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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に形成され、第１の配線と、第２の配線と、前記第１の配線が属する配線
層と前記第２の配線が属する配線層との間の層間絶縁層と、異なる配線層に属し、平面的
に異なる位置にある２つの特定箇所の間を結ぶ立体対角線に沿って形成された配線を含む
、第１の配線と第２の配線を接続する第３の配線から構成されている多層配線構造を製造
する方法は少なくとも第３の配線を形成する配線形成工程を含み、
　前記第３の配線を形成する配線形成工程は、
　前記２つの特定箇所を決定し、前記立体対角線を認識する立体対角線認識工程と、
　前記立体対角線と、水平面からの角度を認識する角度認識工程と、
　前記立体対角線が垂直となるように、前記半導体基板を傾けるアングル調整工程と、
　第１のFIBの照射により、前記立体対角線に沿って前記層間絶縁層中に貫通孔を形成す
る工程と、
　第２のFIBの照射により、前記貫通孔に金属材料を埋め込む工程と
　を含むことを特徴とする多層配線構造の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載する多層配線構造の製造方法に含まれる、
　前記配線形成工程は、さらに、
　前記立体対角線認識工程を行った結果、前記立体対角線に沿ってFIBの照射を行ったと
したならば、前記第１の配線及び前記第２の配線以外の配線を損傷することになるかを判



(2) JP 4405865 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

断する損傷可能性判断工程と、
　前記第１の配線及び前記第２の配線以外の配線を損傷すると判断する場合には、前記特
定箇所の内の一方の点を中継地点に置換えたとしたならば、前記第１の配線及び前記第２
の配線以外の配線を損傷する可能性のない前記中継地点を決定する中継地点決定工程と、
　前記特定箇所のうちの一方を前記中継地点に置き換えて、前記立体対角線を認識する再
認識工程と
　を含むことを特徴とする多層配線構造の製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載する多層配線構造の製造方法に含まれる、
　前記配線形成工程中の前記中継地点決定工程で、前記中継地点を決定するにあたっては
、
　前記特定箇所の内、置換えを行うべき前記特定箇所との特定距離を指定し、
　前記特定箇所を中心とし、前記特定距離を半径とする円領域内において、前記中継地点
を決定することを特徴とする多層配線構造の製造方法。
【請求項４】
　半導体基板上に形成された異なる配線層に属し、平面的に異なる位置にある２つの特定
箇所の間を結ぶ立体対角線に沿った配線を形成するFIB装置であって、
　コントロール部と、
　加工処理部を備え、
　加工処理部は、ビーム照射機構と、半導体基板のアングル調整を行うアングル調整機構
とを含み、
　コントロール部からの指令により、
　前記加工処理部の前記アングル調整機構が、前記立体対角線が垂直となるように、前記
半導体基板を傾け、
　前記加工処理部の前記ビーム照射機構が、第１のFIB照射により、前記半導体基板上の
立体対角線に沿って、貫通孔を形成し、
　第２のFIB照射により、前記貫通孔内に金属材料を埋め込むことにより、
　前記立体対角線にそった配線を形成することを特徴とするFIB装置。
【請求項５】
　請求項４に記載したFIB装置であって、
　前記加工処理部の前記アングル調整機構が
　半導体基板を固定する板状台と、
　前記板状台の背面に、密着して配設され、板状台を回転させるための軸となる回転軸と
、
　前記板状台及び前記回転軸を支えるアングル調整台と、
　前記アングル調整台の下部に配設された、前記アングル調整台を支える台座とを備え、
　前記アングル調整台が、前記台座上で移動可能であることを特徴とするFIB装置。
【請求項６】
　請求項４に記載したFIB装置であって、
　前記コントロール部が、
　コントローラと、
　CADデータを格納するCADデータ格納部と、
　設定値を格納する設定値格納部と、
　前記コントローラの指令により、前記CADデータと、前記設定値とから前記3次元配線情
報を作成する3次元配線情報作成部と、
　前記半導体装置上に形成される配線の3次元空間における位置及び立体的な形状に関す
るデータから構成されている、前記3次元配線経路情報を格納する3次元配線経路情報格納
部とを備え、
　前記コントロール部は、前記3次元配線情報に基づき、
　前記立体対角線に沿ってFIBの照射を行ったとしたならば、前記半導体基板上の配線を
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損傷することになるかを判断する損傷可能性を判断し、
　前記半導体基板上の配線を損傷すると判断する場合には、前記特定箇所の内の一方の点
を中継地点に置換えたとしたならば、前記半導体基板上の配線を損傷する可能性のない前
記中継地点を決定し、
　3次元配線情報作成部は、前記特定箇所のうちの一方を中継地点に置き換えて、形成さ
れる前記立体対角線の3次元空間における位置及び立体的な形状に関するデータを再作成
し、
　前記コントロール部は、前記立体対角線の3次元空間における位置及び立体的な形状に
関するデータに基づき、加工処理部に指令を出すことを特徴とするFIB装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の多層配線のうち異なる配線層間を所定の箇所で接続した多層配
線構造の製造方法及びFIB装置に関する。特に、半導体装置の多層配線のうち異なる配線
層に属する所定の２点間を、短縮した距離で、接続する接続配線を含むことを特徴とする
多層配線構造の製造方法及びFIB装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＬＳＩの多層配線においては、決められた格子の上を配線するアルゴリズム用い
て配線がされていた。また、決められた格子上に、下層の配線に達する、半導体表面に垂
直な方向へ伸びる、層間絶縁膜中の貫通孔を形成し、貫通孔内に形成された導電配線によ
り、多層配線のうち異なる配線層間の接続を図っていた。
【０００３】
　しかしながら、上記の多層配線においては、格子上に配線するという制約があるため、
所定の点と、当該所定の点に対して、対角方向にある点を接続する場合には、余分な配線
を必要とし、上記２点が同一平面上の配線層にあるときには、２点間の直線距離に比較し
、√２倍以上の長さの配線を必要とし、上記２点が異なる配線層にあるときには、√３倍
以上の長さの配線を必要とした。そのため、配線抵抗、配線容量が増加することとなり、
信号遅延の原因となっていた。
【０００４】
　そこで、図16に示す、従来例１では、同一平面上の配線間隔λを有し、下層配線である
、第1層の配線格子158又は第２層の配線格子157に属する配線と、同一平面内の対角配線
となる、配線間隔√２λを有し、上層配線である、第３層の配線格子155又は第４層の配
線格子156を使用して、配線抵抗、配線容量の増加を抑える多層配線技術が提案されてい
る。（特許文献１、及び、特許文献２）すなわち、第１層の配線格子又は第２層の配線格
子に属する、異なる配線を接続するには、第３層の配線格子又は第４層の配線格子を利用
する。また、第１層（又は第２層）の配線格子に属する配線と、第３層（又は第４層）の
配線格子に属する配線との交点となる格子上に、第１層（又は第２層）の配線格子に属す
る配線に達する、半導体表面に垂直な方向へ伸びる、層間絶縁膜中の貫通孔を形成し、貫
通孔内に形成された導電配線を使用して、第１層（又は第２層）の配線格子に属する配線
と、第３層（又は第４層）の配線格子に属する配線とを接続する。従来例１のような構成
においては、第１層の配線格子に属する配線同士を接続するのに、第２層の配線格子に属
する配線を使用するより、第３の配線格子に属する配線を使用するほうが、同一平面内の
配線長が１／√２となる。
【０００５】
