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半導体装置及びその製造方法

技術分野

０００1 本発明は、半導体装置及びその製造方法に係り、特に記憶素子を有する半導体

装置及びその製造方法に関する。

背景技術

０００2 近時、下層側の配線と上層側の配線とが交差する箇所に記憶素子が設けられた半

導体装置が提案されている。

０００3 図27は、提案されている半導体装置を示す斜視図である。

０００4 図27に示すよぅに、半導体基板 (図示せず)ｱには、複数の配線 28が互いに並

行に形成されている。配線 28の上方には、配線 28に交差するよぅに、複数の配線

3 2が互いに並行に形成されている。下層側の配線 28と上層側の配線 3 2とが交

差する箇所には、記憶素子 (抵抗記憶素子) 3０がそれぞれ設けられている。下層

側の配線 28は記憶素子 3０の下部電極 (図示せず) に接続されており、上層側の

配線 3 2は記憶素子 3０の上部電極 (図示せず) に接続されている。下層側の配線

28と上層側の配線 32とが交差する箇所に記憶素子 3０が設けられているため、

図27に示すよぅな半導体装置はクロスポイント型メモり素子と称される。

０００5 抵抗記憶素子 3０は、電圧の印加により抵抗状態が変化する抵抗記憶材料を一

対の電極間に挟持したものである。高抵抗状態にある抵抗記憶素子 3０に印加する

電圧を徐々に高くしていくと、電圧がある値を超えたところで急激に抵抗値が減少し

、抵抗記憶素子 3０は低抵抗状態に遷移する。一方、低抵抗状態にある抵抗記憶

素子 3０に印加する電圧を低抵抗状態に遷移するのと逆方向に徐々に高くしていく

と、電圧がある値を超えたところで急激に抵抗値が増加し、抵抗記憶素子 3０は高

抵抗状態に遷移する。かかる記憶素子 3０の高抵抗状態と低抵抗状態とを例えば

情報の ０と ㌣とに対応づけることにより、メモり素子として利用することが可能であ

る。

０００6 このよぅに、提案されている半導体装置は、抵抗記憶素子に単純に電圧を印加する



だけで、抵抗記憶素子に対してデータを書き込むことが可能である。また、データの

読み出しは、抵抗記憶素子に所定の読み出し電流を流したときに抵抗記憶素子に

流れる電流値を測定することにょり可能である。提案されている半導体装置は、高速

性、大容量性、低消費電力性等を実現可能なため、将来性が期待されている。

０００7 なお、本願発明の背景技術としては以下のょぅなものがある。

特許文献 1 特表 2００2 ０8 5０号公報

特許文献2 米国特許第7０2００ 2 号明細書

特許文献3 特許第3 449998 号公報

特許文献4 特開平 ０ 号公報

特許文献5 特開平 6 3 2 7 号公報

特許文献6 特許第2879749 号公報

特許文献7 特開平 ０ ０3378 号公報

特許文献8 特開2００5 322 号公報

特許文献9 特開2００6 号公報

特許文献 1０特開2００6 ０863 号公報

特許文献 1 1 特開2００6 ０7 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 しかしながら、図2 7 に示すょぅな提案されている半導体装置では、上層側の配線

3 2 を記憶素子 3 ０の上部電極 (図示せず) に接続するためのコンタクトホール (図示

せず) を層間絶縁膜 (図示せず) に形成する際に、コンタクトホールのパターンの位置

ずれが生じると、記憶素子 3 ０の側部に存在する層間絶縁膜がェッチングされてし

まい、下層側の配線 2 8 にコンタクトホールが達してしまぅ場合があった。このょぅなコ

ンタクトホール内に導体プラグ (図示せず) を埋め込んだ場合には、導体プラグに接

続される上層側の配線 3 2 と下層側の配線 2 8 とが短絡してしまぅこととなる。コンタ

クトホールの位置ずれに対するマージンは、半導体装置の微細化に伴って小さくなる

。このため、上層側の配線 3 2 と下層側の配線 2 8 との短絡を生じることなく、上層側

の配線 3 2 を記憶素子 3 ０の上部電極に確実に接続する技術が待望されていた。



０００9 本発明の目的は、上層側の配線と下層側の配線との短絡を生じることなく、上層側

の配線を記憶素子の上部電極に接続し得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

００1０ 本発明の一観点によれば、半導体基板上に第 の配線を形成する第 の工程と、

前記第 の配線上に記憶素子を形成する第2の工程と、前記半導体基板上に、前記

記憶素子を埋め込むよぅに第 の絶縁膜を形成する第3の工程と、前記第 の絶縁膜

上及び前記記憶素子上に、前記第 の絶縁膜とェッチング特性が異なる第2の絶縁

膜を形成する第4の工程と、前記第 の絶縁膜をェッチングストッパとして、前記第2

の絶縁膜をェッチングすることにより、前記記憶素子の上部を露出する溝を前記第2

の絶縁膜に形成する第5の工程と、前記溝内に第2の配線を埋め込む第6の工程と

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。

００11 また、本発明の他の観点によれば、半導体基板上に第 の配線を形成する第 の

工程と、前記第 の配線上に記憶素子を形成する第2の工程と、前記半導体基板上

に、前記記憶素子を埋め込むよぅに第 の絶縁膜を形成する第3の工程と、前記第

の絶縁膜上及び前記記憶素子上に、前記第 の絶縁膜とェッチング特性が異なる第

2の絶縁膜を形成する第4の工程と、前記第2の絶縁膜上に、前記第2の絶縁膜とェ
、ソチング特性が異なる第3の絶縁膜を形成する第5の工程と、前記第2の絶縁膜をェ
、ソチングストッパとし、前記第3の絶縁膜をェッチングすることにより、前記第3の絶縁

膜に溝を形成する第6の工程と、前記溝内に露出した前記第2の絶縁膜を、前記第

の絶縁膜をェッチングスト、ソパとしてェッチングすることにより、前記記憶素子の上部

を露出する前記溝を形成する第7の工程と、前記溝内に第2の配線を埋め込む第8

の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。

００12 また、本発明の更に他の観点によれば、半導体基板上に形成された第 の配線と、

前記第 の配線上に形成された記憶素子と、前記半導体基板上に、前記記憶素子

を埋め込むよぅに形成された第 の絶縁膜と、前記第 の絶縁膜上に形成され、前記

第 の絶縁膜とェッチング特性が異なる第2の絶縁膜と、前記第2の絶縁膜に形成さ

れた溝内に埋め込まれ、前記記憶素子に接続された第2の配線とを有することを特



徴とする半導体装置が提供される。

００ 3 また、本発明の更に他の観点によれば、半導体基板上に形成された第 の配線と、

前記第 の配線上に形成された記憶素子と、前記半導体基板上に、前記記憶素子

を埋め込むよぅに形成された第 の絶縁膜と、前記第 の絶縁膜上に形成され、前記

第 の絶縁膜とェッチング特性が異なる第2の絶縁膜と、前記第2の絶縁膜上に形成

され、前記第2の絶縁膜とェッチング特性が異なる第3の絶縁膜と、前記第2の絶縁

膜及び前記第3の絶縁膜に形成された溝内に埋め込まれ、前記記憶素子に接続さ

れた第2の配線とを有することを特徴とする半導体装置が提供される。

発明の効果

００14 本発明によれば、第2の配線を埋め込むための溝が形成される第2の絶縁膜に対

してェッチング特性が異なる第 の絶縁膜を、記憶素子を埋め込むよぅに形成してお
くため、第2の配線を埋め込むための溝を第2の絶縁膜に形成する際に、記憶素子

の下部電極や第 の配線に溝が達してしまぅのを確実に防止することができる。この

ため、本発明によれば、第2の配線が記憶素子の下部電極や第 の配線と短絡して

しまぅのを確実に防止しつつ、第2の配線を記憶素子の上部電極に接続することがで

きる。

００15 また、本発明によれば、第 の絶縁膜を記憶素子を埋め込むよぅに形成し、第 の

絶縁膜に対してェッチング特性が異なる第2の絶縁膜を第 の絶縁膜上及び記憶素

子上に形成し、第2の絶縁膜とェッチング特性が異なる第3の絶縁膜を第2の絶縁膜

上に形成し、第2の絶縁膜をェッチングストッパとして第3の絶縁膜をェッチングする

ことにより第3の絶縁膜に溝を形成し、溝内に露出した第2の絶縁膜を更にェッチン

グ除去することにより記憶素子の上部電極を露出する溝を形成する。溝内に露出し

た第2の絶縁膜をェッチング除去する際には、第 の絶縁膜がェッチングストッパとし

て機能するため、溝が記憶素子の下部電極や第 の配線に達してしまぅことはない。

従って、本発明によっても、第2の配線が記憶素子の下部電極や第 の配線と短絡し

てしまぅのを防止しつつ、第2の配線を記憶素子の上部電極に接続することができる



図 図 は、本発明の第ェ実施形態による半導体装置を示す断面図である。

図2 図2は、本発明の第ェ実施形態による半導体装置の一部を示す斜視図である。

図3 図3は、本発明の第ェ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 )である。

図4 図4は、本発明の第ェ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5 図5は、本発明の第ェ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6 図6は、本発明の第ェ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7 図7は、本発明の第ェ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8 図8は、本発明の第ェ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9 図9は、本発明の第ェ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1０図 ０は、本発明の第 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11 図皿は、本発明の第 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12 図 2は、本発明の第2実施形態による半導体装置を示す断面図である。

図13 図 3は、本発明の第2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 )である。

図14 図 4は、本発明の第2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15 図 5は、本発明の第2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16 図 6は、本発明の第2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17 図 7は、本発明の第2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18 図 8は、本発明の第3実施形態による半導体装置を示す断面図である。

