
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路が形成された集積回路部と、
　前記集積回路部を取り囲む金属膜を備える主壁部と、
　前記集積回路部と前記主壁部との間に選択的に形成された金属膜を備える副壁部とを有
し、
　前記集積回路部、前記主壁部及び前記副壁部は、半導体基板と、前記半導体基板上に形
成され、選択的に開口部が形成された１又は２以上の層間絶縁膜とを共有し、
　前記集積回路を構成する配線の一部並びに前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた
前記金属膜の一部が実質的に同一の層に形成されて
　

　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項 記載の半導体装置において、
　前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前記金属膜は、その１つ下の金属膜又は前
記半導体基板に結合されている
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１ 記載の半導体装置において、
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おり、
前記配線並びに前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前記金属膜は、前記各層間

絶縁膜上及び前記開口部内に形成されている

１

又は２



　 平面形状が実質的に多角形であり、前記副壁部が 多角形の頂点と
前記集積回路部との間に配置されている
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記副壁部と前記集積回路部との間の領域に配置された１対の電極と、前記１対の電極
の各々に外部から信号を供給するためのパッドとを備えた抵抗値測定部を有する
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項 は 記載の半導体装置において、
　前記副壁部が１対の電極を構成し、前記１対の電極の各々に外部から信号を供給するた
めのパッドを有する
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　 集積回路が形成された集積回路部 前記集積回路部を取り囲む金属
膜を備える主壁部

を有する半導体装置の製造方法であって、
　
　

　

　 ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多層配線構造における耐湿性の向上を図った半導体装置及びその製造方法、並
びに、その半導体装置を製造する際に用いることができる位相シフトマスクに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の多層配線構造における設計ルールには、ＬＳＩの世代交代に伴って縮小される傾向
がある。このため、メタル配線材料の膜を成膜し、この膜を直接エッチングすることによ
り形成する配線のサイズには、製造することが困難なほど小さいものもある。そこで、層
間絶縁膜を成膜した後、この層間絶縁膜に溝パターン又はホールパターンを形成し、その
後これらのパターンの開口領域内に配線材料を埋め込むことにより配線を形成する方法が
採用されている。このような配線の形成方法はダマシン法とよばれる。
【０００３】
また、配線材料としては、エッチングにより配線を形成する場合には、Ｗ、Ａｌ又はＡｌ
合金が使用されることが多いが、ダマシン法を採用する場合には、抵抗が低く、エレクト
ロマイグレーション耐性が高いＣｕが使用されることがある。
【０００４】
半導体装置の製造に当たっては、半導体ウェハ上に、トランジスタ、コンタクト、配線、
パッド等の素子を形成した後、半導体ウェハを複数のチップに分割し、セラミック又はプ
ラスチックを使用してパッケージングする。
【０００５】
また、配線の性能として重要な信号の伝送速度の高速化には、配線間容量及び互いに異な
る層に設けられた配線間に寄生する容量の低減が有効である。このため、近年、配線自体
の低抵抗化のみならず、互いに同一の層に設けられた配線間に存在する絶縁膜及び互いに
異なる層に設けられた配線間に存在する層間絶縁膜の低誘電率化が重要視されている。そ
して、このような低誘電率化のために、層間絶縁膜として、シリコン酸化膜ではなく、弗

10

20

30

40

50

(2) JP 3813562 B2 2006.8.23

前記半導体装置の 前記

３

１又 ３

半導体基板上に、 と、
と、前記集積回路部と前記主壁部との間に選択的に形成された金属膜を

備える副壁部と
前記半導体基板上に層間絶縁膜を全面にわたって形成する工程と、
前記集積回路部、前記主壁部及び前記副壁部となる領域内に前記層間絶縁膜を貫通する

開口部を少なくとも１つずつ形成する工程と、
前記層間絶縁膜上及び前記開口部内に、前記集積回路を構成する配線及び前記開口部か

ら前記層間絶縁膜上に延在する前記金属膜を同時に形成する工程と
を有する



素添加シリコン酸化膜、シリコン酸化膜以外の無機絶縁膜及び有機絶縁膜等が使用される
ようになってきている。一般に、原子間距離又は分子間距離が大きい材料ほど、単純な膜
密度の低下により誘電率が低くなる。
【０００６】
【特許文献１】
特開平８－２７９４５２号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような低誘電率の層間絶縁膜の熱膨張率は基板等の他の構成材料の
熱膨張率を著しく相違しており、この熱膨張率の相違により、その後に施される熱処理等
によって大きな熱応力が発生する。そして、このような熱応力がチップの隅部に集中して
応力集中が発生し、チップの隅部において層間の剥離又はクラックが生じることがある。
クラックが生じると、外乱である水分がチップの内部に浸入しやすくなる。このような熱
膨張率の相違に基づく応力集中は、特にダマシン法を採用した半導体装置において大きな
ものとなる。これは、ダマシン法では、平坦化された配線層等の上に層間絶縁膜を成膜し
、この層間絶縁膜に溝パターン等を形成し、その後開口領域内に配線材料を埋め込んでい
るため、互いに熱膨張率が著しく相違する部位が多量に存在するためである。このため、
ダマシン法を採用した従来の半導体装置には、十分な耐湿性を確保することが困難である
という問題点がある。
【０００８】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであって、チップ面積の増加を抑制しなが
ら、周縁部における剥離を防止して高い耐湿性を確保することができる半導体装置及びそ
の製造方法、並びにその半導体装置を製造する際等に用いることができる位相シフトマス
クを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本願発明者は、鋭意検討の結果、以下に示す発明の諸態様に想到した。
【００１０】
　本発明に係る半導体装置は、集積回路が形成された集積回路部と、前記集積回路部を取
り囲む金属膜を備える主壁部と、前記集積回路部と前記主壁部との間に選択的に形成され
た金属膜を備える副壁部とを有する。また、前記集積回路部、前記主壁部及び前記副壁部
は、半導体基板と、前記半導体基板上に形成され、選択的に開口部が形成された１又は２
以上の層間絶縁膜とを共有する。そして、前記集積回路を構成する配線の一部並びに前記
主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前記金属膜の一部が実質的に同一の層に形成され
て

いることを特徴とする。
【００１１】
本発明においては、副壁部が主壁部と集積回路部との間に選択的に形成されているため、
選択的に壁部が主壁部及び副壁部の２重構造となっている。従って、ダマシン法の採用等
により半導体装置の隅部等に大きな応力が集中する場合であっても、副壁部をそのような
応力が集中しやすい位置に配設しておくことにより、副壁部にも応力が分散し、層間の剥
離及びクラック等による応力緩和が発生しない弾性的な構造がその部位に形成される。こ
のため、クラックの発生に伴う水分の侵入率は低くなり、高い耐湿性を確保することがで
きる。更に、配線の一部と金属膜の一部とが実質的に同一の層に形成されているため、金
属膜を配線と同時に形成することが可能であるため、工程数の増加を回避可能である。
【００１２】
　なお、前記配線並びに前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前記金属膜は、前記
各層間絶縁膜上及び前記開口部内に形成されていることが好ましい。また、前記半導体基
板の前記主壁部及び前記副壁部内の前記金属膜が接触する領域に形成された拡散層を有す
ることが好ましい。更に、 平面形状が実質的に多角形であり、前記副壁部が
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半導体装置の



多角形の頂点と前記集積回路部との間に配置されていることが好ましい。また、前記副壁
部が前記集積回路部の周囲の任意の位置に選択的に配置されていてもよい。更にまた、前
記副壁部と前記集積回路部との間の領域に配置された１対の電極と、前記１対の電極の各
々に外部から信号を供給するためのパッドと、を備えた抵抗値測定部を有することが好ま
しい。また、前記副壁部の一部を前記主壁部に連結することにより、クラックがチップ（
集積回路部）内部に侵入する確率をより低下させることができ、より一層高い耐湿性を確
保することが可能となる。また、１対の電極を構成するように前記副壁部を形成し、更に
前記１対の電極の各々に外部から信号を供給するためのパッドを設けることにより、副壁
部を主壁部と集積回路部との間の抵抗値を測定するための抵抗値測定部として機能させる
ことが可能となる。
【００１３】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、 集積回路が形成された集積回
路部 前記集積回路部を取り囲む金属膜を備える主壁部

を有する半導体装置の製造方法で
ある。

ことを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
［第１の実施形態］
先ず、本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、本発明の第１の実施形態に係
る半導体装置の構造を示すレイアウト図である。図２は、第１の実施形態における集積回
路部の構造を示す断面図であり、図３は、図１のＡ－Ａ線に沿った断面を示す断面図であ
る。図４は、第１の実施形態における抵抗値測定部の構造を示すレイアウト図であり、図
５は、図４のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【００１６】
第１の実施形態においては、図１に示すように、半導体集積回路が形成された集積回路部
１を取り囲むようにして、例えば矩形状の主壁部２が設けられている。本実施形態に係る
半導体装置は、主壁部２の外側で主壁部２に沿ってダイシングされており、平面視で矩形
状となっている。また、主壁部２の各隅部と集積回路部１との間に、例えば「Ｌ」の字型
の副壁部３が設けられている。副壁部３の互いに直交する部位は、夫々主壁部２の互いに
直交する部位、即ち辺に相当する部位と平行に延びている。主壁部２と副壁部３との間隔
は、例えば１μｍ程度である。また、副壁部３の中では、その屈曲部が主壁部２の屈曲部
、即ち頂点に相当する部分に最も近く位置している。更に、副壁部３と集積回路部１との
間に、その領域の抵抗値を測定するための抵抗値測定部（抵抗値測定手段）４が設けられ
ている。本実施形態においては、副壁部３が第１の壁部片となっている。
【００１７】
集積回路部１には、図２に示すように、複数個のＭＯＳトランジスタ等が形成されている
。例えば、シリコン基板等の半導体基板１０１が素子分離絶縁膜１０２により複数の素子
活性領域に画定されている。そして、半導体基板１０１上にゲート絶縁膜１０３及びゲー
ト電極１０４が積層されている。ゲート絶縁膜１０３及びゲート電極１０４の側方にはサ
イドウォール絶縁膜１０５が形成されている。半導体基板１０１の表面には、平面視でゲ
ート絶縁膜１０３及びゲート電極１０４を間に挟むようにしてソース・ドレイン拡散層１
０６が形成されている。
【００１８】
更に、例えばシリコン窒化膜１０７及びシリコン酸化膜１０８が全面に積層され、シリコ
ン窒化膜１０７及びシリコン酸化膜１０８にソース・ドレイン拡散層１０６まで達するコ
ンタクトホールが形成されている。このコンタクトホールの直径は、例えば０．１０乃至
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も１つずつ形成する工程と、前記層間絶縁膜上及び前記開口部内に、前記集積回路を構成
する配線及び前記開口部から前記層間絶縁膜上に延在する前記金属膜を同時に形成する工
程とを有する