　ところで、下層の配線に達する、層間絶縁膜中の貫通孔を形成する技術としては、従来
例２では、FIB(focused ion beam)装置を利用することにより、半導体装置の形成後にお
いて、下層配線がある平面とは、異なる平面上にある点から、下層配線上の所定の点を、
対角斜め方向から観察するための貫通孔を形成する技術が提案されている。(特許文献３
、及び、特許文献４) 
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　また、従来例３では、FIB装置を利用することにより、少なくとも、２箇所に、垂直に
下層配線に達する貫通孔を形成し、レーザーCVD法により、上記２箇所を接続する配線を
形成する技術が提案されている。（特許文献５）すなわち、上記の同一平面内にある２箇
所をつなぐ配線には、配線格子にこだわらない接続配線が使用されている。
【０００６】
　ここで、FIB装置とはイオンビームを静電レンズで集束させ、イオンビームを対象物に
あてることにより、サブミクロン領域の加工を行う装置である。また、レーザーCVD法と
は対象物を金属有機化合物ガス中に置き、FIB等(レーザー光を含む）を対象物の所定の部
分に照射することにより、金属有機化合物ガスから、FIB等が照射された対象物の部分の
みに、金属材料を析出させるCVD法をいう。
【特許文献１】特開平５－１０２３０５号公報
【特許文献２】特開２０００－８２７４３号公報
【特許文献３】特開昭６２－１１２１９４号公報
【特許文献４】特開平２－２２６０７９号公報
【特許文献５】特開昭６２－２２９９５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の多層配線構造においては、上層配線と下層配線を接続するには、まず、接続配線
と上層配線との接続点からの垂線と下層配線層との交点までを接続する、下層配線と接続
配線との接続点からの延在線が必要である。次に、接続配線と上層配線との接続点から垂
直に、下層配線に達する、貫通孔と貫通孔内の導電配線が必要となる。
【０００８】
　そうすると、延在線が必要なため、下層配線の配置に自由度がなく、また、配線密度を
あげられなかった。さらに、延在線と貫通孔内の配線とからなる接続配線はかならずしも
、上層配線の接続点と、下層配線の接続点を結ぶ上で、最短経路ではなかった。
【０００９】
　そこで、本発明は、半導体装置の多層配線のうち、異なる配線層に属する所定の２点間
を、短縮した距離で接続する接続配線を含む多層配線構造の製造方法及びFIB装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の課題を解決するため、第１の発明は、
　半導体基板上に形成され、第１の配線と、第２の配線と、前記第１の配線が属する配線
層と前記第２の配線が属する配線層との間の層間絶縁層と、異なる配線層に属し、平面的
に異なる位置にある２点間を結ぶ立体対角線に沿って形成された配線を含む、第１の配線
と第２の配線を接続する第３の配線から構成されている多層配線構造を製造する方法に含
まれる第３の配線を形成する配線形成工程は、
　前記２つの特定箇所を決定し、前記立体対角線を認識する立体対角線認識工程と、
　前記立体対角線と、水平面からの角度を認識する角度認識工程と、
　前記立体対角線が垂直となるように、前記半導体基板を傾けるアングル調整工程と、
　第１のFIBの照射により、前記立体対角線に沿って前記層間絶縁層中に貫通孔を形成す
る工程と、
　第２のFIBの照射により、前記貫通孔に金属材料を埋め込む工程とを含むことを特徴と
する多層配線構造の製造方法を提供する。
【００１９】
　FIBの放射方向と立体対角線の方向を合わせるのに、FIBの照射機構を移動させるのでは
なく、半導体基板側を傾けるため、容易、かつ、小型の装置により、本発明に係る多層配
線構造を製造することができる。
【００２０】
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　次に、上記の問題を解決するため、第２の発明は、
　半導体基板上に形成された異なる配線層に属し、平面的に異なる位置にある２つの特定
箇所の間を結ぶ立体対角線に沿った配線を形成するFIB装置であって、
　コントロール部と、
　加工処理部を備え、
　加工処理部は、ビーム照射機構と、半導体基板のアングル調整を行うアングル調整機構
とを含み、
　コントロール部からの指令により、
　前記加工処理部の前記アングル調整機構が、前記立体対角線が垂直となるように、前記
半導体基板を傾け、
　前記加工処理部の前記ビーム照射機構が、第１のFIB照射により、前記半導体基板上の
立体対角線に沿って、貫通孔を形成し、
　第２のFIB照射により、前記貫通孔内に金属材料を埋め込むことにより、
　前記立体対角線に沿った配線を形成することを特徴とするFIB装置を提供する。
【００２１】
　上記のFIB装置によれば、第１の発明を容易に実施することができ、すなわち、本発明
に係る多層配線構造を容易に製造できる効果がある。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る、半導体装置の多層配線のうち異なる配線層に属する所定の２点間を、立
体対角線にそった配線を含むことにより、短縮した距離で接続する接続配線を有する、多
層配線構造によれば、当該接続配線の長さが短くなるため、当該接続配線の配線抵抗、及
び、配線容量の低減が図れる。また、本発明に係る、該多層配線構造中の該接続配線の形
成方法によれば、上記接続配線を容易に形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本実施例に係る多層配線構造の平面的構成は、下層配線と、下層配線とは配線層が異な
る配線層に属する上層配線と、下層配線層と上層配線層間の絶縁層と、上記下層配線と上
記上層配線を接続する接続配線とから構成されている。
【００２４】
　そして、前記接続配線は、以下のように形成される。まず、下層配線を形成し、下層配
線上に絶縁層を成膜し、上層配線を形成する。次に、下層配線の所定の箇所と、上層配線
層が存在する絶縁層上の所定の箇所にある中継点であって、平面的に、下層配線の所定の
箇所と同一位置にない中継点とを結ぶ立体対角線にそった貫通孔を、絶縁層中に形成する
。その後、当該貫通孔内に導電材料を埋め込み、中継点までの配線を形成する。その後、
中継点と上層配線の所定の箇所の間を、絶縁層上に導電材料を配設することにより形成さ
れる。
【００２５】
　なお、前記下層配線を形成後、前記絶縁層を成膜し、前記下層配線と前記中継点との間
の配線を形成するため、前記絶縁層中に立体対角線にそって貫通孔を形成し、前記の貫通
孔内に導電材料を埋め込んだ後、前記中継点と上層配線を接続する配線及び上層配線を同
時に、前記絶縁層上に形成することで、下層配線と上層配線の前記接続配線を形成するこ
ともできる。
【００２６】
　上記の多層配線構造によれば、垂直な貫通孔や同一配線層内の配線のみにこだわらない
、立体対角線を含むことにより、上層配線と下層配線を接続する接続配線の配置の自由度
が増す効果がある。また、多層配線構造において、配線密度の向上が図れる。さらに、上
記接続配線は、立体対角線を使用した部分につき、配線長を短縮化することができる。
【実施例１】
【００２７】



(6) JP 4405865 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

（立体対角線に沿った配線を含む接続配線により、下層配線と上層配線が接続されている
多層配線構造）
　図１に示すように、従来の多層配線構造は、下層配線２と、上層配線１と、接続配線３
と、層間絶縁層４と、層間絶縁層５と、絶縁層６とから構成されている。そして、従来の
多層配線構造においては、上層配線１と下層配線２を接続するには、以下のような構造と
なる。まず、上層配線１から垂直方向に伸びる接続配線３が必要である。次に、上層配線
1から垂直方向に伸びる接続配線３と下層配線２層を接続するため、下層配線２は、接続
配線３との接続点までの延在線を必要とする。
【００２８】
　そうすると、下層配線２に延在線が必要なため、下層配線２の配置に自由度がなくなる