図19 図 9は、本発明の第3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 )である。

図2０図2０は、本発明の第3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2 1 図2 は、本発明の第3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22 図22は、本発明の第3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23 図23は、本発明の第3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24 図24は、本発明の第3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25 図25は、本発明の第3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26 図26は、本発明の第3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27 図27は、提案されている半導体装置を示す斜視図である。

図28 図28は、提案されている半導体装置に対して一般的に想定される方法を適用

した場合の製造方法を示す工程断面図である。

図29 図29は、提案されている半導体装置に対してェッチングストッパ膜を適用した

場合の製造方法を示す工程断面図 (その )である。

図3０図3０は、提案されている半導体装置に対してェッチングストッパ膜を適用した

場合の製造方法を示す工程断面図 (その2)である。

符号の説明



…メモリセル領域

…メモリセル領域から離間した領域

０…半導体基板

2 …素子分離領域

3a 3b …素子領域

4a 4b…ゲート電極

6a～6 d …ソースノドレイン拡散層

8a 8b …トランジスタ

０…層間絶縁膜

2a 22b…コンタクトホール

a 24b 溝

6a 26b…導体プラグ

8a 28b 配線

０…記憶素子、抵抗記憶素子

2a・‥配線

2b…導体プラグ

…下部電極

6 …抵抗記憶層

8 …上部電極

０…絶縁膜、酸ィビアルミニウム膜

2 42a ・‥絶縁膜、シリコン窒化膜

…絶縁膜、シリコン酸化膜

6 …溝

8 …コンタクトホール

０…フオトレジスト膜

2 …開口部

…フオトレ、ジスト膜

6 …開口部



58… 開口部

6０…デイッシング

62…絶縁膜、シリコン酸ィロ膜

64…絶縁膜、シリコン窒ィロ膜

28…配線

3０…記憶素子、抵抗記憶素子

32…配線

０…半導体基板

2０…層間絶縁膜

26…導体プラグ

28…配線

3０…記憶素子、抵抗記憶素子

32…配線

34 …下部電極

36…抵抗記憶層

38…上部電極

4０…絶縁膜、酸ィビアルミニウム膜

44…絶縁膜、シリコン酸ィロ膜

46 溝

54 …フオトレジスト膜

56… 開口部

発明を実施するための最良の形態

００18 図28は、提案されている半導体装置に対して一般的に想定される方法を適用した

場合の製造方法を示す工程断面図である。

００19 まず、トランジスタ(図示せず) が形成された半導体基板 1 1０上に、例えばシリコン

酸ィロ膜より成る層間絶縁膜 2０を形成する。次に、層間絶縁膜 ０に、導体プラグ

22及び配線 28を埋め込む。配線 28の長手方向は、図28における紙面左右方向

とする。次に、配線 28上に、下部電極 34、抵抗記憶層 6及び上部電極 8を



有する複数の記憶素子 3０を形成する。記憶素子 3０は、図27に示すよぅにマトリク

ス状に形成する。次に、全面に、層間絶縁膜 44を形成する。次に、全面に、フオトレ

ジスト膜 54を形成する。次に、フオトリソグラフイ技術を用い、コンタクトホール 46を

形成するための開口部 56をフオトレジスト膜 54に形成する。次に、フオトレジスト

膜 54をマスクとして、層間絶縁膜 44をェッチングすることにより、記憶素子 3０の

上部電極 28を露出するコンタクトホール 46を形成する。

００2０ コンタクトホール 46を形成するための開口部 56のパターンが位置ずれした場合

には、図28 (a) に示すよぅに、コンタクトホール 46が記憶素子 3０の下部電極 34

や下層側の配線 28にまで達してしまぅ虞がある。

００2 1 このよぅなコンタクトホール 46内に導体プラグ 32を埋め込んだ場合には、図28 (

b) に示すよぅに、記憶素子 3０の上部電極 38と下部電極 34とが短絡してしまぅ。

即ち、かかる場合には、導体プラグ 32に接続される上層側の配線 (図示せず) と下

層側の配線 28とが短絡してしまい、正常に動作し得ない。

００22 また、ェッチングストッパ膜を用いて層間絶縁膜 2０にコンタクトホール 46を形成

することも考えられる。

００23 図29及び図3０は、提案されている半導体装置に対して上記の不具合を改善する

ためにェッチングスト、ソパ膜を適用した場合の製造方法を示す工程断面図である。

００24 まず、トランジスタ(図示せず) が形成された半導体基板 ０上に層間絶縁膜 2０

を形成する工程から、記憶素子 3０を形成する工程までは、図28 (a) を用いて上述

した半導体装置の製造方法と同様であるので省略する。

００25 次に、全面に、例えばシリコン窒ィロ膜より成るェッチングストッパ膜 4０を形成する。

００26 次に、全面に、例えばシリコン酸ィロ膜より成る層間絶縁膜 44を形成する。次に、全

面に、フオトレジスト膜 54を形成する。次に、フオトリソグラフイ技術を用い、コンタクト

ホール 46を形成するための開口部 56をフオトレジスト膜 54に形成する。次に、

フオトレジスト膜 54をマスクとして、層間絶縁膜 44をェッチングすることにより、記

憶素子 3０の上部電極 28を露出するコンタクトホール 46を形成する。

００27 コンタクトホール 46を形成するための開口部 56のパターンが、ェ、ソチングスト、ソ

パ膜 4０の膜厚より大きく位置ずれした場合には、図29 (a) に示すよぅに、下層側の



配線 28上に存在するェッチングスト、ソパ膜 4０にまでコンタクトホール 46が達して

しまぅ虞がある。

００28 このよぅなコンタクトホール 46内に露出したェッチングスト、ソパ膜 4０をェッチング

除去すると、図29 (b) に示すよぅに、コンタクトホール 46が下層側の配線 28に達し

てしまぅ。

００29 このよぅなコンタクトホール 46内に導体プラグ 32を埋め込んだ場合には、図3０

に示すよぅに、記憶素子 3０の上部電極 38と下部電極 34とが短絡してしまぅ。即

ち、かかる場合には、導体プラグ 32に接続される上層側の配線 (図示せず) と下層

側の配線 28とが短絡してしまい、正常に動作し得ない。

００3０ このよぅに、上層側の配線 32と下層側の配線 28との短絡を生じることなく、上層

側の配線 32を記憶素子 3０の上部電極 38に確実に接続する技術は末だ確立さ

れていなかった。

００3 1 第 実施形態

本発明の第 実施形態による半導体装置及びその製造方法を図 乃至図皿を用

いて説明する。

００32 (半導体装置)

まず、本実施形態による半導体装置の構造を図 及び図2を用いて説明する。図

は、本実施形態による半導体装置を示す断面図である。図2は、本実施形態による

半導体装置の一部を示す斜視図である。

００33 図 における紙面右側の領域2は、複数の記憶素子がマトリクス状に設けられてい
る領域であるメモリセル領域を示しており、図 における紙面左側の領域4は、メモリ

セル領域2から離間した領域を示している。

００34 図 に示すよぅに、半導体基板 ０上には、素子領域 3a 3bを確定する素子分

離領域 2が形成されている。

００35 素子分離領域 2により確定された素子領域 3aには、ゲート電極 4aとソースノド

レイン拡散層 6a 6bとを有するトランジスタ 8aが形成されている。また、素子分

離領域 2により確定された素子領域 3bには、ゲート電極 4bとソースノドレイン拡

散層 6c 6dとを有するトランジスタ 8bが形成されている。



００36 トランジスタ 8a 8bが形成された半導体基板 ェ０上には、例えばシリコン酸ィロ膜よ

り成る層間絶縁膜2０が形成されている。

００37 層間絶縁膜2０には、トランジスタ 8aの一方のソースノドレイン拡散層 6aに達す

るコンタクトホール22a と、コンタクトホール22a に接続された溝24aとが形成されてい
る。層間絶縁膜2０には、複数の溝24a が並行に形成されている。溝24a の長手方向

