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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  半導体素子が形成された半導体基板と、
  同一面内に互いに分離して配置された第１配線および第２配線を含み、前記第１配線お
よび前記第２配線が互いに異なる電位に固定される下層配線パターンと、
  前記下層配線パターン上に配置された最上層間膜と、
  前記第１配線および前記第２配線を覆うように前記最上層間膜上に配置され、８００Å
以上の厚さを有する窒化チタン層と、
  前記窒化チタン層上に配置されたパッドメタルと、
　前記パッドメタルに接合されたボンディングワイヤとを含み、
　前記パッドメタルは、前記ボンディングワイヤが接合されたワイヤ接合領域を含み、
  前記第１配線および前記第２配線は、前記ワイヤ接合領域に対して互いに異なる平面形
状かつ互いに異なる面積で対向している、半導体装置。
【請求項２】
  前記下層配線パターンは、複数の配線層が層間膜を介して積層された多層配線構造を有
しており、
  前記第１配線および前記第２配線は、最上位の前記配線層に配置されている、請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項３】
  前記半導体装置は、前記最上層間膜を貫通して形成され、前記窒化チタン層と前記第１
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配線とを接続するビアを含み、
  前記第１配線は、前記ビアを介して前記パッドメタルと電気的に接続され、
  前記第２配線は、前記パッドメタルと絶縁されている、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
  前記パッドメタルは、アルミニウムからなる、請求項１～３のいずれか一項に記載の半
導体装置。
【請求項５】
  前記第１配線および前記第２配線は、アルミニウムからなる、請求項１～４のいずれか
一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
  前記最上層間膜は、酸化シリコンからなる、請求項１～５のいずれか一項に記載の半導
体装置。
【請求項７】
  前記ボンディングワイヤは、７０μｍ～８０μｍのボールサイズを有する銅ボンディン
グワイヤを含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ボンディングパッドが半導体素子の直上に配置された半導体装置が知られている
。たとえば、特許文献１は、半導体素子が形成された基板上に、Ａｌ系材料からなる下地
層と、バリア層と、Ａｕ系材料からなるボンディングワイヤが熱圧着される接合層とがこ
の順に積層されたボンディングパッドを有する、半導体装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－７６０５１号公報
【特許文献２】特開２０００－２０８４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の半導体装置において、半導体素子に接続される配線スペースを有効活用する手法
として、ボンディングパッドの直下の領域を利用することが考えられる。その領域では、
互いに異なる電位に固定される複数の配線が同一面内に配置される場合がある。
　しかしながら、ボンディングパッドにワイヤを接合する際の超音波の大きさによっては
、ボンディングパッドから直下の配線に達するクラックが入るおそれがある。その結果、
当該クラックによるショート不良が起きるという不具合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、パッドメタル直下のクラックの発生を防止し、信頼性を向上させるこ
とができる半導体装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  本発明の半導体装置は、半導体素子が形成された半導体基板と、同一面内に互いに分離
して配置された第１配線および第２配線を含み、前記第１配線および前記第２配線が互い
に異なる電位に固定される下層配線パターンと、前記下層配線パターン上に配置された最
上層間膜と、前記第１配線および前記第２配線を覆うように前記最上層間膜上に配置され
、８００Å以上の厚さを有する窒化チタン層と、前記窒化チタン層上に配置されたパッド
メタルと、前記パッドメタルに接合されたボンディングワイヤとを含み、前記パッドメタ