。また、下層配線２に延在線が付属するため、隣接して最小間隔で下層配線２を配置でき
ないため、配線密度をあげることができない。さらに、延在線と接続配線３とからなる配
線は、かならずしも、上層配線１の接続点と、従来の多層配線構造に課せられている制約
がないとしたなら、下層配線２の接続点となったと予想される点とをほぼ直線で結んだ配
線と比較すると、最短配線ではない。
【００２９】
　そこで、上層配線１と下層配線２の接続線を短縮することを目的とした、実施例１に係
る多層配線構造を、図２及び図３により、説明する。
【００３０】
　まず、図２は、実施例１に係る多層配線構造の平面構成を示したものである。ここで、
実線で輪郭が示され、かつ、斑点模様が施されているパターンは上層配線11を、点線で示
したパターンは下層配線12を示す。また、長点線で示したパターンは上層配線11と下層配
線12とを接続する接続配線13を示す。
【００３１】
　次に、図３は、実施例１に係る多層配線構造の断面構成を示したものであり、図２のＡ
－Ｂ間の断面を示したものである。ここで、実線で輪郭が示され、かつ、斜め縞模様が施
されているパターンは、上記の上層配線11、上記の下層配線12、上記の接続配線13を示す
。
【００３２】
　そして、接続配線13と上層配線11との接続点と、接続配線13と下層配線12との接続点と
は、同一水平面上にはないが、平面的には同一軸上にあり、上記の接続配線13は、接続配
線13と上層配線11との接続点と、接続配線13と下層配線12との接続点とを対角点とする直
方形の立体対角線にそって配線されている。
【００３３】
　ここで、実施例１に係る多層配線は、次のような製造工程で作成される。
【００３４】
　まず、半導体基板上に絶縁層16を成膜する。
【００３５】
　次に下層配線12を形成するため、金属材料からなる下層配線層を成膜し、フォトレジス
トにより配線パターンを形成し、金属材料をエッチングし、フォトレジストを除去する。
【００３６】
　次に、層間絶縁層15を成膜する。
【００３７】
　次に、後述する、実施例２、実施例３に示す詳細工程により、接続配線13を形成する。
【００３８】
　次に、上層配線11を層間絶縁層15上に形成するため、金属材料からなる上層配線層を成
膜し、フォトレジストにより配線パターンを形成し、金属膜をエッチングし、フォトレジ
ストを除去する。
【００３９】
　次に、さらに上層の配線を形成するため、層間絶縁層14を成膜する。
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【００４０】
　実施例１の多層配線構造においては、図２、図３に示すような立体対角線に沿った接続
配線13を上層配線11と下層配線12との接続に利用する。従って、実施例１の多層配線構造
によれば、上層配線11の接続点と、下層配線12の接続点とは、従来の多層配線構造と比較
して、短い配線で接続される。
【００４１】
　また、図１で説明した延在線が、下層配線12において、不要なため、隣接する下層配線
12との距離を短縮することができ、配線密度が増す。さらに、下層配線12と、上層配線11
を接続するにあたり、余分な前記延在線が不要なため、自由度が増すこととなる。
【００４２】
　次に、実施例１の多層配線構造の変形例を、図４及び図５に示す。
【００４３】
　まず、図４は、実施例１の多層配線構造の変形例についての平面構成を示すものであり
、実線で輪郭が示され、かつ、斑点模様が施されているパターンは上層配線11を、点線で
示したパターンは下層配線12を示す。また、長点線で示したパターンは上層配線11と下層
配線12とを接続する接続配線13を示す。
【００４４】
　次に、図５は、実施例１の多層配線構造の変形例についての断面構成を示すものであり
、図４のＣ－Ｄ間の断面図を示すものである。ここで、実線で輪郭が示され、かつ、縞模
様が施されているパターンは、上記の上層配線11、上記の下層配線12、上記の接続配線13
を示し、その他、絶縁層等も含め、図３と同様な構成である。
【００４５】
　ここで、上記の変形例においては、図４に示すように、接続配線13と上層配線11との接
続点と、接続配線13と下層配線12との接続点とは、同一水平面上にはなく、かつ、平面的
にいって同一軸上にもないため、接続配線13が、接続配線13と上層配線11との接続点と、
接続配線13と下層配線12との接続点とを対角点とする直方体の立体対角線にそって配線さ
れている。
【００４６】
　従って、実施例１の多層配線構造の変形例に対する多層配線構造によっても、実施例１
の多層配線構造と同様な効果及び作用を奏するが、よりいっそう、接続配線13により、接
続配線の短縮化が図れる効果がある。なぜなら、接続配線13と上層配線11との接続点と、
接続配線13と下層配線12との接続点とを対角点とする直方体の辺にそって配線された場合
と比較し、すなわち、上記直方体の辺の長さを1とすると、接続配線13は直方体の辺に沿
って配線した場合には３となるのに対し、立体対角線にそって配線された配線の長さは、
最大で１／√３の長さ、すなわち、３／√３＝√３になるからである。
【００４７】
　なお、同一水平面内において、対角線が使用された場合には、接続線３の長さは、例え
ば、直方体の辺の長さが１であったときには、１＋√２となる。一方、立体対角線の長さ
は、直方体の辺の長さが１であった場合に、√３となるため、上記場合と比較しても、実
施例1の変形例の接続配線13には、短縮化の効果がある。
【００４８】
　また、下層配線12の配置の自由度や、配線密度の向上についても、同様な効果を奏する
ことはいうまでもない。
【実施例２】
【００４９】
（実施例１の多層配線構造を形成する方法１：下層配線形成後に、立体対角線に沿った配
線を含む接続配線を形成）
　図６(a)～図６(f)により、実施例２として、実施例１の多層配線構造を形成する第１の
方法を説明する。
【００５０】
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　図６(a)に示すように、いわゆる、ダマシン法により、下層配線20を形成するため、以
下の工程を行う。まず、半導体基板上に、酸化シリコン(SiO2)絶縁層21を成膜する。次に
、フォトレジストを塗布し、下層配線20用の溝を形成するためのパターンニングをする。
次に、反応性イオンエッチングにより、酸化シリコン(SiO2)絶縁層21をエッチングして下
層配線20用の溝を形成し、フォトレジストを剥離する。次に、タンタル(Ta)層を成膜し、
銅(Cu)等の金属シード層を成膜し、メッキ法により、銅(Cu)等の金属材料を下層配線10用
の溝に埋め込む。次に、酸化シリコン(SiO2)絶縁層21上のタンタル(Ta)層及び金属材料を
CMP(Chemical Mechanical Polishing:化学的機械的研磨)法により除去する。
【００５１】
　次に、図６(b)に示すように、層間絶縁層を形成するため、以下の工程を行う。まず、
第1の窒化シリコン(SiN)層22を成膜する。第1の窒化シリコン(SiN)層22は下層配線20を構
成する金属材料が拡散するのを防止する機能も果たす。次に、第１の酸化シリコン(SiO2)
層23を成膜する。
【００５２】
　次に、図６(c)に示すように、上記の層間絶縁層中に立体対角線にそって、貫通孔24を
形成するため、FIB(focused ion beam)を、立体対角線に沿う方向から、層間絶縁層に対
して照射し、いわゆる、FIB加工により貫通孔24を形成する。なお、FIBには、例えば、ガ
リウム(Ga)イオンビームが使用される。
【００５３】
　次に、図６(d)に示すように、貫通孔24内に金属材料を埋め込み、接続配線25を形成す
るため、いわゆる、レーザーCVD(chemical vapor deposition)法により、すなわち、金属
有機化合物ガス中 (例えば、タングステンヘキサカルボニル(W(CO)6)中)において、FIB等
（レーザー光を含む）を貫通孔24に照射することにより、タングステン(W)等の金属材料
を、貫通孔24に埋め込む。
【００５４】
　次に、図６(e)に示すように、上層配線29をダマシン法により形成するため、以下の工