は、図 における紙面左右方向である。

００38 また、層間絶縁膜2０には、トランジスタ 8bの一方のソースノドレイン拡散層 6dに

達するコンタクトホール22b と、コンタクトホール22b に接続された溝24bとが形成され

ている。かかるコンタクトホール22b及び溝24b は、メモリセル領域から離間した領域

2に形成されている。

００39 層間絶縁膜2０に形成されたコンタクトホール22a 内及び溝24a 内には、例えばC

(銅 、W (タングステン 等より成る導体プラグ26a及び配線28aが埋め込まれている

。本実施形態では、配線28a と導体プラグ26a とは一体に形成されているが、導体プ

ラグ26a をWにより形成し、配線28a をC により形成してもよい。複数の溝24a にそれ

ぞれ埋め込まれた複数の配線28a は、互いに並行に形成されている。配線28a の長

手方向は、図 における紙面左右方向である。配線28a は、導体プラグ26a を介して

、トランジスタ 8aの一方のソースノドレイン拡散層 6aに接続されている。

００4０ 層間絶縁膜2０に形成されたコンタクトホール22b及び溝24b 内には、例えばC

W等より成る導体プラグ26b及び配線28b が埋め込まれている。本実施形態では、

配線28b と導体プラグ26b とは一体に形成されているが、導体プラグ26bをWにより

形成し、配線28bをC により形成してもよい。配線28b は、導体プラグ26b を介して、

トランジスタ 8bの一方のソースノドレイン拡散層 6dに接続されている。

００41 層間絶縁膜2０に埋め込まれた配線28a 上には、複数の記憶素子3０、より具体的

には抵抗記憶素子が形成されている。記憶素子3０は、図2に示すよぅに、下層側の

配線28a と上層側の配線32a とが互いに交差する箇所にそれぞれ設けられている。

このため、複数の記憶素子3０は、全体としてマトリクス状に配置されている。抵抗記

憶素子3０は、高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、電圧の印加によって高抵抗状

態と低抵抗状態とが切り換わる記憶素子である。



００42 記憶素子3０は、下部電極34と、下部電極34上に形成された抵抗記憶層3 6と、抵

抗記憶層3 6上に形成された上部電極3 8とを有している。即ち、記憶素子3０は、抵

抗記憶層3 6を下部電極34と上部電極3 8とにより挟持したものである。下部電極34

の材料としては、例えばP 等が用いられている。抵抗記憶層3 6の材料としては、例

えば複合金属酸ィロ物 (C Complex Me a Ox de) が用いられている。かかる複合

金属酸ィロ物は、二種類以上の金属を含む酸ィロ物である。複合金属酸ィロ物に含まれ

る金属としては、例えば遷移金属、アルカリ土類金属、希土類金属等を挙げることが

できる。ここでは、抵抗記憶層3 6の材料として、例えばS が用いられている。な

お、抵抗記憶層3 6は、単層の膜により構成してもよ 、互いに異なる材料の膜を順

次積層して成る積層膜により構成してもよい。上部電極3 8の材料としては、例えばP

等が用いられている。

００43 高抵抗状態にある抵抗記憶素子3０に印加する電圧を徐々に高くしていくと、電圧

がある値 (セット電圧 ，)
。を超えたところで急激に抵抗値が減少し、抵抗記憶素子3

は低抵抗状態に遷移する。このよぅな動作は、一般に「セット」と称される。

００44 一方、低抵抗状態にある抵抗記憶素子3０に印加する電圧を、低抵抗状態に遷移

するのと逆方向に徐々に高くしていくと、電圧がある値 (リセット電圧 ， ) を超えたと
e，。

ころで急激に抵抗値が増加し、抵抗記憶素子は高抵抗状態に遷移する。このよぅな

動作は、一般に「リセット」と称される。

００45 これら動作により、抵抗記憶素子3０に単純に電圧を印加するだけで、抵抗記憶素

子の抵抗状態を制御することができる。

００46 また、データの読み出しは、抵抗記憶素子3０に所定の読み出し電流を流したとき

に抵抗記憶素子3０に流れる電流値を測定することにより可能である。

００4 7 記憶素子3０が形成された半導体基板 ０上には、例えば酸ィビアルミニウム膜より成

る絶縁膜 (保護膜 ) 4０が、記憶素子3０を覆ぅよぅに形成されている。かかる絶縁膜4０

は、後述するよぅに、シリコン窒化膜より成る絶縁膜4 2を研磨する際に研磨ストッパと

して機能するものである。このため、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜4 2に対して研磨速

度が十分に遅い材料が、絶縁膜4０の材料として用いられている。また、酸化アルミニ

ウム膜より成る絶縁膜4０は、水素や水分等が抵抗記憶層3 6 に達するのを防止する



バリア膜としても機能する。水素や水分が抵抗記憶層36に達するのを防止しぅるため

、抵抗記憶層36が還元されるのを防止することができ、電気的特性の良好な記憶素

子3０を得ることが可能となる。

００48 配線32a を埋め込むための溝46を絶縁膜44及び絶縁膜4０に形成する際に、絶

縁膜4０が過度にェッチングされた場合には、溝46が下部電極34や下層の配線28a

にまで達してしまぅこととなる。かかる場合には、記憶素子3０の下部電極34と上部電

極38とが短絡してしまい、記憶素子3０が正常に動作し得ない。酸化アルミニクム膜

より成る絶縁膜4０のェッチング速度は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44のェッチン

グ速度に対して比較的遅いため、溝46を絶縁膜44に形成する際に絶縁膜4０が過

度にェッチングされてしまぅことはない。

００49 酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０が形成された半導体基板 ０上には、記憶素

子3０を埋め込むよぅに、例えばシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42が形成されている。

換言すれば、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０が側面に形成された複数の記憶

素子3０の間には、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42が充填されている。シリコン窒ィビ

膜より成る絶縁膜42の上層部は、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０を研磨ストッ
パとして用いて、研磨が行われている。このため、記憶素子3０上には、シリコン窒ィビ

膜より成る絶縁膜42は存在していない。記憶素子3０上に存在する酸ィビアルミニウム

膜より成る絶縁膜4０の上面の高さと、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42の上面の高さ

とは、互いに等しくなっている。配線32a を埋め込むための溝46おンリコン酸ィロ膜より

成る絶縁膜44に形成する際には、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42がェッチングスト

、ソパとして機能する。

００5０ 酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０上及びシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42上に

は、例えばシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44が形成されている。

００5 1 酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０及びシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44には、

配線32a を埋め込むための溝46が形成されている。絶縁膜4０ 44に形成された複

数の溝46は、互いに並行になっている。溝46の長手方向は、図 にぉける紙面垂直

方向である。溝46は、記憶素子3０の上面を露出するよぅに形成されている。図 に示

すよぅに、溝46を形成するためのパターンが紙面左右方向に位置ずれした場合には



、記憶素子3０上に存在している絶縁膜4０のみならず、記憶素子3０の側面を覆って

いる絶縁膜4０の一部や、記憶素子3０を埋め込むよぅに形成された絶縁膜42の一部

までもがェッチング除去されることも考えられる。しかし、酸ィビアルミニウム膜より成る

絶縁膜4０のェッチング速度は、シリコン酸化膜より成る絶縁膜44のェッチング速度

の例えば3分の 程度である。また、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42のェッチング速

度は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44のェッチング速度の例えば 5分の 程度で

ある。従って、配線32a を埋め込むための溝46を絶縁膜44 4０に形成する際に、シ

リコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42や酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０が過度にェッ
チングされてしまぅことはない。従って、本実施形態によれば、配線32a を埋め込むた

めの溝46を絶縁膜44 4０に形成する際に、溝46が下部電極34や配線28a に達し

てしまぅのを確実に防止することが可能となり、配線32a が下部電極34や下層側の配

線28a と短絡してしまぅのを確実に防止することが可能となる。

００52 また、メモリセル領域から離間した領域4においては、配線28b に達するコンタクトホ

ールが絶縁膜44 42 4０に形成されている。

００53 メモリセル領域2に形成された溝46内には、例えばC 、W等より成る配線32a が埋

め込まれている。複数の配線32a は、互いに並行に形成されている。配線32a の長

手方向は、紙面垂直方向である。即ち、上層側の配線32a の長手方向と下層側の配

線28a の長手方向とは、互いに直交している (図2参照)。

００54 また、メモリセル領域から離間した領域4においては、コンタクトホール48内に、例

えばC 、W等より成る導体プラグ32bが埋め込まれている。

００55 なお、配線32"の上方には、上述した配線28"と同様の配線 (図示せず)や、上述

した記憶素子3０と同様の記憶素子 (図示せず) が適宜形成されている。また、導体プ

ラグ32bは、図示しない導体プラグ等を介して、上層部に設けられる配線 (図示せず)

に電気的に接続される。

００56 こぅして本実施形態による半導体装置が構成されている。

００57 このよぅに、本実施形態によれば、配線32a を埋め込むための溝46が形成される絶

縁膜44に対してェッチング速度が十分に遅い絶縁膜42が、記憶素子3０を埋め込

むよぅに形成されているため、配線32a を埋め込むための溝46を絶縁膜44に形成す



る際に、記憶素子3０の下部電極34や下層側の配線28aに溝が達してしまぅのを確

実に防止することができる。このため、本実施形態によれば、上層側の配線32aが記

憶素子3０の下部電極34や下層側の配線28aと短絡してしまぅのを確実に防止しつ

つ、上層側の配線32aを記憶素子39の上部電極38に接続することができる。

００58 (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3乃至図皿を用いて説明す

る。図3乃至図 、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。

００59 まず、図3に示すよぅに、半導体基板 ０上に、素子領域 3a 3bを確定する素子

分離領域 2を形成する。

００6０ 次に、素子領域 3a上に、ゲート電極 4aとソースノドレイン拡散層 6a 6bとを

有するトランジスタ 8aを形成する。また、素子領域 3b上に、ゲート電極 4bとソー

スノドレイン拡散層 6c 6dとを有するトランジスタ 8bを形成する。

００61 次に、トランジスタ 8a 8bが形成された半導体基板 ０上に、例えばシリコン酸ィビ

膜より成る層間絶縁膜2０を形成する。

００62 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、トランジスタ 8aの一方のソースノドレイン拡散

層 6aに達するコンタクトホール22aと、トランジスタ 8bの一方のソースノドレイン拡

散層 6dに達するコンタクトホール22bとを層間絶縁膜2０に形成する。

００63 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、コンタクトホール22aに接続された溝24aと、コ

ンタクトホール22bに接続された溝24bとを形成する。メモリセル領域2を含む領域に

おいては、複数の溝24aを互いに並行に形成する。溝24aの長手方向は、図3にお

ける紙面左右方向である。

００64 次に、例えばスパッタリング法により、例えば、膜厚2０ の 膜と、膜厚 の

膜とを順次形成する。次に、例えばC 法により、例えばW膜を形成する。W膜

の膜厚は、溝24a 24bの幅の半分以上の膜厚とする。

００65 なお、ここでは、導体プラグ26a 26b及び配線28a 28bの材料としてWを用レ巧
場合を例に説明したが、導体プラグ26a 26b及び配線28a 28bの材料としてC を

