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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上の回路領域を囲う周縁領域内に前記回路領域を囲うように形成された第１
の耐湿リングと、前記周縁領域内に前記第１の耐湿リングを囲うように形成された第２の
耐湿リングとを有し、
　前記第１の耐湿リングは、前記半導体基板上に形成された第１の絶縁層に埋め込まれた
第１のパターンと、前記第１の絶縁層上に形成された第２の絶縁層に埋め込まれ、前記第
１のパターンに接続され、前記第１のパターンより幅の狭い第２のパターンと、前記第２
の絶縁層に埋め込まれることなく前記第２の絶縁層上に形成され、前記第２のパターンに
接続され、長手方向に沿った両側部のうちの一方が前記第１のパターンと平面的に重なり
合い、他方が前記第１のパターンと平面的に重なり合っていない第３のパターンとを有し
ており、
　前記第２の耐湿リングは、前記第１の絶縁層に埋め込まれた第４のパターンと、前記第
２の絶縁層に埋め込まれ、前記第４のパターンに接続され、前記第４のパターンより幅の
狭い第５のパターンと、前記第２の絶縁層に埋め込まれることなく前記第２の絶縁層上に
形成され、前記第５のパターンに接続され、長手方向に沿った両側部のうちの一方が前記
第１のパターンと平面的に重なり合い、他方が前記第４のパターンと平面的に重なり合っ
ておらず、前記第３のパターンと分離された第６のパターンとを有している
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
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　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第１のパターン及び前記第４のパターンは、銅を含み、
　前記第２の絶縁層は、前記第１のパターン及び前記第４のパターンに接するＳｉＣ膜を
含む
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の半導体装置において、
　前記第１のパターンのうちの上部の幅は、前記第１のパターンのうちの下部の幅より広
く、
　前記第４のパターンのうちの上部の幅は、前記第４のパターンのうちの下部の幅より広
い
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　半導体基板上に第１の絶縁層を形成する工程と、
　前記半導体基板上の回路領域を囲う周縁領域内における前記第１の絶縁層に、前記回路
領域を囲う第１の溝と、前記第１の溝を囲う第４の溝とを形成する工程と、
　前記第１の溝内に第１の耐湿リングの一部となる第１のパターンを埋め込むとともに、
前記第４の溝内に第２の耐湿リングの一部となる第４のパターンを埋め込む工程と、
　前記第１の絶縁層上、前記第１のパターン上及び前記第４のパターン上に、第２の絶縁
層を形成する工程と、
　前記第１のパターンに達し、前記第１のパターンより幅の狭い第２の溝と、前記第４の
パターンに達し、前記第４のパターンより幅の狭い第５の溝とを、前記第２の絶縁層に形
成する工程と、
　前記第４の溝内に前記第１の耐湿リングの一部となる第２のパターンを埋め込むととも
に、前記第５の溝内に前記第２の耐湿リングの一部となる第５のパターンを埋め込む工程
と、
　前記第２の絶縁層に埋め込まれることなく前記第２の絶縁層上に、前記第２のパターン
に接続され、長手方向に沿った両側部のうちの一方が前記第１のパターンと平面的に重な
り合い、他方が前記第１のパターンと平面的に重なり合っておらず、前記第１の耐湿リン
グの一部となる第３のパターンを形成するとともに、前記第５のパターンに接続され、長
手方向に沿った両側部のうちの一方が前記第４のパターンと平面的に重なり合い、他方が
前記第４のパターンと平面的に重なり合っておらず、前記第２の耐湿リングの一部となる
、前記第３のパターンと分離された第６のパターンを形成する工程と
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の溝及び前記第４の溝を形成する工程では、上部の幅が下部の幅より広い前記
第１の溝と、上部の幅が下部の幅より広い前記第４の溝とを形成し、
　前記第１のパターン及び前記第４のパターンを前記第１の絶縁層に埋め込む工程では、
上部の幅が下部の幅より広い前記第１のパターンと、上部の幅が下部の幅より広い前記第
４のパターンとを、前記第１の絶縁層に埋め込む
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の絶縁層を形成する工程の後、前記第２の溝及び前記第５の溝を形成する工程
の前に、前記第２の絶縁層の表面を研磨により平坦化する工程を更に有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項４乃至６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２のパターン及び前記第５のパターンを形成する工程は、前記第２の溝内、前記
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第５の溝内及び前記第２の絶縁層上にタングステンを含む第２の導電膜を形成する工程と
、前記第２の絶縁層の表面が露出するまで前記第２の導電膜を研磨することにより、前記
第２の溝内に前記第２の導電膜により形成された前記第２のパターンを埋め込むとともに
、前記第５の溝内に前記第２の導電膜により形成された前記第５のパターンを埋め込む工
程とを有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項４乃至７のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第３のパターン及び前記第６のパターンを形成する工程は、前記第２のパターン上
、前記第５のパターン上及び前記第２の絶縁層上に、第３の導電膜を形成する工程と、前
記第３の導電膜をエッチングすることにより、前記第３の導電膜により形成された第３の
パターンと、前記第３の導電膜により形成された第６のパターンとを形成する工程とを有
する
　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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子や多層配線構造等が形成される回路領域の周縁の周縁領域には、外部からの
水分の浸入を防止するための耐湿リングが形成される。
【０００３】
　製造工程の簡略化を図るべく、耐湿リングを形成する各々のパターンは、回路領域に形
成される多層配線等と同一導電膜を用いて形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－６０６０６号公報
【特許文献２】特開２００６－１４７６２６号公報
【特許文献３】特開２００７－１３４７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、耐湿リングの一部を形成するパターンが剥離してしまう場合があった。
耐湿リングの一部を形成するパターンが剥離してしまうと、回路領域への水分の浸入を必
ずしも十分に防止し得ない虞がある。
【０００６】
　本発明の目的は、耐湿リングの一部のパターンが剥離するのを防止しうる半導体装置及
びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の一観点によれば、半導体基板上の回路領域を囲う周縁領域内に前記回路領域
を囲うように形成された第１の耐湿リングと、前記周縁領域内に前記第１の耐湿リングを
囲うように形成された第２の耐湿リングとを有し、前記第１の耐湿リングは、前記半導体
基板上に形成された第１の絶縁層に埋め込まれた第１のパターンと、前記第１の絶縁層上
に形成された第２の絶縁層に埋め込まれ、前記第１のパターンに接続され、前記第１のパ
ターンより幅の狭い第２のパターンと、前記第２の絶縁層上に形成され、前記第２のパタ
ーンに接続され、長手方向に沿った両側部のうちの少なくとも一方が前記第１のパターン
と平面的に重なり合っていない第３のパターンとを有しており、前記第２の耐湿リングは



(4) JP 5439901 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

、前記第１の絶縁層に埋め込まれた第４のパターンと、前記第２の絶縁層に埋め込まれ、
前記第４のパターンに接続され、前記第４のパターンより幅の狭い第５のパターンと、前
記第２の絶縁層上に形成され、前記第５のパターンに接続され、長手方向に沿った両側部
のうちの少なくとも一方が前記第４のパターンと平面的に重なり合っておらず、前記第３
のパターンと分離された第６のパターンとを有していることを特徴とする半導体装置が提
供される。
【０００８】
　実施形態の他の観点によれば、半導体基板上に第１の絶縁層を形成する工程と、前記半
導体基板上の回路領域を囲う周縁領域内における前記第１の絶縁層に、前記回路領域を囲
う第１の溝と、前記第１の溝を囲う第２の溝とを形成する工程と、前記第１の溝内に第１
の耐湿リングの一部となる第１のパターンを埋め込むとともに、前記第２の溝内に第２の
耐湿リングの一部となる第２のパターンを埋め込む工程と、前記第１の絶縁層上、前記第
１のパターン上及び前記第２のパターン上に、第２の絶縁層を形成する工程と、前記第１
のパターンに達し、前記第１のパターンより幅の狭い第３の溝と、前記第２のパターンに
達し、前記第２のパターンより幅の狭い第４の溝とを、前記第２の絶縁層に形成する工程
と、前記第２の溝内に前記第１の耐湿リングの一部となる第３のパターンを埋め込むとと
もに、前記第４の溝内に前記第２の耐湿リングの一部となる第４のパターンを埋め込む工
程と、前記第２の絶縁層上に、前記第３のパターンに接続され、長手方向に沿った両側部
のうちの少なくとも一方が前記第１のパターンと平面的に重なり合っておらず、前記第１
の耐湿リングの一部となる第５のパターンを形成するとともに、前記第４のパターンに接
続され、長手方向に沿った両側部のうちの少なくとも一方が前記第２のパターンと平面的
に重なり合っておらず、前記第２の耐湿リングの一部となる、前記第５のパターンと分離
された第６のパターンを形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法
が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　開示の半導体装置及びその製造方法によれば、第３のパターンの長手方向に沿った両側
部のうちの少なくとも一方が第１のパターンと平面的に重なり合っていない。また、第６
のパターンの長手方向に沿った両側部のうちの少なくとも一方が第４のパターンと平面的
に重なり合っていない。このため、研磨やエッチング等により第２の絶縁層が過度に除去
された場合であっても、第３のパターンの直下の部分の第２の絶縁層の少なくとも一部が
第１の絶縁層に接している状態が維持される。また、第６のパターンの直下の部分の第２
の絶縁層の少なくとも一部が第１の絶縁層に接している状態が維持される。このため、第
３のパターンや第６のパターンの周囲に露出している第２の絶縁層が研磨やエッチング等
により過度に除去されたとしても、第３のパターンや第６のパターン等が剥離してしまう
のを防止することができる。しかも、耐湿リングが複数設けられているため、回路領域へ
の水分の浸入を確実に防止することができる。しかも、第３のパターンと第６のパターン
とが分離されているため、第３のパターン及び第６のパターンのうちのいずれかにクラッ
クが生じた場合であっても、回路領域への水分の浸入を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態による半導体装置を示す断面図である。
【図２】ダイシング前における半導体ウェハの一部を示す平面図である。
【図３】ダイシングにより個片化した後の半導体装置を示す平面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ′線に対応する平面図である。
【図５】図３において丸印Ｃで囲んだ部分を拡大して示した平面図である。
【図６】ダイシングを行う前の半導体ウェハを示す平面図である。
【図７】リングパターンの周囲に露出している層間絶縁膜が過度に除去された場合を示す
断面図である。
【図８】第１実施形態による半導体装置に半田バンプ又はボンディングワイヤを接続した
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状態を示す断面図である。
【図９】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１）である。
【図１０】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２）である
。
【図１１】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３）である
。
【図１２】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その４）である
。
【図１３】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その５）である
。
【図１４】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その６）である
。
【図１５】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その７）である
。
【図１６】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その８）である
。
【図１７】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その９）である
。
【図１８】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１０）であ
る。
【図１９】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１１）であ
る。
【図２０】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１２）であ
る。
【図２１】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１３）であ
る。
【図２２】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１４）であ
る。
【図２３】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１５）であ
る。
【図２４】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１６）であ
る。
【図２５】第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１７）であ
る。
【図２６】層間絶縁膜の上層部が比較的大きく研磨除去された状態を示す断面図（その１
）である。
【図２７】層間絶縁膜の上層部が比較的大きく研磨除去された状態を示す断面図（その２
）である。
【図２８】層間絶縁膜の上層部が研磨のみならずエッチングによっても比較的大きく除去
された状態を示す断面図である。
【図２９】第２実施形態による半導体装置を示す断面図である。
【図３０】第２実施形態による半導体装置の一部を示す平面図である。
【図３１】層間絶縁膜の上層部が研磨のみならずエッチングによっても比較的大きく除去
された状態を示す断面図である。
【図３２】第３実施形態による半導体装置を示す平面図である。
【図３３】図３２において丸印Ｄで囲んだ部分を拡大して示した平面図である。
【図３４】第３実施形態の変形例による半導体装置を示す平面図である。
【図３５】リングパターンの周囲に露出する層間絶縁膜の表面が除去された状態を示す断
面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　図３５は、耐湿リングの一部であるリングパターンの周囲に露出する層間絶縁膜の表面
が除去された状態を示す断面図である。なお、図３５では、半導体基板上に複数層に亘っ
て積層されたリングパターンのうちの上層の部分のみを示している。
【００１２】
　図３５（ａ）に示すように、例えば絶縁膜３３８と絶縁膜３４０とを積層することによ
り形成された層間絶縁膜３４２には、リングパターン３５０が形成されている。リングパ
ターン３５０の材料としては、例えばＣｕ（銅）が用いられている。リングパターン３５
０は図３５における紙面垂直方向に延在している。リングパターン３５０のうちの上部の
幅は比較的広く設定されており、リングパターン３５０のうちの下部の幅は比較的狭く設
定されている。リングパターン３５０が埋め込まれた層間絶縁膜３４２上には、絶縁膜３
５２と絶縁膜３５４とを積層することにより形成された層間絶縁膜３５６が形成されてい
る。層間絶縁膜３５６には、リングパターン３５０に接続されたリングパターン３６０が
埋め込まれている。リングパターン３６０の材料としては、例えばＷ（タングステン）が
用いられている。リングパターン３６０も、リングパターン３５０と同様に図３５におけ
る紙面垂直方向に延在している。リングパターン３６０が埋め込まれた層間絶縁膜３５６
上には、リングパターン３６２が形成されている。リングパターン３６２の材料としては
、例えばＡｌ（アルミニウム）等が用いられている。リングパターン３６２も、リングパ
ターン３６０と同様に、図３５における紙面垂直方向に延在している。
【００１３】
　リングパターン３６２を形成する際には、例えばアルミニウム膜等を全面に形成し、ア
ルミニウム膜上にフォトレジスト膜を形成し、フォトレジスト膜をマスクとしてアルミニ
ウム膜をエッチングすることにより、リングパターン３６２が形成される。この際、層間
絶縁膜３５６がオーバーエッチングされる場合があるため、図３５（ａ）に示すように、
リングパターン３６２から露出している部分の層間絶縁膜３５６の厚さが薄くなる場合が
ある。
【００１４】
　図３５（ｂ）は、リングパターン３６２から露出している部分の層間絶縁膜３５６が過
度に薄くなった場合を示す断面図である。半導体ウェハの周縁部においては、ＣＭＰ（Ch
emical Mechanical Polishing、化学的機械的研磨）による研磨を行う際に層間絶縁膜３
５６の表面が比較的大きく削られる傾向があるため、図３５に示すように層間絶縁膜が薄
くなってしまう場合がある。そして、絶縁膜３５２とリングパターン３５０との密着性が
必ずしも良好ではない場合には、絶縁膜３５２とリングパターン３５０との界面において
剥離が生じ、リングパターン３６０、３６２が層間絶縁膜３４２上から剥離してしまうこ
ととなる。
【００１５】
　［第１実施形態］
　第１実施形態による半導体装置及びその製造方法を図１乃至図２８を用いて説明する。
【００１６】
　（半導体装置）