程を行う。まず、第２の窒化シリコン（SiN）層26を成膜する。次に、第２の酸化シリコ
ン(SiO2)層27を成膜する。次に、フォトレジストを塗布し、上層配線29用の溝パターンを
形成する。次に、第２の酸化シリコン(SiO2)層27を反応性イオンエッチングによりエッチ
ングし、上層配線29用の溝を形成する。次にフォトレジストを除去し、第２の窒化シリコ
ン（SiN）層26をエッチングする。
【００５５】
　次に、図６(f)に示すように、上層配線29を形成するため、図６(a)と同様な工程を行う
。
【００５６】
　実施例２の多層配線構造によれば、接続配線25と上層配線29との接続点と、接続配線25
と下層配線20との接続点とは短い配線で接続される。また、下層配線20と上層配線29を接
続するにあたり、下層配線20からの延在線が不要なため、隣接する下層配線20との距離を
短縮することができ、配線密度が増す。さらに、下層配線20と、上層配線29を接続するに
あたり、余分な上記の前記延在線が不要なため、自由度が増すこととなる。
【００５７】
　また、実施例２の多層配線構造を形成する工程によれば、貫通孔の形成にフォトレジス
トによるパターニングを必要としないため、工程を削減できる効果がある。また、ダマシ
ン法において、垂直な貫通孔を作成し、その貫通孔に導電材料を埋め込むことにより、上
層配線と下層配線を接続する垂直配線を実現している点と、実施例２において、ほぼ同様
な工程を行っている点とを考慮すると、実施例２の多層配線構造を形成する工程は、ダマ
シン法と整合性があり、容易に実施可能な効果がある。
【実施例３】
【００５８】
（実施例１の多層配線構造を形成する方法２：下層配線及び上層配線形成後に、立体対角



(9) JP 4405865 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

線にそった配線含む接続配線を形成）
　図７(a)～図７(ｈ)により、実施例３として、実施例１の多層配線構造を形成する第２
の方法を説明する。
【００５９】
　まず、図７(a)に示すように、いわゆる、ダマシン法により、下層配線35を形成するた
めに、半導体基板上に、絶縁層36を成膜する。その後、図６(a)に示す工程と同様な工程
により、下層配線35を形成する。
【００６０】
　次に、図７(b)に示すように、層間絶縁層を形成するため、第1の窒化シリコン(SiN)層3
8を成膜し、第１の酸化シリコン(SiO2)層37を成膜する。
【００６１】
　次に、図７(c)に示すように、第1の酸化シリコン(SiO2)絶縁層37に、斜面を形成するた
め、以下の工程を行う。まず、フォトレジストを塗布し、下層配線35と接続配線41の接続
点に開口パターンを形成する。次に、等方性エッチング(例えば、フッ化水素の希釈液に
よるウエットエッチング)により、開口部を中心とした斜面を形成する。そして、フォト
レジストを除去する。
【００６２】
　次に、図７(d)に示すように、下層配線35上の第1の窒化シリコン(SiN)層38をエッチン
グし、接続配線41と下層配線35との接続点を形成するため、以下の工程を行う。まず、フ
ォトレジストを塗布し、上記の接続点部分に相当する開口パターンを形成する。反応性イ
オンエッチングにより、第1の窒化シリコン(SiN)層38を除去する。次に、フォトレジスト
を除去する。
【００６３】
　次に、図７(e)に示すように、接続配線41を形成するため、以下の工程を行う。まず、
金属配線層を成膜する。次に、フォトレジストを塗布し、接続配線41に相当するパターン
を形成する。次に、反応性イオンエッチングで、金属配線層をエッチングする。次に、フ
ォトレジストを除去する。
【００６４】
　次に、図７(f)に示すように、層間絶縁層中の斜面を、平坦化するため、以下の工程を
行う。まず、絶縁層を成膜し、絶縁層を斜面部分に埋め込む。次に、CMP法により平坦化
を行う。次に、第２の窒化シリコン(SiN)層42を成膜する。
【００６５】
　次に、図７(g)及び図７(h)に示すように、ダマシン法により、上層配線44を形成するた
め、第２の酸化シリコン(SiO2)層43を成膜する。次に、下層配線35を形成した、同様の工
程により、上層配線44を形成する。
【００６６】
　実施例３の多層配線構造によれば、接続配線41と上層配線44との接続点と、接続配線41
と下層配線35との接続点とは短い配線で接続される。また、下層配線35と上層配線44を接
続するにあたり、下層配線35からの延在線が不要なため、隣接する下層配線35との距離を
短縮することができ、配線密度が増す。さらに、下層配線35と、上層配線44を接続するに
あたり、余分な上記の前記延在線が不要なため、自由度が増すこととなる。
【００６７】
　また、実施例３の多層配線構造を形成する工程によれば、フォトレジストを使用し、接
続配線を形成するため、特別な装置を必要としないという効果がある。
【実施例４】
【００６８】
（実施例１の多層配線構造を形成する方法３：下層配線及び上層配線形成後に、立体対角
線にそった配線含む接続配線を形成）
　図８(a)～図８(f)により、実施例４として、実施例１の多層配線構造を形成する第３の
方法を説明する。



(10) JP 4405865 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

【００６９】
　まず、図８(a)に示すように、下層配線50を形成するため、半導体基板上に第１の絶縁
層51を成膜する。次に、金属配線層をスパッタ法、或いは、CVD法により成膜する。次に
、フォトレジストを塗布し、下層配線50用の配線パターンを形成する。次に、反応性イオ
ンエッチングにより、金属配線層をエッチングし、下層配線50を形成する。
【００７０】
　次に、図８(b)に示すように、上層配線53を形成するため、第２の絶縁層52を成膜する
。次に、図８(a)と同様な工程により、上層配線53を形成する。
【００７１】
　次に、図８(c)に示すように、第３の絶縁層54を成膜し、第２の絶縁層52及び第３の絶
縁層54を貫通する、立体対角線に沿った、貫通孔55を形成するため、FIBの照射にて、図
６(c)と同様な工程を行う。
【００７２】
　次に、図８(d)に示すように、貫通孔55内に金属材料を埋め込み、立体対角配線にそっ
た接続配線56を形成するため、図６(d)に示すのと同様な工程を行う。
【００７３】
　次に、図８(e)に示すように、上層配線53の接続点に達し、かつ、第３の絶縁層54を貫
通する貫通孔を、FIBの照射にて形成する。次に、上記の貫通孔内に垂直配線57を形成す
るため、レーザーCVD法により金属材料を埋め込む。
【００７４】
　次に、図８(f)に示すように、立体対角配線にそった接続配線56と、垂直配線57を接続
する水平配線58を形成するため、レーザーCVD法により金属材料を配設する。
【００７５】
　実施例４の多層配線構造によれば、実施例２及び実施例３の多層配線構造と同様な効果
を奏するが、上層配線53及び下層配線50を形成後に、立体対角配線にそった接続配線56と
、垂直配線57と、水平配線58とからなる、接続配線を形成することができ、よりいっそう
、配線接続の自由度が増したものとなる効果がある。
【００７６】
　また、実施例４の多層配線構造を形成する工程によれば、多層配線構造を形成した後、
接続配線を追加することができるため、接続箇所の修正のために使用できる効果がある。
【実施例５】
【００７７】
（前記立体対角線に沿った接続配線をFIB装置により形成する方法）
　実施例５は立体対角線にそった接続配線をFIB装置により形成する方法の実施例であり
、図９、図10、図11(a)から図11(d)をもちいて説明する。
【００７８】
　図９は、本実施例に係わる立体配線に沿った接続配線を形成するために用いられるFIB
装置を示しており、コントロール部80と、加工処理部81とから構成されている。そして、
コントロール部80は、コントローラ64と、ビームコントローラ65と、レンズコントローラ
66と、ビームブランクコントローラ67と、ディフレクションコントローラ68と、MCP(micr
o channel plate)コントローラ69と、アングルコントローラ70と、ステージコントローラ