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ルは、前記ボンディングワイヤが接合されたワイヤ接合領域を含み、前記第１配線および
前記第２配線は、前記ワイヤ接合領域に対して互いに異なる平面形状かつ互いに異なる面
積で対向している。
【０００７】
　この構成によれば、パッドメタルと下層配線パターンとの間に８００Å以上の厚さを有
する窒化チタン層が配置されているため、パッドメタルにワイヤを接合する際に超音波を
印加しても、パッドメタル直下のクラックの発生を防止することができる。その結果、シ
ョート不良の発生を防止できるので、信頼性を向上させることができる。
　なお、「互いに異なる電位に固定される」とは、第１配線および第２配線がそれぞれ一
つの決まった電位に固定されるということではなく、第１配線および第２配線が互いに絶
縁されている結果、第１配線および第２配線の電位が互いに連動していない関係を持って
いることをいう。
【０００８】
  前記下層配線パターンは、複数の配線層が層間膜を介して積層された多層配線構造を有
しており、前記第１配線および前記第２配線は、最上位の前記配線層に配置されていても
よい。
  第１配線および第２配線が、配線層のうち最もパッドメタルに近い最上位の配線層に配
置されていても、クラックの発生を防止することができる。
【０００９】
  前記半導体装置は、前記最上層間膜を貫通して形成され、前記窒化チタン層と前記第１
配線とを接続するビアを含み、前記第１配線は、前記ビアを介して前記パッドメタルと電
気的に接続され、前記第２配線は、前記パッドメタルと絶縁されていてもよい。
  この構成によれば、パッドメタルと第１配線との間にビアが選択的に分布していて、パ
ッドメタルの直下の領域（下地）の材質が不均質になっている。そのため、ボンディング
ワイヤの接合の際、たとえば、ビアが形成されていない第２配線の直上領域に偏ってクラ
ックが入りやすくなっている。しかしながら、本発明の構成によれば、そのような状況下
でも、クラックの発生を防止することができる。
【００１０】
  前記パッドメタルは、アルミニウムからなっていてもよい。また、前記第１配線および
前記第２配線は、アルミニウムからなっていてもよい。また、前記最上層間膜は、酸化シ
リコンからなっていてもよい。
【００１１】
  また、前記ボンディングワイヤは、７０μｍ～８０μｍのボールサイズを有する銅ボン
ディングワイヤを含むことが好ましい。
  本発明の構成によれば、パッドメタル直下のクラックの発生を効果的に防止できるので
、従来の金ボンディングワイヤを、それに比べて硬い銅ボンディングワイヤに置き換える
ことができる。そして、電気導電性の高い銅ボンディングワイヤを用いることによって、
ボンディングワイヤに効率よく電流を流すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置の模式的な平面図である。
【図２】図２は、図１の切断面線II－IIから見た断面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、パッドメタルの形成に関連する工程を説明するための断面図である
。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａの次の工程を示す図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図３Ｂの次の工程を示す図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、図３Ｃの次の工程を示す図である。
【図３Ｅ】図３Ｅは、図３Ｄの次の工程を示す図である。
【図４】図４は、超音波とクラック率との関係を示すグラフである。
【図５】図５は、ＴｉＮ層とクラック率との関係を示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置１の模式的な平面図である。図２は、図
１の切断面線II－IIから見た断面図である。
　半導体装置１は、半導体基板２と、下層配線パターン３と、最上層間膜４と、最上バリ
ア膜５と、パッドメタル６とを含む。
【００１４】
　半導体基板２は、たとえば、半導体素子（ダイオード、トランジスタ、抵抗、キャパシ
タ等）が形成された表面７を有するシリコン基板からなる。
　下層配線パターン３は、半導体基板２の表面７から順に、複数の配線層（メタル層）が
層間膜を介して積層された多層配線構造を有している。この実施形態では、下層配線パタ
ーン３は、第１層間膜８を介して半導体基板２の表面７に積層された第１メタル層９、第
２層間膜１０を介して第１メタル層９に積層された第２メタル層１１とを含む。この実施