０．２０μｍ程度である。また、このコンタクトホールの側面及び底面に倣うようにして
、例えばＴｉＮ膜１０９がグルーレイヤとして形成され、その内部にＷ膜１１０が埋め込
まれている。
【００１９】
更に、例えば有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２が全面に積層され、有機絶縁膜
１１１及びシリコン酸化膜１１２にＴｉＮ膜１０９及びＷ膜１１０まで達する溝１３５が
形成されている。この溝１３５の側面及び底面に倣うようにして、例えばＴａ膜１１３が
バリアメタル膜として形成され、その内部にＣｕ等からなる配線１１４が埋め込まれてい
る。
【００２０】
更に、例えばシリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６が層間絶縁膜として全面に
積層され、シリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に下層の配線、ここでは配線
１１４まで達するコンタクトホール１３６が形成されている。このコンタクトホールの直
径は、例えば０．１５乃至０．２５μｍ程度である。
【００２１】
更に、例えば有機絶縁膜１１７及びシリコン酸化膜１１８が全面に積層され、例えば有機
絶縁膜１１７及びシリコン酸化膜１１８が全面に積層され、シリコン窒化膜１１５及びシ
リコン酸化膜１１６に形成されたコンタクトホール１３６に繋がる溝１３７が有機絶縁膜
１１７及びシリコン酸化膜１１８に形成されている。これらのコンタクトホール１３６及
び溝１３７の側面及び底面に倣うようにして、例えばＴａ膜１１９がバリアメタル膜とし
て形成され、その内部にＣｕ等からなる配線１２０が埋め込まれている。
【００２２】
そして、このようなシリコン窒化膜１１５、シリコン酸化膜１１６、有機絶縁膜１１７、
シリコン酸化膜１１８、Ｔａ膜１１９及び配線１２０からなる基本構造体１２１が複数、
本実施形態では総計で３つ設けられている。
【００２３】
また、最上層の基本構造体１２１上にシリコン窒化膜１２２及びシリコン酸化膜１２３が
積層され、シリコン窒化膜１２２及びシリコン酸化膜１２３に最上層の基本構造体１２１
を構成する配線１２０まで達するコンタクトホール１３８が形成されている。このコンタ
クトホールの直径は、例えば１．００乃至１．１０μｍ程度である。また、このコンタク
トホール１３８の側面及び底面に倣い、更にシリコン酸化膜１２３の表面の一部を覆うよ
うにしてバリアメタル膜１２４が形成され、このバリアメタル膜１２４上にＡｌ又はＡｌ
合金膜（以下、Ａｌ膜という。）１２５及びバリアメタル膜１２６が積層されている。更
に、バリアメタル膜１２４、Ａｌ膜１２５及びバリアメタル膜１２６を覆うようにしてシ
リコン酸化膜１２７が全面に形成され、例えばシリコン窒化膜１２８がシリコン酸化膜１
２７上に被覆膜として形成されている。
【００２４】
なお、図２に示す２個のＭＯＳトランジスタがＣＭＯＳトランジスタを構成する場合、両
ＭＯＳトランジスタ間で拡散層１０６の導電型が相違しており、半導体基板１の表面には
、ウェル（図示せず）が適宜形成されている。
【００２５】
一方、主壁部２及び副壁部３においては、図３に示すように、半導体基板１０１の表面に
拡散層１０６ａが形成されている。拡散層１０６ａの導電型は特に限定されるものではな
い。また、集積回路部１と同様に、例えばシリコン窒化膜１０７及びシリコン酸化膜１０
８が全面に積層され、シリコン窒化膜１０７及びシリコン酸化膜１０８に拡散層１０６ａ
まで達する溝が形成されている。この溝の幅は、例えば０．１５乃至０．３０μｍ程度で
ある。この溝の側面及び底面に倣うようにして、例えばＴｉＮ膜１０９がグルーレイヤと
して形成され、その内部にＷ膜１１０が埋め込まれている。
【００２６】
更に、集積回路部１と同様に、例えば有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２が全面
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に積層され、有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２にＴｉＮ膜１０９及びＷ膜１１
０まで達する溝が形成されている。この溝の幅は、例えば２μｍ程度である。この溝は、
例えばＴｉＮ膜１０９及びＷ膜１１０がその中央に位置するようにして形成されている。
この溝の側面及び底面に倣うようにして、例えばＴａ膜１１３がバリアメタル膜として形
成され、その内部にＣｕ膜等の金属膜１１４ａが埋め込まれている。
【００２７】
更に、集積回路部１と同様に、例えばシリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６が
全面に積層され、シリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に下層の金属膜、ここ
では金属膜１１４ａまで達する溝が形成されている。この溝の幅は、例えば０．２０乃至
０．３５μｍ程度である。この溝は、例えば有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２
に形成された溝の中央に位置するようにして形成されている。従って、この溝は、例えば
シリコン窒化膜１０７及びシリコン酸化膜１０８に形成された溝と平面視で一致する。
【００２８】
更に、集積回路部１と同様に、例えば有機絶縁膜１１７及びシリコン酸化膜１１８が全面
に積層され、シリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に形成された溝に繋がる溝
が有機絶縁膜１１７及びシリコン酸化膜１１８に形成されている。この溝の幅は、例えば
２μｍ程度である。この溝は、例えばシリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に
形成された溝がその中央に位置するようにして形成されている。従って、この溝は、例え
ば有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２に形成された溝と平面視で一致する。シリ
コン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に形成された溝並びに有機絶縁膜１１７及び
シリコン酸化膜１１８に形成された溝の側面及び底面に倣うようにして、例えばＴａ膜１
１９がバリアメタル膜として形成され、その内部にＣｕ膜等の金属膜１２０ａが埋め込ま
れている。
【００２９】
そして、このようなシリコン窒化膜１１５、シリコン酸化膜１１６、有機絶縁膜１１７、
シリコン酸化膜１１８、Ｔａ膜１１９及び金属膜１２０ａからなる基本構造体１２１ａが
複数、本実施形態では、集積回路部１と同様に、総計で３つ設けられている。
【００３０】
また、集積回路部１と同様に、最上層の基本構造体１２１ａ上にシリコン窒化膜１２２及
びシリコン酸化膜１２３が積層され、シリコン窒化膜１２２及びシリコン酸化膜１２３に
最上層の基本構造体１２１ａを構成する金属膜１２０ａまで達する溝が形成されている。
この溝の幅は、例えば１．１５乃至１．２５μｍ程度である。この溝の側面及び底面に倣
い、更にシリコン酸化膜１２３の表面の一部を覆うようにしてバリアメタル膜１２４が形
成され、このバリアメタル膜１２４上にＡｌ膜１２５及びバリアメタル膜１２６が積層さ
れている。更に、バリアメタル膜１２４、Ａｌ膜１２５及びバリアメタル膜１２６を覆う
ようにしてシリコン酸化膜１２７が全面に形成され、例えばシリコン窒化膜１２８がシリ
コン酸化膜１２７上に被覆膜として形成されている。
【００３１】
副壁部３においては、シリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に形成された溝並
びにシリコン窒化膜１２２及びシリコン酸化膜１２３に形成された幅の狭い溝１３１の長
さは、有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２に形成された溝並びに有機絶縁膜１１
７及びシリコン酸化膜１１８に形成された幅の広い溝１３２の長さよりも短く、図１に示
すように、幅の狭い溝１３１の両端部は、幅の広い溝１３２の両端部の内側に位置してい
る。
【００３２】
また、抵抗値測定部４には、図１及び図４に示すように、２個の櫛歯状電極５ａ及び５ｂ
が設けられている。櫛歯状電極５ａ及び５ｂの歯の部分は交互に配置されている。そして
、櫛歯状電極５ａ及び５ｂの各一端に耐湿性確保チェック用モニタパッド６ａ及び６ｂが
夫々接続されている。また、集積回路部１と主壁部２との間の領域であって、副壁部３及
び抵抗値測定部４が形成されていない領域には、集積回路部１に形成された集積回路の評
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価を行う際に外部から信号を入力するための複数個の評価用パッド７が適当な間隔で設け
られている。
【００３３】
図５に示すように、櫛歯状電極５ａ及び５ｂの断面構造は、金属膜が基板に接続されてい
ないことを除き、主壁部２及び副壁部３の断面構造と同様であるが、溝の幅が相違してい
る。即ち、櫛歯状電極５ａ及び５ｂにおいては、シリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化
膜１１６に形成された溝並びにシリコン窒化膜１２２及びシリコン酸化膜１２３に形成さ
れた幅の狭い溝１３３の幅は、例えば０．２０乃至０．３５μｍ程度であり、有機絶縁膜
１１１及びシリコン酸化膜１１２に形成された溝並びに有機絶縁膜１１７及びシリコン酸
化膜１１８に形成された幅の広い溝１３４の幅は、例えば０．６μｍ程度である。また、
櫛歯状電極５ａ及び５ｂの歯の部分同士の間隔は、例えば０．２μｍ程度である。Ａｌ膜
１２５の一部がシリコン窒化膜１２８及びシリコン酸化膜１２７から露出して、この露出
した部分がパッド６ａ及び６ｂとなっている。
【００３４】
このように構成された第１の実施形態においては、応力が最も集中する４つ隅部において
平面形状が矩形状の主壁部２の内側に「Ｌ」の字型の副壁部３が選択的に設けられており
、これらの主壁部２及び副壁部３を構成する複数の金属膜が半導体基板１に結合されてい
るため、これらの隅部において応力が分散されやすい。従って、熱処理等により応力が集
中したとしても、従来のものと比較すると、層間の剥離及びクラックが生じにくくなる。
また、例えクラック等が隅部に生じたとしても、主壁部２及び副壁部３が２重構造となっ
ているため、外部からの水分は集積回路部１には極めて到達しにくい。このため、本実施
形態によれば、極めて高い耐湿性を確保することができる。
【００３５】
また、副壁部３が形成される位置は、従来、パッド等が形成されず、特に半導体装置の機
能に影響を与える素子が存在しない領域であるため、この位置に副壁部３を設けたとして
も、チップ面積はほとんど増加しない。
【００３６】
更に、主壁部２及び副壁部３の形成に当たっては、集積回路部１を構成するシリコン窒化
膜、シリコン酸化膜、有機絶縁膜及び配線等を形成する際のマスク形状を変更することに
よって対応することができるため、製造工程数の増加を回避することも可能である。
【００３７】
また、抵抗値測定部４のパッド６ａ及び６ｂに互いに異なる電位を印加し、これらの間の
抵抗値を測定することができる。水分が浸入している場合は、短絡が発生して抵抗値が低
下するため、この抵抗値を測定することにより、水分の浸入の有無を判別することが可能
である。従って、高い信頼性を得ることができる。
【００３８】
［第２の実施形態］
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図６は、本発明の第２の実施形態に係
る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００３９】
第２の実施形態においては、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図６に示すように、屈曲点を基準としたときの副壁部３ａ内の幅が狭い溝１３１
の長さと幅が広い溝１３２の長さとが一致しており、各端部が平面視で互いに同じ位置に
ある。副壁部３ａの各位置の溝が延びる方向に直交する断面の構造は、上述の溝の長さに
関する点を除き、第１の実施形態における副壁部３のそれと同様である。本実施形態にお
いては、副壁部３ａが第１の壁部片となっている。
【００４０】
このような第２の実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【００４１】
［第３の実施形態］
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次に、本発明の第３の実施形態について説明する。図７は、本発明の第３の実施形態に係
る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００４２】
第３の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図７に示すように、副壁部３ｂの平面形状が、第１の実施形態における副壁部３
の両端部が主壁部２側に直角に屈曲され、主壁部２に連結されたものとなっている。そし
て、副壁部３ｂ内の狭い溝１３１が主壁部２内の狭い溝１３１に繋げられ、副壁部３ｂ内
の広い溝１３２が主壁部２内の広い溝１３２に繋げられている。副壁部３ｂの各位置の溝
が延びる方向に直交する断面の構造は、上述の平面形状に関する点を除き、第１の実施形
態における副壁部３のそれと同様である。本実施形態においては、副壁部３ｂが第１の壁
部片となっている。
【００４３】
