャートを参照して、本発明のこの実施形態に基づく装置の動作を以下に
説明する。上述したホトセルのような処理ツールにおいて複数のウェハが処理されて、基
底層の上にホトレジストマスクが形成された後に、それらウェハはカセット９０８にロー
ドされ、ステップ１０１０において、カセットがファクトリインターフェイス９０５に移
送される。次いで、ウェハは、カセット９０８からアンロードされて、ロボット９０７に
より測定ツール９０６へ移送され（ステップ１０２０）、ホトレジストのパターンのＣＤ
及びプロフィールが、ステップ１０３０において、ウェハ上の複数の異なる位置において
測定されると共に、基底層の厚みがそれらの位置において測定される。測定ツール９０６
がＣＤ及びプロフィールしか測定しない本発明の別の実施形態では、基底層２４０の厚み
は、ウェハＷをホトセル３６０へ運ぶ前に、ステップ１０１０Ａ（点線で示す）において
、厚み測定ツール３１０Ａで測定される。測定は、本発明の前記実施形態に関連して述べ
たように行われ、即ち直接的に、又は波形像形成及び一致動作を経て行なわれる。
【００４２】
　任意であるが、ステップ１０４０において、パターン寸法及び基底層厚みの測定を使用
してＣＤマップ及び厚みマップが発生される。ステップ１０５０において、上述したＣＤ
及び厚み測定又はマップに基づいて、ウェハに対するエッチングレシピが選択される。
【００４３】
　ステップ１０６０において、ウェハは、移送チャンバー９０３へウェハを移動するロボ
ット９０７を使用すると共に、エッチング装置９０２へウェハを移動するロボット９０４
を使用して、測定ツール９０６からエッチング装置９０２へ移送される。次いで、ウェハ
は、エッチングされ（ステップ１０７０）、更に、従来のアッシュ剥離チャンバーのよう
なホトレジスト剥離チャンバー９０２へ移送され（ステップ１０８０）、ホトレジストが
除去される（ステップ１０９０）。次いで、ウェハは、エッチング後ＣＤ、プロフィール
及び深さ測定のために測定ツール９０６へ移送して戻され（ステップ１１００及び１１１
０）、その後、ステップ１１３０においてカセット９０８へロードされる。ステップ１１
２０において、ＣＤ及び深さマップがプロセッサ３２０により発生され、目標とする結果
からの偏差が、上述したように、エッチングされるべき次のウェハに対するエッチングレ
シピを調整するためにアルゴリズムにより使用される。
【００４４】
　図６Ｂに示す本発明の別の実施形態では、ファクトリインターフェイス９０５ａは、こ
れに取り付けられた（図６Ａの実施形態のようにその内部ではなく）ＣＤ測定ツール９０
６ａを有する。図６Ｂの装置は、上述した図７のフローチャートに基づいて動作する。
【００４５】
　図６Ｃに示す本発明の更に別の実施形態では、測定ツール９０６ａは、ファクトリイン
ターフェイス９０５ａではなく、メインフレーム９０１に取り付けられる。図６Ｃの装置
は、上述した図７のフローチャートに基づいて動作する。
【００４６】
　図６Ｄに示す本発明の別の実施形態では、ファクトリインターフェイス９０５ｂは、こ
れに取り付けられた測定ツール９０６ａ及び従来の湿式清掃チャンバー９０９を有する。
この湿式清掃チャンバー９０９は、超音波トランスジューサを使用する単一のウェハ清掃
ステーションでよい。メインフレーム９０１におけるチャンバー９０２の１つは、上述し
たアッシュ剥離チャンバーである。ウェハは、エッチングされた後、ホトレジスト除去の
ためにアッシュ剥離チャンバー９０２へ移送され（図７のステップ１０８０及び１０９０
）、次いで、ステップ１１１０において測定ツール９０６ａへ移送される前又は後に、湿
式清掃チャンバー９０９へ移送されて清掃される。
【００４７】
　図６Ａから図６Ｄに示す本発明の実施形態は、エッチング前ＣＤ、プロフィール及び厚
みの測定、エッチング、清掃、及びエッチング後ＣＤの測定の全体を、制御された環境条
件のもとで実行する。メインフレーム及び／又はファクトリインターフェイスにエッチン
グ、清掃及び測定ツールを設けることにより、ウェハをエッチング、清掃及び検査した後
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に、カセットに戻すことができ、処理時間及びコストを減少することができる。更に、図
６Ａから図６Ｄの実施形態は、ウェハごとにリアルタイムで測定データのフィードバック
及びフィードフォワードを与え、これにより、ウェハごとにエッチング処理をカスタマイ
ズして収率を高めることができる。従って、ＣＤ測定からのフィードバックがもしあって
もウェハごとではなくロット対ロットのベースであり、且つ測定ステップとエッチングス
テップと清掃ステップとの間にウェハを大気中に曝さねばならない従来のシステムに比し
て、本発明は、収率を高め且つ製造コストを下げることができる。
【００４８】
　本発明のプロセス制御技術は、検査プロセス中に収集されたデータを使用してエッチン
グプロセスパラメータを調整することにより、製造スループットを著しく減少せずに、ロ
ット対ロットのＣＤ変動を減少することができる。
【００４９】
　本発明は、種々の形式の半導体デバイス、特に、約０．１８μ以下の設計規則をもつ高
密度半導体デバイスの製造に適用することができる。
【００５０】
　本発明は、従来の材料、方法及び装置を使用することにより実施できる。従って、この
ような材料、装置及び方法は、ここでは詳細に述べない。以上の説明において、本発明を
完全に理解するために、特定の材料、構造、化学物質、プロセス等の多数の特定の細部を
述べた。しかしながら、このように特に述べた細部に依存せずに本発明を実施できること
を理解されたい。他の場合には、本発明を不必要に不明瞭にしないために、良く知られた
処理構造は詳細に述べなかった。
【００５１】
　本発明の多様性についての若干の実施例だけをここに図示して説明した。本発明は、種
々の他の組合せ及び環境にも使用できると共に、ここに表現された本発明の概念の範囲内
で変更や修正がなされ得ることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態による装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態のプロセスフロー図である。
【図３】本発明の一実施形態による方法の逐次ステップを示すフローチャートである。
【図４Ａ】本発明の一実施形態により作成されたＣＤマップ図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態により作成された厚みマップ図である。
【図４Ｃ】本発明の一実施形態により作成されたエッチング深さマップ図である。
【図５】本発明の一実施形態の方法を示す概念図である。
【図６Ａ】本発明の実施形態による処理モジュールの概略図である。
【図６Ｂ】本発明の実施形態による処理モジュールの概略図である。
【図６Ｃ】本発明の実施形態による処理モジュールの概略図である。
【図６Ｄ】本発明の実施形態による処理モジュールの概略図である。
【図７】本発明の一実施形態による方法の逐次ステップを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
２００…基板、２１０…停止層、２２０…誘電体層、２３０…第２の停止層、２４０…第
２の誘電体層、２５０…パターン化ホトレジスト層、３００…処理ライン、３１０、３１
０Ａ…測定ツール、３２０…プロセッサ、３３０…モニタ、３４０…メモリ装置、３５０
…コンピュータソフトウェア実施のデータベースシステム、３６０…ホトセル、３７０…
エッチング装置、９０１…メインフレーム、９０２…従来のエッチング処理装置、９０３
…移送チャンバー、９０４、９０７…ロボット、９０５…ファクトリインターフェイス、
９０６…測定ツール、９０８…ウェハカセット、Ｗ…ウェハ
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