　まず、本実施形態による半導体装置を図１乃至図８を用いて説明する。図１は、本実施
形態による半導体装置を示す断面図である。
【００１７】
　図１における紙面左側の領域は回路領域（回路形成領域、集積回路領域）２を示してい
る。回路領域２を囲う領域、即ち、図１における回路領域２の右側に示された領域は、周
縁領域（シーリング領域）４を示している。周縁領域４を囲う領域、即ち、図１における
周縁領域４の右側に示された領域は、スクライブライン領域（スクライブ領域、ダイシン
グ領域）６を示している。
【００１８】
　図２は、ダイシング前における半導体ウェハの一部を示す平面図である。実際には、半
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導体ウェハ（半導体基板）上には多数の半導体装置が形成されるが、図２においては４つ
の半導体装置を示している。図２における破線は、スクライブライン領域６の中心線を示
している。図１は、図２におけるＡ－Ａ′断面に対応している。図２に示すように、周縁
領域４は、回路領域２を囲う領域である。
【００１９】
　図３は、ダイシングにより個片化した後の半導体装置を示す平面図である。図３に示す
ように、周縁領域４には、耐湿リング（ガードリング、シールリング、耐湿壁）８ａ～８
ｃが連続的に形成されている。耐湿リング８ａは、周縁領域４のうちの最も内側に形成さ
れており、回路領域２を囲うように連続的に形成されている。耐湿リング８ｂは、耐湿リ
ング８ａを囲うように連続的に形成されている。耐湿リング８ｃは、耐湿リング８ｂを囲
うように連続的に形成されている。本実施形態において、耐湿リング８ａ～８ｃを複数形
成しているのは、スクライブライン領域６側から回路領域２側に水分が達するのを、確実
に防止するためである。
【００２０】
　図４は、図２のＢ－Ｂ′線に対応する平面図である。図４における破線は、スクライブ
ライン領域６の中心線を示している。図４における一点鎖線は、周縁領域（シーリング領
域）４と回路領域２との境界を示している。
【００２１】
　図５は、図３において丸印Ｃで囲んだ部分を拡大して示した平面図である。
【００２２】
　図１に示すように、半導体基板１０には、素子領域を確定する素子分離領域１２が形成
されている。半導体基板１０としては、例えばシリコン基板が用いられている。素子分離
領域１２は、例えば二酸化シリコンにより形成されている。
【００２３】
　素子領域における半導体基板１０上には、ゲート絶縁膜１４を介してゲート電極１６が
形成されている。ゲート電極１６の材料としては、例えばポリシリコン等が用いられてい
る。ゲート電極１６の側壁部分には、サイドウォール絶縁膜１８が形成されている。サイ
ドウォール絶縁膜１８としては、例えばシリコン酸化膜が用いられている。
【００２４】
　サイドウォール絶縁膜１８が形成されたゲート電極１６の両側の半導体基板１０内には
、ソース／ドレイン拡散層２０が形成されている。こうして、ゲート電極１６とソース／
ドレイン拡散層２０とを有するトランジスタ２２が形成されている。
【００２５】
　トランジスタ２２が形成された半導体基板１０上には、層間絶縁膜２４が形成されてい
る。層間絶縁膜２４は、例えばシリコン窒化膜（図示せず）と、シリコン窒化膜上に形成
されたＰＳＧ（Phospho Silicate Glass）膜（図示せず）とを有する積層膜により形成さ
れている。シリコン窒化膜の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。ＰＳＧ膜の膜厚は、例
えば７２０ｎｍ程度とする。
【００２６】
　周縁領域４内における層間絶縁膜２４には、半導体基板１０に達する溝２６ａ～２６ｃ
が形成されている。溝２６ａ～２６ｃの幅は、例えば０．１０μｍ程度とする。溝２６ａ
～２６ｃは、回路領域２を囲うように形成されている。
【００２７】
　回路領域２における層間絶縁膜２４には、ソース／ドレイン拡散層２０に達するコンタ
クトホール２６ｄが形成されている。コンタクトホール２６ｄの径は、例えば０．１２μ
ｍ程度とする。
【００２８】
　溝２６ａ～２６ｃ内及びコンタクトホール２６ｄ内には、バリアメタル膜（図示せず）
がそれぞれ形成されている。バリアメタル膜は、例えばＴｉ膜（図示せず）とＴｉＮ膜（
図示せず）とを順次積層することにより形成されている。かかるＴｉ膜の膜厚は、例えば
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１０ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば１０ｎｍ程度とする。
【００２９】
　バリアメタル膜が形成された溝２６ａ～２６ｃ内には、耐湿リング８ａ～８ｃの一部と
なるリングパターン（リング状パターン、耐湿リングパターン）２８ａ～２８ｃがそれぞ
れ埋め込まれている。リングパターン２８ａ～２８ｃは、回路領域２を囲うように形成さ
れている。リングパターン２８ａ～２８ｃは、半導体基板１０に接続されている。
【００３０】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール２６ｄ内には、導体プラグ２８ｄ
が埋め込まれている。
【００３１】
　導体プラグ２８ｄとリングパターン２８ａ～２８ｃとは、同一の導電膜により形成され
ている。ここでは、導体プラグ２８ｄ及びリングパターン２８ａ～２８ｃの材料として、
例えばタングステンが用いられている。導体プラグ２８ｄ及びリングパターン２８ａ～２
８ｃの材料としてタングステン膜を用いているのは、タングステン膜は、比較的微細な溝
２６ａ～２６ｃ内やコンタクトホール２６ｄ内に確実に埋め込むことが可能なためである
。
【００３２】
　リングパターン２８ａ～２８ｃ及び導体プラグ２８ｄが埋め込まれた層間絶縁膜２４上
には、絶縁膜（エッチングストッパ膜）３０が形成されている。絶縁膜３０としては、例
えばＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）が用いられている。絶縁膜３０の膜厚は、例えば３０ｎｍ程
度とする。
【００３３】
　絶縁膜３０上には、積層膜３２が形成されている。積層膜３２は、例えばＳｉＯＣ膜（
図示せず）とＴＥＯＳ（TetraEthOxySilane）膜（図示せず）とを順次積層することによ
り形成されている。かかるＳｉＯＣ膜の膜厚は、例えば１３０ｎｍ程度とする。かかるＴ
ＥＯＳ膜の膜厚は、例えば１００ｎｍ程度とする。絶縁膜３０と積層膜３２とにより、層
間絶縁膜３４が形成されている。
【００３４】
　周縁領域４における層間絶縁膜３４には、リングパターン２８ａ～２８ｃの表面を露出
する溝３６ａ～３６ｃが形成されている。溝３６ａ～３６ｃは、回路領域２を囲うように
形成されている。溝３６ａ～３６ｃの幅は、溝２６ａ～２６ｃの幅より広く設定されてい
る。溝３６ａ～３６ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。
【００３５】
　回路領域２内における層間絶縁膜３４には、導体プラグ２８ｄの上面をそれぞれ露出す
る溝３６ｄが形成されている。溝３６ｄの幅は、例えば０．１２μｍ程度とする。
【００３６】
　溝３６ａ～３６ｃ内、及び、溝３６ｄ内には、バリアメタル膜（図示せず）が形成され
ている。バリアメタル膜としては、例えばＴａ（タンタル）膜が用いられている。バリア
メタル膜の膜厚は、例えば１０ｎｍ程度とする。バリアメタル膜は、リングパターン３８
ａ～３８ｃや配線３８ｃの材料として用いられているＣｕが拡散するのを防止するための
ものである。
【００３７】
　バリアメタル膜が形成された溝３６ａ～３６ｃ内には、リングパターン３８ａ～３８ｃ
が埋め込まれている。リングパターン３８ａ～３８ｃは、回路領域２を囲うように形成さ
れている。リングパターン３８ａ～３８ｃは、リングパターン２８ａ～２８ｃにそれぞれ
接続されている。
【００３８】
　バリアメタル膜が形成された溝３６ｄ内には、配線３８ｄが埋め込まれている。配線３
８ｄは、導体プラグ２８ｄに接続されている。
【００３９】
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　配線３８ｄとリングパターン３８ａ～３８ｃとは、同一の導電膜により形成されている
。ここでは、配線３８ｄ及びリングパターン３８ａ～３８ｃの材料として、例えばＣｕ（
銅）が用いられている。配線３８ｄの材料としてＣｕを用いるのは、配線抵抗等の低減を
図り、半導体装置の動作速度を向上させるためである。
【００４０】
　リングパターン３８ａ～３８ｃ及び配線３８ｄが埋め込まれた層間絶縁膜３４上には、
絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、キャップ膜）４０が形成されている。絶縁膜４０としては、例
えばＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）が用いられている。絶縁膜４０の膜厚は、例えば５５ｎｍ程
度とする。本実施形態において、絶縁膜４０の材料としてＳｉＣ膜を用いているのは、Ｓ
ｉＣ膜はＣｕの拡散を防止し得るとともに、ストレスマイグレーション耐性の向上に資す
るためである。
【００４１】
　絶縁膜４０上には、積層膜４２が形成されている。積層膜４２は、例えばＳｉＯＣ膜（
図示せず）とＴＥＯＳ膜（図示せず）とを順次積層することにより形成されている。かか
るＳｉＯＣ膜の膜厚は、例えば４５０ｎｍ程度とする。かかるＴＥＯＳ膜の膜厚は、例え
ば１００ｎｍ程度とする。絶縁膜４０と積層膜４２とにより層間絶縁膜（絶縁層）４４が
形成されている。
【００４２】
　周縁領域４における層間絶縁膜４４には、リングパターン３８ａ～３８ｃの上面をそれ
ぞれ露出する開口部４６ａ～４６ｃと、開口部４６ａ～４６ｃの上部にそれぞれ接続され
た開口部４８ａ～４８ｃとがそれぞれ形成されている。開口部４６ａと開口部４８ａとに
より溝５０ａが形成されている。開口部４６ｂと開口部４８ｂとにより溝５０ｂが形成さ
れている。開口部４６ｃと開口部４８ｃとにより溝５０ｃが形成されている。溝５０ａ～
５０ｃは、回路領域２を囲うように形成されている。開口部４８ａ～４８ｃの幅は、開口
部４６ａ～４６ｃの幅より広く設定されている。開口部４６ａ～４６ｃの幅は、例えば０
．１０μｍ程度とする。開口部４８ａ～４８ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。
【００４３】
　回路領域２における層間絶縁膜４４には、配線３８ｄに達するコンタクトホール４６ｄ
と、コンタクトホール４６ｄの上部に接続された溝４８ｄとが形成されている。コンタク
トホール４６ｄの径は、例えば０．１３μｍ程度とする。溝４８ｄの幅は、例えば０．１
４μｍ程度とする。
【００４４】
　開口部４６ａ～４６ｃの幅は、コンタクトホール４６ｄの径と同様に、比較的小さく設
定されている。回路領域２内においては、微細化、高集積化の観点から、コンタクトホー
ル４６ｄの径を比較的小さく設定することが好ましい。コンタクトホール４６ｄの径を比
較的小さく設定する一方で、開口部４６ａ～４６ｃの幅を比較的大きく設定した場合には
、開口部４６ａ～４６ｃとコンタクトホール４６ｄとを同時に形成する際にエッチングレ
ートが大きく異なってしまい、製造不良を招く虞がある。このため、本実施形態では、開
口部４６ａ～４６ｃの幅を、コンタクトホール４６ｄの径と同様に、比較的小さく設定し
ている。
【００４５】
　また、配線５２ｅを埋め込むための溝４８ｄの幅は比較的大きく設定されている。リン
グパターン５２ａ～５２ｃのうちの上部が埋め込まれる開口部４８ａ～４８ｃの幅も、比
較的大きく設定されている。溝４８ｄの幅も開口部４８ａ～４８ｃの幅も比較的大きいた
め、溝４８ｄ及び開口部４８ａ～４８ｃを形成する際にエッチングレートが著しく異なっ
てしまうことはなく、特段の問題は生じない。
【００４６】
　ところで、リングパターン５２ａ～５２ｃのうちの下部の幅を下層のリングパターン３
８ａ～３８ｃの幅とほぼ同等に設定した場合には、位置ずれ等が生じると、層間絶縁膜３
４までもがエッチングされ、製造不良の要因と成りうる。また、リングパターン５２ａ～
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５２ｃとリングパターン３８ａ～３８ｃとの接触面積が十分に確保されず、耐湿リング８
ａ～８ｃの強度が低下する虞がある。本実施形態では、リングパターン５２ａ～５２ｃの
うちの下部の幅がリングパターン３８ａ～３８ｃの幅に対して十分に狭いため、位置ずれ
が生じた場合であっても層間絶縁膜３４がエッチングされてしまうのを防止でき、製造不
良を回避し得る。
【００４７】
　溝５０ａ～５０ｃ内、コンタクトホール４６ｄ内及び溝４８ｄ内には、バリアメタル膜
（図示せず）が形成されている。バリアメタル膜としては、例えばＴａ膜が用いられてい
る。バリアメタル膜の膜厚は、例えば２５ｎｍ程度とする。
【００４８】
　バリアメタル膜が形成された溝５０ａ～５０ｃ内には、リングパターン５２ａ～５２ｃ
が埋め込まれている。リングパターン５２ａ～５２ｃは、リングパターン３８ａ～３８ｃ
にそれぞれ接続されている。各々のリングパターン５２ａ～５２ｃは、上部の幅が下部の
幅より広く設定されている。
【００４９】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール４６ｄ内及び溝４８ｄ内には、導
体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅが形成されている。導体プラグ５２ｄと配線５２ｅとは一
体に形成されている。
【００５０】
　導体プラグ５２ｄ、配線５２ｅ及びリングパターン５２ａ～５２ｃは、同一導電膜によ
り形成されている。ここでは。導体プラグ５２ｄ、配線５２ｅ及びリングパターン５２ａ
～５２ｃの材料としては、例えばＣｕが用いられている。
【００５１】
　導体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅは、デュアルダマシン法により形成されている。デュ
アルダマシン法は、層間絶縁膜中にコンタクトホールと溝とを一体に形成し、かかるコン
タクトホール内及び溝内に導体プラグと配線とを一体的に埋め込む技術である。本実施形
態では、リングパターン５２ａ～５２ｃも、導体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅと同時に、
デュアルダマシン法により形成されている。
【００５２】
　リングパターン５２ａ～５２ｃ、導体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅが埋め込まれた層間
絶縁膜４４上には、絶縁膜５４と積層膜５６とを有する層間絶縁膜５８が形成されている
。絶縁膜５４は、上述した絶縁膜４０と同様のものである。積層膜５６は、上述した積層
膜４２と同様のものである。
【００５３】
　周縁領域４における層間絶縁膜５８には、リングパターン５２ａ～５２ｃの上面をそれ
ぞれ露出する開口部６０ａ～６０ｃと、開口部６０ａ～６０ｃの上部にそれぞれ接続され
た開口部６２ａ～６２ｃとが形成されている。開口部６０ａと開口部６２ａとにより溝６
４ａが形成されている。開口部６０ｂと開口部６２ｂとにより溝６４ｂが形成されている
。開口部６０ｃと開口部６２ｃとにより溝６４ｃが形成されている。溝６４ａ～６４ｃは
、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様に形成されている。
【００５４】
　回路領域２における層間絶縁膜５８には、配線５２ｅに達するコンタクトホール６０ｄ
と、コンタクトホール６０ｄの上部に接続された溝６２ｄとが形成されている。コンタク
トホール６０ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様に形成されている。溝６２ｄ
は、上述した溝４８ｄと同様に形成されている。
【００５５】
　溝６４ａ～６４ｃ内、コンタクトホール６０ｄ内及び溝６２ｄ内には、溝５０ａ～５０
ｃ内、コンタクトホール４６ｄ内及び溝４８ｄ内と同様に、バリアメタル膜（図示せず）
が形成されている。
【００５６】
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　バリアメタル膜が形成された溝６４ａ～６４ｃ内には、上述したリングパターン５２ａ
～５２ｃと同様のリングパターン６６ａ～６６ｃが埋め込まれている。リングパターン６
６ａ～６６ｃは、リングパターン５２ａ～５２ｃにそれぞれ接続されている。
【００５７】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール６０ｄ内及び溝６２ｄ内には、上
述した導体プラグ５２ｄと同様の導体プラグ６６ｄ、及び、上述した配線５２ｅと同様の
配線６６ｅが埋め込まれている。
【００５８】
　リングパターン６６ａ～６６ｃ、導体プラグ６６ｄ及び配線６６ｅが埋め込まれた層間
絶縁膜５８上には、絶縁膜６８と積層膜７０とを有する層間絶縁膜７２が形成されている
。絶縁膜６８は、上述した絶縁膜４０と同様のものである。積層膜７０は、上述した積層
膜４２と同様のものである。
【００５９】
　周縁領域４における層間絶縁膜７２には、リングパターン６６ａ～６６ｃの上面をそれ
ぞれ露出する開口部７４ａ～７４ｃと、開口部７４ａ～７４ｃの上部に接続された開口部
７６ａ～７６ｃとが形成されている。開口部７４ａと開口部７６ａとにより溝７８ａが形
成されている。開口部７４ｂと開口部７６ｂとにより溝７８ｂが形成されている。開口部
７４ｃと開口部７６ｃとにより溝７８ｃが形成されている。溝７８ａ～７８ｃは、上述し
た溝５０ａ～５０ｃと同様に形成されている。
【００６０】
　回路領域２における層間絶縁膜７２には、配線６６ｅに達するコンタクトホール７４ｄ
と、コンタクトホール７４ｄの上部に接続された溝７６ｄとが形成されている。コンタク
トホール７４ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様に形成されている。溝７６ｄ
は、上述した溝４８ｄと同様に形成されている。
【００６１】
　溝７８ａ～７８ｃ内、コンタクトホール７４ｄ内及び溝７６ｄ内には、上述した溝５０
ａ～５０ｃ内、コンタクトホール４６ｄ内及び溝４８ｄ内と同様に、バリアメタル膜（図
示せず）が形成されている。
【００６２】
　バリアメタル膜が形成された溝７８ａ～７８ｃ内には、上述したリングパターン５２ａ
～５２ｃと同様のリングパターン８０ａ～８０ｃが埋め込まれている。リングパターン８
０ａ～８０ｃは、リングパターン６６ａ～６６ｃにそれぞれ接続されている。
【００６３】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール７４ｄ内及び溝７６ｄ内には、上
述した導体プラグ５２ｄと同様の導体プラグ８０ｄ、及び、上述した配線５２ｅと同様の
配線８０ｅが埋め込まれている。
【００６４】
　リングパターン８０ａ～８０ｃ、導体プラグ８０ｄ及び配線８０ｅが埋め込まれた層間
絶縁膜７２上には、絶縁膜８２と積層膜８４とを有する層間絶縁膜８６が形成されている
。絶縁膜８２は、上述した絶縁膜４０と同様のものである。積層膜８４は、上述した積層
膜４２と同様のものである。
【００６５】
　周縁領域４における層間絶縁膜８６には、リングパターン８０ａ～８０ｃの上面をそれ