用いてもよい。導体プラグ26a 26b及び配線28a 28bの材料としてC を用いる場



合には、例えばスパッタリング法により、 (タンタル)膜を形成する。かかる a膜は

バリアメタルとして機能するものである。次に、例えばスパッタリング法及び電気めっき

法を用い、C 膜を形成する。このよぅに、導体プラグ26a 26b 及び配線28a 28b の

材料としてC を用いてもよい。

００66 次に、C P (Chem ca Mechan ca Po sh ng、ィロ学的機械的研磨) 法により、層間

絶縁膜2０の表面が露出するまで、W又はC 等より成る導電膜を研磨する。これによ

り、コンタクトホール22a 内及び溝24a 内に、導電膜より成る導体プラグ26a 及び配線

28a が埋め込まれる。また、コンタクトホール22b 内及び溝24b 内に、導電膜より成る

導体プラグ26b 及び配線28b が埋め込まれる (図4参照) 。

００6 7 次に、全面に、例えばスパッタリング法により、例えば膜厚 のP 膜より成る導

電膜34を形成する。かかる導電膜34は、記憶素子3０の下部電極となるものである。

００68 次に、全面に、例えばスパッタリング法により、膜厚2 S の複合金属酸化物層3 6

を形成する。かかる複合金属酸ィロ物層3 6 は、記憶素子3０の抵抗記憶層となるもの

である。かかる複合金属酸化物層3 6 は、二種類以上の金属を含むものである。複合

金属酸ィロ物層3 6 に含まれる金属としては、例えば遷移金属、アルカリ土類金属、希

土類金属等を挙げることができる。ここでは、複合金属酸ィロ物層3 6の材料として、例

えばS O を用いる。

００69 次に、全面に、例えばスパッタリング法により、例えば膜厚 のP 膜より成る導

電膜3 8を形成する。かかる導電膜3 8 は、記憶素子3０の上部電極となるものである。

００7０ こぅして、導電膜34、複合金属酸ィロ物層3 6及び導電膜3 8より成る積層膜が形成さ

れる。

００7 1 次に、かかる積層膜を記憶素子3０の形状にパターニングする。こぅして、下部電極

34、抵抗記憶層3 6及び上部電極3 8を有する記憶素子3０が形成される (図5参照)

００72 なお、ここでは、下部電極34と抵抗記憶層3 6 と上部電極3 8 とにより記憶素子3０を

構成する場合を例に説明したが、記憶素子3０の構成はこれに限定されるものではな

い。例えば、下部電極34 と上部電極3 8 との間に、抵抗記憶層3 6 とダイオードとを積

層して成る積層体を設けてもよい。本願発明は、記憶素子3０の具体的な構造に依



存するものではない。

００73 次に、図6に示すよぅに、全面に、例えばC 法により、例えば膜厚 ０～2０ の

酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜 (保護膜) 4０を形成する。酸化アルミニウム膜より

成る絶縁膜4０は、後述する工程において、シリコン窒化膜より成る絶縁膜42を研磨

する際に、研磨ストッパとして機能する。また、酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０

は、水素や水分等が記憶素子3０に達するのを防止するバリア膜としても機能する。

００74 次に、全面に、例えばプラズマC 法により、例えば膜厚2００ のシリコン窒化

膜より成る絶縁膜42を形成する。

００75 次に、例えばC P法により、酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０の表面が露出

するまで、シリコン窒化膜より成る絶縁膜42を研磨する。研磨剤としては、例えばセリ

ア (酸化セリウム)より成る研磨砥粒を含む研磨剤を用いる。シリコン窒化膜より成る絶

縁膜42を研磨する際には、酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０が研磨ストッパとし

て機能する。こぅして、記憶素子3０がシリコン窒化膜より成る絶縁膜42により埋め込

まれた状態となる。換言すれば、複数の記憶素子3０の間にシリコン窒化膜より成る絶

縁膜42が充填された状態となる。記憶素子3０上においては、酸化アルミニウム膜よ

り成る絶縁膜4０が露出した状態となる。記憶素子3０上に存在する酸化アルミニウム

膜より成る絶縁膜4０の上面の高さと、シリコン窒化膜より成る絶縁膜42の上面の高さ

とは等しくなる (図7参照)。

００76 次に、全面に、スヒノコート法により、フオトレジスト膜5０を形成する。

００77 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、コンタクトホール48を形成するための開口部5

2をフオトレジスト膜5０に形成する。

００78 次に、フオトレジスト膜5０をマスクとし、酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０をェッ
チングストッパとして、例えばプラズマェッチングにより、シリコン窒化膜より成る絶縁

膜42にコンタクトホール48を形成する (図8参照)。ェッチングガスとしては、例えば、

C ガス及び ガスを用いる。この後、フオトレジスト膜5０を剥離する。
4 2

００79 次に、図9に示すよぅに、全面に、例えばC 法により、例えば膜厚 OO のシリ

コン酸化膜より成る絶縁膜44を形成する。なお、絶縁膜44の材料として、炭素を含

むシリコン酸化膜 (S OC膜)等を用いてもよい。



００8０ 次に、全面に、スビノコート法により、フオトレジスト膜54を形成する。

００8 1 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、溝46を形成するための開口部56と、コンタクト

ホール48を形成するための開口部58とを、フオトレ、ジスト膜54に形成する。

００82 次に、フオトレ、ジスト膜54をマスクとし、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42をエッチン

グストッパとして、例えばプラズマエッチングにより、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44

に溝46を形成する (図 ０参照)。溝46の長手方向は、図 ０における紙面垂直方向

とする。エッチングガスとしては、例えば、C ガス、C ガス及び ガスを用いる
4 8 3 2

。図 ０に示すように、溝46を形成するための開口部56のパターンが紙面左右方向

に位置ずれした場合には、記憶素子3０上に存在している絶縁膜4０のみならず、記
，漬素子3０の側面を覆う絶縁膜4０の一部や、記憶素子4０を埋め込むように形成され

た絶縁膜42の一部までもがエッチング除去される場合がある。しかし、酸ィビアルミニ

ウム膜より成る絶縁膜4０のエッチング速度は、シリコン酸ィト膜より成る絶縁膜44のエ
、ソチング速度の例えば3分の 程度である。また、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42の

エッチング速度は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44のエッチング速度の例えば 5

分の 程度である。従って、記憶素子3０上以外の部分において、酸ィビアルミニウム

膜より成る絶縁膜4０やシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42が過度にエッチングされてし

まうことはない。従って、本実施形態によれば、配線32a を埋め込むための溝46を絶

縁膜44 4０に形成する際に、溝46が下部電極34や下層側の配線28a に達してしま
うのを確実に防止することができる。このため、本実施形態によれば、上層側の配線3

2aが下部電極34や下層側の配線28a と短絡してしまうのを確実に防止することが可

能となる。

００83 次に、例えばスパッタリング法により、例えば、膜厚2０ の 膜と、膜厚 の

膜とを順次形成する。次に、例えばC 法により、例えばW膜を形成する。W膜

の膜厚は、溝46の幅の半分以上の膜厚とする。

００84 なお、ここでは、配線32a 及び導体プラグ32bの材料としてWを用いる場合を例に

説明したが、配線32a 及び導体プラグ32bの材料としてC を用いてもよい。配線32a

及び導体プラグ32b の材料としてC を用いる場合には、例えばスパッタリング法によ

り、 a膜を形成する。次に、例えばスパッタリング法及び電気めっき法を用い、C 膜



を形成する。このよぅに、導体プラグ32b及び配線32a の材料としてC を用いてもよ

００85 次に、例えばC P法により、絶縁膜44の表面が露出するまで、W、C 等より成る

導電膜を研磨する。これにより、溝46内に配線32a が埋め込まれる。また、コンタクト

ホール48内に、導体プラグ32bが埋め込まれる。

００86 こぅして本実施形態による半導体装置が製造される。

００87 このよぅに、本実施形態によれば、配線32 を埋め込むための溝46が形成される絶

縁膜44に対してェッチング速度が十分に遅い絶縁膜42を、記憶素子3０を埋め込む

よぅに形成しておくため、配線32a を埋め込むための溝46を絶縁膜44に形成する際

に、記憶素子3０の下部電極34や下層側の配線28a に溝46が達してしまぅのを確実

に防止することができる。このため、本実施形態によれば、上層側の配線46が記憶

素子3０の下部電極34や下層側の配線28a と短絡してしまぅのを確実に防止しつつ、

上層側の配線46を記憶素子3０の上部電極38に接続することができる。

００88 第2実施形態

本発明の第2実施形態による半導体装置及びその製造方法を図 2乃至図 7を用

いて説明する。図 2は、本実施形態による半導体装置を示す断面図である。図 乃

至図皿に示す第 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。

００89 本実施形態による半導体装置及びその製造方法は、メモリセル領域から離間した

領域4においてシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42 が研磨により除去されており、メモ

リセル領域から離間した領域4において配線28b に達するコンタクトホール48を形成

する際に、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42aをェッチングすることを要しないことに主

な特徴がある。

００9０ (半導体装置)

まず、本実施形態による半導体装置を図 2を用いて説明する。

００9 1 図 2に示すよぅに、メモリセル領域2においては、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁

膜4０が形成された半導体基板 ０上に、記憶素子3０を埋め込むよぅに、例えばシリコ

ン窒ィロ膜より成る絶縁膜42aが形成されている。換言すれば、メモリセル領域2にお



いては、酸ィヒアルミニウム膜より成る絶縁膜4０が側面に形成された複数の記憶素子

3０の間に、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42 が充填されている。

００92 シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42aの表面の高さは、メモリセル領域2から離れるに

伴って低くなっている。メモリセル領域から離間した領域4においては、シリコン窒ィビ

膜より成る絶縁膜42a は存在していない。換言すれば、メモリセル領域2以外の領域

においては、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42a にデイッシング6０が形成されている。