71と、CAD(computer aided design)データ格納装置60と、制御プログラム格納装置61と、
設定値格納装置63とから構成されている。また、加工処理部81は、ビーム照射部72と、レ
ンズ部73と、ビームブランク部74と、ディフレクション部75と、MCP部76と、アングル調
整部78と、ステージ部79と、ステージ土台部82とから構成されている。
【００７９】
　そして、コントローラ64は、CPU(central processing unit)等を内蔵する。また、コン
トローラ64は制御プログラム格納装置61から供給される制御プログラムにしたがって、CA
Dデータ格納装置60からCADデータを取得し、設定値格納装置63から設定値を取得し、演算
及び判断を行う。さらに、コントローラ64は指令信号を発生する。
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【００８０】
　コントローラ64からの指令信号により、ビームコントローラ65はビーム照射部72を駆動
し、レンズコントローラ66はレンズ部73を駆動し、ビームブランクコントローラ67はビー
ムブランク部74を駆動し、ディフレクションコントローラ68はディフレクション部75を駆
動し、MCPコントローラ69はMCP部76を駆動し、アングルコントローラ70はアングル調整部
78を駆動し、加工対象77の角度付けを行い、ステージコントローラ71は、ステージ土台部
82上のステージ部79を駆動する。
【００８１】
　ビーム照射部72は、例えば、ビームソース(例えば、ガリウム(Ga)を使用)と、ビームソ
ースを液体化するフィラメントを支持し、フィラメントの位置決めを行うモーションプレ
ートと、ビーム電流を調整するサプレッサーと、ビームを引き出すエクストラクターと、
ビーム径を調整するアパーチャーとからなり、ガリウム(Ga)等のイオンビームを照射する
機能を持つ。
【００８２】
　レンズ部73は、例えば、ビーム照射部からのイオンビームを、発生する電磁界により、
集束させる第１のレンズ部と、同様な機能をもつ第２のレンズ部と、同様な機能をもつ第
３のレンズ部とからなり、いわゆる静電レンズの機能を持つ。
【００８３】
　ビームブランク部74は、例えば、イオンビームを静電界により偏向させるブランキング
プレートと、一定の方向のイオンビームのみを通過させるブランキングアパーチャーから
なり、イオンビームを効率よく、加工作業から切り離す機能を持つ。
【００８４】
　ディフレクション部75は、例えば、８電極ディフレクターからなり、８電極ディフレク
ターが発生する静電界により、イオンビームの微小偏向及びビーム成形の機能を持つ。
【００８５】
　MCP部76は、例えば、2次電子又は2次イオンを検出するMCPからなり、加工を施している
対象の画像を得る目的で2次電子又は2次イオンを検出する機能を持つ。
【００８６】
　アングル調整部78は、例えば、加工対象を搭載する板状の台座と、板状の台座を支持し
、回転可能な支持軸と、支持軸の回転角度を調整するサーボモータ等とからなり、台座の
搭載された加工対象の垂直方向の回転、すなわち、傾斜、及び、水平面内の回転につき調
整する機能を持つ。ここで、「回転」といった場合には、水平面内で、支持軸の中点を中
心に加工対象を搭載する板状台座のみ回転する場合と、支持軸の軸を中心に板状台座とと
もに回転する場合とを含む。
【００８７】
　なお、加工対象を水平面内で回転させたり、加工対象を垂直方向に回転させたりするこ
とにより、加工対象に対して、イオンビームの位置がずれたり、又は、イオンビームの焦
点がずれたりすると予想される場合には、その都度、コントローラ64の指令信号により、
レンズ部73、ディフレクション部75がイオンビームの微調整を行ない、位置づれ、焦点づ
れを防止する。
【００８８】
　ステージ部79は、例えば、アングル調整部78をのせたステージを、縦軸又は横軸にそっ
て移動させるためのサーボモータと、ステージを水平移動可能とする可動部分等からなり
、ステージ位置をイオンビームに合わせて調整する機能を持つ。
【００８９】
　ステージ台座部82は、ステージ部79を搭載する台としての機能を有し、ステージ部79と
ステージ台座部82との接触面は、ステージ部79の移動をスムースに行う機能を有する。
【００９０】
　図10は、本実施例におけるFIB装置による、立体対角線に沿った接続配線の形成方法に
関するフローチャートである。以下、図10に従って、FIB装置による立体対角線にそった
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接続配線の形成方法を説明する。
【００９１】
　まず、フローチャートの開始85時点で、通常の半導体製造プロセスにより、加工対象77
は形成されている。すなわち、通常の半導体装置の製造装置（例えば、CVD装置等の絶縁
層の成膜装置、フォトレジスト塗布装置、露光装置、金属配線層の成膜装置等）により、
加工対象77は形成される。例えば、加工対象77の形成は、概略以下のようである。まず、
半導体基板上に、絶縁層を成膜し、下層配線層を絶縁層上に形成し、さらにその上に、層
間絶縁層を成膜し、その上に中間配線層を形成し、さらに、層間絶縁層を成膜する。
【００９２】
　次に、フローチャートの加工情報・厚膜情報86では、加工対象をFIB装置に搭載し、加
工対象77の加工情報・膜厚情報を設定値格納装置から取得する。ここで、加工情報・厚膜
情報には、例えば、加工対象77の上層配線と下層配線間の絶縁層の厚さ、立体対角線を規
定する２点間の位置等が含まれる。
【００９３】
　次に、フローチャートの最適加工角度の算出87では、上記の絶縁層内に立体対角線にそ
った貫通孔を形成するため、立体対角線とFIBが照射される方向とがなす立体角を上記の
２点の位置から算出する。
【００９４】
　次に、フローチャートの角度付け88においては、上記で算出された立体角に基づいて、
加工対象77に角度をつける。この点を、図11(a)及び図11(b)を用いてさらに、説明する。
図11(a)の上段の図は、アングル調整部の台座を支持する回転軸96と加工対象95全体のみ
を、加工対象95の角度付け工程の説明のために、概略図で示したものである。また、小さ
い実線の矢印で示した部分が、加工対象95の加工部分である。そして、加工対象95の加工
部分の断面図をさらに示したのが、図11(a)の下段の図である。下段の図は、加工対象が
水平であって、半導体基板上の絶縁層100の上に下層配線102が配置され、下層配線102の
上に配線層間絶縁層99が配置され、第１の配線層間絶縁層99上に中間層配線101が配置さ
れており、中間層配線101上に第２の配線層間絶縁層98が配置されている状況を示す。ま
た、大きい点線の矢印で示したFIBが放射される方向からみた場合、中間層配線101と下層
配線102とが重なっている状態を示す。さらに、下段の図中の点線で示した長方形は、配
置される予定である上層配線97を示す。
【００９５】
　次に、図11(b)の上段の図は、図11(a)と同様な概略図であるが、加工対象95に角度付け
を施した図である。そうすると、小さい実線の矢印で示した、加工部分は、図11(b)の下
段に示すように、角度付けが行われた結果、立体対角線の方向と、FIBの照射方向が一致
する。
【００９６】
　ここで、立体対角線は、下層配線の所定の場所と、上層配線の所定の場所とにより、決
定されるものである。
【００９７】
　次に、図10のフローチャートに戻り、フローチャートの説明を続ける。すなわち、角度
付け88が終了した後、下層配線への貫通孔形成89においては、FIBを放射し、立体対角線
にそって下層配線に達する貫通孔を形成する。
【００９８】
　次に、フローチャートの貫通孔内への導電体埋め込み90においては、貫通孔内へ、金属
材料等の導電体を埋め込むため、加工対象を金属有機化合物ガス中 (例えば、タングステ
ンヘキサカルボニル(W(CO)6)中)において、FIB等（レーザー光を含む）を貫通孔に照射す
ることにより、タングステン(W)等の金属材料を、貫通孔に埋め込む。
【００９９】
　上記の下層配線への貫通孔形成89及び上記貫通孔内へ導電体を埋め込み90につき、図11