形態では、第２メタル層１１を、本発明の最上位の配線層の一例として示している。
【００１５】
　第１層間膜８および第２層間膜１０は、たとえば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）等の絶縁
材料からなる。また、第１メタル層９および第２メタル層１１は、アルミニウムからなる
。なお、この実施形態の配線に使用する「アルミニウム」には、Ａｌが１００％含有され
る純アルミニウム、およびＡｌと他の金属とのアルミニウム合金（たとえば、Ａｌ－Ｃｕ
合金、Ａｌ－Ｓｉ合金、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ合金等）が含まれるものとする（以下、同じ）
。
【００１６】
　第１メタル層９と、層間膜８との間には、層間膜８への不純物（たとえば、合金に含ま
れるＣｕ等）の拡散を防止する第１バリア膜１２が設けられている。第１バリア膜１２は
、たとえば、窒化チタン（ＴｉＮ）を両側からチタン（Ｔｉ）で挟み込んだ３層構造（Ｔ
ｉ／ＴｉＮ／Ｔｉ）を有している。各層の厚さは、たとえば、第１メタル層９に接する内
側のＴｉ層１４が１３５Å～１６５Åであり、ＴｉＮ層１５が９９０Å～１２１０Åであ
り、外側のＴｉ層１６が５４０Å～６６０Åである。また、第１メタル層９の厚さは、た
とえば、３６００Å～４４００Åである。
【００１７】
　第１メタル層９と、層間膜１０との間には、層間膜１０への不純物（たとえば、合金に
含まれるＣｕ等）の拡散を防止する第１バリア膜３２が設けられている。第１バリア膜３
２は、たとえば、第１メタル層９の側からチタン（Ｔｉ）および窒化チタン（ＴｉＮ）が
積層された２層構造（Ｔｉ／ＴｉＮ）を有している。各層の厚さは、たとえば、第１メタ
ル層９に接するＴｉ層３３が１８０Å～２２０Åであり、ＴｉＮ層３４が９００Å～１１
００Åである。
【００１８】
　第２メタル層１１と、層間膜１０との間には、層間膜１０への不純物（たとえば、合金
に含まれるＣｕ等）の拡散を防止する第２バリア膜１３が設けられている。第２バリア膜
１３は、たとえば、窒化チタン（ＴｉＮ）を両側からチタン（Ｔｉ）で挟み込んだ３層構
造（Ｔｉ／ＴｉＮ／Ｔｉ）を有している。各層の厚さは、たとえば、第２メタル層１１に
接する内側のＴｉ層１７が１３５Å～１６５Åであり、ＴｉＮ層１８が９００Å～１１０
０Åであり、外側のＴｉ層１９が９０Å～１１０Åである。また、第２メタル層１１の厚
さは、たとえば、３６００Å～４４００Åである。
【００１９】
　第２メタル層１１と、最上層間膜４との間には、最上層間膜４への不純物（たとえば、
合金に含まれるＣｕ等）の拡散を防止する第２バリア膜３５が設けられている。第２バリ
ア膜３５は、たとえば、第２メタル層９の側からチタン（Ｔｉ）および窒化チタン（Ｔｉ
Ｎ）が積層された２層構造（Ｔｉ／ＴｉＮ）を有している。各層の厚さは、たとえば、第
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２メタル層１１に接するＴｉ層３６が１８０Å～２２０Åであり、ＴｉＮ層３７が９００
Å～１１００Åである。
【００２０】
　第２メタル層１１は、互いに分離して配置された第１配線２０および第２配線２１を含
む。つまり、第１配線２０および第２配線２１はそれぞれ、第２メタル層１１という共通
の配線層（同一面内）の一部を形成している。この実施形態では、第１配線２０および第
２配線２１は、互いに異なる回路を構成していて、それぞれ別々の電位に固定される。
　また、第１配線２０および第２配線２１は、パッドメタル６の表面２２をその上方から
見た平面視において、環状のワイヤ接合領域２３に対して互いに異なる形状で対向してい
る。たとえば、図１では、第１配線２０は、ワイヤ接合領域２３に対して比較的大きな面
積で対向する面状に形成されているのに対し、第２配線２１は、第１配線２０に比べて小
さな面積でワイヤ接合領域２３に対向する線状に形成されている。したがって、ワイヤ接
合領域２３の内方領域において、第２配線２１の幅方向側方（図１では、両側方）には最
上層間膜４の一部が選択的に入り込んでいて、第１配線２０および第２配線２１と同一面
内において最上層間膜４がワイヤ接合領域２３に対向している。
【００２１】
　最上層間膜４は、たとえば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）等の絶縁材料からなる。最上層
間膜４には、その厚さ方向に貫通して第１配線２０に電気的に接続された複数のビア２４
が埋め込まれている。複数のビア２４は、たとえば、第１配線２０上に行列状に配列され
ている。各ビア２４は、たとえば、タングステン（Ｗ）からなる。また、最上層間膜４の