デイッシング6０が十分に深く形成されているため、メモリセル領域から離間した領域4

では、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42a が存在しない状態となっている。

００93 シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42a等が形成された半導体基板 ０上には、全面に、

シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44が形成されている。

００94 酸ィヒアルミニウム膜より成る絶縁膜4０及びシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44には、

配線32a を埋め込むための溝46が形成されている。

００95 メモリセル領域から離間した領域4においては、配線28b に達するコンタクトホール

48が絶縁膜44 4０に形成されている。

００96 メモリセル領域2においては、溝46内に、例えばC 、W等より成る配線32a が埋め

込まれている。

００97 メモリセル領域から離間した領域4においては、コンタクトホール48内に、例えばC

、W等より成る導体プラグ32bが埋め込まれている。

００98 こぅして本実施形態による半導体装置が構成されている。

００99 このよぅに、本実施形態によれば、メモリセル領域から離間した領域4においてシリ

コン窒化膜より成る絶縁膜42a が研磨により除去されているため、後述するよぅに、メ

モリセル領域から離間した領域4において配線28b に達するコンタクトホール48を形

成する際に、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42aをェソチングすることを要しない。この

ため、本実施形態によれば、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42aをェソチングするエ

程 (図8参照)を削減することができ、半導体装置の低コストィビに寄与することができる

０1００ (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 3乃至図 7を用いて説明す



る。図 3乃至図 7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。

０1０1 まず、半導体基板 ０に素子分離領域 2を形成する工程から、酸化アルミニウム膜

より成る絶縁膜4０を記憶素子3０を覆ぅよぅに形成する工程までは、図3乃至図6に示

す第 実施形態による半導体装置の製造方法と同様であるので、説明を省略する (

図 3参照)。

０1０2 次に、全面に、例えばプラズマC 法により、例えば膜厚2００ のシリコン窒ィビ

膜より成る絶縁膜42aを形成する。

０1０3 次に、例えばC P法により、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０を研磨ストッパと

して、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42 を研磨する。この際、メモリセル領域から離

間した領域4にぉいて配線28b の上面が露出するよぅに、シリコン窒ィロ膜より成る絶

縁膜42a に十分に深いデイッシング6０を形成する (図 4参照)。研磨剤としては、例

えばシリヵ(酸化シリコン)より成る研磨砥粒を含む研磨剤を用いる。かかる研磨剤を

用いれば、セリアより成る研磨砥粒を含む研磨剤を用いた場合と比較して、深いデイ

、ソシング6０おンリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜42a に形成することが可能となる。デイッ
シング6０が十分に深く形成されるため、メモリセル領域から離間した領域4では、シリ

コン窒化膜より成る絶縁膜42a が存在していない状態となる。

０1０4 なぉ、研磨圧力を十分に高く設定することによっても、デイッシング6０を十分に深く

形成することが可能である。

０1０5 次に、図 5に示すよぅに、全面に、例えばC 法により、例えば膜厚 OO のシ

リコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44を形成する。なぉ、絶縁膜44の材料として、炭素を含

むシリコン酸ィロ膜 (S OC膜)等を用いてもよい。

０1０6 次に、全面に、スヒノコート法により、フオトレジスト膜54を形成する。

０1０7 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、溝46を形成するための開口部56と、コンタクト

ホール48を形成するための開口部58とを、フオトレジスト膜54に形成する。

０1０8 次に、フオトレジスト膜54をマスクとし、シリコン窒化膜より成る絶縁膜42 をェッチン

グストッパとして、例えばプラズマェッチングにより、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44

に溝46を形成する (図 6参照)。また、絶縁膜44 4０に配線28b に達するコンタクト



ホール48を形成する。ェッチングガスとしては、例えば、C ガス、C ガス及
4 8 3

び

ガスを用いる。メモリセル領域から離間した領域4においては、シリコン窒ィロ膜より成

る絶縁膜4 2"が存在していないため、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜4 2"をェッチング

する工程 (図8参照) を要することなく、配線28b に達するコンタクトホール48を形成

することが可能となる。本実施形態によれば、シリコン窒化膜より成る絶縁膜をェッチ

ングする工程 (図8参照) を省くことができるため、半導体装置の製造コストを削減する

ことが可能となる。

０1０9 次に、例えばスパッタリング法により、例えば、膜厚2０ の 膜と、膜厚 の

膜とを順次形成する。次に、例えばC 法により、例えばW膜を形成する。W膜

の膜厚は、溝46の幅の半分以上の膜厚とする。

０11０ なお、ここでは、配線32a 及び導体プラグ3 2bの材料としてWを用いる場合を例に

説明したが、配線32a 及び導体プラグ3 2bの材料としてC を用いてもよい。配線32a

及び導体プラグ3 2bの材料としてC を用いる場合には、例えばスパッタリング法によ

り、 a膜を形成する。次に、例えばスパッタリング法及び電気めっき法を用い、C 膜

を形成する。このよぅに、導体プラグ3 2b及び配線32a の材料としてC を用いてもよ

い
０111 次に、例えばC P法により、絶縁膜44の表面が露出するまで、W、C 等より成る

導電膜を研磨する。これにより、溝46内に配線32a が埋め込まれる。また、コンタクト

ホール48内に、導体プラグ3 2bが埋め込まれる。

０112 こぅして本実施形態による半導体装置が製造される (図 7参照)。

０113 このよぅに、本実施形態によれば、メモリセル領域から離間した領域4において、シリ

コン窒化膜より成る絶縁膜4 2 を研磨により除去するため、シリコン窒ィロ膜より成る絶

縁膜42a をェッチングする工程 (図8参照) を要することなく、配線28b に達するコンタ

クトホール48を形成することが可能となる。本実施形態によれば、シリコン窒ィロ膜より

成る絶縁膜をェッチングする工程 (図8参照) を省くことができるため、半導体装置の

製造コストを削減することができる。

０114 第3実施形態

本発明の第3実施形態による半導体装置及びその製造方法を図 8乃至図26を用



いて説明する。図 8は、本実施形態による半導体装置を示す断面図である。図 乃

至図 7に示す第 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。

０115 本実施形態による半導体装置及びその製造方法は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁

膜6 2を記憶素子3０を埋め込むよぅに形成し、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2上及

び記憶素子3０上にシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64を形成し、シリコン窒化膜より成

る絶縁膜64上にシリコン酸化膜より成る絶縁膜44を形成し、シリコン窒化膜より成る

絶縁膜64をェッチングストッパとしてシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44をェッチングす

ることによりシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜46に溝を形成し、溝46内に露出したシリコ

ン窒ィロ膜を更にェッチング除去することにより記憶素子3０の上部電極38を露出する

溝46を形成することに主な特徴がある。

０116 (半導体装置)

まず、本実施形態による半導体装置を図 8を用いて説明する。

０117 図 8に示すよぅに、記憶素子3０が形成された半導体基板 ０上には、酸ィビアルミニ

ウム膜より成る絶縁膜4０が記憶素子3０を覆ぅよぅに形成されている。

０118 酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０が形成された半導体基板 ０上には、記憶素

子3０を埋め込むよぅに、例えばシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2が形成されている。

換言すれば、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０が側面に形成された複数の記憶

素子3０の間に、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2が充填されている。シリコン酸ィロ膜

より成る絶縁膜6 2の上層部は、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０を研磨スト、ソパ

として用いて、研磨が行われている。このため、記憶素子3０上には、シリコン酸ィロ膜

より成る絶縁膜6 2は存在していない。記憶素子3０上に存在する酸ィビアルミニウム膜

より成る絶縁膜4０の上面の高さと、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2の上面の高さと

は、互いに等しくなっている。シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64をェッチングする際に

は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2がェッチングストッパとして機能する。

０119 酸化アルミニウム膜より成る絶縁膜4０上及びシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2上に

は、例えばシリコン窒化膜より成る絶縁膜64が形成されている。シリコン窒化膜より成

る絶縁膜64 は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44をェッチングする際に



トッパとして機能する。

０12０ 酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64及びシリコ

ン酸ィロ膜より成る絶縁膜44には、配線32a を埋め込むための溝46が形成されてレ巧

。図 8に示すよぅに、溝46を形成するためのパターンが紙面左右方向に位置ずれし

た場合には、記憶素子3０上に存在している絶縁膜4０のみならず、記憶素子3０の側

面を覆っている絶縁膜4０の一部や、記憶素子3０を埋め込むよぅに形成された絶縁

膜6 2の一部までもがェッチング除去されることも考えられる。しかし、シリコン酸ィロ膜

より成る絶縁膜6 2のェッチング速度は、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０のェッ
チング速度に対して著しく速いわけではない。従って、溝46内に露出した酸ィビアルミ

ニウム膜より成る絶縁膜4０をェッチングする際に、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2

が過度にェッチングされてしまぅことはない。本実施形態によれば、配線32a を埋め

込むための溝46を形成する際に、溝46が下部電極34や配線28a に達してしまぅの

を確実に防止することができ、配線32a が下部電極34や下層側の配線28a と短絡し

てしまぅのを確実に防止することができる。

０121 メモリセル領域から離間した領域4においては、配線28b に達するコンタクトホール

48が絶縁膜44 64 62 4０に形成されている。

０122 メモリセル領域2に形成された溝46内には、例えばC 、W等より成る配線32a が埋

め込まれている。複数の配線32a は、互いに並行に形成されている。配線32a の長

手方向は、紙面垂直方向である。即ち、上層側の配線32a の長手方向と下層側の配

線28a の長手方向とは、互いに直交している (図2参照)。

０123 また、メモリセル領域から離間した領域4においては、コンタクトホール48内に、例

えばC 、W等より成る導体プラグ3 2bが埋め込まれている。

０124 なお、配線3 2"の上方には、上述した配線28"と同様の配線 (図示せず)や、上述

した記憶素子3０と同様の記憶素子 (図示せず) が適宜形成されている。また、導体プ

ラグ3 2bは、図示しない導体プラグ等を介して、上層部に設けられる配線 (図示せず)