(c)、図11(d)により詳細を示す。ここで、図11(c)の上段の図及び下段の図は、図11(ｂ)
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と同様なものを示している。ただし、図11(c)の下段の図は、図11(b)の状態に比較し、以
下の工程を行った後の状態を示している。まず、加工対象95の加工部分において、角度付
け工程により、FIBの方向と、立体対角線の方向を一致させた後、FIBを照射し、配線層間
の絶縁層を、選択的に削って、貫通孔の形成したものである。また、貫通孔の形成後、貫
通孔に、金属材料等の導電体を埋め込み、下層配線と上層配線を接続する接続配線103を
形成したものである。次に、図11(d)のように、加工対象95を水平に戻す。
【０１００】
　次に、図10のフローチャートに戻り、フローチャートの説明を続ける。すなわち、貫通
孔内への導電体の埋め込み90工程が終了した後、配線形成91のため、加工対象95を通常の
半導体製造装置へ移送し、層間絶縁層上の所定の位置に、上層配線を形成する。そうする
と、下層配線と上層配線が、立体対角線にそった接続配線により、接続されている多層配
線構造が完成する。そして、工程は終了92する。
【０１０１】
　実施例５の前記立体対角線に沿った接続配線をFIB装置により形成する方法によれば、
立体対角線にそった接続配線を形成するために、加工対象をFIB装置内の小型の機構であ
るアングル調整部により、FIBの照射方向と、立体対角線の方向へ向かわせることができ
る効果がある。ここで、アングル調整部が小型であるとするのは、加工対象をそのままに
して、FIBの照射機構のほうを立体対角線の方向に合わせることも考えられるが、そのよ
うな構成であると、FIBの照射機構を駆動する機構が必要となり、FIB装置が大がかりなも
のとなってしまうからである。
【０１０２】
　また、アングル調整部は、FIB装置のコントローラと連動させることにより、加工対象
の回転や角度付けが容易に行えるため、任意の立体対角線に沿った貫通孔の形成及び導電
体の埋め込みが容易にできる効果がある。
【実施例６】
【０１０３】
（他の配線を損傷せずに、前記立体対角線に沿った配線を形成するのに適したFIB装置）
　上層配線と下層配線とを、立体対角線にそった、接続配線により接続するため、実施例
５におけるFIB装置を利用することができるが、単に、上層配線の所定の箇所と、下層配
線の所定の箇所のみを考えて、立体対角線にそった接続配線を設定するのでは、接続対象
となった配線以外の配線を加工中に損傷する場合があり、他の配線の損傷を抑止するFIB
装置が必要とされる。
【０１０４】
　そこで、まず、他の配線の損傷の可能性について説明し、それに対する対策として、本
実施例を説明する。
【０１０５】
　図12に示すような、下層配線107a～107cと、中間層配線106a～106bと、上層配線105a～
105bと、層間絶縁層104a～104cとからなる多層配線において、下層配線107aの接続目的点
と、上層配線105bの接続目的点があり、点線108にそって接続配線を形成したい場合、当
該２点間に、他の配線106bが存在する場合がある。この場合、下層配線107aの接続目的点
を基準として、半径ＳのFIBを角度45度から照射すると、他の配線106bを損傷してしまう
。従って、下層配線107aの接続目的点と、上層配線105bの接続目的点とを結ぶ点線108に
そった貫通孔を形成することはできず、接続配線を形成することはできない。　
【０１０６】
　そこで、図13に示すように、図12に示すのと同様な多層配線において、下層配線107aの
接続目的点に対して、FIBを放射する方向又は角度を変更し、上層配線105bが形成されて
いる層間絶縁層104c上に設けられ、かつ、下層配線107aの接続箇所とを結ぶ立体対角線10
8にそってFIBを照射することとすれば、他の配線を避けることができる中継地点109を決
定する。次に、当該中継地点109と、下層配線107aの接続箇所とを接続する貫通孔をFIBの
照射により形成する。その後、上記の中継地点109と、下層配線107aの接続箇所とを結ぶ
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貫通孔中に導電材料を埋め込み、配線を形成する。さらに、中継地点109と上層配線105b
の接続箇所とを結ぶ配線を形成することにより、下層配線107aと、上層配線105bとを接続
する接続配線を形成する。その結果、他の配線106bを損傷せずに、下層配線107aの接続目
的点と、上層配線105bの接続目的点とを接続配線にて接続することができる。
【０１０７】
　実施例６は、上記のように、他の配線を損傷せずに、立体対角線にそった接続配線を形
成するのに適したFIB装置に関するものであり、図14により説明をする。
【０１０８】
　図14は、実施例６に係わる立体配線に沿った接続配線を形成するために用いられるFIB
装置を示しており、コントロール部131と、加工処理部132とから構成されていることは、
実施例５に係わるFIB装置と同様である。また、加工処理部132の構成についても、実施例
６に係わるFIB装置の構成と同様であり、ビーム照射部123と、レンズ部124と、ビームブ
ランク部125と、ディフレクション部126と、MCP部127と、アングル調整部129と、ステー
ジ部130と、ステージ台座部133とから構成されている。
【０１０９】
　しかし、コントローラ部131に関しては、実施例５に記載した構成要素(コントローラ11
5、ビームコントローラ116、レンズコントローラ117、ビームブランクコントローラ118、
ディフレクションコントローラ119、MCPコントローラ120、アングルコントローラ121、ス
テージコントローラ122、CADデータ格納装置110、制御プログラム格納装置111、設定値格
納装置112)に加え、制御プログラムと、CAD(computer aided design)データと、設定値と
から作成する、３次元配線経路情報のデータファイル114とその一時格納装置113を含むこ
とを特徴とする。また、３次元配線経路情報に基づいて、上層配線の所定の位置と、下層
配線の所定の位置とを接続する場合に、接続配線の配線経路を設定するときに、他の配線
を破損する可能についてチェックを行うことを特徴とする。さらに、チェックを行った結
果、破損する可能がある場合には、下層配線の接続目的点を基準とする、FIBの照射角度
又は方向を変位させることを特徴とする。
【０１１０】
　図15は、図14に示すFIB装置が、損傷する可能性がある他の配線の検出、及び、当該他
の配線を避けるため、FIB装置が行う工程のフローチャートを示す。
【０１１１】
 まず、開始140時点では、多層配線構造が形成されている加工対象128がFIB装置にセット
されている。
【０１１２】
　次に、他の配線とFIBの最小間隔を入力141工程では、他の配線が損傷しないと保証でき
る、他の配線とFIBとの最小間隔を入力する。そうすると、FIB装置は、設定値格納装置に
、設定値の一つとして格納する。
【０１１３】
　次に、加工対象の配線情報の取得142工程では、CADライブラリーより、LSIの配線情報
を取得し、さらに、３次元配線情報の取得143工程では、３次元配線経路情報を取得する
。
【０１１４】
　次に、接続目標箇所の認識144工程では、上記のLSI配線情報及び、３次元配線経路情報
をもとに、下層配線の接続目標箇所及び上層配線の接続目標箇所を認識し、上記の２点間
の立体対角線を決定する。
【０１１５】
　次に、他の配線を損傷するかの判断145工程では、上記のLSI配線情報及び、3次元配線
経路情報からの他の配線の位置情報と、上記の立体対角線と、FIBのビーム径情報と、他
の配線とFIBとの最小間隔とから、FIB照射による他の配線が損傷するか否かを判断する。
【０１１６】
　次に、他の配線が損傷すると判断した場合には、接続目標点からの距離Ｒの入力146工
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程へ進み、上層配線の接続目標箇所から、上記中継点までの距離の入力値Ｒを受ける。一