このような第３の実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果が得られる。また、
副壁部が主壁部に連結されているため、クラックの進行がより生じにくくなるため、水分
が容易に浸入しやすい膜である絶縁膜が副壁部の内外間で完全に切断されており、剥離が
より一層生じにくくなる。
【００４４】
［第４の実施形態］
次に、本発明の第４の実施形態について説明する。図８は、本発明の第４の実施形態に係
る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００４５】
第４の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図８に示すように、副壁部３ｃの平面形状が矩形状となっている。副壁部３ｃの
各位置の溝が延びる方向に直交する断面の構造は、上述の平面形状に関する点を除き、第
１の実施形態における副壁部３のそれと同様である。また、抵抗値測定部４を構成する櫛
歯状電極５ａ及び５ｂ（図８に図示せず）は、例えば主壁部２との間で副壁部３ｃを挟む
ようにして配置されている。より具体的には、例えば平面視で矩形状の副壁部３ｃを構成
する４辺のうちで主壁部２の頂点から離間した２辺に沿うようにして櫛歯状電極５ａ及び
５ｂが配置されている。本実施形態においては、副壁部３ｃが第４の壁部片となっている
。
【００４６】
このような第４の実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【００４７】
［第５の実施形態］
次に、本発明の第５の実施形態について説明する。図９は、本発明の第５の実施形態に係
る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００４８】
第５の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図９に示すように、副壁部３ｄに複数重、本実施例では２重の矩形状の壁部片３
ｄ１及び３ｄ２が設けられている。本実施形態においては、壁部片３ｄ２が第４の壁部片
となり、壁部片３ｄ１が第５の壁部片となっている。副壁部３ｄを構成する壁部片３ｄ１
及び３ｄ２の各位置の溝が延びる方向に直交する断面の構造は、上述の平面形状に関する
点を除き、第１の実施形態における副壁部３のそれと同様である。
【００４９】
このような第５の実施形態によれば、より高い耐湿性を得ることができる。
【００５０】
なお、副壁部３ｄが３重以上の壁部片から構成されていてもよい。
【００５１】
［第６の実施形態］
次に、本発明の第６の実施形態について説明する。図１０は、本発明の第６の実施形態に
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係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００５２】
第６の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図１０に示すように、複数個、例えば３個の壁部片３ｅ１乃至３ｅ３が、主壁部
２の隅部から集積回路部１側に向かって、例えば等間隔で配置されて副壁部３ｅが構成さ
れている。各壁部片３ｅ１乃至３ｅ３は、いずれも第１の実施形態における副壁部３と同
様の構造を備えている。本実施形態においては、壁部片３ｅ１乃至３ｅ３が第１の壁部片
となっている。
【００５３】
このような第６の実施形態によっても、第５の実施形態と同様に、より高い耐湿性を得る
ことができる。
【００５４】
なお、副壁部３ｅが、副壁部３と同様の構造を備えた２個又は４個以上の壁部片から構成
されていてもよい。
【００５５】
［第７の実施形態］
次に、本発明の第７の実施形態について説明する。図１１は、本発明の第７の実施形態に
係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００５６】
第７の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図１１に示すように、第１の実施形態における副壁部３と同様の構造を備えた壁
部片３ｆ２よりも集積回路部１側に、壁部片３ｆ２よりも長さが短い壁部片３ｆ１が配置
されて副壁部３ｆが構成されている。壁部片３ｆ１の各位置の溝が延びる方向に直交する
断面の構造は、第１の実施形態における副壁部３のそれと同様である。本実施形態におい
ては、壁部片３ｆ２が第１の壁部片となり、壁部片３ｆ１が第２の壁部片となっている。
【００５７】
このような第７の実施形態によっても、第５及び第６の実施形態と同様に、より高い耐湿
性を得ることができる。
【００５８】
［第８の実施形態］
次に、本発明の第８の実施形態について説明する。図１２は、本発明の第８の実施形態に
係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００５９】
第８の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図１２に示すように、第７の実施形態における壁部片３ｆ１及び３ｆ２を主壁部
２とによって取り囲む壁部片３ｇ１が配置されて副壁部３ｇが構成されている。また、壁
部片３ｇ１の各位置の溝が延びる方向に直交する断面の構造は、第１の実施形態における
副壁部３のそれと同様である。本実施形態においては、壁部片３ｇ１が第３の壁部片とな
っている。
【００６０】
このような第８の実施形態によっても、第５乃至第７の実施形態と同様に、より高い耐湿
性を得ることができる。
【００６１】
［第９の実施形態］
次に、本発明の第９の実施形態について説明する。図１３は、本発明の第９の実施形態に
係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００６２】
第９の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具体
的には、図１３に示すように、第７の実施形態における壁部片３ｆ１及び３ｆ２との間に
存在する有機絶縁膜１１７及びシリコン酸化膜１１８に、壁部片３ｆ１及び３ｆ２の溝１
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３２と同様に幅の広い溝１３２ａが形成され、この溝１３２ａ内にＴａ膜１１９及び金属
膜１２０ａが埋め込まれて副壁部３ｈが構成されている。
【００６３】
このような第９の実施形態によっても、第５乃至第８の実施形態と同様に、より高い耐湿
性を得ることができる。
【００６４】
［第１０の実施形態］
次に、本発明の第１０の実施形態について説明する。図１４は、本発明の第１０の実施形
態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００６５】
第１０の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具
体的には、図１４に示すように、第７の実施形態における壁部片３ｆ１及び３ｆ２との間
に存在する有機絶縁膜１１７及びシリコン酸化膜１１８に、壁部片３ｆ１及び３ｆ２の溝
１３２と同様に幅の広い溝１３２ａが形成され、更に壁部片３ｆ１及び３ｆ２との間に存
在するシリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜１１６に、壁部片３ｆ１及び３ｆ２の溝
１３１と同様に幅の狭い溝１３１ａが形成されている。そして、これらの溝１３１ａ及び
１３２ａ内にＴａ膜１１９及び金属膜１２０ａが埋め込まれて副壁部３ｉが構成されてい
る。
【００６６】
このような第１０の実施形態によっても、第５乃至第９の実施形態と同様に、より高い耐
湿性を得ることができる。
【００６７】
［第１１の実施形態］
次に、本発明の第１１の実施形態について説明する。図１５は、本発明の第１１の実施形
態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００６８】
第１１の実施形態においても、副壁部の構造が第１の実施形態のそれと相違している。具
体的には、図１５に示すように、両端が主壁部２に繋げられた「Ｌ」の字型の副壁部３ｊ
が設けられている。副壁部３ｊの各位置の溝が延びる方向に直交する断面の構造は、第１
の実施形態における副壁部３のそれと同様である。本実施形態においては、副壁部３ｊが
第６の壁部片となっている。
【００６９】
このような第１１の実施形態によっても、第５乃至第１０の実施形態と同様に、より高い
耐湿性を得ることができる。
【００７０】
［第１２の実施形態］
次に、本発明の第１２の実施形態について説明する。図１６は、本発明の第１２の実施形
態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００７１】
第１２の実施形態においては、副壁部が、第５の実施形態における副壁部３ｄと第１１の
実施形態における副壁部３ｊとを組み合わせた構造を備えている。具体的には、図１６に
示すように、第１１の実施形態における副壁部３ｊと同様の構造を備えた壁部片３ｋ１と
主壁部２との間に存在する「口」の字型の領域内に、第５の実施形態における壁部片３ｄ
１及び３ｄ２が配設されて副壁部３ｋが構成されている。本実施形態においては、壁部片
３ｋ１が第６の壁部片となっている。
【００７２】
このような第１２の実施形態によっても、第５乃至第１１の実施形態と同様に、より高い
耐湿性を得ることができる。
【００７３】
［第１３の実施形態］
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次に、本発明の第１３の実施形態について説明する。図１７は、本発明の第１３の実施形
態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト図である。
【００７４】
第１３の実施形態においては、副壁部の構造が第１２の実施形態のそれと相違している。
具体的には、図１７に示すように、第１２の実施形態における副壁部３ｋを構成する壁部
片３ｄ１及び３ｄ２の間に存在する有機絶縁膜膜１１７及びシリコン酸化膜１１８並びに
壁部片３ｄ２の「口」の字型の領域内まで幅の広い溝１３２が拡がっており、この溝１３
２内にＴａ膜１１９及び金属膜１２０ａが埋め込まれて副壁部３ｍが構成されている。
【００７５】
このような第１３の実施形態によっても、第５乃至第１２の実施形態と同様に、より高い
耐湿性を得ることができる。
【００７６】
［半導体装置の製造方法］
次に、第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法について説明する。図１８乃至図
２４は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略断
面図である。なお、図１８乃至図２４には、主壁部２に相当する領域のみを図示する。
【００７７】
先ず、ウェハの状態で半導体基板１０１の表面に、例えばＬＯＣＯＳ法又はＳＴＩ法等に
より素子分離絶縁膜１０２を形成した後、集積回路部１内にゲート絶縁膜１０３、ゲート
電極１０４、サイドウォール絶縁膜１０５及びソース・ドレイン拡散層１０６を形成する
。また、主壁部２及び副壁部３内には、ソース・ドレイン拡散層１０６の形成と同時に、
選択的に拡散層１０６ａ及び１０６ｂを形成する。次いで、全面にシリコン窒化膜１０７
及びシリコン酸化膜１０８を、例えばプラズマＣＶＤ法により成膜する。シリコン窒化膜
１０７及びシリコン酸化膜１０８の厚さは、例えば、夫々７０ｎｍ、１０００ｎｍである
。次に、例えば化学機械研磨（ＣＭＰ）により、シリコン酸化膜１０８を平坦化すること
により、段差を消失させる。この平坦化処理後のシリコン酸化膜１０８の厚さは、例えば
７００ｎｍである。その後、シリコン酸化膜１０８上にフォトレジスト２０１を塗布し、
このフォトレジスト２０１に露光及び現像を施すことにより、集積回路部１内のコンタク
トホール並びに主壁部２及び副壁部３内の狭い溝１３１及び１３３を形成するためのパタ
ーン２０１ａをフォトレジスト２０１に形成する。なお、抵抗値測定部４については、例
えば素子分離絶縁膜１０２の形成と同時に、その全域の半導体基板１０１の表面に素子分
離絶縁膜を形成してもよく、又は電極５ａ及び５ｂが形成される予定の領域内のみの半導
体基板１０１の表面に素子分離絶縁膜を形成してもよい。
【００７８】
続いて、図１８（ｂ）に示すように、フォトレジスト２０１をマスクとし、ＣＦ系のガス
を使用して、シリコン酸化膜１０８及びシリコン窒化膜１０７の異方性エッチングを行う
ことにより、集積回路部１内にコンタクトホールを形成し、主壁部２、副壁部３及び抵抗
値測定部４内に狭い溝１３１及び１３３を形成する。その後、フォトレジスト２０１を除
去し、コンタクトホール及び狭い溝１３１及び１３３内並びにシリコン酸化膜１０８上に
ＴｉＮ膜１０９をグルーレイヤとして、例えばスパッタリング又はＣＶＤ法等により成膜
する。更に、ＴｉＮ膜１０９上にＷ膜１１０を、例えばＣＶＤ法等により成膜する。Ｔｉ
Ｎ膜１０９の厚さは、例えば５０ｎｍであり、Ｗ膜１１０の厚さは、例えば４００ｎｍで
ある。そして、ＣＭＰ法等により、シリコン酸化膜１０８上のＴｉＮ膜１０９及びＷ膜１
１０を除去してコンタクトホール並びに狭い溝１３１及び１３３内のみにＴｉＮ膜１０９
及びＷ膜１１０を残存させる。
【００７９】
なお、シリコン酸化膜１０８及びシリコン窒化膜１０７のエッチング時又はフォトレジス
ト２０１の除去時に半導体基板１０１に損傷が生じるような場合には、先ず、ＣＦ系ガス
のＣ量とＦ量との比、Ｃ量とＨ量との比、Ｏ 2ガス及びＡｒガスの各流量、分圧比、圧力
、温度、プラズマ電力並びに基板電位等のプロセス条件を調整することにより、シリコン