厚さは、たとえば、１０８００Å～１３２００Åである。
【００２２】
　最上バリア膜５は、下側Ｔｉ層２５と、本発明の窒化チタン層の一例としてのＴｉＮ層
２６と、上側Ｔｉ層２７とを含む。
　下側Ｔｉ層２５およびＴｉＮ層２６は、ビア２４と最上層間膜４との間に設けられてい
る。具体的には、最上層間膜４に接するように下側Ｔｉ層２５が配置されている。この下
側Ｔｉ層２５は、側部で最上層間膜４に接し、底部で第２バリア膜３５のＴｉＮ層３７に
接している。また、ＴｉＮ層２６は、下側Ｔｉ層２５とビア２４との間に配置されている
。そして、ＴｉＮ層２６の内側にビア２４が埋め込まれている。また、下側Ｔｉ層２５お
よびＴｉＮ層２６は、最上層間膜４の表面２８に沿って第１配線２０および第２配線２１
に跨って配置されている。これにより、下側Ｔｉ層２５およびＴｉＮ層２６は、ワイヤ接
合領域２３において第１配線２０および第２配線２１を覆っている。下側Ｔｉ層２５の厚
さは、たとえば、９０Å～１１０Åであり、ＴｉＮ層２６の厚さは、８００Å以上であり
、好ましくは、１２００Å以上、さらに好ましくは、１２００Å～１６００Åである。
【００２３】
　上側Ｔｉ層２７は、ビア２４の上面を覆うように、ＴｉＮ層２６とパッドメタル６との
間に設けられている。上側Ｔｉ層２７の厚さは、たとえば、１３５Å～１６５Åである。
　パッドメタル６は、アルミニウムからなり、たとえば、２５２００Å～３０８００Åの
厚さを有している。パッドメタル６の表面２２には、ボンディングワイヤ２９が接合され
ている。
【００２４】
　ボンディングワイヤ２９は、たとえば、銅（たとえば、純度９９．９９９９％（６Ｎ）
以上、純度９９．９９％（４Ｎ）以上といった高純度銅等であり、微量の不純物を含む場
合はある）からなる。ボンディングワイヤ２９は、たとえば、９０ｍＡ～１２０ｍＡの超
音波印加によって、パッドメタル６に接合される。ワイヤ接合領域２３は、超音波の印加
後、ボンディングワイヤ２９におけるパッドメタル６と接合された領域である。この実施
形態では、ワイヤ接合領域２３のサイズφ１（ボンディングワイヤ２９のボールサイズ）
は、たとえば、７０μｍ～８０μｍである。また、ボンディングワイヤ２９のワイヤ径φ

２は、たとえば、３０μｍ～３５μｍである。
【００２５】
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　次に、第２メタル層１１の形成後、パッドメタル６を形成するまでの工程を説明する。
　図３Ａ～図３Ｅは、パッドメタル６の形成に関連する工程を工程順に説明するための断
面図である。
　まず、図３Ａに示すように、たとえばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法によっ
て、第２メタル層１１（第２バリア膜３５）上に最上層間膜４が積層される。次に、最上
層間膜４を選択的にエッチングすることによって、第１配線２０（図示せず）を選択的に
露出させる複数のビアホール３０が形成される。
【００２６】
　次に、図３Ｂに示すように、たとえばスパッタ法によって、チタン材料および窒化チタ
ン材料がビアホール３０の内面および最上層間膜４の表面２８に堆積される。これにより
、下側Ｔｉ層２５およびＴｉＮ層２６が形成される。
　次に、図３Ｃに示すように、たとえばＣＶＤ法によって、タングステン材料３１が最上
層間膜４の表面２８に堆積される。この堆積は、タングステン材料３１がビアホール３０
を埋戻し、最上層間膜４の表面２８を覆うまで続けられる。
【００２７】
　次に、図３Ｄに示すように、たとえばエッチバックによって、エッチバック面がＴｉＮ
層２６と面一になるまで、タングステン材料３１が研磨される。これによって、ビアホー
ル３０（下側Ｔｉ層２５およびＴｉＮ層２６の内側）に埋め込まれたビア２４が形成され
る。
　次に、図３Ｅに示すように、たとえばスパッタ法によって、上側Ｔｉ層２７およびパッ
ドメタル６が順に積層される。その後、たとえばＲＩＥ（Reactive Ion Etching）によっ
て、パッドメタル６がパターニングされる。
【００２８】
　以上の工程を経て、図１および図２に示す半導体装置１が得られる。
　この半導体装置１によれば、第１配線２０がワイヤ接合領域２３に対して面状で対向し
ているのに対し、第２配線２１は、ワイヤ接合領域２３に対して線状に対向している。そ
のため、ワイヤ接合領域２３の内方領域において、第２配線２１の幅方向両側方に最上層
間膜４の一部が選択的に入り込んでいて、第１配線２０および第２配線２１と同一面内に
おいて最上層間膜４がワイヤ接合領域２３に対向している。さらに、第１配線２０上には