ぞれ露出する開口部８８ａ～８８ｃと、開口部８８ａ～８８ｃの上部にそれぞれ接続され
た開口部９０ａ～９０ｃとが形成されている。開口部８８ａと開口部９０ａとにより溝９
２ａが形成されている。開口部８８ｂと開口部９０ｂとにより溝９２ｂが形成されている
。開口部８８ｃと開口部９０ｃとにより溝９２ｃが形成されている。溝９２ａ～９２ｃは
、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様に形成されている。
【００６６】
　回路領域２における層間絶縁膜８６には、配線８０ｅに達するコンタクトホール８８ｄ
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と、コンタクトホール８８ｄの上部に接続された溝９０ｄとが形成されている。コンタク
トホール８８ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様に形成されている。溝９０ｄ
は、上述した溝４８ｄと同様に形成されている。
【００６７】
　溝９２ａ～９２ｃ内、コンタクトホール８８ｄ内及び溝９０ｄ内には、上述した溝５０
ａ～５０ｃ内、コンタクトホール４６ｄ内及び溝４８ｄ内と同様に、バリアメタル膜（図
示せず）が形成されている。
【００６８】
　バリアメタル膜が形成された溝９２ａ～９２ｃ内には、上述したリングパターン５２ａ
～５２ｃと同様のリングパターン９４ａ～９４ｃが埋め込まれている。リングパターン９
４ａ～９４ｃは、リングパターン８０ａ～８０ｃにそれぞれ接続されている。
【００６９】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール８８ｄ内及び溝９０ｄ内には、上
述した導体プラグ５２ｄと同様の導体プラグ９４ｄ、及び、上述した配線５２ｅと同様の
配線９４ｅが埋め込まれている。
【００７０】
　第１層目の金属配線３８ｄ、第２層目の金属配線５２ｅ、第３層目の金属配線６６ｅ、
第４層目の金属配線８０ｅ及び第５層目の金属配線９４ｅは、下層配線と称することがで
きる。かかる下層配線のピッチは、例えば０．２８μｍ程度とすることができる。
【００７１】
　リングパターン９４ａ～９４ｃ、導体プラグ９４ｄ及び配線９４ｅが埋め込まれた層間
絶縁膜８６上には、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、エッチングストッパ膜）９６と積層膜９８
とを有する層間絶縁膜１００が形成されている。絶縁膜９６としては、例えばＳｉＣ膜（
ＳｉＣＯ膜）が用いられている。絶縁膜９６として、ＳｉＣ膜を用いるのは、上述したよ
うに、Ｃｕの拡散を防止し得るとともに、ストレスマイグレーション耐性を向上するため
である。絶縁膜９６の膜厚は、例えば７０ｎｍ程度とする。積層膜９８は、例えばＳｉＯ
Ｃ膜とＴＥＯＳ膜とを順次積層することにより形成されている。かかるＳｉＯＣ膜の膜厚
は、例えば９２０ｎｍ程度とする。かかるＴＥＯＳ膜の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とす
る。
【００７２】
　周縁領域４における層間絶縁膜１００には、リングパターン９４ａ～９４ｃの上面を露
出する開口部１０２ａ～１０２ｃと、開口部１０２ａ～１０２ｃの上部にそれぞれ接続さ
れた開口部１０４ａ～１０４ｃとが形成されている。開口部１０２ａと開口部１０４ａと
により溝１０６ａが形成されている。開口部１０２ｂと開口部１０４ｂとにより溝１０６
ｂが形成されている。開口部１０２ｃと開口部１０４ｃとにより溝１０６ｃが形成されて
いる。開口部１０２ａ～１０２ｃの幅は、例えば０．２８μｍ程度とする。開口部１０４
ａ～１０４ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。
【００７３】
　回路領域２における層間絶縁膜１００には、配線９４ｅに達するコンタクトホール１０
２ｄと、コンタクトホール１０２ｄの上部に接続された溝１０４ｄとが形成されている。
コンタクトホール１０２ｄの径は、例えば０．２８μｍ程度とする。溝１０４ｄの幅は、
例えば０．２８μｍ程度とする。
【００７４】
　溝１０６ａ～１０６ｃ内、コンタクトホール１０２ｄ内及び溝１０４ｄ内には、バリア
メタル膜（図示せず）が形成されている。バリアメタル膜としては、例えばＴａ膜が用い
られている。バリアメタル膜の膜厚は、例えば２０ｎｍ程度とする。
【００７５】
　バリアメタル膜が形成された溝１０６ａ～１０６ｃ内には、リングパターン１０８ａ～
１０８ｃが埋め込まれている。リングパターン１０８ａ～１０８ｃは、リングパターン９
４ａ～９４ｃにそれぞれ接続されている。
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【００７６】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール１０２ｄ内及び溝１０４ｄ内には
、導体プラグ１０８ｄ及び配線１０８ｅが埋め込まれている。導体プラグ１０８ｄ及び配
線１０８ｅは一体に形成されている。
【００７７】
　導体プラグ１０８ｄ、配線１０８ｅ及びリングパターン１０８ａ～１０８ｃは、同一の
導電膜により形成されている。ここでは、導体プラグ１０８ｄ、配線１０８ｅ及びリング
パターン１０８ａ～１０８ｃの材料として、例えばＣｕが用いられている。導体プラグ１
０８ｄ、配線１０８ｅ及びリングパターン１０８ａ～１０８ｃは、デュアルダマシン法に
より形成されている。
【００７８】
　リングパターン１０８ａ～１０８ｃ、導体プラグ１０８ｄ及び配線１０８ｅが埋め込ま
れた層間絶縁膜１００上には、絶縁膜１１０と積層膜１１２とを有する層間絶縁膜１１４
が形成されている。絶縁膜１１０は、上述した絶縁膜９６と同様のものである。積層膜１
１２は、上述した積層膜９８と同様のものである。
【００７９】
　周縁領域４における層間絶縁膜１１４には、リングパターン１０６ａ～１０６ｃの上面
をそれぞれ露出する開口部１１６ａ～１１６ｃと、開口部１１６ａ～１１６ｃの上部にそ
れぞれ接続された開口部１１８ａ～１１８ｃとが形成されている。開口部１１６ａと開口
部１１８ａとにより溝１２０ａが形成されている。開口部１１６ｂと開口部１１８ｂとに
より溝１２０ｂが形成されている。開口部１１６ｃと開口部１１８ｃとにより溝１２０ｃ
が形成されている。溝１２０ａ～１２０ｃは、上述した溝１０６ａ～１０６ｃと同様に形
成されている。
【００８０】
　回路領域２における層間絶縁膜１１４には、配線１０８ｅに達するコンタクトホール１
１６ｄと、コンタクトホール１１６ｄの上部に接続された溝１１８ｄとが形成されている
。コンタクトホール１１６ｄは、上述したコンタクトホール１０２ｄと同様に形成されて
いる。溝１１８ｄは、上述した溝１０４ｄと同様に形成されている。
【００８１】
　溝１２０ａ～１２０ｃ内、コンタクトホール１１６ｄ内及び溝１１８ｄ内には、上述し
た溝１０６ａ～１０６ｃ内、コンタクトホール１０２ｄ内及び溝１０４ｄ内と同様に、バ
リアメタル膜（図示せず）が形成されている。
【００８２】
　バリアメタル膜が形成された溝１１８ａ～１１８ｃ内には、上述したリングパターン１
０８ａ～１０８ｃと同様のリングパターン１２２ａ～１２２ｃが埋め込まれている。リン
グパターン１２２ａ～１２２ｃは、リングパターン１０８ａ～１０８ｃにそれぞれ接続さ
れている。
【００８３】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール１１６ｄ内及び溝１１８ｄ内には
、上述した導体プラグ１０８ｄと同様の導体プラグ１２２ｄ、及び、上述した配線１０８
ｅと同様の配線１２２ｅが埋め込まれている。
【００８４】
　第６層目の金属配線１０８ｅ及び第７層目の金属配線１２２ｅは、中層配線と称するこ
とができる。かかる中層配線のピッチは、例えば０．５６μｍ程度とすることができる。
【００８５】
　リングパターン１２２ａ～１２２ｃ、導体プラグ１２２ｄ及び配線１２２ｅが埋め込ま
れた層間絶縁膜１１４上には、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、エッチングストッパ膜）１２４
と絶縁膜１２６とを有する層間絶縁膜１２８が形成されている。絶縁膜１２４としては、
例えばＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）が用いられている。絶縁膜１２４の膜厚は、例えば７０ｎ
ｍ程度とする。絶縁膜１２６は、例えばシリコン酸化膜により形成されている。絶縁膜１
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２６の膜厚は、例えば１４７０ｎｍ程度とする。
【００８６】
　周縁領域４における層間絶縁膜１２８には、リングパターン１２２ａ～１２２ｃの上面
をそれぞれ露出する開口部１３０ａ～１３０ｃと、開口部１３０ａ～１３０ｃの上部にそ
れぞれ接続された開口部１３２ａ～１３２ｃとが形成されている。開口部１３０ａと開口
部１３２ａとにより溝１３４ａが形成されている。開口部１３０ｂと開口部１３２ｂとに
より溝１３４ｂが形成されている。開口部１３０ｃと開口部１３２ｃとにより溝１３４ｃ
が形成されている。開口部１３０ａ～１３０ｃの幅は、例えば０．４２μｍ程度とする。
開口部１３２ａ～１３２ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。
【００８７】
　回路領域２における層間絶縁膜１２８には、配線１２２ｅに達するコンタクトホール１
３０ｄと、コンタクトホール１３０ｄの上部に接続された溝１３２ｄとが形成されている
。コンタクトホール１３０ｄの径は、例えば０．４２μｍ程度とする。溝１３２ｄの幅は
、例えば０．４２μｍ程度とする。
【００８８】
　溝１３４ａ～１３４ｃ内、コンタクトホール１３０ｄ内及び溝１３２ｄ内には、バリア
メタル膜（図示せず）が形成されている。バリアメタル膜としては、例えばＴａ膜が用い
られている。バリアメタル膜の膜厚は、例えば２０ｎｍ程度とする。
【００８９】
　バリアメタル膜が形成された溝１３４ａ～１３４ｃ内には、リングパターン１３６ａ～
１３６ｃが埋め込まれている。リングパターン１３６ａ～１３６ｃは、リングパターン１
２２ａ～１２２ｃにそれぞれ接続されている。
【００９０】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール１３０ｄ内及び溝１３２ｄ内には
、導体プラグ１３６ｄ及び配線１３６ｅが埋め込まれている。導体プラグ１３６ｄ及び配
線１３６ｅは一体に形成されている。
【００９１】
　導体プラグ１３６ｄ、配線１３６ｅ及びリングパターン１３６ａ～１３６ｃは、同一の
導電膜により形成されている。ここでは、導体プラグ１３６ｄ、配線１３６ｅ及びリング
パターン１３６ａ～１３６ｃの材料としては、例えばＣｕが用いられている。導体プラグ
１３６ｄ、配線１３６ｅ及びリングパターン１３６ａ～１３６ｃは、デュアルダマシン法
により形成されている。
【００９２】
　リングパターン１３６ａ～１３６ｃ、導体プラグ１３６ｄ及び配線１３６ｅが埋め込ま
れた層間絶縁膜１２８上には、絶縁膜１３８と絶縁膜１４０とを有する層間絶縁膜（絶縁
層）１４２が形成されている。絶縁膜１３８は、上述した絶縁膜１２４と同様のものであ
る。絶縁膜１４０は、上述した積層膜１２６と同様のものである。
【００９３】
　周縁領域４における層間絶縁膜１４２には、リングパターン１３６ａ～１３６ｃの上面
をそれぞれ露出する開口部１４４ａ～１４４ｃと、開口部１４４ａ～１４４ｃの上部にそ
れぞれ接続された開口部１４６ａ～１４６ｃとが形成されている。開口部１４４ａ～１４
４ｃの幅は、例えば０．４２μｍ程度とする。開口部１４６ａ～１４６ｃの幅は、例えば
２．０μｍ程度とする。開口部１４４ａと開口部１４６ａとにより溝１４８ａが形成され
ている。開口部１４４ｂと開口部１４６ｂとにより溝１４８ｂが形成されている。開口部
１４４ｃと開口部１４６ｃとにより溝１４８ｃが形成されている。溝１４８ａ～１４８ｃ
は、上述した溝１３４ａ～１３４ｃと同様に形成されている。
【００９４】
　回路領域２における層間絶縁膜１４２には、配線１３６ｅに達するコンタクトホール１
４４ｄと、コンタクトホール１４４ｄの上部に接続された溝１４６ｄとが形成されている
。コンタクトホール１４４ｄは、上述したコンタクトホール１３０ｄと同様に形成されて



(15) JP 5439901 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

いる。溝１４６ｄは、上述した溝１３２ｄと同様に形成されている。
【００９５】
　溝１４８ａ～１４８ｃ内、コンタクトホール１４４ｄ内及び溝１４６ｄ内には、上述し
た溝１３４ａ～１３４ｃ内、コンタクトホール１３０ｄ内及び溝１３２ｄ内と同様に、バ
リアメタル膜（図示せず）が形成されている。
【００９６】
　バリアメタル膜が形成された溝１４８ａ～１４８ｃ内には、上述したリングパターン１
３６ａ～１３６ｃと同様のリングパターン１５０ａ～１５０ｃが埋め込まれている。リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃは、回路領域２を囲うように形成されている。リングパタ
ーン１５０ａ～１５０ｃは、リングパターン１３６ａ～１３６ｃにそれぞれ接続されてい
る。リングパターン１５０ａ～１５０ｃのうちの上部、即ち、リングパターン１５０ａ～
１５０ｃのうちの開口部１４６ａ～１４６ｃに埋め込まれている部分の幅ｗ１（図５参照
）は、例えば２．０μｍ程度とする。
【００９７】
　また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール１４４ｄ内及び溝１４６ｄ内には
、上述した導体プラグ１３０ｄと同様の導体プラグ１５０ｄ、及び、上述した配線１３６
ｅと同様の配線１５０ｅが埋め込まれている。導体プラグ１５０ｄ、配線１５０ｅ及びリ
ングパターン１５０ａ～１５０ｃは、上記と同様に、デュアルダマシン法により形成され
ている。
【００９８】
　第８層目の金属配線１３６ｅ及び第９層目の金属配線１５０ｅは、上層配線と称するこ
とができる。かかる上層配線のピッチは、例えば０．８４μｍ程度とすることができる。
【００９９】
　リングパターン１５０ａ～１５０ｃ、導体プラグ１５０ｄ及び配線１５０ｅが埋め込ま
れた層間絶縁膜１４２上には、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、エッチングストッパ膜）１５２
と絶縁膜１５４とを有する層間絶縁膜（絶縁層）１５６が形成されている。絶縁膜１５２
としては、例えばＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）が用いられている。絶縁膜１５２の膜厚は、例
えば７０ｎｍ程度とする。絶縁膜１５４は、例えばシリコン酸化膜により形成されている
。絶縁膜１５４の膜厚は、例えば１４００ｎｍ程度とする。
【０１００】
　本実施形態において、絶縁膜１５２としてＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）を用いているのは、
十分なストレスマイグレーション耐性を得るためである。絶縁膜１５２の材料としてＳｉ
ＣＮ膜やＳｉＮ膜を用いた場合には、下地の層間絶縁膜１４２に対する密着性は良好とな
るが、十分なストレスマイグレーション耐性が得られない場合があり得る。ＳｉＣ膜は、
下地の層間絶縁膜１４２に対しての密着性についてはＳｉＣＮ膜やＳｉＮ膜よりは劣るも
のの、ストレスマイグレーション耐性の向上には資することができる。従って、本実施形
態においては、絶縁膜１５２として、ＳｉＣ膜が用いられている。
【０１０１】
　周縁領域４における層間絶縁膜１５６には、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの上面
をそれぞれ露出する溝１５８ａ～１５８ｃが形成されている。溝１５８ａ～１５８ｃの幅
は、例えば０．４μｍ程度とする。溝１５８ａ～１５８ｃは、回路領域２を囲うように形
成されている。
【０１０２】
　回路領域２における層間絶縁膜１５６には、配線１５０ｅに達する複数のコンタクトホ
ール１５８ｄが形成されている。コンタクトホール１５８ｄの径は、例えば０．５μｍ程
度とする。
【０１０３】
　溝１５８ａ～１５８ｃ内及びコンタクトホール１５８ｄ内には、バリアメタル膜（図示
せず）が形成されている。バリアメタル膜としては、例えばＴｉＮ膜が用いられている。
かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば５０ｎｍ程度とする。
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【０１０４】
　バリアメタル膜が形成された溝１５８ａ～１５８ｃ内には、リングパターン１６０ａ～
１６０ｃが埋め込まれている。リングパターン１６０ａ～１６０ｃは、回路領域２を囲う
ように形成されている。リングパターン１６０ａ～１６０ｃは、リングパターン１５０ａ
～１５０ｃにそれぞれ接続されている。リングパターン１６０ａ～１６０ｃの幅ｗ２（図
５参照）は、例えば０．４μｍ程度とする。
【０１０５】
　バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール１５８ｄ内には、導体プラグ１６０ｄが
埋め込まれている。導体プラグ１６０ｄは、配線１５０ｅに接続されている。
【０１０６】
　導体プラグ１６０ｄの材料としては、例えばタングステンが用いられている。導体プラ
グ１６０ｄの材料としてタングステンを用いているのは、タングステン膜は、比較的微細
なコンタクトホール内に形成することが可能なためである。また、導体プラグ１６０ｄの
材料としてＣｕを用いた場合には、後工程におけるアルミニウム膜等のエッチングの際に
、Ｃｕが腐食してしまう場合があり、良好なコンタクトが得られなくなる虞がある。この
ような理由により、導体プラグ１６０ｄの材料としては、Ｃｕではなく、タングステンが
用いられている。
【０１０７】
　リングパターン１６０ａ～１０６ｃと導体プラグ１６０ｄとは、同一の導電膜により同
時に形成される。このため、本実施形態では、リングパターン１６０ａ～１０６ｃの材料
としても、例えばタングステンが用いられている。
【０１０８】
　周縁領域４における層間絶縁膜１５６上には、リングパターン１６２ａ～１６２ｃが形
成されている。リングパターン１６２ａ～１６２ｃは、回路領域２を囲うように形成され
ている。リングパターン１６２ａ～１６２ｃは、リングパターン１６０ａ～１６０ｃにそ
れぞれ接続されている。リングパターン１６２ａ～１６２ｃは、バリアメタル膜（図示せ
ず）と、バリアメタル膜上に形成された金属膜（図示せず）とにより形成されている。か
かるバリアメタル膜としては、例えばＴｉ膜とＴｉＮ膜との積層膜が用いられている。か
かるＴｉ膜の膜厚は、例えば６０ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば３０
ｎｍ程度とする。かかる金属膜としては、例えばアルミニウム膜とＴｉＮ膜との積層膜が
用いられている。かかるアルミニウム膜の膜厚は、例えば１０００ｎｍ程度とする。かか
るＴｉＮ膜の膜厚は、例えば５０ｎｍ程度とする。リングパターン１６２ａ～１６２ｃの