方、他の配線が損傷しないと判断するときは、角度付け149工程へ進み、貫通孔形成を形
成するため、加工対象の角度付けを行う。
【０１１７】
　次に、中継地点候補の表示147工程では、上層配線の接続目標点から、半径Ｒ内であっ
て、かつ、FIBの照射により他の配線が損傷しない中継点の候補を表示する。
【０１１８】
　次に、中継地点の入力148工程では、上記の中継地点の選択の入力を受ける。
【０１１９】
　次に、下層配線への貫通孔形成150工程では、貫通孔形成するため、加工対象の角度付
け工程を行う。ここで、角度付け工程は、図10の角度付け工程と同様に行う。
【０１２０】
　次に、貫通孔内への導電体埋め込み151工程では、下層配線への貫通孔形成工程、貫通
孔内への導電体埋め込み工程を行うが、図10で説明した工程と同様である。
【０１２１】
　次に、配線形成152工程では、上層配線の接続目標箇所と、上記の中継地点を接続する
ための配線を、加工対象が存在するチャンバー内に、金属有機化合物ガスを導入し、レー
ザーCVD法により、形成する。その後、すべての工程を終了153する。
【０１２２】
　実施例６に係るFIB装置によれば、下層配線の接続目標箇所からのFIBの照射方向又は角
度を、他の配線が損傷しない方向又は角度にずらすことにより、他の配線を損傷すること
なく、下層配線の接続目標箇所と、上層配線の接続目標箇所とを接続する接続配線に含ま
れる、立体対角線にそった配線を形成することができる効果がある。
以下、本明細書に記載した発明の特徴を付記する。
(付記１)
複数の配線層を有する多層配線構造において、
第１の配線と、
前記第１の配線が属する配線層とは異なる配線層に属する第２の配線と、
前記第１の配線と前記第２の配線を接続する第３の配線を備え、
前記第３の配線は、異なる配線層に属し、かつ、平面的に異なる位置にある２点を結ぶ立
体対角線に沿った配線を含むことを特徴とする多層配線構造。
(付記２)
付記１に係る多層配線構造を製造する方法であって
前記第１の配線を形成する第１配線形成工程と、
前記第１配線形成工程の後に、前記第３の配線を形成する第３配線形成工程と、
前記第３配線形成工程の後に、前記第２の配線を形成する第２配線形成工程と
を含むことを特徴とする多層配線構造を製造する方法。
(付記３)
付記１に係る多層配線構造を製造する方法であって
前記第１の配線を形成する第１配線形成工程と、
前記第１配線形成工程の後に、前記第２の配線を形成する第２配線形成工程と、
前記第２配線形成工程の後に、前記第３の配線を形成する第３配線形成工程と
を含むことを特徴とする多層配線構造を製造する方法。
(付記４)　
付記２、又は、付記３に係る多層配線構造の製造する方法に含まれる、
前記第３配線形成工程が、
前記立体対角線に沿った貫通孔を形成する工程と、
前記貫通孔に導電材料を充填する工程と
を含むことを特徴とする多層配線構造を製造する方法。
(付記５)
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付記２、又は、付記３に記載した多層配線構造を製造する方法において、
前記第１配線形成工程又は前記第２配線形成工程は、
絶縁層を形成する工程と、
絶縁層に溝を形成する工程と、
金属材料層を形成し、前記絶縁層中の前記溝に金属材料を埋め込む工程と、
前記溝以外の絶縁層上の金属材料を化学的研磨法により除去する工程とを有することを特
徴とする多層配線構造を製造する方法。
（付記６）
半導体基板上に形成され、第１の配線と、第２の配線と、前記第１の配線が属する配線層
と前記第２の配線が属する配線層との間の層間絶縁層と、異なる配線層に属し、平面的に
異なる位置にある２つの特定箇所の間を結ぶ立体対角線に沿って形成された配線を含む、
第１の配線と第２の配線を接続する第３の配線から構成されている多層配線構造を製造す
る方法であって、第３の配線を形成する配線形成工程を含み、
前記第３の配線を形成する配線形成工程は、
前記２つの特定箇所を決定し、前記立体対角線を認識する立体対角線認識工程と、
前記立体対角線と、水平面からの角度を認識する角度認識工程と、
前記立体対角線が垂直となるように、前記半導体基板を傾けるアングル調整工程と、
第１のFIBの照射により、前記立体対角線に沿って前記層間絶縁層中に貫通孔を形成する
工程と、
第２のFIBの照射により、前記貫通孔に金属材料を埋め込む工程と
を含むことを特徴とする多層配線構造の製造方法。
（付記７）
付記６に記載する多層配線構造の製造方法に含まれる、
前記配線形成工程は、さらに、
前記立体対角線認識工程を行った結果、前記立体対角線に沿ってFIBの照射を行ったとし
たならば、前記第１の配線及び前記第２の配線以外の配線を損傷することになるかを判断
する損傷可能性判断工程と、
前記第１の配線及び前記第２の配線以外の配線を損傷すると判断する場合には、前記特定
箇所の内の一方の点を中継地点に置換えたとしたならば、前記第１の配線及び前記第２の
配線以外の配線を損傷する可能性のない前記中継地点を決定する中継地点決定工程と、
前記特定箇所のうちの一方を前記中継地点に置き換えて、前記立体対角線を認識する再認
識工程と
を含むことを特徴とする多層配線構造の製造方法。
（付記８）
付記６に記載する多層配線構造の製造方法に含まれる、
前記配線形成工程中の前記中継地点決定工程で、前記中継地点を決定するにあたっては、
前記特定箇所の内、置換えを行うべき前記特定箇所との特定距離を指定し、
前記特定箇所を中心とし、前記特定距離を半径とする円領域内において、前記中継地点を
決定することを特徴とする多層配線構造の製造方法。
（付記９）
半導体基板上に形成された異なる配線層に属し、平面的に異なる位置にある２つの特定箇
所の間を結ぶ立体対角線に沿った配線を形成するFIB装置であって、
コントロール部と、
加工処理部を備え、
加工処理部は、ビーム照射機構と、半導体基板のアングル調整を行うアングル調整機構と
を含み、
コントロール部からの指令により、
前記加工処理部の前記アングル調整機構が、前記立体対角線が垂直となるように、前記半
導体基板を傾け、
前記加工処理部の前記ビーム照射機構からの第１のFIB照射により、前記半導体基板上の
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立体対角線に沿って、貫通孔を形成し、
第２のFIB照射により、前記貫通孔内に金属材料を埋め込むことにより、
前記立体対角線にそった配線を形成することを特徴とするFIB装置。
（付記10）
付記９に記載したFIB装置であって、
前記加工処理部の前記アングル調整機構が
半導体基板を固定する板状台と、
前記板状台の背面に、密着して配設され、板状台を回転させるための軸となる回転軸と、
前記板状台及び前記回転軸を支えるアングル調整台と、
前記アングル調整台の下部に配設された、前記アングル調整台を支える台座とを備え、
前記アングル調整台が、前記台座上で移動可能であることを特徴とするFIB装置。
（付記11）
付記９に記載したFIB装置であって、
前記コントロール部が、
コントローラと、
CADデータを格納するCADデータ格納部と、
設定値を格納する設定値格納部と、
前記コントローラの指令により、前記CADデータと、前記設定値とから前記3次元配線情報
を作成する3次元配線情報作成部と、
前記半導体装置上に形成される配線の3次元空間における位置及び立体的な形状に関する
データから構成されている、前記3次元配線経路情報を格納する3次元配線経路情報格納部
とを備え、
前記コントロール部は、前記3次元配線情報に基づき、
前記立体対角線に沿ってFIBの照射を行ったとしたならば、前記半導体基板上の配線を損
傷することになるかを判断する損傷可能性を判断し、
前記半導体基板上の配線を損傷すると判断する場合には、前記特定箇所の内の一方の点を
中継地点に置換えたとしたならば、前記半導体基板上の配線を損傷する可能性のない前記
中継地点を決定し、
3次元配線情報作成部は、前記特定箇所のうちの一方を中継地点に置き換えて、形成され
る前記立体対角線の3次元空間における位置及び立体的な形状に関するデータを再作成し
、
前記コントロール部は、前記立体対角線の3次元空間における位置及び立体的な形状に関