10

20

30

40

50

(11) JP 3813562 B2 2006.8.23



酸化膜１０８とシリコン窒化膜１０７とのエッチング選択比を適切に調整した上でシリコ
ン酸化膜１０８のみをエッチングする。次いで、Ｏ 2を使用したアッシング（灰化処理）
によってフォトレジスト２０１を除去した後、シリコン窒化膜１０７を半導体基板１０１
に損傷が生じにくい条件下でエッチングすればよい。
【００８０】
余分なＴｉＮ膜１０９及びＷ膜１１０を除去した後、図１８（ｃ）に示すように、全面に
有機絶縁膜用材料を、例えばスピンコートにより塗布し、この有機絶縁膜用材料に適当な
熱処理、例えば４００℃で６０分間の熱処理を施すことにより、有機絶縁膜用材料を硬化
させて有機絶縁膜１１１を成膜する。更に、有機絶縁膜１１１上にシリコン酸化膜１１２
を成膜する。有機絶縁膜１１１及びシリコン酸化膜１１２の膜厚は、例えばいずれも２５
０ｎｍである。その後、シリコン酸化膜１１２上にフォトレジスト２０２を塗布し、この
フォトレジスト２０２に露光及び現像を施すことにより、集積回路部１内の配線用の溝１
３５並びに主壁部２、副壁部３及び抵抗値測定部４内の広い溝１３２及び１３４を形成す
るためのパターン２０２ａをフォトレジスト２０２に形成する。
【００８１】
続いて、図１９（ａ）に示すように、フォトレジスト２０２をマスクとし、シリコン酸化
膜１１２の異方性エッチングを行い、その後にＨ 2及びＮ 2の混合ガスを使用して有機絶縁
膜１１１をエッチングすることにより、集積回路部１内に溝１３５を形成し、主壁部２、
副壁部３及び抵抗値測定部４内に広い溝１３２及び１３４を形成する。このとき、フォト
レジスト２０２は有機絶縁膜１１１と同時に除去されるが、その下に存在するシリコン酸
化膜１１２はエッチングされない。次いで、溝１３５、１３２及び１３４内並びにシリコ
ン酸化膜１１２上にＴａ膜１１３をバリアメタル膜として、例えばスパッタリング等によ
り成膜する。更に、配線１１４及び金属膜１１４ａとなる配線材料の膜、例えばＣｕ膜を
、例えばめっき法等によりＴａ膜１１３上に成膜する。なお、配線材料の膜をめっき法に
より成膜する場合には、スパッタリングによりＴａ膜１１３を形成した後にその上にシー
ド層を形成し、その後配線材料の膜を形成することが好ましい。Ｔａ膜１１３の厚さは、
例えば３０ｎｍであり、配線材料の膜の厚さは、例えば１８００ｎｍである。
【００８２】
続いて、ＣＭＰ法等により、シリコン酸化膜１１２上のＴａ膜１１３及び配線材料の膜を
除去して溝１３５、１３２及び１３４内のみにＴａ膜１１３及び配線材料の膜を残存させ
る。この結果、図１９（ｂ）に示すように、配線１１４及び金属膜１１４ａが形成される
。
【００８３】
続いて、図２０（ａ）に示すように、全面に、シリコン窒化膜１１５及びシリコン酸化膜
１１６を順次成膜する。シリコン窒化膜１１５の厚さは、例えば５０ｎｍであり、シリコ
ン酸化膜１１６の厚さは、例えば８００ｎｍである。シリコン窒化膜１１５はエッチング
ストッパ膜及び拡散防止膜として機能する。その後、例えばＣＭＰにより、シリコン酸化
膜１１６を平坦化することにより、段差を消失させる。この平坦化処理後のシリコン酸化
膜１１６の厚さは、例えば４００ｎｍである。なお、シリコン窒化膜１１５上に、例えば
４００ｎｍ程度の厚さのシリコン酸化膜１１６を成膜することにより、ＣＭＰの工程を行
わないようにしてもよい。次いで、シリコン酸化膜１１６上に有機絶縁膜１１７及びシリ
コン酸化膜１１８を順次成膜する。有機絶縁膜１１７は、前述のように、例えば有機絶縁
膜用材料をスピンコートにより塗布し、この有機絶縁膜用材料に適当な熱処理を施して有
機絶縁膜用材料を硬化させることにより、成膜することができる。有機絶縁膜１１７及び
シリコン酸化膜１１８の厚さは、例えば２５０ｎｍである。
【００８４】
その後、シリコン酸化膜１１８上に、溝形成時のハードマスクとして使用する金属膜２０
３を成膜する。金属膜２０３は、例えばＴｉＮ膜であり、その厚さは、例えば１００ｎｍ
である。更に、金属膜２０３上にフォトレジスト２０４を塗布し、このフォトレジスト２
０４に露光及び現像を施すことにより、集積回路部１内の溝１３７並びに主壁部２、副壁
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部３及び抵抗値測定部４内の広い溝１３２及び１３４を形成するためのパターン２０４ａ
をフォトレジスト２０４に形成する。
【００８５】
続いて、図２０（ｂ）に示すように、フォトレジスト２０４をマスクとし、Ｃｌ系ガスを
使用して、金属膜２０３をエッチングすることにより、金属膜２０３にパターン２０４ａ
を転写してパターン２０３ａを形成する。次いで、アッシングによってフォトレジスト２
０４を除去する。次に、全面にフォトレジスト２０５を塗布し、このフォトレジスト２０
５に露光及び現像を施すことにより、集積回路部１内のコンタクトホール１３６並びに主
壁部２、副壁部３及び抵抗値測定部４内の狭い溝１３１及び１３３を形成するためのパタ
ーン２０５ａをフォトレジスト２０５に形成する。
【００８６】
続いて、図２１（ａ）に示すように、フォトレジスト２０５をマスクとし、シリコン酸化
膜１１８をエッチングする。更に、シリコン酸化膜１１８をマスクとし、Ｈ 2及びＮ 2の混
合ガスを使用して有機絶縁膜１１７をエッチングすることにより、集積回路部１内にコン
タクトホール１３６を形成し、主壁部２、副壁部３及び抵抗値測定部４内に狭い溝１３１
及び１３３を形成する。このとき、フォトレジスト２０５は有機絶縁膜１１７と同時に除
去されるが、その下に存在する金属膜２０３及びシリコン酸化膜１１８はエッチングされ
ない。なお、金属膜２０３にパターン２０３ａを形成する際に、位置ずれが生じている場
合には、シリコン酸化膜１１８をエッチングする前に、フォトレジスト２０５をマスクと
して金属膜２０３の不要な部分を除去することが好ましい。
【００８７】
続いて、図２１（ｂ）に示すように、金属膜２０３及び有機絶縁膜１１７をマスクとして
、シリコン酸化膜１１８及び１１６をエッチングする。この結果、パターン２０３ａがシ
リコン酸化膜１１８に転写されると共に、シリコン酸化膜１１８及び有機絶縁膜１１７に
形成されていたパターンがシリコン酸化膜１１６に転写される。このとき、シリコン酸化
膜１１８のエッチングは有機絶縁膜１１７上で停止し、シリコン酸化膜１１６のエッチン
グはエッチングストッパ膜として機能するシリコン窒化膜１１５上で停止する。
【００８８】
続いて、図２２（ａ）に示すように、金属膜２０３及びシリコン酸化膜１１８をマスクと
して、有機絶縁膜１１７の異方性エッチングを行う。その後、シリコン酸化膜１１６をマ
スクとして、シリコン窒化膜１１５の異方性エッチングを行う。この結果、集積回路部１
内にコンタクトホール１３６及び溝１３７が形成されると共に、主壁部２及び副壁部３内
に溝１３１及び１３３が形成され、抵抗値測定部４内に溝１３２及び１３４が形成される
。なお、有機絶縁膜１１７の異方性エッチングをシリコン窒化膜１１５の異方性エッチン
グの後に行ってもよい。
【００８９】
続いて、図２２（ｂ）に示すように、表面に現れている溝１３１乃至１３５及びコンタク
トホール１３６内並びに金属膜２０３上にＴａ膜１１９をバリアメタル膜として、例えば
スパッタリング等により成膜する。更に、配線１２０及び金属膜１２０ａとなる配線材料
の膜、例えばＣｕ膜を、例えばめっき法等によりＴａ膜１１９上に成膜する。なお、配線
材料の膜をめっき法により成膜する場合には、スパッタリングによりＴａ膜１１９を形成
した後にその上にシード層を形成し、その後配線材料の膜を形成することが好ましい。Ｔ
ａ膜１１９の厚さは、例えば３０ｎｍであり、配線材料の膜の厚さは、例えば１８００ｎ
ｍである。
【００９０】
続いて、ＣＭＰ法等により、シリコン酸化膜１１８上の金属膜２０３、Ｔａ膜１１９及び
配線材料の膜を除去して表面に現れていた溝１３１乃至１３５及びコンタクトホール１３
６内のみにＴａ膜１１９及び配線材料の膜を残存させる。この結果、図２３に示すように
、主壁部２、副壁部３及び抵抗値測定部４内に金属膜１２０ａが形成され、集積回路部１
内に配線１２０（図２３に図示せず）が形成される。次いで、全面にシリコン窒化膜１１
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５を再度形成し、図２０（ａ）に示す工程から図２３に示す工程までを所定回だけ繰り返
す。
【００９１】
そして、図２４に示すように、最上層の基本構造体１２１及び１２１ａを形成した後、全
面にシリコン窒化膜１２２及びシリコン酸化膜１２３を成膜する。その後、所定のパター
ンが形成されたフォトレジスト（図示せず）を使用してシリコン酸化膜１２３及びシリコ
ン窒化膜１２２に溝１３１及び１３３並びにコンタクトホール１３８を形成する。次いで
、これらの溝１３１及び１３３並びにコンタクトホール１３８内並びにシリコン酸化膜１
２３上にバリアメタル膜１２４及びＡｌ膜１２５を成膜し、更にＡｌ膜１２５上にバリア
メタル膜１２６を成膜する。次に、バリアメタル膜１２６、Ａｌ膜１２５及びバリアメタ
ル膜１２４を所定形状にパターニングし、全面にシリコン酸化膜１２７を成膜する。そし
て、シリコン酸化膜１２７上にシリコン窒化膜１２８を被覆膜として成膜する。
【００９２】
その後、シリコン窒化膜１２８及びシリコン酸化膜１２８の所定位置に開口部を形成する
ことにより、バリアメタル膜１２６を選択的に露出させ、更に露出したバリアメタル膜１
２６をエッチングしてＡｌ膜１２５を露出させ、これらの露出した部分を耐湿性確保チェ
ック用モニタパッド６ａ及び６ｂ並びに評価用パッド７とする。図２５は、パッドが形成
された後のウェハを示す平面図であり、図２６は、図２５中の破線で示す領域を拡大して
示すレイアウト図である。耐湿性確保チェック用モニタパッド６ａ及び６ｂ並びに評価用
パッド７が形成された状態では、ウェハの周縁から一定の距離以上離間する有効チップ領
域８（図２５においてハッチングが描かれた領域）が存在する。その後、有効チップ領域
８内において互いに隣り合う主壁部２間の中心線を切断線９としてダイシングを行うこと
により、ウェハを複数個のチップにダイシングする。
【００９３】
このようにして、第１の実施形態に係る半導体装置を製造することができる。
【００９４】
なお、第２乃至第１３の実施形態に係る半導体装置を製造する場合には、副壁部３及び抵
抗値測定部４を形成するためのパターンを変更すればよい。
【００９５】
［第１４実施形態］
上述した半導体装置の製造方法において、フォトレジストをパターニングする際には、例
えばハーフトーン型の位相シフトマスクが用いられる。
【００９６】
ハーフトーン型の位相シフトマスクを図３６を用いて説明する。図３６は、位相シフトマ
スクを示す平面図及び断面図である。図３６（ａ）は平面図であり、図３６（ｂ）は図３
６（ａ）のＡ－Ａ′線断面図である。
【００９７】
図３６に示すように、透明基板４００には、半透明の位相シフタ膜４０２が形成されてい
る。位相シフタ膜４０２としては、例えば透過する光の位相を１８０度シフトさせるもの
が用いられる。
【００９８】
集積回路部を形成するための集積回路領域４０４においては、位相シフタ膜４０２にコン
タクトホールパターン４０７が形成されている。コンタクトホールパターン４０７は、コ
ンタクトホールを形成するためのものである。
【００９９】
集積回路部の周縁の周縁部を形成するための周縁領域４０６においては、位相シフタ膜４
０２に、主壁部パターン４０８と、副壁部パターン４１０とが形成されている。主壁部パ
ターン４０８は、主壁部２（図１参照）を形成するためのパターンである。副壁部パター
ン４１０は、副壁部３（図１参照）を形成するためのパターンである。
【０１００】
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スクライブライン領域４１２においては、位相シフタ膜４０２上に遮光膜４１４が形成さ
れている。なお、スクライブライン領域４１４は、ステッパを用いて順次転写露光する際
に、ウェハにおいて隣接するショットどうしが重なる領域（多重露光領域）である。