幅は、層間絶縁膜１４２に埋め込まれたリングパターン１５０ａ～１５０ｃの幅より広く
設定されている。具体的には、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの幅ｗ３（図５参照）
は、例えば３．０μｍ程度とする。リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿っ
た両側部は、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの長手方向に沿った両側部に対して、そ
れぞれｄ１ずつ外側に突き出すように位置している（図５参照）。距離ｄ１は、例えば０
．５μｍ程度とする。
【０１０９】
　なお、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ上にリングパターン１６２ａ～１６２ｃを形
成するのは、以下のような理由によるものである。即ち、回路領域２には、後述するよう
に、リングパターン１６２ａ～１６２ｃと同一の導電膜により形成された電極パッド１６
２ｄが形成される。電極パッド１６２ｄは、導電膜上にフォトレジスト膜を形成し、フォ
トレジスト膜をマスクとして導電膜をエッチングすることにより形成される。リングパタ
ーン１６０ａ～１６０ｃ上にリングパターン１６２ａ～１６２ｃを形成しない場合には、
導電膜をエッチングして電極パッド１６２ｄを形成する際に、リングパターン１６０ａ～
１６０ｃまでもがエッチングされてしまうこととなる。リングパターン１６０ａ～１６０
ｃまでもがエッチングされてしまうと、十分な耐湿性を確保し得なくなる。このような理
由により、本実施形態では、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ上にリングパターン１６
２ａ～１６２ｃを形成している。
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【０１１０】
　また、リングパターン１６２ａ～１６２ｃを一体に形成せず、リングパターン１６２ａ
～１６２ｃを互いに分離しているのは、以下のような理由によるものである。即ち、リン
グパターン１６２ａ～１６２ｃを一体に形成した場合には、リングパターンの一部にクラ
ックが生じた場合には、クラックに沿って水分が伝達し、耐湿性を確保できなくなる虞が
ある。リングパターン１６２ａ～１６２ｃを互いに分離して形成すれば、リングパターン
１６２ａ～１６２ｃのいずれかにクラックが生じたとしても、クラックが他のリングパタ
ーン１６２ａ～１６２ｃにまで伝搬することはないため、確実に耐湿性を確保し得る。こ
のような理由により、本実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃを互いに分離
している。
【０１１１】
　リングパターン２８ａ、３８ａ、５２ａ、６６ａ、８０ａ、９４ａ、１０８ａ、１２２
ａ、１３６ａ、１５０ａ、１６０ａ、１６２ａにより、耐湿リング８ａが形成されている
。リングパターン２８ｂ、３８ｂ、５２ｂ、６６ｂ、８０ｂ、９４ｂ、１０８ｂ、１２２
ｂ、１３６ｂ、１５０ｂ、１６０ｂ、１６２ｂにより、耐湿リング８ｂが形成されている
。リングパターン２８ｃ、３８ｃ、５２ｃ、６６ｃ、８０ｃ、９４ｃ、１０８ｃ、１２２
ｃ、１３６ｃ、１５０ｃ、１６０ｃ、１６２ｃにより、耐湿リング８ｃが形成されている
。
【０１１２】
　図１に示すように、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部、即
ち、図１における紙面垂直方向に沿ったリングパターン１６２ａ～１６２ｃの両側部は、
リングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っていない。即ち、図５における
紙面上下方向に沿ったリングパターン１６２ａ～１６２ｃの両側部は、リングパターン１
５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っていない。換言すれば、リングパターン１６２ａ
～１６２ｃの長手方向に沿った両側部の直下の領域には、リングパターン１５０ａ～１５
０ｃは位置していない。更に換言すれば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向
に沿った両側部は、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの直上の領域よりも外側に位置し
ている。
【０１１３】
　図６は、ダイシングを行う前の半導体ウェハを示す平面図である。半導体ウェハ１０の
うちの周縁部を除く領域、即ち、半径がＤ１の領域内では、リングパターン１６２ａ～１
６２ｃの周囲に露出している層間絶縁膜１５６が過度に除去されてしまう現象は生じにく
い。直径が３００ｍｍの半導体ウェハ１０の場合、かかる現象が生じにくい領域の半径Ｄ

１は例えば１４５ｍｍ程度である。一方、半導体ウェハ１０のうちの周縁部の領域、即ち
、図６においてハッチングを付した領域においては、リングパターン１６２ａ～１６２ｃ
の周囲に露出している層間絶縁膜１５６が過度に除去されてしまう場合がある。
【０１１４】
　図７は、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの周囲に露出している層間絶縁膜１５６が
過度に除去された場合を示す断面図である。このような現象は、上述したように、半導体
ウェハ１０の周縁部において生じやすい。層間絶縁膜１５６の平坦化のための研磨、リン
グパターン１６０ａ～１６０ｃを埋め込む際の研磨、リングパターン１６２ａ～１６２ｃ
のエッチング等により層間絶縁膜１５４が比較的大きくエッチングされた場合には、図７
のようになる場合があり得る。
【０１１５】
　層間絶縁膜１５６の平坦化のための研磨とは、層間絶縁膜１５６を形成した後に、例え
ばＣＭＰ法により行われる研磨のことである。リングパターン１５０ａ～１５０ｃの上部
の幅が比較的大きい場合には、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの表面のディッシング
が比較的大きいため、層間絶縁膜１５６を形成した後に平坦化のための研磨が行われる。
半導体ウェハ１０の周縁部においては、半導体ウェハ１０の中心部と比較して、層間絶縁
膜１５６の表面が大きく研磨除去されてしまう場合がある。
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【０１１６】
　リングパターン１６０ａ～１６０ｃを埋め込む際の研磨とは、溝１５８ａ～１５８ｃ内
及び層間絶縁膜１５６上に導電膜を形成した後に、例えばＣＭＰ法により行われる研磨の
ことである。これにより、溝１５８ａ～１５８ｃ内に、リングパターン１６０ａ～１６０
ｃが埋め込まれる。半導体ウェハ１０の周縁部においては、半導体ウェハ１０の中心部と
比較して、層間絶縁膜１５６の表面が大きく研磨除去されてしまう場合がある。また、こ
の際に行われるオーバー研磨によっても、層間絶縁膜１５６の表面が研磨除去される。
【０１１７】
　リングパターン１６２ａ～１６２ｃのエッチングとは、導電膜を形成し、かかる導電膜
上にフォトレジスト膜を形成した後に、フォトレジスト膜をマスクとして行われるエッチ
ングのことである。ある程度のオーバーエッチングが行われるため、この際にも層間絶縁
膜１５６が除去されることとなる。
【０１１８】
　本実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部がリン
グパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っていない。即ち、本実施形態では、
リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部が、リングパターン１５０
ａ～１５０ｃの直上領域よりも外側に位置している。このため、本実施形態では、図７の
ように、研磨やエッチング等により層間絶縁膜１５４が過度に除去された場合であっても
、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの直下の部分の層間絶縁膜１５６の少なくとも一部
が層間絶縁膜１４２に接している状態が維持される。層間絶縁膜１５６と層間絶縁膜１４
２との間の密着性は比較的良好であるため、層間絶縁膜１４２に接している層間絶縁膜１
５６が、層間絶縁膜１４２から剥離してしまうことはない。このため、本実施形態によれ
ば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの周囲に露出している層間絶縁膜１５６が研磨や
エッチング等により過度に除去されたとしても、リングパターン１６２ａ～１６２ｃが剥
離してしまうのを防止することができる。
【０１１９】
　回路領域２における層間絶縁膜１５６上には、電極パッド１６２ｄが形成されている。
電極パッド１６２ｄは、導体プラグ１６０ｄに接続されている。電極パッド１６２ｄは、
リングパターン１６２ａ～１６２ｃと同一の導電膜により形成されている。即ち、電極パ
ッド１６２ｄは、バリアメタル膜（図示せず）と、バリアメタル膜上に形成された金属膜
（図示せず）とにより形成されている。上述したように、バリアメタル膜としては、例え
ばＴｉ膜とＴｉＮ膜との積層膜が用いられている。かかるＴｉ膜の膜厚は、例えば６０ｎ
ｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。上述したように、
金属膜としては、例えばアルミニウム膜とＴｉＮ膜との積層膜が用いられている。かかる
アルミニウム膜の膜厚は、例えば１０００ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例
えば５０ｎｍ程度とする。
【０１２０】
　リングパターン１６２ａ～１６２ｃ及び電極パッド１６２ｄが形成された層間絶縁膜１
５６上には、例えばシリコン酸化膜１６４とシリコン窒化膜１６６とを順次積層すること
により形成された保護膜１６８が形成されている。シリコン酸化膜１６４の膜厚は、例え
ば１４００ｎｍ程度とする。シリコン窒化膜１６６の膜厚は。例えば５００ｎｍ程度とす
る。
【０１２１】
　保護膜１６８には、電極パッド１６２ｄの上面を露出する開口部１７０が形成されてい
る。かかる開口部１７０は、電極パッド１６２ｄを外部に接続することを可能にするため
のものである。
【０１２２】
　開口部１７０が形成された保護膜１６８上には、保護膜１７２が形成されている。保護
膜１７２の材料としては、例えば感光性ポリイミド等が用いられている。保護膜１７２の
膜厚は、例えば２．０μｍ程度とする。
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【０１２３】
　保護膜１７２には、電極パッド１６２ｄの上面を露出する開口部１７４が形成されてい
る。かかる開口部１７４は、電極パッド１６２ｄを外部に接続することを可能にするため
のものである。
【０１２４】
　図８は、本実施形態による半導体装置に半田バンプ又はボンディングワイヤを接続した
状態を示す断面図である。
【０１２５】
　図８（ａ）に示すように、電極パッド１６２ｄ上に半田バンプ１７６を形成することも
できる。また、図８（ｂ）に示すように、電極パッド１６２ｄ上にボンディングワイヤ１
７８を接続することもできる。
【０１２６】
　こうして、本実施形態による半導体装置が形成されている。
【０１２７】
　このように、本実施形態によれば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿
った両側部がリングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っていない。即ち、
本実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部が、リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃの直上領域よりも外側に位置している。このため、本実施
形態では、研磨やエッチング等により層間絶縁膜１５４が過度に除去された場合であって
も、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの直下の部分の層間絶縁膜１５６の少なくとも一
部が層間絶縁膜１４２に接している状態が維持される。層間絶縁膜１５６と層間絶縁膜１
４２との間の密着性は比較的良好であるため、層間絶縁膜１４２に接している層間絶縁膜
１５６が、層間絶縁膜１４２から剥離してしまうことはない。このため、本実施形態によ
れば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの周囲に露出している層間絶縁膜１５６が研磨
やエッチング等により過度に除去されたとしても、リングパターン１６２ａ～１６２ｃが
剥離してしまうのを防止することができる。しかも、本実施形態によれば、耐湿リング８
ａ～８ｃが複数設けられているため、回路領域２への水分の浸入を確実に防止し得る。し
かも、リング状パターン１６２ａ～１６２ｃが互いに分離されているため、リング状パタ
ーン１６２ａ～１６２ｃのうちのいずれかにクラックが生じた場合であっても、クラック
が伝搬してしまうことはなく、回路領域２への水分の浸入を確実に防止し得る。
【０１２８】
　（半導体装置の製造方法）
　次に、本実施形態による半導体装置の製造方法を図９乃至図２８を用いて説明する。図
９乃至図２５は、本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０１２９】
　まず、図９（ａ）に示すように、半導体基板１０に、素子領域を確定する素子分離領域
１２を形成する。半導体基板１０としては、例えばシリコン基板を用いる。素子分離領域
１２は、例えばＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）法により形成される。素子分離領域
１２の材料としては、例えば二酸化シリコンが用いられる。
【０１３０】
　次に、素子領域における半導体基板１０上に、ゲート絶縁膜１４を介してゲート電極１
６を形成する。ゲート電極１６は、例えばポリシリコン膜を形成し、かかるポリシリコン
膜をパターニングすることにより形成される。
【０１３１】
　次に、ゲート電極１６の側壁部分に、サイドウォール絶縁膜１８を形成する。サイドウ
ォール絶縁膜１８は、例えばシリコン酸化膜を形成し、かかるシリコン酸化膜を異方性エ
ッチングすることにより形成される。
【０１３２】
　次に、例えばイオン注入法により、サイドウォール絶縁膜１８が形成されたゲート電極
１６の両側の半導体基板１０内に、ソース／ドレイン拡散層２０を形成する。こうして、
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ゲート電極１６とソース／ドレイン拡散層２０とを有するトランジスタ２２が形成される
。
【０１３３】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition、化学気相堆積）法により
、シリコン窒化膜（図示せず）を形成する。シリコン窒化膜の膜厚は、例えば６００ｎｍ
程度とする。
【０１３４】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、ＰＳＧ（Phospho-Silicate-Glass）膜を形成す
る。ＰＳＧ膜の膜厚は、例えば７２０ｎｍ程度とする。かかるシリコン窒化膜とＰＳＧ膜
とにより層間絶縁膜２４が形成される。
【０１３５】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４内における層間絶縁膜２４に半導体
基板１０に達する溝２６ａ～２６ｃを形成するとともに、回路領域２における層間絶縁膜
２４にソース／ドレイン拡散層２０に達するコンタクトホール２６ｄを形成する。溝２６
ａ～２６ｃの幅は、例えば０．１μｍ程度とする。溝２６ａ～２６ｃは、回路領域２を囲
うように形成される。コンタクトホール２６ｄの径は、例えば０．１２μｍ程度とする。
【０１３６】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、Ｔｉ膜（図示せず）とＴｉＮ膜（図示せず）と
を順次積層する。かかるＴｉ膜の膜厚は、例えば１０ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の
膜厚は、例えば１０ｎｍ程度とする。Ｔｉ膜とＴｉＮ膜とによりバリアメタル膜（図示せ
ず）が形成される。バリアメタル膜は、溝２６ａ～２６ｃ内及びコンタクトホール２６ｄ
内にも形成される。
【０１３７】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、タングステン膜を形成する。ここで、タングス
テン膜を用いるのは、微細な溝２６ａ～２６ｃやコンタクトホール２６ｄ内に埋め込むこ
とが可能であるためである。タングステン膜の膜厚は、例えば２００ｎｍ程度とする。
【０１３８】
　次に、例えばＣＭＰ法により、層間絶縁膜２４の表面が露出するまでタングステン膜及
びバリアメタル膜を研磨する。これにより、バリアメタル膜が形成された溝２６ａ～２６
ｃ内に、タングステンのリングパターン２８ａ～２８ｃがそれぞれ埋め込まれる。リング
パターン２８ａ～２８ｃは、それぞれ耐湿リング８ａ～８ｃの一部となるものである。リ
ングパターン２８ａ～２８ｃは、回路領域２を囲うように形成される。リングパターン２
８ａ～２８ｃは、半導体基板１０に接続される。また、バリアメタル膜が形成されたコン
タクトホール２６ｄ内には、タングステンの導体プラグ２８ｄが埋め込まれる。
【０１３９】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、絶縁膜（エッチングストッパ膜）３０
を形成する。絶縁膜３０としては、例えばＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）を形成する。絶縁膜３
０の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。
【０１４０】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＳｉＯＣ膜（図示せず）を形成する。
ＳｉＯＣ膜の膜厚は、例えば１３０ｎｍ程度とする。
【０１４１】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＴＥＯＳ（TetraEthOxySilane）膜（
図示せず）を形成する。ＴＥＯＳ膜の膜厚は、例えば１００ｎｍ程度とする。ＳｉＯＣ膜
とＴＥＯＳ膜とにより、積層膜３２が形成される。絶縁膜３０と積層膜３２とにより、層
間絶縁膜３４が形成される。
【０１４２】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜３４に、リング
パターン２８ａ～２８ｃの表面を露出する溝３６ａ～３６ｃを形成する（図９（ｂ）参照
）。この際、回路領域２内における層間絶縁膜３４に、導体プラグ２８ｄの上面をそれぞ