に電気的に接続される。

０125 こぅして本実施形態による半導体装置が構成されている。

０126 このよぅに、本実施形態によれば、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2を記憶素子3０



を埋め込むよぅに形成し、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2上及び記憶素子3０上に

シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64を形成し、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64上にシ

リコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44を形成し、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64をェッチ

ングストッパとしてシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44をェッチングすることによりシリコン

酸ィロ膜より成る絶縁膜46に溝を形成し、溝46内に露出したシリコン窒ィロ膜より成る

絶縁膜を更にェッチング除去することにより記憶素子3０の上部電極38を露出する溝

46を形成する。溝46内に露出したシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64をェッチング除

去する際には、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2がェッチングストッパとして機能する

ため、溝46が記憶素子3０の下部電極34や下層側の配線28a に達してしまぅことは

ない。従って、本実施形態によっても、上層側の配線32a が記憶素子3０の下部電極

34や下層側の配線28a と短絡してしまぅのを防止しつつ、上層側の配線32a を記憶

素子3０の上部電極38 に接続することができる。

０127 (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26を用いて説明す

る。図 9乃至図26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。

０128 まず、半導体基板 ０に素子分離領域 2を形成する工程から、酸化アルミニウム膜

より成る絶縁膜4０を記憶素子3０を覆ぅよぅに形成する工程までは、図 乃至図 7に

示す第 又は第2実施形態による半導体装置の製造方法と同様であるので、説明を

省略する (図 9参照)。

０129 次に、全面に、例えばプラズマC 法により、例えば膜厚2００ のシリコン酸ィビ

膜より成る絶縁膜6 2を形成する。

０13０ 次に、例えばC P法により、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０の表面が露出

するまで、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2を研磨する。研磨剤としては、例えばセリ

ア (酸ィビセリウム) より成る研磨砥粒を含む研磨剤を用いる。シリコン酸ィロ膜より成る絶

縁膜6 2を研磨する際には、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０が研磨ストッパとし

て機能する。こぅして、記憶素子3０がシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2により埋め込

まれた状態となる。換言すれば、複数の記憶素子3０の間にシリコン酸ィロ膜より成る絶



縁膜6 2が充填された状態となる。記憶素子3０上においては、酸ィビアルミニウム膜よ

り成る絶縁膜4０が露出した状態となる。記憶素子3０上に存在する酸ィビアルミニウム

膜より成る絶縁膜4０の上面の高さと、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2の上面の高さ

とは等しくなる (図2０参照)。

０131 次に、例えばC 法により、例えば膜厚2０ のシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64

を形成する。

０132 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜5０を形成する。

０133 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、コンタクトホール48を形成するための開口部5

2をフオトレ、ジスト膜5０に形成する。

０134 次に、フオトレ、ジスト膜5０をマスクとし、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2をエッチン

グストッパとして、例えばプラズマエッチングにより、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64

にコンタクトホール48を形成する (図2 参照)。エッチングガスとしては、例えば、C

ガス及び ガスを用いる。この後、フオトレ、ジスト膜5０を剥離する。

０135 次に、図22に示すように、全面に、例えばC 法により、例えば膜厚 OO のシ

リコン酸ィト膜より成る絶縁膜44を形成する。なお、絶縁膜44の材料として、炭素を含

むシリコン酸ィロ膜 (S OC膜 )等を用いてもよい。

０136 次に、全面に、スビノコート法により、フオトレジスト膜54を形成する。

０137 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、溝46を形成するための開口部5 6と、コンタクト

ホール48を形成するための開口部5 8とを、フオトレ、ジスト膜54に形成する。

０138 次に、フオトレ、ジスト膜54をマスクとし、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０及びシ

リコン窒ィト膜より成る絶縁膜4０をエッチングストッパとして、例えばプラズマエッチング

により、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44及びシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2をエッ
チングする。これにより、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44に溝46が形成される (図2

3参照)。また、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０に達するコンタクトホール48が

形成される。エッチングガスとしては、例えば、C ガス、C ガス及び ガスを用
4 8 3 2

いる。かかるエッチングガスを用いてプラズマエッチングを行った場合には、酸ィトアル
ミニクム膜より成る絶縁膜4０のエッチング速度は、シリコン酸ィヒ膜より成る絶縁膜6 2

のエッチング速度の例えば3分の 程度である。また、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜



64のエッチング速度は、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44のエッチング速度の例え

ば 5分の 程度である。従って、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０やシリコン窒

ィロ膜より成る絶縁膜64 が過度にエッチングされてしまうことはない。

０139 次に、フオトレ、ジスト膜54をマスクとし、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０及びシ

リコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2をエッチングストッパとして、例えばプラズマエッチング

により、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64をエッチングする。これにより、溝46内に露

出しているシリコン窒ィヒ膜64がエッチング除去される (図24参照)。エッチングガスと

しては、C ガス及び ガスを用いる。かかるエッチングガスを用いてプラズマエッチ
4 2

ングを行った場合には、酸ィトアルミニウム膜より成る絶縁膜4０のエッチング速度及び

シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2のエッチング速度は、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁

膜のエッチング速度に対して十分に遅い。従って、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁

膜4０やシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64 が過度にエッチングされてしまうことはない。

０14０ 次に、フオトレ、ジスト膜54をマスクとして、例えばプラズマエッチングにより、酸ィビア

ルミニウム膜より成る絶縁膜4０をエッチングする。図25に示すように、溝46を形成す

るための開口部5 6のパターンが紙面左右方向に位置ずれした場合には、記憶素子

3０上に存在している絶縁膜4０のみならず、記憶素子3０の側面を覆う絶縁膜4０の

一部や、記憶素子4０を埋め込むように形成された絶縁膜6 2の一部までもがエッチン

グ除去される場合がある。しかし、酸ィビアルミニウム膜より成る絶縁膜4０の膜厚は比

較的薄く、エッチング時間が比較的短時間に設定されるため、記憶素子3０の側面を

覆う絶縁膜4０や、記憶素子4０を埋め込むように形成された絶縁膜6 2が過度にエッ
チングされてしまうことはない。このため、本実施形態によれば、配線32a を埋め込む

ための溝46を形成する際に、溝46が下部電極34や下層側の配線28a に達してしま
うのを確実に防止することができる。このため、本実施形態によれば、上層側の配線3

2aが下部電極34や下層側の配線28a と短絡してしまうのを確実に防止することがで

きる。この後、フオトレ、ジスト膜54を剥離する。

０14 1 次に、例えばスパッタリング法により、例えば、膜厚2０ の 膜と、膜厚 の

膜とを慎次形成する。次に、例えばC 法により、例えばW膜を形成する。W膜

の膜厚は、溝46の幅の半分以上の膜厚とする。



０142 なお、ここでは、配線32a 及び導体プラグ3 2bの材料としてWを用いる場合を例に

説明したが、配線32a 及び導体プラグ3 2bの材料としてC を用いてもよい。配線32a

及び導体プラグ3 2bの材料としてC を用いる場合には、例えばスパッタリング法によ

り、 a膜を形成する。次に、例えばスパッタリング法及び電気めっき法を用い、C 膜

を形成する。このよぅに、導体プラグ3 2b及び配線32a の材料としてC を用いてもよ

い
０143 次に、例えばC P法により、絶縁膜44の表面が露出するまで導電膜を研磨する。

これにより、溝46内に配線32a が埋め込まれる (図26参照)。また、コンタクトホール4

8内に、導体プラグ3 2bが埋め込まれる。

０144 こぅして本実施形態による半導体装置が製造される。

０145 このよぅに、本実施形態によれば、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2を記憶素子3０

を埋め込むよぅに形成し、シリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜6 2上及び記憶素子3０上に

シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64を形成し、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64上にシ

リコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44を形成し、シリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64をェッチ