【０１０１】
こうしてハーフトーン型の位相シフトマスクが構成されている。
【０１０２】
ハーフトーン型の位相シフトマスクを用いれば、位相シフト膜４０２を透過する光と透過
領域を透過する光との間に１８０度の位相差が生じるため、光の干渉作用によってパター
ンのエッジ付近のコントラストを向上することができる。このため、集積回路部を微細に
形成することが可能となる。
【０１０３】
しかしながら、一般的なハーフトーン型の位相シフトマスクにおいては、複数のパターン
が互いに隣接していると、これらのパターンの近傍にサイドローブという所望しない異常
パターンが発生してしまう場合がある。これは、ハーフトーン型の位相シフトマスク特有
の問題である。サイドローブは、半透明の位相シフタ膜より成るパターンを透過する光が
、互いに干渉することにより発生する。主壁部パターン４０８や副壁部パターン４１０に
おいてはパターンが線状になっているため、コンタクトホールパターン４０７と比較して
露光量が多くなる。このため主壁部や副壁部の近傍では、サイドローブが発生しやすい。
【０１０４】
図３６に示すハーフトーン型の位相シフトマスクを用いて露光した場合に発生するサイド
ローブを図３７及び図３８を用いて説明する。図３７は、サイドローブを示す図（その１
）である。図３８は、サイドローブを示す図（その２）である。
【０１０５】
図３７及び図３８に矢印で示すように、パターンがＬ字になっている部分やＴ字になって
いる部分の近傍にサイドローブが発生している。また、図示しないが、パターンがライン
状になっている部分においても、サイドローブが発生する場合がある。
【０１０６】
ところで、特許文献１には、ダミーオープン領域を形成することによりサイドローブの発
生を防止する技術が開示されている。しかし、特許文献１に記載された技術を用いた場合
には、フォトリソグラフィの照明条件等を変更する毎に最適化が必要であり、多大な労力
を要する。また、引用文献１に記載された技術では、パターンがライン状になっている部
分において生ずるサイドローブを防止することは極めて困難である。
【０１０７】
本願発明者らは、鋭意検討した結果、以下のような位相シフトマスクを用いれば、サイド
ローブの発生を防止しつつ、上述した半導体装置を製造し得ることに想到した。
【０１０８】
本発明の第１４実施形態による位相シフトマスクを図２９及び図３０を用いて説明する。
図２９は、本実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図である。図２９（
ａ）は平面図であり、図２９（ｂ）は図２９（ａ）のＡ－Ａ′線断面図である。図３０は
、本実施形態による位相シフトマスクを示す拡大図である。図３０は、図２９において丸
印で囲まれた領域を拡大して示したものである。図３０（ａ）は平面図であり、図３０（
ｂ）は図のＡ－Ａ′線断面図である。図２９では、一部の壁部片パターン３０９ｂ（図３
０参照）が省略されているが、図３０では、図２９において省略されていた壁部片パター
ン３０９ｂも示されている。図１乃至図２８に示す第１乃至第１３実施形態による半導体
装置及びその製造方法と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔
にする。
【０１０９】
本実施形態では、図１８（ａ）に示すフォトレジスト２０１をパターニングする際に用い
られる位相シフトマスクを例に説明する。即ち、ソース／ドレイン拡散層１０６（図２参
照）に達するコンタクトホールや拡散層１０６ａ（図３参照）に達する溝１３１（図１参
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照）を形成するためのパターン２０１ａ等をフォトレジスト２０１に形成する際に用いら
れる位相シフトマスクを例に説明する。
【０１１０】
本実施形態では図１８（ａ）に示すフォトレジスト２０１をパターニングするための位相
シフトマスクを例に説明するが、本発明の原理は、フォトレジスト２０２（図１８（ｃ）
参照）、フォトレジスト２０４（図２０（ａ）参照）、フォトレジスト２０５（図２０（
ｂ）参照）等、他のあらゆるフォトレジストをパターニングするための位相シフトマスク
に適用することが可能である。
【０１１１】
図２９に示すように、透明基板３００上には、位相シフタ膜３０２が形成されている。位
相シフタ膜３０２の材料としては、例えば、光の透過率が４～３０％程度、光の位相を１
８０度シフトさせる材料を用いることができる。より具体的には、位相シフタ膜３０２の
材料として、例えばＭｏＳｉ（モリブデンシリサイド）等を用いることができる。
【０１１２】
集積回路部を形成するための集積回路領域３０４、即ちメイン領域においては、位相シフ
タ膜３０２に、コンタクトホールパターン３０７が形成されている。コンタクトホールパ
ターン３０７は、上述したようにコンタクトホールを形成するためのパターンである。
【０１１３】
集積回路部の周縁の周縁部を形成するための周縁領域３０６においては、位相シフタ膜３
０２に、主壁部パターン３０８と副壁部パターン３１０とが形成されている。主壁部パタ
ーン３０８は、上述したように、主壁部２（図１参照）を形成するためのものである。副
壁部パターン３１０は、上述したように、副壁部３（図１参照）を形成するためのもので
ある。
【０１１４】
図３０に示すように、副壁部パターン３１０は、壁部片パターン３０９ａと壁部片パター
ン３０９ｂとにより構成されている。外側の壁部片パターン３０９ａは、全体としてＬ字
状に形成されている。内側の壁部片パターン３０９ｂは、複数形成されている。また、内
側の壁部片パターン３１０の形状は、コンタクトホールパターン３０７と近似した形状に
なっている。複数の壁部片パターン３０９ｂは、全体として「ロ」の字状に配列されてい
る。なお、ここでは、全体として「ロ」の字状に配列された複数の壁部片パターン３０９
ｂを一重に形成したが、全体として「ロ」の字状に配列された複数の壁部片パターン３０
９ｂは一重に形成することに限定されるものではなく、二重以上に形成してもよい。外側
の壁部片パターン３０９ａは、主壁部パターン３０８と繋がっている。主壁部パターン３
０８と副壁部パターン３１０の壁部片パターン３０９ａとが繋がっている部分において、
パターンがＴ字形になっている。
【０１１５】
スクライブライン領域３１２においては、例えばＣｒより成る遮光膜３１４が形成されて
いる。
【０１１６】
遮光膜３１４は、周縁領域３０６にも形成されている。本実施形態で、周縁領域３０６に
も遮光膜３１４を形成しているのは、光が位相シフト膜３０２中を透過してしまうのを遮
光膜３１４で遮ることにより、周縁領域３０６において光の干渉が生ずるのを抑制するた
めである。これにより、周縁領域３０６においてサイドローブが発生するのを防止するこ
とが可能となる。図２９に示すように、遮光膜３１４は、副壁部パターン３１０の角から
、例えば１～５μｍ程度内側の範囲まで覆うように形成されている。
【０１１７】
周縁領域３０６に形成されるパターンのサイズは、集積回路領域３０４に形成されるパタ
ーンのサイズより相対的に大きくなっている。周縁領域３０６に形成されるパターンとし
ては、主壁部パターン３０８や副壁部パターン３１０の他、コンタクトホールパターン（
図示せず）等も含まれる。周縁領域におけるパターンのサイズを、集積回路領域における
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パターンのサイズより大きくしているのは、以下の理由によるものである。即ち、位相シ
フタ膜３０４が遮光膜３１４により覆われていない領域においては、高い解像度が得られ
るため、微細なサイズの開口を形成することができるのに対し、位相シフタ膜３０２が遮
光膜３１４で覆われている領域においては、解像度が低くなるため、微細なサイズの開口
を形成することが困難となるからである。このため、主壁部２（図１参照）や副壁部３（
図１参照）の幅は、結像面であるウェハにおいて例えば０．２～１０μｍ程度となり、集
積回路部１（図１参照）のコンタクトホール（図示せず）の径は、結像面であるウェハに
おいて例えば０．１～０．３μｍ程度となる。但し、上記のサイズは結像面であるウェハ
におけるサイズであり、縮小率が５分の１の場合には位相シフトマスク上では５倍のサイ
ズとなり、縮小率が４分の１の場合には位相シフトマスク上では４倍のサイズとなる。
【０１１８】
こうして本実施形態によるハーフトーン型の位相シフトマスクが構成されている。
【０１１９】
本実施形態による位相シフトマスクは、上述したように、周縁領域３０６にも遮光膜３１
４が形成されていることに主な特徴がある。
【０１２０】
図３６に示す位相シフトマスクを用いた場合には、主壁部や副壁部の近傍において位相シ
フタ膜３０２を透過した光が互いに干渉し、これにより主壁部や副壁部の近傍においてサ
イドローブが発生してしまっていた。
【０１２１】
これに対し、本実施形態では、周縁領域３０６においても遮光膜３１４が形成されている
ため、周縁領域３０６において位相シフタ膜３０２中を光が透過してしまうのを遮光膜３
１４により遮ることができる。このため、本実施形態によれば、主壁部２や副壁部３の近
傍において光が互いに干渉するのを抑制することができ、サイドローブが発生するのを防
止することができる。
【０１２２】
しかも、周縁領域３０６に形成されている遮光膜３１４は、スクライブライン領域３１２
に形成されている遮光膜３１４と同一の膜であるため、製造プロセスの増加を招くことな
く位相シフトマスクを製造することが可能である。
【０１２３】
［第１５実施形態］
本発明の第１５実施形態による位相シフトマスクを図３１及び図３２を用いて説明する。
図３１は、本実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図である。図３１（
ａ）は平面図であり、図３１（ｂ）は図３１（ａ）のＡ－Ａ′線断面図であり、図３１（
ｃ）は図３１（ａ）のＢ－Ｂ′線断面図である。図３２は、本実施形態による位相シフト
マスクを示す拡大図である。図３２では、図３１において丸印で囲まれた部分が拡大して
表されている。図３２（ａ）は平面図であり、図３２（ｂ）は図３２（ａ）のＡ－Ａ′線
断面図である。図３１では、一部の壁部片パターン３０９ｂ（図３２参照）が省略されて
いるが、図３２では、図３１において省略されていた壁部片パターン３０９ｂも示されて
いる。また、図３１では、一部のコンタクトホールパターン３１６（図３２参照）が省略
されているが、図３２では、図３１において省略されていたコンタクトホールパターン３
１６も示されている。図１乃至図３０に示す第１乃至第１４実施形態による半導体装置及
びその製造方法並びに位相シフトマスクと同一の構成要素には、同一の符号を付して説明
を省略または簡潔にする。
【０１２４】
本実施形態による位相シフトマスクは、主壁部パターン３０８及び副壁部パターン３１０
の近傍においてのみ、遮光膜３１４が選択的に形成されていることに主な特徴がある。
【０１２５】
図３１に示すように、周縁領域３０６においては、主壁部パターン３０８及び副壁部パタ
ーン３１０の近傍においてのみ、遮光膜３１４が選択的に形成されている。遮光膜３１４
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は、主壁部パターン３０８や副壁部パターン３１０のエッジから、例えば１～５μｍ程度
内側の範囲まで覆うように形成されている。
【０１２６】
なお、遮光膜３１４を形成する範囲は、主壁部パターン３０８や副壁部パターン３１０の
エッジから１～５μｍの範囲に限定されるものではない。遮光膜３１４を形成する範囲は
、サイドローブの発生を防止しうる程度に適宜設定すればよい。
【０１２７】
周縁領域３０６のうち、主壁部パターン３０８及び副壁部パターン３１０の近傍を除く領
域においては、遮光膜３１４は形成されていない。
【０１２８】
図３２に示すように、周縁領域３０６のうち遮光膜３１４が形成されていない領域におい
ては、コンタクトホールパターン３１６が形成されている。コンタクトホールパターン３