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れ露出する溝３６ｄをも形成する。溝３６ａ～３６ｃは、回路領域２を囲うように形成さ
れる。溝３６ａ～３６ｃの幅は、溝２６ａ～２６ｃの幅より広く設定される。溝３６ａ～
３６ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。溝３６ｄの幅は、例えば０．１２μｍ程度
とする。
【０１４３】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、バリアメタル膜（図示せず）を形成す
る。バリアメタル膜としては、例えばＴａ膜を形成する。バリアメタル膜の膜厚は、例え
ば１０ｎｍ程度とする。バリアメタル膜は、リングパターン３８ａ～３８ｃや配線３８ｃ
の材料として用いられているＣｕが拡散するのを防止するためのものである。バリアメタ
ル膜は、溝３６ａ～３６ｃ内、及び、溝３６ｄ内にも形成される。
【０１４４】
　次に、全面に、スパッタリング法により、シード層（図示せず）を形成する。シード層
としては、例えばＣｕ層を形成する。シード層の膜厚は、例えば１００ｎｍ程度とする。
シード層は、溝３６ａ～３６ｃ内、及び、溝３６ｄ内にも形成される。
【０１４５】
　次に、全面に、電解メッキ法により、導電膜を形成する。導電膜としては、例えばＣｕ
膜を形成する。導電膜としてＣｕ膜を用いるのは、配線抵抗等の低減を図り、半導体装置
の動作速度を向上に寄与するためである。導電膜の膜厚は、例えば１．０μｍ程度とする
。
【０１４６】
　次に、例えばＣＭＰ法により、層間絶縁膜３４の表面が露出するまで導電膜、シード層
及びバリアメタル膜を研磨する。これにより、バリアメタル膜が形成された溝３６ａ～３
６ｃ内に、リングパターン３８ａ～３８ｃが埋め込まれる（図１０（ａ）参照）。リング
パターン３８ａ～３８ｃは、回路領域２を囲うように形成される。リングパターン３８ａ
～３８ｃは、リングパターン２８ａ～２８ｃにそれぞれ接続される。また、バリアメタル
膜が形成された溝３６ｄ内に、配線３８ｄが埋め込まれる。配線３８ｄは、導体プラグ２
８ｄに接続される。
【０１４７】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、キャップ膜
）４０を形成する。絶縁膜４０としては、例えばＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）を形成する。絶
縁膜４０の膜厚は、例えば５５ｎｍ程度とする。絶縁膜４０の材料としてＳｉＣ膜を用い
ているのは、ＳｉＣ膜は、Ｃｕの拡散を防止し得るとともに、ストレスマイグレーション
耐性の向上に資するためである。
【０１４８】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＳｉＯＣ膜（図示せず）を形成する。
ＳｉＯＣ膜の膜厚は、例えば４５０ｎｍ程度とする。
【０１４９】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＴＥＯＳ膜（図示せず）を形成する。
ＴＥＯＳ膜の膜厚は、例えば１００ｎｍ程度とする。ＳｉＯＣ膜とＴＥＯＳ膜とにより積
層膜４２が形成される。絶縁膜４０と積層膜４２とにより層間絶縁膜４４が形成される。
【０１５０】
　次に、全面に、スピンコート法により、フォトレジスト膜（図示せず）を形成する。
【０１５１】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、開口部４６ａ～４６ｃを形成するための開口部
（図示せず）と、コンタクトホール４６ｄを形成するための開口部（図示せず）とを、フ
ォトレジスト膜に形成する。
【０１５２】
　次に、フォトレジスト膜をマスクとして、積層膜４２をエッチングする。これにより、
開口部４６ａ～４６ｃとコンタクトホール４６ｄとが絶縁膜４０に達するように形成され
る。この後、フォトレジスト膜を剥離する。



(22) JP 5439901 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

【０１５３】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、樹脂層（図示せず）を形成する。樹脂層
は、開口部４６ａ～４６ｃ内及びコンタクトホール４６ｄ内にも埋め込まれる。
【０１５４】
　次に、例えばＯ２ガスを用いて生成したプラズマを用いて、樹脂層を所定の深さまでエ
ッチバックする。これにより、開口部４６ａ～４６ｃ内の少なくとも一部及びコンタクト
ホール４６ｄ内の少なくとも一部に樹脂が残存する。
【０１５５】
　次に、全面に、例えばスピンコート法により、フォトレジスト膜（図示せず）を形成す
る。
【０１５６】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、開口部４８ａ～４８ｃを形成するための開口部
（図示せず）と、溝４８ｄを形成するための開口部（図示せず）とを、フォトレジスト膜
に形成する。
【０１５７】
　次に、フォトレジスト膜をマスクとして、層間絶縁膜４４を所定の深さまでエッチング
する。
【０１５８】
　次に、例えばＯ２ガスとＣＦ４ガスとを用いて生成したプラズマを用いて、フォトレジ
スト膜を剥離するとともに、開口部４６ａ～４６ｃ内及びコンタクトホール４６ｄ内の樹
脂を除去する。
【０１５９】
　次に、例えばドライエッチングにより、開口部４６ａ～４６ｃ内及びコンタクトホール
４６ｄ内に露出する絶縁膜４０を除去する。
【０１６０】
　こうして、周縁領域４における層間絶縁膜４４には、リングパターン３８ａ～３８ｃの
上面をそれぞれ露出する開口部４６ａ～４６ｃと、開口部４６ａ～４６ｃの上部にそれぞ
れ接続された開口部４８ａ～４８ｃとがそれぞれ形成される（図１０（ｂ）参照）。開口
部４６ａと開口部４８ａとにより溝５０ａが形成される。開口部４６ｂと開口部４８ｂと
により溝５０ｂが形成さる。開口部４６ｃと開口部４８ｃとにより溝５０ｃが形成される
。溝５０ａ～５０ｃは、回路領域２を囲うように形成される。開口部４８ａ～４８ｃの幅
は、開口部４６ａ～４６ｃの幅より広く設定されている。開口部４６ａ～４６ｃの幅は、
例えば０．１０μｍ程度とする。開口部４８ａ～４８ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度と
する。
【０１６１】
　また、回路領域２における層間絶縁膜４４には、配線３８ｄに達するコンタクトホール
４６ｄと、コンタクトホール４６ｄの上部に接続された溝４８ｄとが形成される。コンタ
クトホール４６ｄの径は、例えば０．１３μｍ程度とする。溝４８ｄの幅は、例えば０．
１４μｍ程度とする。
【０１６２】
　開口部４６ａ～４６ｃの幅は、コンタクトホール４６ｄの径と同様に、比較的小さく設
定されている。回路領域２内においては、微細化、高集積化の観点から、コンタクトホー
ル４６ｄの径を比較的小さく設定することが好ましい。コンタクトホール４６ｄの径を比
較的小さく設定する一方で、開口部４６ａ～４６ｃの幅を比較的大きく設定した場合には
、開口部４６ａ～４６ｃとコンタクトホール４６ｄとを同時に形成する際にエッチングレ
ートが大きく異なってしまい、製造不良を招く虞がある。このため、本実施形態では、開
口部４６ａ～４６ｃの幅を、コンタクトホール４６ｄの径と同様に、比較的小さく設定し
ている。
【０１６３】
　また、配線５２ｅを埋め込むための溝４８ｄの幅は比較的大きく設定されている。リン



(23) JP 5439901 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

グパターン５２ａ～５２ｃのうちの上部が埋め込まれる開口部４８ａ～４８ｃの幅も、比
較的大きく設定されている。溝４８ｄの幅も開口部４８ａ～４８ｃの幅も比較的大きいた
め、溝４８ｄ及び開口部４８ａ～４８ｃを形成する際にエッチングレートが著しく異なっ
てしまうことはなく、特段の問題は生じない。
【０１６４】
　ところで、リングパターン５２ａ～５２ｃのうちの下部の幅を下層のリングパターン３
８ａ～３８ｃの幅とほぼ同等に設定した場合には、位置ずれ等が生じると、層間絶縁膜３
４までもがエッチングされ、製造不良の要因と成りうる。本実施形態では、リングパター
ン５２ａ～５２ｃのうちの下部の幅がリングパターン３８ａ～３８ｃの幅に対して十分に
狭いため、位置ずれが生じた場合であっても層間絶縁膜３４がエッチングされてしまうの
を防止でき、製造不良を回避し得る。
【０１６５】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、バリアメタル膜（図示せず）を形成す
る。バリアメタル膜としては、例えばＴａ膜を形成する。バリアメタル膜の膜厚は、例え
ば２５ｎｍ程度とする。バリアメタル膜は、溝５０ａ～５０ｃ内、コンタクトホール４６
ｄ内及び溝４８ｄ内にも形成される。
【０１６６】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、シード層（図示せず）を形成する。シ
ード層としては、例えばＣｕ膜を形成する。シード層の膜厚は、例えば１００ｎｍ程度と
する。
【０１６７】
　次に、全面に、例えば電解メッキ法により、導電膜を形成する。導電膜としては、例え
ばＣｕ膜を形成する。導電膜の膜厚は、例えば１．０μｍ程度とする。
【０１６８】
　次に、例えばＣＭＰ法により、導電膜、シード層及びバリアメタル膜を層間絶縁膜４４
の表面が露出するまで研磨する。これにより、バリアメタル膜が形成された溝５０ａ～５
０ｃ内に、Ｃｕにより形成されたリングパターン５２ａ～５２ｃが形成される（図１１（
ａ）参照）。リングパターン５２ａ～５２ｃは、リングパターン３８ａ～３８ｃにそれぞ
れ接続される。各々のリングパターン５２ａ～５２ｃは、上部の幅が下部の幅より広く設
定されている。また、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール４６ｄ内及び溝４８
ｄ内に、デュアルダマシン法により導体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅが形成される。導体
プラグ５２ｄと配線５２ｅとは一体に形成される。デュアルダマシン法は、層間絶縁膜中
にコンタクトホールと溝とを一体に形成し、かかるコンタクトホール内及び溝内に導体プ
ラグと配線とを一体的に埋め込む技術である。本実施形態では、リングパターン５２ａ～
５２ｃも、導体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅを形成するのと同時に、デュアルダマシン法
により形成される。
【０１６９】
　次に、全面に、絶縁膜５４と積層膜５６とを有する層間絶縁膜５８を形成する（図１１
（ｂ）参照）。絶縁膜５４は、上述した絶縁膜４０と同様にして形成される。積層膜５６
は、上述した積層膜４２と同様にして形成される。
【０１７０】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜５８に、リング
パターン５２ａ～５２ｃの上面をそれぞれ露出する開口部６０ａ～６０ｃと、開口部６０
ａ～６０ｃの上部にそれぞれ接続された開口部６２ａ～６２ｃとを形成する。開口部６０
ａと開口部６２ａとにより溝６４ａが形成される。開口部６０ｂと開口部６２ｂとにより
溝６４ｂが形成される。開口部６０ｃと開口部６２ｃとにより溝６４ｃが形成される。溝
６４ａ～６４ｃは、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形成される。この際、回路領
域２における層間絶縁膜５８には、配線５２ｅに達するコンタクトホール６０ｄと、コン
タクトホール６０ｄの上部に接続された溝６２ｄとが形成される。コンタクトホール６０
ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様にして形成される。溝６２ｄは、上述した
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溝４８ｄと同様にして形成される。
【０１７１】
　次に、上述したリングパターン５２ａ～５２ｃと同様にして、溝６４ａ～６４ｃ内にリ
ングパターン６６ａ～６６ｃを埋め込む。リングパターン６６ａ～６６ｃは、リングパタ
ーン５２ａ～５２ｃにそれぞれ接続される。この際、上述した導体プラグ５２ｄ及び配線
５２ｅと同様にして、コンタクトホール６０ｄ内及び溝６２ｄ内に、導体プラグ６６ｄ及
び配線６６ｅを埋め込む。導体プラグ６６ｄは、配線５２ｅに接続される。
【０１７２】
　次に、全面に、絶縁膜６８と積層膜７０とを有する層間絶縁膜７２を形成する。絶縁膜
６８は、上述した絶縁膜４０と同様にして形成される。積層膜７０は、上述した積層膜４
２と同様にして形成される。
【０１７３】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜７２に、リング
パターン６６ａ～６６ｃの上面をそれぞれ露出する開口部７４ａ～７４ｃと、開口部７４
ａ～７４ｃの上部に接続された開口部７６ａ～７６ｃとを形成する。開口部７４ａと開口
部７６ａとにより溝７８ａが形成される。開口部７４ｂと開口部７６ｂとにより溝７８ｂ
が形成される。開口部７４ｃと開口部７６ｃとにより溝７８ｃが形成される。溝７８ａ～
７８ｃは、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形成される。この際、回路領域２にお
ける層間絶縁膜７２には、配線６６ｅに達するコンタクトホール７４ｄと、コンタクトホ
ール７４ｄの上部に接続された溝７６ｄとが形成される。コンタクトホール７４ｄは、上
述したコンタクトホール４６ｄと同様にして形成される。溝７６ｄは、上述した溝４８ｄ
と同様にして形成される。
【０１７４】
　次に、上述したリングパターン５２ａ～５２ｃと同様にして、溝７８ａ～７８ｃ内にリ
ングパターン８０ａ～８０ｃを埋め込む。リングパターン８０ａ～８０ｃは、リングパタ
ーン６６ａ～６６ｃにそれぞれ接続される。この際、コンタクトホール７４ｄ内及び溝７
６ｄ内には、上述した導体プラグ５２ｄ及び配線５２ｅと同様にして、導体プラグ８０ｄ
及び配線８０ｅが埋め込まれる。導体プラグ８０ｄは、配線６６ｅに接続される。
【０１７５】
　次に、全面に、絶縁膜８２と積層膜８４とを有する層間絶縁膜８６を形成する。絶縁膜
８２は、上述した絶縁膜４０と同様にして形成される。積層膜８４は、上述した積層膜４
２と同様にして形成される。
【０１７６】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜８６に、リング
パターン８０ａ～８０ｃの上面をそれぞれ露出する開口部８８ａ～８８ｃと、開口部８８
ａ～８８ｃの上部にそれぞれ接続された開口部９０ａ～９０ｃとを形成する。開口部８８
ａと開口部９０ａとにより溝９２ａが形成される。開口部８８ｂと開口部９０ｂとにより
溝９２ｂが形成される。開口部８８ｃと開口部９０ｃとにより溝９２ｃが形成される。溝
９２ａ～９２ｃは、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形成される。この際、回路領
域２における層間絶縁膜８６には、配線８０ｅに達するコンタクトホール８８ｄと、コン
タクトホール８８ｄの上部に接続された溝９０ｄとが形成される。コンタクトホール８８
ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様にして形成される。溝９０ｄは、上述した
溝４８ｄと同様にして形成される。
【０１７７】
　次に、上述したリングパターン５２ａ～５２ｃと同様にして、溝９２ａ～９２ｃ内にリ
ングパターン９４ａ～９４ｃを埋め込む。リングパターン９４ａ～９４ｃは、リングパタ
ーン８０ａ～８０ｃにそれぞれ接続される。この際、上述した導体プラグ５２ｄ及び配線
５２ｅと同様にして、コンタクトホール８８ｄ内及び溝９０ｄ内に導体プラグ９４ｄ及び
配線９４ｅを埋め込む。
【０１７８】
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　第１層目の金属配線３８ｄ、第２層目の金属配線５２ｅ、第３層目の金属配線６６ｅ、
第４層目の金属配線８０ｅ及び第５層目の金属配線９４ｅは、下層配線と称することがで
きる。かかる下層配線のピッチは、例えば０．２８μｍ程度とすることができる。
【０１７９】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、エッチング
ストッパ膜）９６を形成する（図１２参照）。絶縁膜９６としては、例えばＳｉＣ膜（Ｓ
ｉＣＯ膜）を形成する。絶縁膜９６として、ＳｉＣ膜を形成するのは、上述したように、
Ｃｕの拡散を防止し得るとともに、ストレスマイグレーション耐性を向上するためである
。絶縁膜９６の膜厚は、例えば７０ｎｍ程度とする。
【０１８０】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＳｉＯＣ膜を形成する。ＳｉＯＣ膜の
膜厚は、例えば９２０ｎｍ程度とする。
【０１８１】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＴＥＯＳ膜を形成する。ＴＥＯＳ膜の
膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。ＳｉＯＣ膜とＴＥＯＳ膜とにより積層膜９８が形成
される。絶縁膜９６と積層膜９８とにより層間絶縁膜１００が形成される。
【０１８２】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜１００に、リン
グパターン９４ａ～９４ｃの上面を露出する開口部１０２ａ～１０２ｃと、開口部１０２
ａ～１０２ｃの上部に接続された開口部１０４ａ～１０４ｃとを形成する。開口部１０２
ａと開口部１０４ａとにより溝１０６ａが形成される。開口部１０２ｂと開口部１０４ｂ
とにより溝１０６ｂが形成される。開口部１０２ｃと開口部１０４ｃとにより溝１０６ｃ
が形成される。開口部１０２ａ～１０２ｃの幅は、例えば０．２８μｍ程度とする。開口
部１０４ａ～１０４ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。溝１０６ａ～１０６ｃは、
上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形成される。この際、回路領域２における層間絶
縁膜１００には、配線９４ｅに達するコンタクトホール１０２ｄと、コンタクトホール１
０２ｄの上部に接続された溝１０４ｄとが形成される。コンタクトホール１０２ｄの径は
、例えば０．２８μｍ程度とする。溝１０４ｄの幅は、例えば０．２８μｍ程度とする。
コンタクトホール１０２ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様にして形成される
。溝１０４ｄは、上述した溝４８ｄと同様にして形成される。
【０１８３】
　次に、上述したリングパターン５２ａ～５２ｃと同様にして、溝１０６ａ～１０６ｃ内
に、リングパターン１０８ａ～１０８ｃを埋め込む。リングパターン１０８ａ～１０８ｃ
は、リングパターン９４ａ～９４ｃにそれぞれ接続される。この際、上述した導体プラグ
５２ｄ及び配線５２ｅと同様にして、コンタクトホール１０２ｄ内及び溝１０４ｄ内に、