ングストッパとしてシリコン酸ィロ膜より成る絶縁膜44をェッチングすることによりシリコン

酸ィロ膜より成る絶縁膜46に溝を形成し、溝46内に露出したシリコン窒ィロ膜より成る

絶縁膜64を更にェッチング除去することにより記憶素子3０の上部電極38を露出す

る溝46を形成する。溝46内に露出したシリコン窒ィロ膜より成る絶縁膜64をェッチン

グ除去する際には、シリコン酸化膜より成る絶縁膜6 2がェッチングストッパとして機能

するため、溝46が記憶素子3０の下部電極34や下層側の配線28a に達してしまぅこ

とはない。従って、本実施形態によっても、上層側の配線32a が記憶素子3０の下部

電極34や下層側の配線28a と短絡してしまぅのを防止しつつ、上層側の配線32a を

記憶素子3０の上部電極38 に接続することができる。

０146 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。

０147 例えば、上記実施形態では、絶縁膜4 2の材料としてシリコン窒ィロ膜を用い、絶縁

膜44の材料としてシリコン酸ィロ膜を用いる場合を例に説明したが、絶縁膜4 2の材料

及び絶縁膜44の材料はこれらに限定されるものではない。ェッチング特性が互いに



異なる材料を、絶縁膜4 2 44の材料として適宜用いることができる。

０148 また、上記実施形態では、絶縁膜4０の材料として酸ィビアルミニウム膜を用いる場合

を例に説明したが、絶縁膜4０の材料は酸ィビアルミニウム膜に限定されるものではな

い。絶縁膜4 2を平坦ィビする際に研磨ストッパとして機能しぅる材料を、絶縁膜4０の材

料として適宜用いることができる。即ち、絶縁膜4 2と研磨特性 (研磨速度) が異なる材

料を、絶縁膜4０の材料として用いることができる。

０149 また、上記実施形態では、絶縁膜64の材料としてシリコン窒化膜を用い、絶縁膜4

4の材料としてシリコン酸ィロ膜を用いる場合を例に説明したが、絶縁膜64の材料及

び絶縁膜44の材料はこれらに限定されるものではない。ェッチング特性が互いに異

なる材料を、絶縁膜64 44の材料として適宜用いることができる。

０15０ また、上記実施形態では、絶縁膜6 2の材料としてシリコン酸化膜を用い、絶縁膜6

4の材料としてシリコン窒ィロ膜を用いる場合を例に説明したが、絶縁膜6 2の材料及

び絶縁膜64の材料はこれらに限定されるものではない。ェッチング特性が互いに異

なる材料を、絶縁膜64 6 2の材料として適宜用いることができる。

０151 また、上記実施形態では、絶縁膜4０を形成する場合を例に説明したが、絶縁膜4０

を形成しなくてもよい。但し、絶縁膜4０を形成しない場合には、記憶素子3０の上部

電極38が研磨スト、ソパとなるため、絶縁膜4 2を研磨する際に、記憶素子3０の上部電

極38が著しく研磨除去されてしまぅ虞がある。また、酸ィビアルミニウム膜等より成る絶

縁膜4０は水素や水分の拡散を防止するバリア膜としても機能するものである。バリア

膜として機能する絶縁膜4０を形成しない場合には、記憶素子3０の抵抗記憶層36を

構成する酸ィロ物が水素等により還元され、電気的特性が劣ィビしてしまぅ虞がある。従

って、信頼性の高い半導体装置を提供する観点からは、絶縁膜4０を形成することが

望ま 、。

産業上の利用可能，性

０152 本発明による半導体装置及びその製造方法は、記憶素子を有する半導体装置及

びその製造方法を提供するのに有用である。



請求の範囲

半導体基板上に第 の配線を形成する第 の工程と、

前記第 の配線上に記憶素子を形成する第2の工程と、

前記半導体基板上に、前記記憶素子を埋め込むよぅに第 の絶縁膜を形成する第

3の工程と、

前記第 の絶縁膜上及び前記記憶素子上に、前記第 の絶縁膜とェッチング特性

が異なる第2の絶縁膜を形成する第4の工程と、

前記第 の絶縁膜をェッチングスト、ソパとして、前記第2の絶縁膜をェッチングする

ことにより、前記記憶素子の上部を露出する溝を前記第2の絶縁膜に形成する第5の

工程と、

前記溝内に第2の配線を埋め込む第6の工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

2 請求の範囲第 項記載の半導体装置の製造方法において、

前記第3の工程は、前記半導体基板上に前記記憶素子を覆ぅよぅに前記第 の絶

縁膜を形成する工程と、前記第 の絶縁膜の表層部を研磨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。

3 請求の範囲第2項記載の半導体装置の製造方法において、

前記第 の工程では、前記記憶素子が形成される予定の領域から離間した領域の

前記半導体基板上に、前記第 の配線と同一導電膜より成る第3の配線を更に形成

し、

前記第3の工程では、前記第3の配線上の前記第 の絶縁膜が除去されるよぅに、

前記第 の絶縁膜を研磨し、

前記第4の工程では、前記第3の配線をも覆ぅよぅに前記第2の絶縁膜を形成し、

前記第5の工程では、前記第3の配線に達するコンタクトホールを前記第2の絶縁

膜に更に形成し、

前記第6の工程では、前記コンタクトホール内に導体プラグを更に埋め込む

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

4 請求の範囲第 項記載の半導体装置の製造方法において、



前記第2の工程の後、前記第3の工程の前に、前記第 の絶縁膜と研磨特性が異

なる第3の絶縁膜を、前記記憶素子を覆ぅよぅに形成する工程を更に有し、

前記第3の工程は、前記第3の絶縁膜上に前記第 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第3の絶縁膜を研磨ストッパとして、前記記憶素子上の前記第3の絶縁膜の上

面が露出するまで前記第 の絶縁膜を研磨する工程とを有し、

前記第6の工程では、前記第2の絶縁膜及び前記第3の絶縁膜をェッチングするこ

とにより、前記記憶素子の上部を露出する溝を前記第2の絶縁膜及び前記第3の絶

縁膜に形成する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

5 請求の範囲第 項乃至第4項のいずれか 項に記載の半導体装置の製造方法に

おいて、

前記第 の絶縁膜は、シリコン窒ィロ膜であり、

前記第2の絶縁膜は、シリコン酸ィロ膜である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

6 請求の範囲第4項記載の半導体装置の製造方法において、

前記第3の絶縁膜は、酸ィビアルミニウム膜である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

7 半導体基板上に第 の配線を形成する第 の工程と、

前記第 の配線上に記憶素子を形成する第2の工程と、

前記半導体基板上に、前記記憶素子を埋め込むよぅに第 の絶縁膜を形成する第

3の工程と、

前記第 の絶縁膜上及び前記記憶素子上に、前記第 の絶縁膜とェッチング特性

が異なる第2の絶縁膜を形成する第4の工程と、

前記第2の絶縁膜上に、前記第2の絶縁膜とェッチング特性が異なる第3の絶縁膜

を形成する第5の工程と、

前記第2の絶縁膜をェッチングスト、ソパとし、前記第3の絶縁膜をェッチングすること

により、前記第3の絶縁膜に溝を形成する第6の工程と、

前記溝内に露出した前記第2の絶縁膜を、前記第 の絶縁膜をェッチングストッパ



としてェッチングすることにより、前記記憶素子の上部を露出する前記溝を形成する

第7の工程と、

前記溝内に第2の配線を埋め込む第8の工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

8 請求の範囲第7項記載の半導体装置の製造方法において、

前記第2の工程の後、前記第3の工程の前に、前記第 の絶縁膜と研磨特性が異

なる第4の絶縁膜を、前記記憶素子を覆ぅよぅに形成する工程を更に有し、

前記第3の工程は、前記第4の絶縁膜上に前記第 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第4の絶縁膜を研磨ストッパとし、前記記憶素子上の前記第4の絶縁膜の上面

が露出するまで前記第 の絶縁膜を研磨する工程とを有し、

前記第7の工程では、前記第2の絶縁膜及び前記第4の絶縁膜を順次ェッチング

することにより、前記記憶素子の上部を露出する前記溝を形成する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

9 請求の範囲第7項又は第8項記載の半導体装置の製造方法において、

前記第 の絶縁膜は、シリコン酸ィロ膜であり、

前記第2の絶縁膜は、シリコン窒ィロ膜であり、

前記第3の絶縁膜は、シリコン酸ィロ膜である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

０ 請求の範囲第8項記載の半導体装置の製造方法において、

前記第4の絶縁膜は、酸ィビアルミニウム膜である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

請求の範囲第 項乃至第 ０項のいずれか 項に記載の半導体装置の製造方法に

おいて、

前記第2の配線の長手方向は、前記第 の配線の長手方向に直交する方向である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

2 請求の範囲第 項乃至第皿項のいずれか 項に記載の半導体装置の製造方法に

おいて、

前記記憶素子は、抵抗記憶層を下部電極と上部電極とにより挟持したものである



ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

3 半導体基板上に形成された第 の配線と、

前記第 の配線上に形成された記憶素子と、

前記半導体基板上に、前記記憶素子を埋め込むよぅに形成された第 の絶縁膜と

前記第 の絶縁膜上に形成され、前記第 の絶縁膜とェッチング特性が異なる第2

の絶縁膜と、

前記第2の絶縁膜に形成された溝内に埋め込まれ、前記記憶素子に接続された第

2の配線と

を有することを特徴とする半導体装置。

4 請求の範囲第 3項記載の半導体装置において、

前記記憶素子が形成された領域から離間した領域の前記半導体基板上に形成さ

れ、前記第 の配線と同一導電膜より成る第3の配線を更に有し、

前記第 の絶縁膜は前記第3の配線上には存在しておらず、

前記第2の絶縁膜は前記第3の配線上にも存在しており、

前記第2の絶縁膜に埋め込まれ、前記第3の配線に接続された導体プラグを更に

有する

ことを特徴とする半導体装置。

5 請求の範囲第 3項又は第 4項記載の半導体装置において、

前記記憶素子を覆ぅよぅに形成され、前記第 の絶縁膜と研磨特性が異なる第3の

絶縁膜を更に有する

ことを特徴とする半導体装置。

6 請求の範囲第 5項記載の半導体装置において、

前記第3の絶縁膜は、水素又は水分の拡散を防止する材料より成る

ことを特徴とする半導体装置。

7 半導体基板上に形成された第 の配線と、

前記第 の配線上に形成された記憶素子と、

前記半導体基板上に、前記記憶素子を埋め込むよぅに形成された第 の絶縁膜と



前記第 の絶縁膜上に形成され、前記第 の絶縁膜とェッチング特性が異なる第2

の絶縁膜と、

前記第2の絶縁膜上に形成され、前記第2の絶縁膜とェッチング特性が異なる第3

の絶縁膜と、

前記第2の絶縁膜及び前記第3の絶縁膜に形成された溝内に埋め込まれ、前記記

憶素子に接続された第2の配線と

を有することを特徴とする半導体装置。

8 請求の範囲第 7項記載の半導体装置において、

前記記憶素子を覆ぅよぅに形成され、前記第 の絶縁膜と研磨特性が異なる第4の

絶縁膜を更に有する

ことを特徴とする半導体装置。

9 請求の範囲第 8項記載の半導体装置において、

前記第4の絶縁膜は、水素又は水分の拡散を防止する材料より成る

ことを特徴とする半導体装置。

2０ 請求の範囲第 3項乃至第 9項のいずれか 項に記載の半導体装置において、

前記第2の配線の長手方向は、前記第 の配線の長手方向に直交する方向である

ことを特徴とする半導体装置。
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pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
2 5 Sept ember , 2 0 0 7 ( 2 5 . 0 9 . 0 7 ) 09 October, 2007 (09.10.07)

Name and mailing address of the ISA/ A thonzed officer
Japanese Patent Office

Facsimile No. Telephone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)
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C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

JP 2007-042804 A (Renesas Technology Corp.
15 February, 2007 (15.02.07),
Par . Nos . [0099] , [0107] t o [0117] ;
Figs. 13 to 21
(Family: none)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. CIa，ms N。s・:
because they are dependent claims and are not 打a丘ed in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
See extra sheet .