１６は、例えばＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン拡散層に達するコンタクトホール
（図示せず）を形成するためのものである。
【０１２９】
スクライブライン領域３１２においては、上記と同様に、遮光膜３１４が形成されている
。
【０１３０】
本実施形態による位相シフトマスクは、上述したように、主壁部パターン３０８や副壁部
パターン３１０の近傍においてのみ、位相シフタ膜３０２上に遮光膜３１４が形成されて
いることに主な特徴がある。
【０１３１】
第１４実施形態による位相シフトマスクでは、周縁領域３０６の全体に遮光膜３１４が形
成されていた。遮光膜３１４が形成されている領域においては、解像度が低くなる傾向が
あるため、第１４実施形態による位相シフトマスクを用いた場合には、周縁部内に微細な
コンタクトホールを形成することができなかった。このため、第１４実施形態による位相
シフトマスクを用いた場合には、周縁部に微細なＭＯＳトランジスタを形成することがで
きなかった。
【０１３２】
これに対し、本実施形態では、周縁領域３０６において主壁部パターン３０８や副壁部パ
ターン３１０の近傍においてのみ、遮光膜３１４が選択的に形成されている。このため、
本実施形態によれば、周縁領域３０６のうち遮光膜３１４が形成されていない領域におい
ては、高い解像度を得ることができる。従って、本実施形態によれば、周縁部にも微細な
コンタクトホールを形成することができる。このため、本実施形態によれば、周縁部にも
微細なＭＯＳトランジスタ等の素子を形成することが可能となる。本実施形態によれば、
微細なＭＯＳトランジスタ等の素子を形成しうる領域を広く確保することができるため、
チップサイズの縮小に寄与することができる。
【０１３３】
［第１６実施形態］
本発明の第１６実施形態による位相シフトマスクを図３３を用いて説明する。図３３は、
本実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図である。図１乃至図３２に示
す第１乃至第１５実施形態による半導体装置及びその製造方法並びに位相シフトマスクと
同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【０１３４】
本実施形態による位相シフトマスクは、周縁領域３０６に遮光膜３１４が形成されていな
いこと、主壁部パターン３０８や副壁部パターン３１０ａの角部が直角になっておらず鈍
角になっていること、また、主壁部パターン３０８と副壁部パターン３１０ａとが互いに
分離するように形成されていることに主な特徴がある。
【０１３５】
図３３に示すように、本実施形態では、遮光膜３１４は周縁領域３０６には形成されてい
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ない。
【０１３６】
主壁部パターン３０８ａの角部は、直角になっておらず、鈍角になっている。具体的には
、主壁部パターン３０８ａの角部の角度は、１３５度になっている。
【０１３７】
副壁部パターン３１０ａは、壁部片パターン３０９ｃと壁部片パターン３０９ｂとにより
構成されている。壁部片パターン３０９ｃの角部は、直角になっておらず、鈍角になって
いる。具体的には、壁部片パターン３０９ｃの角部の角度は、１３５度になっている。
【０１３８】
本実施形態で、主壁部パターン３０８ａや副壁部パターン３１０ａの角部を直角にせずに
鈍角にしているのは、パターンがＬ字形になっている部分をなくすことによりサイドロー
ブの発生を防止するためである。
【０１３９】
なお、ここでは、主壁部パターン３０８ａや副壁部パターン３１０ａの角部の角度を１３
５度としたが、角部の角度は１３５度に限定されるものではない。角部の角度を鈍角にす
れば、サイドローブの発生をある程度抑制することができる。具体的には、角部の角度を
１００度以上とすれば、サイドローブの発生を効果的に抑制することが可能である。また
、角部の角度を１１０度以上とすれば、サイドローブの発生を更に効果的に抑制すること
が可能である。更には、角部の角度を１２０度以上とすれば、サイドローブの発生を更に
効果的に抑制することが可能である。
【０１４０】
主壁部パターン３０８ａと副壁部パターン３１０ａは、互いに離間して形成されている。
【０１４１】
また、本実施形態で、主壁部パターン３０８ａと副壁部パターン３１０ａとを、互いに離
間するように形成しているのは、パターンがＴ字形になっている部分をなくすることによ
り、サイドローブの発生を防止するためである。
【０１４２】
このように、本実施形態によれば、主壁部パターン３０８や副壁部パターン３１０の角部
が直角になっておらず鈍角になっており、しかも、主壁部パターン３０８や副壁部パター
ン３１０が互いに分離するように形成されているため、主壁部パターン３０８や副壁部パ
ターン３１０の近傍に遮光膜３１４を形成しない場合であっても、主壁部２や副壁部３の
近傍にサイドローブが発生するのを防止することができる。
【０１４３】
［第１７実施形態］
本発明の第１７実施形態による位相シフトマスクを図３４を用いて説明する。図３４は、
本実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図である。図３４（ａ）は平面
図であり、図３４（ｂ）は図３４（ａ）のＡ－Ａ′線断面図である。図１乃至図３３に示
す第１乃至第１６実施形態による半導体装置及びその製造方法並びに位相シフトマスクと
同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【０１４４】
本実施形態による位相シフトマスクは、互いに分離された複数の壁部片パターン３０９ｂ
、３０９ｄ、３０９ｅにより副壁部パターン３１０ｂが構成されていることに主な特徴が
ある。
【０１４５】
図３４に示すように、副壁部パターン３１０ｂは、互いに分離された複数の壁部片パター
ン３０９ｂ、３０９ｄ、３０９ｅにより構成されている。壁部片パターン３０９ｄ、３０
９ｅは、それぞれ線状に形成されている。
【０１４６】
本実施形態で副壁部パターン３１０ｂをこのように形成しているのは、副壁部３１０ｂの
角部においてサイドローブが発生するのをより効果的に防止するためである。
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【０１４７】
このように、本実施形態によれば、副壁部パターン３１０ｂが互いに分離された複数の壁
部片パターン３０９ｂ、３０９ｄ、３０９ｅにより構成されているため、角部のない副壁
部パターン３１０ｂを形成することができる。従って、本実施形態によれば、サイドロー
ブの発生をより効果的に防止することができる。
【０１４８】
［第１８実施形態］
本発明の第１８実施形態による位相シフトマスクを図３５を用いて説明する。図３５は、
本実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図である。図３５（ａ）は平面
図であり、図３５（ｂ）はＡ－Ａ′線断面図である。図１乃至図３４に示す第１乃至第１
７実施形態による半導体装置及びその製造方法並びに位相シフトマスクと同一の構成要素
には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【０１４９】
本実施形態による位相シフトマスクは、内側の壁部片パターン３０９ｂのみならず、外側
の壁部片パターン３０９ｆも、点状に形成されていることに主な特徴がある。
【０１５０】
図３５に示すように、副壁部パターン３１０ｃは、点状の壁部片パターン３０９ｆと点状
の壁部片パターン３０９ｂとにより構成されている。壁部片パターン３０９ｆは、複数形
成されている。壁部片パターン３０９ｆは、全体としてＬ字状に配列されている。壁部片
パターン３０９ｂは、上記と同様に、全体として「ロ」の字状に形成されている。壁部片
パターン３０９ｆは、壁部片パターン３０９ｂと同様、コンタクトホールパターン３１６
と近似した形状となっている。
【０１５１】
本実施形態によっても、パターンがＬ字形やＴ字形になっている部分をなくすことができ
るため、サイドローブの発生を防止することができる。
【０１５２】
［変形実施形態］
本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【０１５３】
例えば、抵抗値測定部を構成する櫛歯状電極の位置及びパターンは特に限定されるもので
はなく、例えば主壁部との間で副壁部を挟む位置に、主壁部とにより副壁部を取り囲むよ
うにして配置される。また、本発明においては、必ずしも抵抗値測定部が設けられていな
くてもよい。更に、副壁部を抵抗値測定部と機能させることも可能である。この場合、例
えば、１対の電極を構成するように副壁部を形成し、これらの１対の電極の各々に外部か
ら信号を供給するためのパッドを設ければよい。但し、パッドに電気的に接続された副壁
部内の金属膜は、基板及び主壁部から電気的に絶縁させていることが必要である。
【０１５４】
更に、本発明に係る半導体装置の平面形状は特に限定されるものではないが、製造上、例
えば四角形等の多角形であることが好ましい。この場合、副壁部は多角形の頂点と集積回
路部との間に配置されていることが好ましい。これは、多角形の頂点に応力が集中しやす
いからである。
【０１５５】
更にまた、本発明においては、主壁部及び副壁部の積層構造について、幅の広い溝同士、
幅の狭い溝同士が平面視で一致している必要はなく、例えば、図２７に示すように、平面
視で幅の狭い溝が交互に一致するように構成されていてもよい。
【０１５６】
また、上述の第１乃至第１３の実施形態を適宜組み合わせてもよい。
【０１５７】
更に、上述の第１乃至第１３の実施形態に対し、図２８に示すように、副壁部３ｎ内の溝
１３１の一部が、集積回路部１内のコンタクトホールと同様のコンタクトホール１３９に
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置換されていてもよい。図２８は、図１６に示す第１２の実施形態にこの置換を適用した
場合の構造を示すレイアウト図である。
【０１５８】
更にまた、有機絶縁膜の一部がＣｕ層に置換されていてもよい。
【０１５９】
また、上記実施形態では、主壁部パターンと副壁部パターンのいずれの近傍にも遮光膜を
形成したが、必ずしも主壁部パターンと副壁部パターンの両方の近傍に遮光膜を形成しな
くてもよい。例えば、主壁部パターンの近傍についてのみ遮光膜を形成してもよい。
【０１６０】
また、上記実施形態では、主壁部パターンや副壁部パターンの近傍の全体に遮光膜を形成
したが、主壁部パターンや副壁部パターンの近傍のうち一部にのみ遮光膜を形成するよう
にしてもよい。即ち、サイドローブが発生しやすい箇所にのみ選択的に遮光膜を形成する
ようにしてもよい。例えば、パターンがＴ字形になっている箇所やパターンがＬ字形にな
っている箇所の近傍においてのみ遮光膜を選択的に形成するようにしてもよい。
【０１６１】
また、上記実施形態では、主壁部や副壁部の近傍に発生するサイドローブを防止する場合
を例に説明したが、主壁部や副壁部の近傍のみならず、本発明は、あらゆる箇所に発生す
るサイドローブを防止する場合に適用することができる。例えば、ヒューズパターンの近
傍においてサイドローブが発生するのを防止する場合にも適用することができる。
【０１６２】
また、上記実施形態では、壁部片パターン３０９ｂを点状に形成したが、壁部片パターン
３０９ｂの形状は点状に限定されるものではなく、例えば線状に形成してもよい。
【０１６３】
以下、本発明の諸態様を付記としてまとめて記載する。
【０１６４】
（付記１）　集積回路が形成された集積回路部と、
前記集積回路部を取り囲む金属膜を備える主壁部と、
前記集積回路部と前記主壁部との間に選択的に形成された金属膜を備える副壁部とを有し
、
前記集積回路部、前記主壁部及び前記副壁部は、半導体基板と、前記半導体基板上に形成
され、選択的に開口部が形成された１又は２以上の層間絶縁膜とを共有し、
前記集積回路を構成する配線の一部並びに前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前