導体プラグ１０８ｄ及び配線１０８ｅを埋め込む。導体プラグ１０８ｄ及び配線１０８ｅ
は一体に形成される。導体プラグ１０８ｄは、配線９４ｅに接続される。
【０１８４】
　次に、全面に、絶縁膜１１０と積層膜１１２とを有する層間絶縁膜１１４を形成する。
絶縁膜１１０は、上述した絶縁膜９６と同様にして形成される。積層膜１１２は、上述し
た積層膜９８と同様にして形成される。
【０１８５】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜１１４に、リン
グパターン１０６ａ～１０６ｃの上面を露出する開口部１１６ａ～１１６ｃと、開口部１
１６ａ～１１６ｃの上部に接続された開口部１１８ａ～１１８ｃとを形成する。開口部１
１６ａと開口部１１８ａとにより溝１２０ａが形成される。開口部１１６ｂと開口部１１
８ｂとにより溝１２０ｂが形成される。開口部１１６ｃと開口部１１８ｃとにより溝１２
０ｃが形成される。溝１２０ａ～１２０ｃは、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形
成される。この際、回路領域２における層間絶縁膜１１４には、配線１０８ｅに達するコ
ンタクトホール１１６ｄと、コンタクトホール１１６ｄの上部に接続された溝１１８ｄと
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が形成される。コンタクトホール１１６ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様に
して形成される。溝１１８ｄは、上述した溝４８ｄと同様にして形成される。
【０１８６】
　次に、上述したリングパターン５２ａ～５２ｃと同様にして、溝１２０ａ～１２０ｃ内
にリングパターン１２２ａ～１２２ｃを埋め込む。リングパターン１２２ａ～１２２ｃは
、リングパターン１０８ａ～１０８ｃにそれぞれ接続される。この際、バリアメタル膜が
形成されたコンタクトホール１１６ｄ内及び溝１１８ｄ内に、上述した導体プラグ５２ｄ
及び配線５２ｅと同様にして、導体プラグ１２２ｄ及び配線１２２ｅを埋め込む。
【０１８７】
　第６層目の金属配線１０８ｅ及び第７層目の金属配線１２２ｅは、中層配線と称するこ
とができる。かかる中層配線のピッチは、例えば０．５６μｍ程度とすることができる。
【０１８８】
　次に、全面に、例えばプラズマＣＶＤ法により、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、エッチング
ストッパ膜）１２４を形成する（図１３参照）。絶縁膜１２４としては、例えばＳｉＣ膜
（ＳｉＣＯ膜）が用いられている。絶縁膜１２４の膜厚は、例えば７０ｎｍ程度とする。
【０１８９】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、絶縁膜１２６を形成する。絶縁膜１２６として
は、例えばシリコン酸化膜を形成する。絶縁膜１２６の膜厚は、例えば１４７０ｎｍ程度
とする。絶縁膜１２４と絶縁膜１２６とにより層間絶縁膜１２８が形成される。
【０１９０】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜１２８に、リン
グパターン１２２ａ～１２２ｃの上面を露出する開口部１３０ａ～１３０ｃと、開口部１
３０ａ～１３０ｃの上部に接続された開口部１３２ａ～１３２ｃとを形成する。開口部１
３０ａと開口部１３２ａとにより溝１３４ａが形成される。開口部１３０ｂと開口部１３
２ｂとにより溝１３４ｂが形成される。開口部１３０ｃと開口部１３２ｃとにより溝１３
４ｃが形成される。開口部１３０ａ～１３０ｃの幅は、例えば０．４２μｍ程度とする。
開口部１３２ａ～１３２ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。溝１３２ａ～１３２ｃ
は、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形成される。この際、回路領域２における層
間絶縁膜１２８に、配線１２２ｅに達するコンタクトホール１３０ｄと、コンタクトホー
ル１３０ｄの上部に接続された溝１３２ｄとを形成する。コンタクトホール１３０ｄの径
は、例えば０．４２μｍ程度とする。溝１３２ｄの幅は、例えば０．４２μｍ程度とする
。コンタクトホール１３０ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様にして形成され
る。溝１３２ｄは、上述した溝４８ｄと同様にして形成される。
【０１９１】
　次に、上述したリングパターン５２ａ～５２ｃと同様にして、溝１３４ａ～１３４ｃ内
にリングパターン１３６ａ～１３６ｃを形成する。リングパターン１３６ａ～１３６ｃは
、リングパターン１２２ａ～１２２ｃにそれぞれ接続される。この際、上述した導体プラ
グ５２ｄ及び配線５２ｅと同様にして、コンタクトホール１３０ｄ内及び溝１３２ｄ内に
、導体プラグ１３６ｄ及び配線１３６ｅを埋め込む。導体プラグ１３６ｄ及び配線１３６
ｅは一体に形成される。導体プラグ１３６ｄは、配線１２２ｅに接続される。
【０１９２】
　次に、全面に、絶縁膜１３８と絶縁膜１４０とを有する層間絶縁膜（絶縁層）１４２を
形成する。絶縁膜１３８は、上述した絶縁膜１２４と同様にして形成される。絶縁膜１４
０は、上述した積層膜１２６と同様にして形成される。
【０１９３】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜１４２に、リン
グパターン１３６ａ～１３６ｃの上面を露出する開口部１４４ａ～１４４ｃと、開口部１
４４ａ～１４４ｃの上部に接続された開口部１４６ａ～１４６ｃとを形成する（図１４参
照）。開口部１４４ａ～１４４ｃの幅は、例えば０．４２μｍ程度とする。開口部１４６
ａ～１４６ｃの幅は、例えば２．０μｍ程度とする。開口部１４４ａと開口部１４６ａと
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により溝１４８ａが形成される。開口部１４４ｂと開口部１４６ｂとにより溝１４８ｂが
形成される。開口部１４４ｃと開口部１４６ｃとにより溝１４８ｃが形成される。溝１４
８ａ～１４８ｃは、上述した溝５０ａ～５０ｃと同様にして形成される。この際、回路領
域２における層間絶縁膜１４２には、配線１３６ｅに達するコンタクトホール１４４ｄと
、コンタクトホール１４４ｄの上部に接続された溝１４６ｄとが形成される。コンタクト
ホール１４４ｄは、上述したコンタクトホール４６ｄと同様にして形成される。溝１４６
ｄは、上述した溝４８ｄと同様にして形成される。
【０１９４】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、バリアメタル膜（図示せず）を形成す
る。バリアメタル膜としては、例えばＴａ膜を形成する。バリアメタル膜の膜厚は、例え
ば２０ｎｍ程度とする。
【０１９５】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、シード層を形成する。シード層として
は、例えばＣｕ膜を形成する。シード層の膜厚は、例えば１４０ｎｍ程度とする。
【０１９６】
　次に、図１５に示すように、全面に、例えば電解メッキ法により、導電膜１５０を形成
する。導電膜１５０としては、例えばＣｕ膜を形成する。導電膜１５０は、溝１４８ａ～
１４８ｃ内、コンタクトホール１４４ｄ内及び溝１４６ｄ内にも形成される。
【０１９７】
　次に、例えば、ＣＭＰ法により、層間絶縁膜１４２の表面が露出するまで、導電膜１５
０、シード層及びバリアメタル膜を研磨する。これにより、溝１４８ａ～１４８ｃ内に、
Ｃｕにより形成されたリングパターン１５０ａ～１５０ｃがそれぞれ埋め込まれる。リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃは、回路領域２を囲うように形成される。リングパターン
１５０ａ～１５０ｃは、リングパターン１３６ａ～１３６ｃにそれぞれ接続される。リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃのうちの上部、即ち、リングパターン１５０ａ～１５０ｃ
のうちの開口部１４６ａ～１４６ｃに埋め込まれている部分の幅ｗ１（図５参照）は、例
えば２．０μｍ程度とする。この際、バリアメタル膜が形成されたコンタクトホール１４
４ｄ内及び溝１４６ｄ内には、導体プラグ１５０ｄ及び配線１５０ｅが埋め込まれる。こ
うして、デュアルダマシン法にリングパターン１５０ａ～１５０ｃ、導体プラグ１５０ｄ
及び配線１５０ｅが形成される。
【０１９８】
　第８層目の金属配線１３６ｅ及び第９層目の金属配線１５０ｅは、上層配線と称するこ
とができる。かかる上層配線のピッチは、例えば０．８４μｍ程度とすることができる。
【０１９９】
　次に、例えばプラズマＣＶＤ法により、絶縁膜（Ｃｕ拡散防止膜、エッチングストッパ
膜）１５２を形成する（図１７参照）。絶縁膜１５２としては、例えばＳｉＣ膜（ＳｉＣ
Ｏ膜）を形成する。絶縁膜１５２の膜厚は、例えば７０ｎｍ程度とする。
【０２００】
　次に、例えばＣＶＤ法により、絶縁膜１５４を形成する。絶縁膜１５４は、例えばシリ
コン酸化膜により形成されている。絶縁膜１５４の膜厚は、例えば１４００ｎｍ程度とす
る。絶縁膜１５２と絶縁膜１５４とにより層間絶縁膜（絶縁層）１５６が形成される。
【０２０１】
　なお、後工程において、層間絶縁膜１５６には比較的径の小さいコンタクトホール１５
８ｄが形成される。層間絶縁膜１５６の厚さを過度に厚く形成した場合には、比較的径の
小さいコンタクトホール１５８ｄを層間絶縁膜１５６に形成することは困難である。この
ような観点から、層間絶縁膜１５６の厚さは上記のように設定されている。
【０２０２】
　本実施形態において、絶縁膜１５２としてＳｉＣ膜（ＳｉＣＯ膜）を形成するのは、十
分なストレスマイグレーション耐性を得るためである。絶縁膜１５２の材料としてＳｉＣ
Ｎ膜やＳｉＮ膜を用いた場合には、下地の層間絶縁膜１４２に対する密着性は良好となる
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が、十分なストレスマイグレーション耐性が得られない場合があり得る。ＳｉＣ膜は、下
地の層間絶縁膜１４２に対しての密着性についてはＳｉＣＮ膜やＳｉＮ膜よりは劣るもの
の、ストレスマイグレーション耐性の向上には資することができる。従って、本実施形態
においては、絶縁膜１５２として、ＳｉＣ膜が用いられている。
【０２０３】
　次に、例えばＣＭＰ法により、層間絶縁膜１５４の表面を研磨し、層間絶縁膜１５４の
表面を平坦化する。本実施形態においては、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの上面の
幅が比較的広いため、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの上面には比較的深いディッシ
ングが形成されている場合がある。この場合には、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの
上面のディッシングに起因して、層間絶縁膜１５４の表面に凹凸が生じる場合がある。こ
のため、本実施形態においては、層間絶縁膜１５４の表面を平坦化するための研磨が行わ
れる。
【０２０４】
　なお、層間絶縁膜１５４の表面を平坦化するための研磨を行った場合には、半導体ウェ
ハの周縁部においては、層間絶縁膜１５４の上層部が比較的大きく研磨除去される場合が
ある。図２６は、層間絶縁膜１５４の上層部が比較的大きく研磨除去された状態を示す断
面図（その１）である。このような現象は、例えば半導体ウェハの周縁部、即ち、図６に
おいてハッチングを付した部分において生じる場合がある。
【０２０５】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、周縁領域４における層間絶縁膜１５６に、リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃの上面をそれぞれ露出する溝１５８ａ～１５８ｃを形成す
る（図１８参照）。溝１５８ａ～１５８ｃの幅は、例えば０．４μｍ程度とする。溝１５
８ａ～１５８ｃは、回路領域２を囲うように形成される。この際、回路領域２における層
間絶縁膜１５６には、配線１５０ｅに達する複数のコンタクトホール１５８ｄが形成され
る。コンタクトホール１５８ｄの径は、例えば０．５μｍ程度とする。
【０２０６】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、バリアメタル膜（図示せず）を形成す
る。バリアメタル膜としては、例えばＴｉＮ膜を形成する。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例
えば５０ｎｍ程度とする。
【０２０７】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、導電膜１６０を形成する（図１９参照）。導電
膜１６０としては、例えばタングステン膜を形成する。導電膜１６０の膜厚は、例えば３
００ｎｍ程度とする。
【０２０８】
　次に、例えばＣＭＰ法により、層間絶縁膜１５６の表面が露出するまで、導電膜１６０
及びバリアメタル膜を研磨する（図２０参照）。これにより、溝１５８ａ～１５８ｃ内に
、リングパターン１６０ａ～１６０ｃが埋め込まれる。リングパターン１６０ａ～１６０
ｃは、回路領域２を囲うように形成される。リングパターン１６０ａ～１６０ｃは、リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃにそれぞれ接続される。リングパターン１６０ａ～１６０
ｃの幅ｗ２（図５参照）は、例えば０．４μｍ程度とする。この際、コンタクトホール１
５８ｄ内には、導体プラグ１６０ｄが埋め込まれる。導体プラグ１６０ｄは、配線１５０
ｅに接続される。
【０２０９】
　なお、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ及び導体プラグ１６０ｄを層間絶縁膜１５４
に埋め込むための研磨においては、半導体ウェハの周縁部において、層間絶縁膜１５４の
上層部が比較的大きく研磨除去される場合がある。図２７は、層間絶縁膜１５４の上層部
が比較的大きく研磨除去された状態を示す断面図（その２）である。このような現象は、
例えば半導体ウェハの周縁部、即ち、図６においてハッチングを付した部分において生じ
る場合がある。
【０２１０】
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　本実施形態においては、上述したように、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ及び導体
プラグ１６０ｄの材料として、例えばタングステンが用いられている。導体プラグ１６０
ｄの材料としてタングステンを用いているのは、タングステン膜は、比較的微細なコンタ
クトホール１５８ｄ内に形成することが可能なためである。また、導体プラグ１６０ｄの
材料としてＣｕを用いた場合には、後工程におけるアルミニウム膜等のエッチングの際に
、Ｃｕが腐食してしまう場合があり、良好なコンタクトが得られなくなる虞がある。この
ような理由により、導体プラグ１６０ｄの材料としては、Ｃｕではなく、タングステンが
用いられている。
【０２１１】
　リングパターン１６０ａ～１０６ｃと導体プラグ１６０ｄとは、同一の導電膜により同
時に形成される。このため、本実施形態では、リングパターン１６０ａ～１０６ｃの材料
としても、例えばタングステンが用いられている。
【０２１２】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、バリアメタル膜（図示せず）を形成す
る。バリアメタル膜としては、例えばＴｉ膜とＴｉＮ膜との積層膜が用いられている。か
かるＴｉ膜の膜厚は、例えば６０ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば３０
ｎｍ程度とする。
【０２１３】
　次に、全面に、例えばスパッタリング法により、金属膜１６２を形成する。かかる金属
膜１６２としては、例えばアルミニウム膜とＴｉＮ膜との積層膜を形成する。かかるアル
ミニウム膜の膜厚は、例えば１０００ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば
５０ｎｍ程度とする。
【０２１４】
　次に、全面に、スピンコート法により、フォトレジスト膜１８０を形成する。この後、
フォトリソグラフィ技術を用い、フォトレジスト膜１８０をパターニングする（図２１参
照）。フォトレジスト膜１８０は、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの平面形状、及び
、電極パッド１６２ｄの平面形状に形成される。
【０２１５】
　次に、フォトレジスト膜１８０をマスクとして、金属膜１６２及びバリアメタル膜をエ
ッチングする（図２２参照）。これにより、周縁領域４における層間絶縁膜１５６上には
、バリアメタル膜と金属膜１６２とにより形成されたリングパターン１６２ａ～１６２ｃ
が形成される。リングパターン１６２ａ～１６２ｃは、回路領域２を囲うように形成され
る。リングパターン１６２ａ～１６２ｃは、リングパターン１６０ａ～１６０ｃにそれぞ
れ接続される。リングパターン１６２ａ～１６２ｃの幅は、層間絶縁膜１４２に埋め込ま
れたリングパターン１５０ａ～１５０ｃの幅より広く設定されている。具体的には、リン
グパターン１６２ａ～１６２ｃの幅ｗ３（図５参照）は、例えば３．０μｍ程度とする。
リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部は、リングパターン１５０
ａ～１５０ｃの長手方向に沿った両側部に対して、それぞれｄ１ずつ外側に突き出すよう
に位置している（図５参照）。距離ｄ１は、例えば０．５μｍ程度とする。この際、回路
領域２における層間絶縁膜１５６上には、バリアメタル膜と金属膜１６２とにより形成さ
れた電極パッド１６２ｄが形成される。
【０２１６】
　この後、フォトレジスト膜１８０を剥離する（図２３参照）。
【０２１７】
　なお、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ上にリングパターン１６２ａ～１６２ｃを形
成するのは、上述したように、電極パッド１６２ｄを形成する際に、リングパターン１６
０ａ～１６０ｃがエッチングされるのを防止するためである。リングパターン１６０ａ～
１６０ｃまでもがエッチングされてしまうと、十分な耐湿性を確保し得なくなる。このた
め、本実施形態では、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ上にリングパターン１６２ａ～
１６２ｃを形成している。
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【０２１８】
　また、リングパターン１６２ａ～１６２ｃを一体に形成せず、リングパターン１６２ａ
～１６２ｃを互いに分離しているのは、上述したように、リングパターンにクラックが生
じた場合に、耐湿性が確保できなくなるのを防止するためである。即ち、リングパターン