するデータに基づき、加工処理部に対して、加工対象のアングル調整を行うために、指令
を出すことを特徴とするFIB装置。
（付記12）
付記11に記載したFIB装置であって、
前記中継点を決定するにあたっては、
前記特定箇所の内、置換えを行うべき前記特定箇所との特定距離を指定し、
前記特定箇所を中心とし、前記特定距離を半径とする円領域内において、前記中継地点を
決定することを特徴とするFIB装置。
（付記13）
付記９、付記10、又は、付記11に記載したFIB装置であって、
前記加工処理部の前記アングル調整機構により、半導体基板のアングル調整が行われる際
に、半導体基板の加工位置にあわせて、ビーム照射機構が、ビームの照射位置及び焦点を
調整することを特徴とするFIB装置。
（付記14)
第１の配線と、
第２の配線と、
前記第１の配線が属する配線層と前記第２の配線が属する配線層との間の層間絶縁層と、
異なる配線層に属し、平面的に異なる位置にある２つの特定箇所の間を結ぶ立体対角線に



(18) JP 4405865 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

沿って形成された配線を含む、第１の配線と第２の配線を接続する第３の配線と
から構成されている多層配線構造を有する半導体装置。
（付記15）
付記14に記載した半導体装置であって、
２つの前記特定箇所の内、一方の前記特定箇所は前記第１の配線上にあり、
他方の前記特定箇所は、前記第２の配線上に存在することを特徴とした半導体装置。
（付記16）
付記14に記載した半導体装置であって、
２つの前記特定箇所の内、一方の前記特定箇所は前記第１の配線上にあり、
他方の前記特定箇所は、前記第２の配線と前記第３の配線の接続点を中心として指定され
た距離内であって、前記層間絶縁層上に存在することを特徴とした半導体装置。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明に係る、半導体装置の多層配線のうち異なる配線層に属する所定の２点間を、立
体対角線にそった配線を含むことにより、短縮した距離で接続する接続配線を有する、多
層配線構造が提供され、当該接続配線の長さが短くなるため、当該接続配線の配線抵抗、
及び、配線容量の低減が図れる。また、本発明に係る、該多層配線構造中の該接続配線の
形成方法が提供され、上記接続配線を容易に形成することができる。さらに、本発明に係
る、FIB装置が提供され、上記接続配線を容易に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】従来の多層配線構造
【図２】実施例１に係る多層配線構造の平面図
【図３】実施例１に係る多層配線構造の断面図
【図４】実施例１に係る多層配線構造の変形例の平面図
【図５】実施例１に係る多層配線構造の変形例の断面図
【図６】実施例２に係る多層配線構造の断面図
【図７】実施例３に係る多層配線構造の断面図
【図８】実施例４に係る多層配線構造の断面図
【図９】実施例５に係るFIB装置の構成図
【図１０】実施例５に係る接続配線の形成方法に関するフローチャート
【図１１】実施例５に係る接続配線の形成方法の主要部の図示
【図１２】実施例６に係る不具合例の図示
【図１３】実施例６に係る接続配線の形成例
【図１４】実施例６に係るFIB装置の構成図
【図１５】実施例６に係る接続配線の形成方法に関するフローチャート
【図１６】従来例に係る多層配線の平面図
【符号の説明】
【０１２５】
  １、11　上層配線
  ２、12　下層配線
  ３、13　接続配線
  ４、５、14、15  層間絶縁層　　
  ６、16  絶縁層
  20  下層配線
  21  酸化シリコン(SiO2)絶縁層
  22  第１の窒化シリコン(SiN)層
  23  第１の酸化シリコン(SiO2)層
  24  貫通孔
  25  接続配線
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  26  第２の窒化シリコン(SiN)層
  27  第２の酸化シリコン(SiO2)層
  29  上層配線
  35  下層配線
  36  酸化シリコン(SiO2)絶縁層
  37  第１の酸化シリコン(SiO2)層
  38  第１の窒化シリコン(SiN)層
  39、40  フォトレジスト39
  41  接続配線
  42  第２の窒化シリコン(SiN)層
  43  第２の酸化シリコン(SiO2)層
  44  上層配線
  50  下層配線
  51  第１の絶縁層
  52  第２の絶縁層
  53  上層配線
  54  第３の絶縁層
  55  貫通孔
  56  接続配線
  57  垂直配線
  58  水平配線
  60  CADデータ格納装置
  61  制御プログラム格納装置
  63  設定値格納装置
  64  コントローラ
  65  ビームコントローラ
  66  レンズコントローラ
  67  ビームブランクコントローラ
  68  ディフレクションコントローラ
  69  MCPコントローラ
  70  アングルコントローラ
  71  ステージコントローラ
  72  ビーム照射部
  73  レンズ部
  74  ビームブランク部
  75  ディフレクション部
  76  MCP部
  77  加工対象
  78  アングル調整部
  79  ステージ部
  80  コントロール部
  81  加工処理部 
  82  ステージ台座部
  85  開始
  86  加工情報・膜厚情報
  87  最適加工角度の算出
  88  角度付け
  89  下層配線への貫通孔形成
  90  貫通孔内への導電体埋め込み
  91  配線形成
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  92  終了
  95  加工対象
  96  回転軸
  97  上層配線
  98  第２の配線層間絶縁層
  99  第１の配線層間絶縁層
  100  絶縁層
  101  中間層配線
  102  下層配線
  103  接続配線
  104a 、104b、104c  層間絶縁膜 
  105a、105b  上層配線
  106a、106b  中間層配線
  107a、107b、107c  下層配線
  108  点線
  109  中継地点
  110  CADデータ格納装置
  111  制御プログラム格納装置
  112  設定値格納装置
  113  一時格納装置
  114  ３次元配線経路情報のデータファイル
  115  コントローラ
  116  ビームコントローラ
  117  レンズコントローラ
  118  ビームブランクコントローラ
  119  ディフレクションコントローラ
  120  MCPコントローラ
  121  アングルコントローラ
  122  ステージコントローラ
  123  ビーム照射部
  124  レンズ部
  125  ビームブランク部
  126  ディフレクション部
  127  MCP部
  128  加工対象
  129  アングル調整部
  130  ステージ部
  131  コントローラ部
  132  加工処理部
  133  ステージ台座部
  140  開始
  141  他の配線とFIBの最小間隔の入力
  142  加工対象の配線情報の取得
  143  ３次元経路情報の取得
  144  接続目標箇所の認識
  145  他の配線を損傷するかの判断
  146  接続目標点からの距離Rの入力
  147  中継地点候補の表示
  148  中継地点の入力
  149  角度付け
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  150  下層配線への貫通孔形成
  151  貫通孔内への導電体埋め込み
  152  配線形成
  153  終了
  155  第３層の配線格子
  156  第４層の配線格子
  157  第２層の配線格子
  158  第１層の配線格子
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