記金属膜の一部が実質的に同一の層に形成されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１６５】
（付記２）　付記１記載の半導体装置において、
前記配線並びに前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前記金属膜は、前記各層間絶
縁膜上及び前記開口部内に形成されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１６６】
（付記３）　付記２記載の半導体装置において、
前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられた前記金属膜は、その１つ下の金属膜又は前記
半導体基板に結合されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１６７】
（付記４）　付記１乃至３のいずれかに記載の半導体装置において、
前記半導体基板の前記主壁部及び前記副壁部内の前記金属膜が接触する領域に形成された
拡散層を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１６８】
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（付記５）　付記１乃至４のいずれかに記載の半導体装置において、
平面形状が実質的に多角形であり、前記副壁部が多角形の頂点と前記集積回路部との間に
配置されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１６９】
（付記６）　付記１乃至５のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部と前記集積回路部との間の領域に配置された１対の電極と、前記１対の電極の
各々に外部から信号を供給するためのパッドとを備えた抵抗値測定部を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７０】
（付記７）　付記１乃至６のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部を構成する前記層間絶縁膜及び前記金属膜の積層順序は、前記主壁部を構成す
る前記層間絶縁膜及び前記配線の積層順序と一致している
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７１】
（付記８）　付記６又は７記載の半導体装置において、
前記抵抗値測定部は、積層順序が前記主壁部を構成する前記層間絶縁膜及び前記金属膜の
積層順序と一致する層間絶縁膜及び金属膜を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７２】
（付記９）　付記１、２、４、５又は７記載の半導体装置において、
前記副壁部が１対の電極を構成し、前記１対の電極の各々に外部から信号を供給するため
のパッドを有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７３】
（付記１０）　付記１乃至９のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部を構成する前記金属膜の幅は、前記半導体基板側が狭くなるようにして２段階
に変化し、その前記半導体基板の部位が前記開口部内に存在する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７４】
（付記１１）　付記１乃至１０のいずれかに記載の半導体装置において、
前記主壁部及び前記副壁部内の前記層間絶縁膜に夫々形成された各開口部の位置は、平面
視で一致している
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７５】
（付記１２）　付記１乃至１１のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部の一部が前記主壁部に連結されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７６】
（付記１３）　付記１乃至１２のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部は、平面視で前記主壁部との間隔が実質的に一定の第１の壁部片を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７７】
（付記１４）　付記１３記載の半導体装置において、
前記第１の壁部片が前記主壁部に連結されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１７８】
（付記１５）　付記１３記載の半導体装置において、
複数の前記第１の壁部片が前記主壁部から等間隔で配置されている
ことを特徴とする半導体装置。
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【０１７９】
（付記１６）　付記１３乃至１５のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部は、前記第１の壁部片と前記集積回路部との間に形成され前記第１の壁部片と
の間隔が実質的に一定の第２の壁部片を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８０】
（付記１７）　付記１６記載の半導体装置において、
前記第２の壁部片の長さが前記第１の壁部片の長さよりも短い
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８１】
（付記１８）　付記１６又は１７記載の半導体装置において、
前記の第１の壁部片及び前記第２の壁部片が互いに連結されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８２】
（付記１９）　付記１６乃至１８のいずれかに記載の半導体装置において、
前記主壁部の２箇所に連結され前記主壁部とにより前記第１の壁部片及び前記第２の壁部
片を取り囲む第３の壁部片を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８３】
（付記２０）　付記１乃至１９のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部は、前記集積回路部と前記主壁部との間の任意の領域を取り囲む第４の壁部片
を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８４】
（付記２１）　付記２０記載の半導体装置において、
前記副壁部は、前記第４の壁部片を取り囲む第５の壁部片を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８５】
（付記２２）　付記２１記載の半導体装置において、
前記第４の壁部片及び前記第５の壁部片が互いに連結されている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８６】
（付記２３）　付記１乃至２２のいずれかに記載の半導体装置において、
前記副壁部は、前記主壁部の２箇所に連結され前記主壁部とにより前記主壁部と前記集積
回路部との間の任意の領域を取り囲む第６の壁部片を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８７】
（付記２４）　付記２３記載の半導体装置において、
前記第４の壁部片が前記主壁部及び前記第６の壁部片により取り囲まれている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８８】
（付記２５）　付記２３記載の半導体装置において、
前記第５の壁部片が前記主壁部及び前記第６の壁部片により取り囲まれている
ことを特徴とする半導体装置。
【０１８９】
（付記２６）　集積回路が形成された集積回路部及び前記集積回路部を取り囲む金属膜を
備える主壁部を有する半導体装置の製造方法であって、
前記集積回路部及び前記主壁部の形成と並行して、前記集積回路部と前記主壁部との間に
金属膜を備える副壁部を選択的に形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【０１９０】
（付記２７）　付記２６記載の半導体装置の製造方法において、
前記集積回路を構成する配線の一部並びに前記主壁部及び前記副壁部に夫々備えられる前
記金属膜の一部を半導体基板上に同時に形成する工程を有する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０１９１】
（付記２８）　付記２７記載の半導体装置の製造方法において、
前記半導体基板上に層間絶縁膜を全面にわたって形成する工程と、
前記層間絶縁膜の前記集積回路部、前記主壁部及び前記副壁部となる領域内に少なくとも
１つずつ開口部を形成する工程とを有し、
前記各層間絶縁膜上及び前記開口部内に前記配線及び前記金属膜を形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０１９２】
（付記２９）　付記２６乃至２８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
前記半導体装置の平面形状が実質的に多角形であり、前記副壁部を多角形の頂点と前記集
積回路部との間に形成する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０１９３】
（付記３０）　付記２６乃至２９のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
前記副壁部と前記集積回路部との間の領域に配置された１対の電極と、前記１対の電極の
各々に外部から信号を供給するためのパッドとを備えた抵抗値測定部を、前記集積回路部
、前記主壁部及び前記副壁部と並行して形成する工程を有する
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０１９４】
（付記３１）　付記２６乃至３０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
前記副壁部の一部を前記主壁部に連結させる
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０１９５】
（付記３２）　透明基板上に形成された位相シフタ膜と、前記透明基板上のスクライブラ
イン領域に形成された遮光膜とを有する位相シフトマスクであって、
前記スクライブライン領域に囲われた領域は、集積回路部を形成するための集積回路領域
と、前記集積回路部の周縁の周縁部を形成するための周縁領域とから成り、
前記周縁領域と前記集積回路領域とのうちの少なくとも一部に、前記遮光膜が更に形成さ
れている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０１９６】
（付記３３）　付記３２記載の位相シフトマスクにおいて、
前記周縁領域には、前記集積回路部を囲う主壁部を形成するための主壁部パターンが形成
されている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０１９７】
（付記３４）　付記３３記載の位相シフトマスクにおいて、
前記主壁部パターンの近傍においてのみ、前記遮光膜が形成されている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０１９８】
（付記３５）　付記３２記載の位相シフトマスクにおいて、
前記周縁領域に、前記集積回路部と前記主壁部との間に形成される副壁部を形成するため
の副壁部パターンが形成されている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０１９９】