１６２ａ～１６２ｃを一体に形成した場合には、リングパターンにクラックが生じた場合
に、クラックが伝搬してしまい、耐湿性が確保できなくなる虞がある。リングパターン１
６２ａ～１６２ｃを互いに分離して形成すれば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃのい
ずれかにクラックが生じたとしても、クラックが他のリングパターン１６２ａ～１６２ｃ
にまで伝搬することはないため、確実に耐湿性を確保し得る。このような理由により、本
実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃを互いに分離している。
【０２１９】
　こうして、リングパターン２８ａ、３８ａ、５２ａ、６６ａ、８０ａ、９４ａ、１０８
ａ、１２２ａ、１３６ａ、１５０ａ、１６０ａ、１６２ａにより、耐湿リング８ａが形成
される。こうして、リングパターン２８ｂ、３８ｂ、５２ｂ、６６ｂ、８０ｂ、９４ｂ、
１０８ｂ、１２２ｂ、１３６ｂ、１５０ｂ、１６０ｂ、１６２ｂにより、耐湿リング８ｂ
が形成される。こうして、リングパターン２８ｃ、３８ｃ、５２ｃ、６６ｃ、８０ｃ、９
４ｃ、１０８ｃ、１２２ｃ、１３６ｃ、１５０ｃ、１６０ｃ、１６２ｃにより、耐湿リン
グ８ｃが形成される。
【０２２０】
　なお、リングパターン１６２ａ～１６２ｃ及び電極パッド１６２ｄをエッチングにより
形成する際には、リングパターン１６２ａ～１６２ｃ及び電極パッド１６２ｄから露出し
ている部分の層間絶縁膜１５４の上層部がオーバーエッチングされる場合がある。図２８
は、層間絶縁膜１５４の上層部が研磨のみならずエッチングによっても比較的大きく除去
された状態を示す断面図である。このような現象は、例えば半導体ウェハの周縁部、即ち
、図６においてハッチングを付した部分において生じる場合がある。
【０２２１】
　しかしながら、本実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿っ
た両側部がリングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っていない。即ち、本
実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部が、リング
パターン１５０ａ～１５０ｃの直上領域よりも外側に位置している。このため、本実施形
態では、図２８のように、研磨やエッチング等により層間絶縁膜１５４が過度に除去され
た場合であっても、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの直下の部分の層間絶縁膜１５６
の少なくとも一部が層間絶縁膜１４２に接している状態が維持される。層間絶縁膜１５６
と層間絶縁膜１４２との間の密着性は比較的良好であるため、層間絶縁膜１４２に接して
いる層間絶縁膜１５６が、層間絶縁膜１４２から剥離してしまうことはない。このため、
本実施形態によれば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの周囲に露出している層間絶縁
膜１５６が研磨やエッチング等により過度に除去されたとしても、リングパターン１６２
ａ～１６２ｃが剥離してしまうのを防止することができる。
【０２２２】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、シリコン酸化膜１６４を形成する。シリコン酸
化膜１６４の膜厚は、例えば１４００ｎｍ程度とする。
【０２２３】
　次に、全面に、例えばＣＶＤ法により、シリコン窒化膜１６６を形成する。シリコン窒
化膜１６６の膜厚は。例えば５００ｎｍ程度とする。シリコン酸化膜１６４とシリコン窒
化膜１６６とにより保護膜１６８が形成される。
【０２２４】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、保護膜１６８に、電極パッド１６２ｄの上面を
露出する開口部１７０を形成する。かかる開口部１７０は、電極パッド１６２ｄを外部に
接続することを可能にするためのものである。
【０２２５】
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　次に、全面に、例えばスピンコート法により、保護膜１７２を形成する。保護膜１７２
としては、例えば感光性ポリイミド膜を形成する。保護膜１７２の膜厚は、例えば２．０
μｍ程度とする。
【０２２６】
　次に、フォトリソグラフィ技術を用い、保護膜１７２に、電極パッド１６２ｄの上面を
露出する開口部１７４を形成する。かかる開口部１７４は、電極パッド１６２ｄを外部に
接続することを可能にするためのものである。
【０２２７】
　次に、スクライブライン領域６に沿って、半導体ウェハ１０をダイシングする。例えば
、図２４の一点鎖線の部分において半導体基板１０が切断される。
【０２２８】
　こうして、本実施形態による半導体装置が製造される（図２５参照）。
【０２２９】
　この後、電極パッド１６２ｄ上に半田バンプ１７６を形成してもよい（図８（ａ）参照
）。また、電極パッド１６２ｄ上にボンディングワイヤ１７８を接続してもよい（図８（
ｂ）参照）。
【０２３０】
　このように、本実施形態によれば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿
った両側部がリングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っていない。即ち、
本実施形態では、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿った両側部が、リン
グパターン１５０ａ～１５０ｃの直上領域よりも外側に位置している。このため、本実施
形態では、研磨やエッチング等により層間絶縁膜１５４が過度に除去された場合であって
も、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの直下の部分の層間絶縁膜１５６の少なくとも一
部が層間絶縁膜１４２に接している状態が維持される。層間絶縁膜１５６と層間絶縁膜１
４２との間の密着性は比較的良好であるため、層間絶縁膜１４２に接している層間絶縁膜
１５６が、層間絶縁膜１４２から剥離してしまうことはない。このため、本実施形態によ
れば、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの周囲に露出している層間絶縁膜１５６が研磨
やエッチング等により過度に除去されたとしても、リングパターン１６２ａ～１６２ｃが
剥離してしまうのを防止することができる。しかも、本実施形態によれば、耐湿リング８
ａ～８ｃが複数設けられているため、回路領域２への水分の浸入を確実に防止し得る。し
かも、リング状パターン１６２ａ～１６２ｃが互いに分離されているため、リング状パタ
ーン１６２ａ～１６２ｃのうちのいずれかにクラックが生じた場合であっても、クラック
が伝搬してしまうことはなく、回路領域２への水分の浸入を確実に防止し得る。
【０２３１】
　［第２実施形態］
　第２実施形態による半導体装置を図２９及び図３１を用いて説明する。図２９は、本実
施形態による半導体装置を示す断面図である。図３０は、本実施形態による半導体装置の
一部を示す平面図である。図３１は、層間絶縁膜の上層部が研磨のみならずエッチングに
よっても比較的大きく除去された状態を示す断面図である。図１乃至図２８に示す第１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。
【０２３２】
　本実施形態による半導体装置は、リングパターン１６２ａ～１６２ｃの長手方向に沿っ
た両側部のうちの一方の側部のみが、リングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重な
り合っていないことに主な特徴がある。
【０２３３】
　図２９に示すように、周縁領域４における層間絶縁膜１５６上には、リングパターン１
６２ｅ～１６２ｇが形成されている。リングパターン１６２ｅ～１６２ｇは、回路領域２
を囲うように形成されている。リングパターン１６２ｅ～１６２ｇは、リングパターン１
６０ａ～１６０ｃにそれぞれ接続されている。リングパターン１６２ｅ～１６２ｇは、バ



(32) JP 5439901 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

リアメタル膜（図示せず）と、バリアメタル膜上に形成された金属膜（図示せず）とによ
り形成されている。かかるバリアメタル膜としては、例えばＴｉ膜とＴｉＮ膜との積層膜
が用いられている。かかるＴｉ膜の膜厚は、例えば６０ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜
の膜厚は、例えば３０ｎｍ程度とする。かかる金属膜としては、例えばアルミニウム膜と
ＴｉＮ膜との積層膜が用いられている。かかるアルミニウム膜の膜厚は、例えば１０００
ｎｍ程度とする。かかるＴｉＮ膜の膜厚は、例えば５０ｎｍ程度とする。リングパターン
１６２ｅ～１６２ｇの幅ｗ４は、層間絶縁膜１４２に埋め込まれたリングパターン１５０
ａ～１５０ｃの幅ｗ１と等しく設定されている。具体的には、リングパターン１５０ａ～
１５０ｃの幅ｗ１及びリングパターン１６２ｅ～１６２ｇの幅ｗ４（図３０参照）は、例
えば２．０μｍ程度とする。リングパターン１６２ｅ～１６２ｇの長手方向に沿った両側
部のうちの一方の端部は、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの長手方向に沿った両側部
に対して、ｄ２だけ外側に突き出すように位置している（図５参照）。距離ｄ２は、例え
ば０．５μｍ程度とする。リングパターン１６２ｅ～１６２ｇの長手方向に沿った両側部
のうちの他方の側部は、リングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合っている
。
【０２３４】
　このように、リングパターン１６２ｅ～１６２ｇの長手方向に沿った両側部のうちの一
方の側部のみが、リングパターン１５０ａ～１５０ｃと平面的に重なり合わないようにし
てもよい。
【０２３５】
　本実施形態においても、リングパターン１６２ｅ～１６２ｇの長手方向に沿った両側部
のうちの少なくとも一方が、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの直上領域よりも外側に
位置している。このため、研磨やエッチング等により層間絶縁膜１５４が過度に除去され
た場合であっても、図３１に示すように、リングパターン１６２ｅ～１６２ｇの直下の部
分の層間絶縁膜１５６の少なくとも一部が層間絶縁膜１４２に接している状態が維持され
る。層間絶縁膜１５６と層間絶縁膜１４２との間の密着性は比較的良好であるため、層間
絶縁膜１４２に接している層間絶縁膜１５６が、層間絶縁膜１４２から剥離してしまうこ
とはない。このため、本実施形態によっても、リングパターン１６２ｅ～１６２ｇの周囲
に露出している層間絶縁膜１５６が研磨やエッチング等により過度に除去されたとしても
、リングパターン１６２ａ～１６２ｃが剥離してしまうのを防止することができる。
【０２３６】
　［第３実施形態］
　第３実施形態による半導体装置を図３２及び図３３を用いて説明する。図３２は、本実
施形態による半導体装置を示す平面図である。図１乃至図３１に示す第１又は第２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。
【０２３７】
　本実施形態による半導体装置は、耐湿リングが非連続的（断続的）に形成されているこ
とに主な特徴がある。
【０２３８】
　図３２に示すように、本実施形態では、回路領域２を囲う周縁領域４に耐湿リング８ｄ
～８ｆ（ガードリング、シールリング、耐湿壁）が形成されている。耐湿リング８ｄは、
回路領域２を囲うように非連続的に形成されている。耐湿リング８ｅは、耐湿リング８ｆ
を囲うように非連続的に形成されている。耐湿リング８ｆは、耐湿リング８ｅを囲うよう
に非連続的に形成されている。耐湿リング８ｄ～８ｅは、半導体基板１０の角部の近傍領
域において、分断されている。
【０２３９】
　第１実施形態及び第２実施形態においては、耐湿リング８ａ～８ｃを形成する各々のリ
ングパターンは耐湿リング８ａ～８ｃに対応して連続して形成されていた。これに対し、
本実施形態においては、耐湿リング８ｄ～８ｅを形成する各々のリングパターン（耐湿壁
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用パターン）は、耐湿リング８ｄ～８ｆに対応して非連続的にそれぞれ形成されている。
【０２４０】
　図３３は、図３２において丸印Ｄで囲んだ部分を拡大して示した平面図である。
【０２４１】
　図３３に示すように、周縁領域４における層間絶縁膜１４２には、リングパターン１５
０ｆ～１５０ｈが埋め込まれている。リングパターン１５０ｆは、耐湿リング８ｄの一部
である。リングパターン１５０ｇは、耐湿リング８ｅの一部である。リングパターン１５
０ｈは、耐湿リング８ｆの一部である。リングパターン１５０ｆ～１５０ｈは、回路領域
２を囲うように形成されている。リングパターン１５０ｆ～１５０ｈは、半導体基板１０
の角部の近傍領域においては形成されておらず、非連続的になっている。リングパターン
１５０ｆ～１５０ｈの幅ｗ１は、例えば２．０μｍに設定されている。
【０２４２】
　周縁領域４における層間絶縁膜１５６には、リングパターン１６０ｅ～１６０ｇが埋め
込まれている。リングパターン１６０ｅは、耐湿リング８ｄの一部である。リングパター
ン１６０ｆは、耐湿リング８ｅの一部である。リングパターン１６０ｇは、耐湿リング８
ｆの一部である。リングパターン１６０ｅ～１６０ｇは、回路領域２を囲うように形成さ
れている。リングパターン１６０ｅ～１６０ｇは、半導体基板１０の角部の近傍領域にお
いては形成されておらず、非連続的になっている。リングパターン１６０ｅ～１６０ｇは
、リングパターン１５０ｆ～１５０ｈにそれぞれ接続されている。リングパターン１６０
ｅ～１６０ｇの幅ｗ２は、例えば０．４μｍに設定されている。
【０２４３】
　周縁領域４における層間絶縁膜１５６上には、リングパターン１６２ｈ～１６２ｊが形
成されている。リングパターン１６２ｈは、耐湿リング８ｄの一部である。リングパター
ン１６２ｉは、耐湿リング８ｅの一部である。リングパターン１６２ｊは、耐湿リング８
ｆの一部である。リングパターン１６２ｈ～１６２ｊは、回路領域２を囲うように形成さ
れている。リングパターン１６２ｈ～１６２ｊは、半導体基板１０の角部の近傍領域にお
いては形成されておらず、非連続的になっている。リングパターン１６２ｈ～１６２ｊは
、リングパターン１６０ｅ～１６０ｇにそれぞれ接続されている。リングパターン１６２
ｈ～１６２ｊの幅ｗ３は、例えば３．０μｍに設定されている。
【０２４４】
　リングパターン１６２ｈ～１６２ｊの長手方向に沿った両側部は、リングパターン１５
０ｆ～１５０ｈの長手方向に沿った両側部に対して、ｄ１だけ外側に突き出すように位置
している（図５参照）。距離ｄ１は、例えば０．５μｍ程度とする。
【０２４５】
　また、リングパターン１６２ｈ～１６２ｊの長手方向における両端部は、リングパター
ン１５０ｆ～１５０ｈの長手方向における両端部に対して外側に突き出すように位置して
いる。リングパターン１６２ｈ～１６２ｊの両端部を、リングパターン１５０ｆ～１５０
ｈと平面的に重なり合わせていないのは、層間絶縁膜１５４が過度に除去された際におけ
る層間絶縁膜１５６と層間絶縁膜１４２との接触箇所を十分に確保するためである。
【０２４６】
　このように、耐湿リング８ｆ～８ｆが非連続的に形成されていてもよい。耐湿リング８
ｆ～８ｆが非連続的に形成されていても、ある程度の防湿効果は得ることが可能である。
【０２４７】
　なお、ここでは、リングパターン１６２ｈ～１６２ｊが半導体基板１０の角部の近傍領
域において形成されておらず、非連続的になっている場合を例に説明したが、これに限定
されるものではない。リングパターン１６２ｈ～１６２ｊを、半導体基板１０の角部の近
傍領域においても分離しないようにしてもよい。即ち、リングパターン１６２ｈ～１６２
ｊをそれぞれ連続的に形成するようにしてもよい。
【０２４８】
　本実施形態において、耐湿リング８ｄ～８ｅを半導体基板１０の角部において非連続に
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しているのは、Ｃｕ膜やタングステン膜をＣＭＰ法により溝内に埋め込む際に、埋め込み
不良が生じるのを防止するためである。リングパターン１６２ｈ～１６２ｊは、リングパ
ターンとなる導電膜を形成した後に、導電膜をエッチングすることにより形成されるもの
であるため、かかる埋め込み不良が生じることはない。このため、リングパターン１６２
ｈ～１６２ｊについては、半導体基板１０の角部において敢えて非連続にしなくてもよい
。従って、リングパターン１６２ｈ～１６２ｊについては、それぞれ連続的に形成するよ
うにしてもよい。
【０２４９】
　（変形例）
　次に、本実施形態による半導体装置の変形例を図３２及び図３４を用いて説明する。図
３４は、本変形例による半導体装置を示す平面図である。
【０２５０】
　本変形例による半導体装置は、リングパターン１６２ｋ～１６２ｍの長手方向に沿った
両側部のうちの一方の側部のみが、リングパターン１５０ｆ～１５０ｈと平面的に重なり
合っていないことに主な特徴がある。
【０２５１】
　回路領域２を囲う周縁領域４には、耐湿リング８ｄ～８ｆが形成されている（図３２参
照）。耐湿リング８ｄは、回路領域２を囲うように非連続的に形成されている。耐湿リン
グ８ｅは、耐湿リング８ｆを囲うように非連続的に形成されている。耐湿リング８ｆは、
耐湿リング８ｅを囲うように非連続的に形成されている。耐湿リング８ｄ～８ｅは、半導
体基板１０の角部の近傍領域において、分断されている。
【０２５２】
　第１実施形態及び第２実施形態においては、耐湿リング８ａ～８ｃを形成する各々のリ
ングパターンは耐湿リング８ａ～８ｃに対応して連続して形成されていた。これに対し、
本変形例においては、耐湿リング８ｄ～８ｅを形成する各々のリングパターンは、耐湿リ
ング８ｄ～８ｆに対応して非連続的にそれぞれ形成されている。
【０２５３】
　図３４は、図３２において丸印Ｄで囲んだ部分を拡大して示した平面図である。
【０２５４】
　図３４に示すように、周縁領域４における層間絶縁膜１５６上には、リングパターン１
６２ｋ～１６２ｍが形成されている。リングパターン１６２ｋ～１６２ｍは、回路領域２
を囲うように形成されている。リングパターン１６２ｋ～１６２ｍは、リングパターン１
６０ｅ～１６０ｇにそれぞれ接続されている。リングパターン１６２ｋ～１６２ｍは、電
極パッド１６２ｄと同一導電膜により形成されている。リングパターン１６２ｋ～１６２
ｍの幅ｗ４は、層間絶縁膜１４２に埋め込まれたリングパターン１５０ｆ～１５０ｈの幅
ｗ１と等しく設定されている。具体的には、リングパターン１５０ｆ～１５０ｈの幅ｗ１

及びリングパターン１６２ｋ～１６２ｍの幅ｗ４は、例えば２．０μｍ程度とする。リン
グパターン１６２ｋ～１６２ｍの長手方向に沿った両側部のうちの一方の端部は、リング
パターン１５０ｆ～１５０ｈの長手方向に沿った両側部に対して、ｄ２だけ外側に突き出