、複数のビア２４が配列されているのに対し、第２配線２１上にはビア２４が配列されて
いない。
【００２９】
　したがって、ワイヤ接合領域２３の直下の領域（下地）では、第１配線２０および第２
配線２１に対応するアルミニウム領域、最上層間膜４に対応する酸化シリコン領域の複数
の領域が不規則に分布していて、その材質が不均質になっている。そのため、ボンディン
グワイヤ２９に超音波を印加した際、たとえば、アルミニウムに比べて硬くて脆い酸化シ
リコンが大部分を占める第２配線２１の直上領域に偏って、パッドメタル６から下方にク
ラックが入りやすくなっている。
【００３０】
　しかしながら、この半導体装置１によれば、パッドメタル６と下層配線パターン３との
間に８００Å以上の厚さを有するＴｉＮ層２６が配置されているため、パッドメタル６に
ワイヤを接合する際に超音波を印加しても、パッドメタル６直下のクラックの発生を防止
することができる。その結果、ショート不良の発生を防止できるので、信頼性を向上させ
ることができる。
【００３１】
　その結果、従来の金ボンディングワイヤ（金または金の合金等）を、それに比べて硬い
銅ボンディングワイヤに置き換えることができる。そして、電気導電性の高い銅ボンディ
ングワイヤを用いることによって、ボンディングワイヤ２９に効率よく電流を流すことが
できる。
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、さらに他の形態で実施するこ
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【００３２】
　たとえば、ボンディングワイヤ２９は、金ボンディングワイヤであってもよい。
　また、前述の実施形態では、下層配線パターン３が２層構造である場合を一例として挙
げたが、下層配線パターン３は、単層構造、３層構造、４層構造およびそれ以上の多層構
造であってもよい。
　その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能で
ある。
【実施例】
【００３３】
　次に、本発明のクラック発生防止の効果を実施例によって確認した。なお、本発明は、
下記の実施例によって限定されるものではない。
　図１および図２の構造の半導体装置１において、最上バリア膜５のＴｉＮ層２６の厚さ
のみ異なるものを６種類作製した（半導体装置♯１～６）。これらの半導体装置♯１～６
において、下側Ｔｉ層２５の厚さは１５０Å、上側Ｔｉ層２７の厚さは１００Å、パッド
メタル６（ＴＯＰ）の厚さは２８０００Åとした。
【００３４】
　次に、各半導体装置♯１～６のパッドメタル６に、６種類の超音波印加によって、ワイ
ヤ径φ２＝３５μｍの銅ボンディングワイヤ２９を接合した。６種類の超音波は、それぞ
れ９０ｍＡ、１００ｍＡ、１０５ｍＡ、１１０ｍＡおよび１２０ｍＡとした。そして、銅
ボンディングワイヤ２９の接合後、各半導体装置♯１～６のパッドメタル６直下に、第１
配線２０および第２配線２１のパターンに沿うクラック（パターンクラック）が発生して
いるか否か、また発生している場合はその割合を調べた。結果を表１および図４，５に示
す。
【００３５】
　表１および図４，５によれば、ＴｉＮ層２６が８００Å、１０００Å、１２００Å、１
４００Åおよび１６００Åの半導体装置♯２～６では、パターンクラックの発生を防止で
きることがわかった（０．００％）。とりわけ、ＴｉＮ層２６が１２００Å、１４００Å
および１６００Åの半導体装置♯４～６では、超音波の大きさに関わらず、パターンクラ
ックが全く発生していないことがわかった（０．００％）。
【００３６】
　一方、ＴｉＮ層２６が４００Åの半導体装置♯１では、超音波の大きさがいくらであっ
てもパターンクラックが発生していることがわかった（≠０．００％）。
【００３７】
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【表１】

【符号の説明】
【００３８】
　１　半導体装置
　２　半導体基板
　３　下層配線パターン
　４　最上層間膜
　５　最上バリア膜
　６　パッドメタル
　８　第１層間膜
　９　第１メタル層
　１０　第２層間膜
　１１　第２メタル層
　２０　第１配線
　２１　第２配線
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　２３　ワイヤ接合領域
　２４　ビア
　２６　ＴｉＮ層
　２９　ボンディングワイヤ

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図４】 【図５】
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