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（付記３６）　付記３５記載の位相シフトマスクにおいて、
前記主壁部パターン及び前記副壁部パターンの近傍においてのみ、前記遮光膜が形成され
ている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２００】
（付記３７）　付記３２乃至３６のいずれかに記載の位相シフトマスクにおいて、
前記遮光膜が形成されていない領域における前記位相シフタ膜に、コンタクトホールを形
成するためのコンタクトホールパターンが更に形成されている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０１】
（付記３８）　付記３７記載の位相シフトマスクにおいて、
前記コンタクトホールパターンは、トランジスタのソース／ドレイン領域に達するコンタ
クトホールを形成するためのパターンである
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０２】
（付記３９）　付記３２乃至３８のいずれかに記載の記載の位相シフトマスクにおいて、
前記遮光膜が形成されている領域における前記位相シフタ膜に形成されているパターンの
サイズは、前記遮光膜が形成されていない領域における前記位相シフタ膜に形成されてい
るパターンのサイズより大きい
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０３】
（付記４０）　集積回路部を形成するための集積回路部パターンと、前記集積回路部を囲
うように形成される主壁部を形成するための主壁部パターンとが形成された位相シフタ膜
を有し、前記主壁部パターンの角部の角度は１００度以上である
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０４】
（付記４１）　集積回路部を形成するための集積回路部パターンと、前記集積回路パター
ンを囲うように形成される主壁部を形成するための主壁部パターンと、前記集積回路部と
前記主壁部との間に形成される副壁部を形成するための副壁部パターンとが形成された位
相シフタ膜を有し、前記副壁部パターンの角部の角度は１００度以上である
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０５】
（付記４２）　付記４１記載の位相シフトマスクにおいて、
前記主壁部パターン及び前記副壁部パターンとが分離されている
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０６】
（付記４３）　集積回路部を形成するための集積回路部パターンと、前記集積回路部を囲
うように形成される主壁部を形成するための主壁部パターンと、前記集積回路部と前記主
壁部との間に形成される副壁部を形成するための副壁部パターンが形成された位相シフタ
膜を有し、
前記副壁部パターンは、複数の線状の壁部片パターンより成る
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０７】
（付記４４）　集積回路部を形成するための集積回路部パターンと、前記集積回路部を囲
うように形成される主壁部を形成するための主壁部パターンと、前記集積回路部と前記主
壁部との間に形成される副壁部を形成するための副壁部パターンとが形成された位相シフ
タ膜を有し、
前記副壁部パターンは、複数の点状の壁部片パターンより成る
ことを特徴とする位相シフトマスク。
【０２０８】
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【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、副壁部が設けられた領域近傍において応力が分散
されやすくなるため、層間の剥離及びクラックを生じにくくすることができる。従って、
クラックの発生に伴う水分の侵入率を著しく低く抑えて極めて高い耐湿性を確保すること
ができる。更に、このような構造を形成するための工程数の増加を抑制することができる
。更にまた、主壁部と副壁部とを互いに接続することにより、クラックの進行及び水分の
浸入をより一層抑制することができる。
【０２０９】
また、本発明によれば、位相シフトマスクにおいて、周縁部を形成するための周縁領域に
遮光膜が形成されているため、周縁領域において位相シフタ膜中を光が透過してしまうの
を遮光膜により遮ることができる。このため、本発明によれば、主壁部や副壁部の近傍に
おいて光が互いに干渉するのを抑制することができ、サイドローブが発生するのを防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の構造を示すレイアウト図である。
【図２】第１の実施形態における集積回路部の構造を示す断面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線に沿った断面を示す断面図である。
【図４】第１の実施形態における抵抗値測定部の構造を示すレイアウト図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト
図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト
図である。
【図８】本発明の第４の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト
図である。
【図９】本発明の第５の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウト
図である。
【図１０】本発明の第６の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウ
ト図である。
【図１１】本発明の第７の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウ
ト図である。
【図１２】本発明の第８の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウ
ト図である。
【図１３】本発明の第９の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイアウ
ト図である。
【図１４】本発明の第１０の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイア
ウト図である。
【図１５】本発明の第１１の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイア
ウト図である。
【図１６】本発明の第１２の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイア
ウト図である。
【図１７】本発明の第１３の実施形態に係る半導体装置における壁部の構造を示すレイア
ウト図である。
【図１８】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
断面図（その１）である。
【図１９】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
断面図（その２）である。
【図２０】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
断面図（その３）である。
【図２１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
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断面図（その４）である。
【図２２】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
断面図（その５）である。
【図２３】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
断面図（その６）である。
【図２４】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を製造する方法を工程順に示す概略
断面図（その７）である。
【図２５】パッドが形成された後のウェハを示す平面図である。
【図２６】図２５中の破線で示す領域を拡大して示すレイアウト図である。
【図２７】主壁部２及び副壁部３の構造の一例を示す断面図である。
【図２８】図１６に示す第１２の実施形態にこの置換を適用した場合の構造を示すレイア
ウト図である。
【図２９】本発明の第１４実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図であ
る。
【図３０】本発明の第１４実施形態による位相シフトマスクを示す拡大図である。
【図３１】本発明の第１５実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図であ
る。
【図３２】本発明の第１５実施形態による位相シフトマスクを示す拡大図である。
【図３３】本発明の第１６実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図であ
る。
【図３４】本発明の第１７実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図であ
る。
【図３５】本発明の第１８実施形態による位相シフトマスクを示す平面図及び断面図であ
る。
【図３６】位相シフトマスクを示す平面図及び断面図である。
【図３７】サイドローブを示す図（その１）である。
【図３８】サイドローブを示す図（その２）である。
【符号の説明】
１…集積回路部
２…主壁部
３、３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、３ｅ、３ｆ、３ｇ、３ｈ、３ｉ、３ｊ、３ｋ、３ｍ…副壁
部
３ｄ１、３ｄ２、３ｅ１、３ｅ２、３ｅ３、３ｆ１、３ｆ２、３ｇ１、３ｋ１…壁部片
４…抵抗値測定部
５ａ、５ｂ…櫛歯状電極
６ａ、６ｂ…耐湿性確保チェック用モニタパッド
７…評価用パッド
８…有効チップ領域
９…切断線
１０１…半導体基板
１０２…素子分離絶縁膜
１０３…ゲート絶縁膜
１０４…ゲート電極
１０５…サイドウォール絶縁膜
１０６…ソース・ドレイン拡散層
１０６ａ…拡散層
１０７、１１５、１２２、１２８…シリコン窒化膜
１０８、１１２、１１６、１１８、１２３、１２７…シリコン酸化膜
１０９…ＴｉＮ膜
１１０…Ｗ膜
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１１１、１１７…有機絶縁膜
１１３、１１９…Ｔａ膜
１１４、１２０…配線
１１４ａ、１２０ａ…金属膜
１２１…基本構造体
１２４、１２６…バリアメタル膜
１２５…Ａｌ又はＡｌ合金膜
１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３７…溝
１３６、１３８…コンタクトホール
２０１、２０２、２０４、２０５…フォトレジスト
２０３…金属膜
２０１ａ、２０２ａ、２０３ａ、２０４ａ、２０５ａ…パターン
３００…透明基板
３０２…位相シフタ膜
３０４…集積回路領域
３０６…周縁領域
３０７…コンタクトホールパターン
３０８、３０８ａ…主壁部パターン
３０９ａ～３０９ｆ…壁部片パターン
３１０、３１０ａ～３１０ｃ…副壁部パターン
３１２…スクライブライン領域
３１４…遮光膜
３１６…コンタクトホールパターン
４００…透明基板
４０２…位相シフタ膜
４０４…集積回路領域
４０６…周縁領域
４０７…コンタクトホールパターン
４０８…主壁部パターン
４１０…副壁部パターン
４１２…スクライブライン領域
４１４…遮光膜

10

20

30

(28) JP 3813562 B2 2006.8.23



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】
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