As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of
any additional fee.

3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I x I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is

restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Claims [ 1 - 3 , 5 , and 1 1 - 12] .

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,
the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.
Form PCT/ISA/210 (contmua on of first sheet (2)) (April 2005)
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Continuation of Box No. Ill of continuation of first sheet (2)

The matter common to the inventions of claims [1 - 3 , 5 and 11 -
12] , [4 and 6 ] , [7 - 10] , [13 - 16 and 20] , and [17 - 19] is "a semiconductor
device manufacturing method comprising a first step of forming a first
wiring line over a semiconductor substrate, a second step of forming
storage elements over said first wiring line, a third step of so forming
a first insulating film over said semiconductor substrate as to bury
said storage elements, a fourth step of forming such a second insulating
film over said first insulating film and said storage elements as has
etching characteristics different from those of said first insulating
film, a fifth step of etching said second insulating film by using said
first insulating film as an etching stopper, thereby to form such grooves
in said second insulating film as to expose the upper portions of said
storage elements, and a sixth step of burying second wiring lines in
said grooves" . However, the search has revealed that the aforementioned
common matter is not novel, since it was disclosed in document 1 (JP
2005-523575 A (Infineon Technologies AG .), 4 August, 2005 (04.08.05)
and well known.

Specifically, document 1 describes "an MRAM device manufacturing
method comprising the step of forming a first conductive wire over a
semiconductor wafer, the step of forming MTJ over said first conductive
wire, the step of forming a tunnel junction portion insulating layer
of Si3N4 over said MTJ, and the step of depositing a second insulating
layer of SiO2 over said tunnel junction portion insulating layer thereby
to form a second conductive wire in said second insulating layer by
using a damascene process".

Moreover, the aforementioned second insulating layer of SiO2 is made
of a material different from that of the aforementioned tunnel junction
portion insulating layer of Si3N4 so that its etching characteristics
are different from those of the tunnel junction port ion insulating layer .
Moreover, the aforementioned tunnel junction portion insulating layer
is different in the etching characteristics from the second insulating
layer. It is, therefore, admitted (as referred to document 1 , Pars.
[0028] , [0032] , [0040] and [0043] - [0044] , Figs. 4 - 6 ) that the tunnel
junction portion insulating layer functions as an etching stopper when
an etching for forming an opening to form the second conductive wire
in the second insulating layer in the aforementioned damascene process .

Thus, it can be said that the aforementioned matter common to the
inventions of claims [1 - 3 , 5 and 11 - 12] , [4 and 6 ] , [7 - 10] , [13

- 16 and 20] , and [17 - 19] is disclosed in document 1 . As a result,
the aforementioned common matter is not the special technical feature
within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence, since it does
not explicitly specify any contribution over the prior art . Therefore,
there is no matter common to all the inventions of claims [1 - 3 , 5
and 11 - 12] , [4 and 6 ] , [7 - 10] , [13 - 16 and 20] , and [17 - 19] .
No technical relationship within the meaning of PCT Rule 13 can be seen
between those different inventions, since there exists no other common
matter which can be considered as a special technical feature within
the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence. Hence, it is apparent
that the inventions of claims [1 - 3 , 5 and 11 - 12], [4 and 6], [7

- 10] , [13 - 16 and 20] , and [17 - 19] do not comply with the requirement
of unity of invention.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (April 2005)
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A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int.Cl. H01L27/105 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int.Cl. H01L27/105

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 - 2 0 0 7 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 7年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 7年

国際調査で使用した電子デ タ ス デ タ スの名称、調査に使用した用語 )

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X J P 2005-523575 A (イ ィネオ テク ノ ジ アクチ ゲゼ ヤ 1-2, 5, 11-12

A ト) 2005.08.04, 段落 [0028] , [0032] , [0040] , [0043] - [0044] , 3

図 4-6

& US 6815248 B2 & US 2003/0199104 Al

& EP 1495470 Al & WO 2003/088253 Al

& DE 060301344 & CN 1647206 A

& TW 0243378 B

庄 C欄の続きにも文献が列挙 されて る。 r テ ト ア に関する別紙を参照。

ホ 引用文献のカテ の日の役に公表 さi た文献
A 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな <、発明の原理又は理論
E 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し< は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 (理由を付す) 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

O 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
p j 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 r&j 同 テ ト7 ア V 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 5 . 0 9 2 0 0 7 0 9 . 1 0 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 4 M 3 8 4 0
日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 粟野 正明

郵便番号 1 0 0 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 6 2

様式 PCTノISAノ210 (第 2 ジ) (2005年4月
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C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

J P 2005-524238 A ( イ ク テ ク ノ ジ イ ポ イテ ッド 1-2, 5, 11-12

2005.08.11, 段落 [0014] - [0016] , [0020] - [0021] , 6A,6B

& US 2003/0203510 Al & US 2004/0264240 Al

& EP 1500116 Al & WO 2003/094182 Al

& CN 1656580 A & TW 0238439 B

J P 2007-042804 A (株式会社) ネサステク ノ ジ) 2007.02.15

段落 [0099] , [0107] - [0117] , 13-21 ( ア なし)

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 O (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5 年 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願 (D 土 分 Xl 係 るも (D てある ま Q

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第 欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある この国際調査機関は認めた。
特 シ参照。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな 、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した

請求の範囲 [1-3 5 11-12]

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式 P C T ノ I S Aノ2 1 O (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )
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請求の範囲[1-3，5，11-12] ,[4,6], [7-10], [13-16,20], [17-19]に係 る発明の共通の事項は、 半導
体某板上に第 1 の配線を形成する第 I の工程 t 、前記第 の配線上に記憶素子を形成する第 2

の工程 t 、前記半導体某板上に、前記記憶素子を埋め込むよ に第 の絶縁膜を形成する第 3

の工程 t 、前記第 の絶縁膜上及び前記記憶素子上に、前記第 の絶縁膜 t ッチ グ特性が

典なる第 の絶縁膜を形成する第 の工程 t 、前記第 の絶縁膜を ッチ グス トッ し
て、前記第 の絶縁膜を ッチ グするこ によ り、前記記憶素子の上部を露出する満を前記
第 の絶縁膜に形成する第 の工程 t 、前記満内に第 2 の配線を埋め込む第 の工程 を有す
る半導体装置の製造方法 であるが、当該共通の事項は、調査の結果、文献 1 (JP 2005-523575

A (イ 1 ィネオ テク ノ ジ ズ アクチ ゲゼ; ャ7 ト) 2005.08.04) によ り開示
され公知 t な た事項である ら、新規でな こ t が明ら な た。

すなわち、文献 には、 半導体 ウ 上に第 導電線を形成する工程、該第 導電線上
にM T J を形成する工程、該M T J _ に S i 3 N 。 らなる ト ネ 接合部絶縁屑を形成する

工程、該 ト ネ 接合部絶縁屑上に S i O 2
らなる第 2 絶縁屑を堆積 し、タ プ セス

を使用して前記第 2 絶縁屑内部に、第 2 導電線を形成する工程 t を有するM R A M装置の製造
方法 が記載されて る。

そして、前記 S i 2
らなる第 2 絶縁屑は、前記 S i 3 N 4

らなる ト ネ 接合部絶縁屑
t 典なる材料である ら、該 ト ネ 接合部絶縁屑 t は ッチ グ特性が典なるものである b
える。また、前記 ト ネ / 接合部絶縁屑は、第 2 絶縁屑 t ッチ グ特性が典なるこ ら、

前記タ プ セス にお て第 2 絶縁屑に第 2 導電線を形成するための開口部を設ける

ッチ グを行 際に、 ッチ グス トッ t して機能するものである t 認、められる。 (文献
の段落 [0028] , [0032] , [0040] , [0043] - [0044] ,図 4-6 等を参照 された 。

そ する t 、前記 した請求の範囲[1-3，5，11-12] ,[4,6], [7-10], [13-16,20], [17-19] に係 る発明の
共通の事項は文献 1に示されて る t える。結果 t して、前記共通の事項は先行技術の城を

出な ら、PCT 規 lJ 13・2 の第 2 文の意味にお て、 この共通事項は特別な技術的特徴で
はな 。それ故、請求の範囲[1-3，5，11-12] ,[4,6], [7-10], [13-16,20], [17-19] に係 る発明全てに共
通の事項はな 。 PCT 規MJ 13・2 の第 2 文の意味にお て特別な技術的特徴 t 考えられる他
の共通の事項は存在しな ので、それらの相違する発明の間に PCT 規 lJ 13 の意味における

技 術 的 な 関 連 を 見 だ す こ t は で き な 。 よ 0 て 、 請 求 の 範 囲
[1-3，5，11-12] ,[4,6], [7-10], [13-16,20], [17-19] は発明の単一性の要件を満たして な こ t が

式 P C Tノ I S Aノ2 1 0 (特別 ( 2 0 0 5年 4 月)
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