すように位置している。距離ｄ２は、例えば０．５μｍ程度とする。リングパターン１６
２ｋ～１６２ｍの長手方向に沿った両側部のうちの他方の側部は、リングパターン１５０
ｆ～１５０ｈと平面的に重なり合っている。
【０２５５】
　また、リングパターン１６２ｋ～１６２ｍの長手方向における両端部は、リングパター
ン１５０ｆ～１５０ｈの長手方向における両端部に対して外側に突き出すように位置して
いる。本変形例では、リングパターン１６２ｋ～１６２ｍの側辺のうちの３辺が、リング
パターン１５０ｆ～１５０ｈと平面的に重なり合っていない。リングパターン１６２ｋ～
１６２ｍの両端部を、リングパターン１５０ｆ～１５０ｈと平面的に重なり合わせていな
いのは、層間絶縁膜１５４が過度に除去された際における層間絶縁膜１５６と層間絶縁膜
１４２との接触箇所を十分に確保するためである。
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【０２５６】
　このように、リングパターン１６２ｋ～１６２ｍの長手方向に沿った両側部のうちの一
方の側部のみを、リングパターン１５０ｆ～１５０ｈと平面的に重なり合わないようにし
てもよい。
【０２５７】
　なお、ここでは、リングパターン１６２ｋ～１６２ｍが半導体基板１０の角部の近傍領
域において形成されておらず、非連続的になっている場合を例に説明したが、これに限定
されるものではない。リングパターン１６２ｋ～１６２ｍを、半導体基板１０の角部の近
傍領域においても分離しないようにしてもよい。即ち、リングパターン１６２ｋ～１６２
ｍをそれぞれ連続的に形成してもよい。
【０２５８】
　上述したように、本実施形態において、耐湿リング８ｄ～８ｅを半導体基板１０の角部
において非連続にしているのは、Ｃｕ膜やタングステン膜をＣＭＰ法により溝内に埋め込
む際に、埋め込み不良が生じるのを防止するためである。リングパターン１６２ｋ～１６
２ｍは、リングパターンとなる導電膜を形成した後に、導電膜をエッチングすることによ
り形成されるものであるため、かかる埋め込み不良が生じることはない。このため、リン
グパターン１６２ｋ～１６２ｍについては、半導体基板１０の角部において敢えて非連続
にしなくてもよい。従って、リングパターン１６２ｋ～１６２ｍについては、それぞれ連
続的に形成するようにしてもよい。
【０２５９】
　［変形実施形態］
　上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【０２６０】
　例えば、上記実施形態では、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの材料としてＣｕを用
いる場合を例に説明したが、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの材料はＣｕに限定され
るものではない。例えば、Ｃｕ合金など、Ｃｕを含む材料をリングパターン１５０ａ～１
５０ｃの材料として用いてもよい。上記実施形態は、絶縁膜１５２との密着性が必ずしも
良好ではない材料を、リングパターン１５０ａ～１５０ｃの材料として用いるあらゆる場
合に有効である。
【０２６１】
　また、上記実施形態では、リングパターン１５０ａ～１５０ｃと絶縁膜１５２との密着
性が良好でない場合を例に説明したが、リングパターン１５０ａ～１５０ｃと絶縁膜１５
２との密着性が良好であってもよい。リングパターン１５０ａ～１５０ｃと絶縁膜１５２
との密着性が良好であれば、リングパターン１６０ａ～１６０ｃ、１６２ａ～１６２ｃが
剥がれてしまうのをより確実に防止しうる。例えば、絶縁膜１５２として、ＳｉＮ膜、Ｓ
ｉＯＮ膜、ＳｉＣＦ膜等を用いてもよい。
【０２６２】
　上記実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【０２６３】
　（付記１）
　半導体基板上の回路領域を囲う周縁領域内に前記回路領域を囲うように形成された第１
の耐湿リングと、前記周縁領域内に前記第１の耐湿リングを囲うように形成された第２の
耐湿リングとを有し、
　前記第１の耐湿リングは、前記半導体基板上に形成された第１の絶縁層に埋め込まれた
第１のパターンと、前記第１の絶縁層上に形成された第２の絶縁層に埋め込まれ、前記第
１のパターンに接続され、前記第１のパターンより幅の狭い第２のパターンと、前記第２
の絶縁層上に形成され、前記第２のパターンに接続され、長手方向に沿った両側部のうち
の少なくとも一方が前記第１のパターンと平面的に重なり合っていない第３のパターンと
を有しており、
　前記第２の耐湿リングは、前記第１の絶縁層に埋め込まれた第４のパターンと、前記第
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２の絶縁層に埋め込まれ、前記第４のパターンに接続され、前記第４のパターンより幅の
狭い第５のパターンと、前記第２の絶縁層上に形成され、前記第５のパターンに接続され
、長手方向に沿った両側部のうちの少なくとも一方が前記第４のパターンと平面的に重な
り合っておらず、前記第３のパターンと分離された第６のパターンとを有している
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２６４】
　（付記２）
　付記１記載の半導体装置において、
　前記第３のパターンの前記両側部が、前記第１のパターンと平面的に重なり合っておら
ず、
　前記第６のパターンの前記両側部が、前記第４のパターンと平面的に重なり合っていな
い
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２６５】
　（付記３）
　付記１又は２記載の半導体装置において、
　前記第３のパターンの幅は、前記第１のパターンの幅より広く、
　前記第６のパターンの幅は、前記第４のパターンの幅より広い
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２６６】
　（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、
　前記第１のパターン及び前記第４のパターンは、銅を含み、
　前記第２の絶縁層は、前記第１のパターン及び前記第４のパターンに接するＳｉＣ膜を
含む
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２６７】
　（付記５）
　付記１乃至５のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記第１のパターンのうちの上部の幅は、前記第１のパターンのうちの下部の幅より広
く、
　前記第２のパターンのうちの上部の幅は、前記第２のパターンのうちの下部の幅より広
い
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２６８】
　（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、
　前記第１の耐湿リング又は前記第２の耐湿リングは、前記回路領域を囲うように連続的
に形成されている
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２６９】
　（付記７）
　付記１乃至５のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記第１の耐湿リング又は前記第２の耐湿リングは、前記回路領域を囲うように非連続
的に形成されている
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２７０】
　（付記８）
　付記１乃至７のいずれかに記載の半導体装置において、
　前記第１のパターン及び前記第４のパターンは、前記回路領域内における前記第１の絶
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縁層に埋め込まれた配線と同一導電膜により形成されており、
　前記第２のパターン及び前記第５のパターンは、前記回路領域内における前記第２の絶
縁層に埋め込まれ、前記配線に接続された導体プラグと同一導電膜により形成されており
、
　前記第３のパターン及び前記第６のパターンは、前記回路領域内における前記第２の絶
縁層上に形成された電極パッドと同一導電膜により形成されている
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２７１】
　（付記９）
　付記１乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２のパターン及び前記第５のパターンは、タングステンを含み、
　前記第３のパターン及び前記第６のパターンは、アルミニウムを含む
　ことを特徴とする半導体装置。
【０２７２】
　（付記１０）
　半導体基板上に第１の絶縁層を形成する工程と、
　前記半導体基板上の回路領域を囲う周縁領域内における前記第１の絶縁層に、前記回路
領域を囲う第１の溝と、前記第１の溝を囲う第２の溝とを形成する工程と、
　前記第１の溝内に第１の耐湿リングの一部となる第１のパターンを埋め込むとともに、
前記第２の溝内に第２の耐湿リングの一部となる第２のパターンを埋め込む工程と、
　前記第１の絶縁層上、前記第１のパターン上及び前記第２のパターン上に、第２の絶縁
層を形成する工程と、
　前記第１のパターンに達し、前記第１のパターンより幅の狭い第３の溝と、前記第２の
パターンに達し、前記第２のパターンより幅の狭い第４の溝とを、前記第２の絶縁層に形
成する工程と、
　前記第２の溝内に前記第１の耐湿リングの一部となる第３のパターンを埋め込むととも
に、前記第４の溝内に前記第２の耐湿リングの一部となる第４のパターンを埋め込む工程
と、
　前記第２の絶縁層上に、前記第３のパターンに接続され、長手方向に沿った両側部のう
ちの少なくとも一方が前記第１のパターンと平面的に重なり合っておらず、前記第１の耐
湿リングの一部となる第５のパターンを形成するとともに、前記第４のパターンに接続さ
れ、長手方向に沿った両側部のうちの少なくとも一方が前記第２のパターンと平面的に重
なり合っておらず、
前記第２の耐湿リングの一部となる、前記第５のパターンと分離された第６のパターンを
形成する工程と
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０２７３】
　（付記１１）
　付記１０記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第５のパターンの前記両側部が、前記第１のパターンと平面的に重なり合っておら
ず、
　前記第６のパターンの前記両側部が、前記第２のパターンと平面的に重なり合っていな
い
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０２７４】
　（付記１２）
　付記１０又は１１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第５のパターンの幅は、前記第１のパターンの幅より広く、
　前記第６のパターンの幅は、前記第２のパターンの幅より広い
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【０２７５】
　（付記１３）
　付記１０乃至１２のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１のパターン及び前記第２のパターンを埋め込む工程は、前記第１の溝内、前記
第２の溝内及び前記第１の絶縁層上に、銅を含む第１の導電膜を形成する工程と；前記第
１の絶縁層の表面が露出するまで前記第１の導電膜を研磨することにより、前記第１の溝
内に前記第１の導電膜により形成された前記第１のパターンを埋め込むとともに、前記第
２の溝内に前記第１の導電膜により形成された第２のパターンとを埋め込む工程とを有し
、
　前記第２の絶縁層を形成する工程は、前記第１のパターン及び前記第２のパターンに接
するＳｉＣ膜を形成する工程を含む
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０２７６】
　（付記１４）
　付記１０乃至１３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の溝及び前記第２の溝を形成する工程では、上部の幅が下部の幅より広い前記
第１の溝と、上部の幅が下部の幅より広い前記第２の溝とを形成し、
　前記第１のパターン及び前記第２のパターンを前記第１の絶縁層に埋め込む工程では、
上部の幅が下部の幅より広い前記第１のパターンと、上部の幅が下部の幅より広い前記第
２のパターンとを、前記第１の絶縁層に埋め込む
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０２７７】
　（付記１５）
　付記１０乃至１４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の溝及び前記第２の溝を形成する工程では、前記回路領域内における前記第１
の絶縁層に第５の溝を更に形成し、
　前記第１のパターン及び前記第２のパターンを埋め込む工程では、前記第５の溝内に配
線を更に埋め込み、
　前記第３の溝及び前記第４の溝を形成する工程では、前記回路領域内における前記第２
の絶縁層に、前記配線に達するコンタクトホールを更に形成し、
　前記第３のパターン及び前記第４のパターンを埋め込む工程では、前記コンタクトホー
ル内に導体プラグを更に埋め込み、
　前記第５のパターン及び前記第６のパターンを形成する工程では、前記回路領域内にお
ける前記第２の絶縁層上に、前記導体プラグに接続された電極パッドを更に形成する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０２７８】
　（付記１６）
　付記１０乃至１５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の絶縁層を形成する工程の後、前記第３の溝及び前記第４の溝を形成する工程
の前に、前記第２の絶縁層の表面を研磨により平坦化する工程を更に有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【０２７９】
　（付記１７）
　付記１０乃至１６のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第３のパターン及び前記第４のパターンを形成する工程は、前記第３の溝内、前記
第４の溝内及び前記第２の絶縁層上に第２の導電膜を形成する工程と、前記第２の絶縁層
の表面が露出するまで前記第２の導電膜を研磨することにより、前記第３の溝内に前記第
２の導電膜により形成された前記第３のパターンを埋め込むとともに、前記第４の溝内に
前記第２の導電膜により形成された前記第４のパターンを埋め込む工程とを有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【０２８０】
　（付記１８）
　付記１０乃至１７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第５のパターン及び前記第６のパターンを形成する工程は、前記第３のパターン上
、前記第４のパターン上及び前記第２の絶縁層上に、第３の導電膜を形成する工程と、前
記第３の導電膜をエッチングすることにより、前記第３の導電膜により形成された第５の
パターンと、前記第３の導電膜により形成された第６のパターンとを形成する工程とを有
する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【符号の説明】
【０２８１】
２…回路領域
４…周縁領域
６…スクライブライン領域
８ａ～８ｆ…耐湿リング
１０…半導体基板、半導体ウェハ
１２…素子分離領域
１４…ゲート絶縁膜
１６…ゲート電極
１８…サイドウォール絶縁膜
２０…ソース／ドレイン拡散層
２２…トランジスタ
２４…層間絶縁膜
２６ａ～２６ｃ…溝
２６ｄ…コンタクトホール
２８ａ～２８ｃ…リングパターン
３０…絶縁膜
３２…積層膜
３４…層間絶縁膜
３６ａ～３６ｄ…溝
３８ａ～３８ｃ…リングパターン
３８ｄ…配線
４０…絶縁膜
４２…積層膜
４４…層間絶縁膜
４６ａ～４６ｃ…開口部
４６ｄ…コンタクトホール
４８ａ～４８ｃ…開口部
４８ｄ…溝
５０ａ～５０ｃ…溝
５２ａ～５２ｃ…リングパターン
５２ｄ…導体プラグ
５２ｅ…配線
５４…絶縁膜
５６…積層膜
５８…層間絶縁膜
６０ａ～６０ｃ…開口部
６０ｄ…コンタクトホール
６２ａ～６２ｃ…開口部
６２ｄ…溝
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６４ａ～６４ｃ…溝
６６ａ～６６ｃ…リングパターン
６６ｄ…導体プラグ
６６ｅ…配線
６８…絶縁膜
７０…積層膜
７２…層間絶縁膜
７４ａ～７４ｃ…開口部
７４ｄ…コンタクトホール
７６ａ～７６ｃ…開口部
７６ｄ…溝
７８ａ～７８ｃ…溝
８０ａ～８０ｃ…リングパターン
８０ｄ…導体プラグ
８０ｅ…配線
８２…絶縁膜
８４…積層膜
８６…層間絶縁膜
８８ａ～８８ｃ…開口部
８８ｄ…コンタクトホール
９０ａ～９０ｃ…開口部
９０ｄ…溝
９２ａ～９２ｃ…溝
９４ａ～９４ｃ…リングパターン
９６…絶縁膜
９８…積層膜
１００…層間絶縁膜
１０２ａ～１０２ｃ…開口部
１０２ｄ…コンタクトホール
１０４ａ～１０４ｃ…開口部
１０４ｄ…溝
１０６ａ～１０６ｃ…溝
１０８ａ～１０８ｃ…リングパターン
１０８ｄ…導体プラグ
１０８ｅ…配線
１１０…絶縁膜
１１２…積層膜
１１４…層間絶縁膜
１１６ａ～１１６ｃ…開口部
１１６ｄ…コンタクトホール
１１８ａ～１１８ｃ…開口部
１１８ｄ…溝
１２０ａ～１２０ｃ…溝
１２２ａ～１２２ｃ…リングパターン
１２２ｄ…導体プラグ
１２２ｅ…配線
１２４…絶縁膜
１２６…絶縁膜
１２８…層間絶縁膜
１３０ａ～１３０ｃ…開口部
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１３０ｄ…コンタクトホール
１３２ａ～１３２ｃ…開口部
１３２ｄ…溝
１３４ａ～１３４ｃ…溝
１３６ａ～１３６ｃ…リングパターン
１３６ｄ…導体プラグ
１３６ｅ…配線
１３８…絶縁膜
１４０…絶縁膜
１４２…層間絶縁膜
１４４ａ～１４４ｃ…開口部
１４４ｄ…コンタクトホール
１４６ａ～１４６ｃ…開口部
１４６ｄ…溝
１４８ａ～１４８ｃ…溝
１５０ａ～１５０ｃ、１５０ｆ～１５０ｈ…リングパターン
１５０ｄ…導体プラグ
１５０ｅ…配線
１５２…絶縁膜
１５４…絶縁膜
１５６…層間絶縁膜
１５８ａ～１５８ｃ…溝
１５８ｄ…コンタクトホール
１６０ａ～１６０ｃ、１６０ｅ～１６０ｇ…リングパターン
１６０ｄ…導体プラグ
１６２ａ～１６２ｃ、１６２ｅ～１６２ｍ…リングパターン
１６２ｄ…電極パッド
１６４…シリコン酸化膜
１６６…シリコン窒化膜
１６８…保護膜
１７０…開口部
１７２…保護膜
１７４…開口部
１７６…半田バンプ
１７８…ボンディングワイヤ
１８０…フォトレジスト膜
３３８…絶縁膜
３４０…絶縁膜
３４２…層間絶縁膜
３５０…リングパターン
３５２…絶縁膜
３５４…絶縁膜
３５６…層間絶縁膜
３６０…リングパターン
３６２…リングパターン
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