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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少なくとも上下に
２層以上をなすように設けられた半導体装置において、
　前記上層配線の下面に連結されて該上層配線を支持する支柱を形成し、前記下層配線間
の隙間から前記上層配線の下面の少なくとも一部にかけて連続する空間を形成せしめ、
　前記素子間の基板表面に素子を分離するための凹部を形成し、前記空間を該凹部内に連
続せしめ、
　前記素子間分離用凹部の内面に耐エッチング膜が形成されていることを特徴とする半導
体装置。
【請求項２】
　複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少なくとも上下に
２層以上をなすように設けられた半導体装置の製造方法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ）前記エッチングされた領域に絶縁膜を成膜して埋め込んで支柱を形成する工程と、
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（ｆ）前記上層配線を１層以上下の下層配線と導通するための金属を埋設するためのコン
タクトホール開口用パターンマスクを成形し、金属埋設領域の前記支柱及び／又は犠牲層
をエッチングしてコンタクトホールを形成する工程と、
（ｇ）前記エッチングされたコンタクトホールに金属を埋め込む工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１）前記シリコン基板の素子間分離用凹部を形成するための領域を露出させるため
の貫通孔を前記層間絶縁膜に形成するためのフォトレジストマスクを前記層間絶縁膜上お
よび前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する工程と、
（ａ－２）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域の前記層間絶縁膜をエッチング
して前記貫通孔を形成し、該貫通孔を通じて層間絶縁膜下のシリコン基板の素子間分離用
凹部形成領域を露出させる工程と、
（ａ－３）前記（ａ－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工程
が挿入されており、
　前記（ｉ）工程において、露出された前記素子間分離用凹部形成領域を、等方性エッチ
ングにより掘り下げ、素子間分離用凹部を形成させることを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項３】
　複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少なくとも上下に
２層以上をなすように設けられた半導体装置の製造方法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ）前記エッチングされた領域に絶縁膜を成膜して埋め込んで支柱を形成する工程と、
（ｆ）前記上層配線を１層以上下の下層配線と導通するための金属を埋設するためのコン
タクトホール開口用パターンマスクを成形し、金属埋設領域の前記支柱及び／又は犠牲層
をエッチングしてコンタクトホールを形成する工程と、
（ｇ）前記エッチングされたコンタクトホールに金属を埋め込む工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１－１）前記シリコン基板に素子間分離用凹部を形成するためのフォトレジストマ
スクを前記層間絶縁膜上および前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する
工程と、
（ａ－２－１）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域をエッチングし、素子間分
離用凹部形成領域の上方の層間絶縁膜を貫通し、さらに、その直下のシリコン基板を所定
深さ掘り下げて、素子間分離用凹部を形成する工程と、
（ａ－２－２）前記素子間分離用凹部の内面に耐エッチング膜を形成する工程と、
（ａ－３－１）前記（ａ－１－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工
程が挿入されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少なくとも上下に
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２層以上をなすように設けられた半導体装置の製造方法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ－１）前記エッチングされた領域に金属を成膜して埋め込んで導電性の支柱を形成す
る工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１）前記シリコン基板の素子間分離用凹部を形成するための領域を露出させるため
の貫通孔を前記層間絶縁膜に形成するためのフォトレジストマスクを前記層間絶縁膜上お
よび前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する工程と、
（ａ－２）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域の前記層間絶縁膜をエッチング
して前記貫通孔を形成し、該貫通孔を通じて層間絶縁膜下のシリコン基板の素子間分離用
凹部形成領域を露出させる工程と、
（ａ－３）前記（ａ－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工程
が挿入されており、
　前記（ｉ）工程において、露出された前記素子間分離用凹部形成領域を、等方性エッチ
ングにより掘り下げ、素子間分離用凹部を形成させることを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項５】
　複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少なくとも上下に
２層以上をなすように設けられた半導体装置の製造方法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ－１）前記エッチングされた領域に金属を成膜して埋め込んで導電性の支柱を形成す
る工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１－１）前記シリコン基板に素子間分離用凹部を形成するためのフォトレジストマ
スクを前記層間絶縁膜上および前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する
工程と、
（ａ－２－１）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域をエッチングし、素子間分
離用凹部形成領域の上方の層間絶縁膜を貫通し、さらに、その直下のシリコン基板を所定
深さ掘り下げて、素子間分離用凹部を形成する工程と、
（ａ－２－２）前記素子間分離用凹部の内面に耐エッチング膜を形成する工程と、
（ａ－３－１）前記（ａ－１－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工
程
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が挿入されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記（ａ）工程の前又は後に、
（I）ゲッタリング材形成用マスクを形成する工程、
（II）ゲッタリング材膜を成膜する工程、および
（III）前記ゲッタリング材形成用マスクを除去してゲッタリング材層を得る工程
が挿入されている請求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記（ｈ）工程の前又は後に、
（I）ゲッタリング材形成用マスクを形成する工程、
（II）ゲッタリング材膜を成膜する工程、および
（III）前記ゲッタリング材形成用マスクを除去してゲッタリング材層を得る工程
が挿入されている請求項２乃至６のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、同一層の配線間隔が狭められた
ことによる寄生容量（配線容量）の増加を防ぎ、集積回路の高速動作を安定させることが
できる半導体装置およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、配線間の寄生容量を低減する技術として、配線の上層、下層および同層間を
絶縁膜で覆うことは常識化しており、通常、絶縁膜材料には誘電率の小さい二酸化ケイ素
（ＳｉＯ２）が用いられている。しかし、近年では、さらに、配線間隔の狭小化が進み、
配線間を満たす絶縁物だけでは思うように寄生容量を低減させることができなくなってき
ている。寄生容量の増加は誘導ノイズの発生を招くので、特に高速動作をする回路におい
て安定した回路動作が妨げられる。そこで、配線間の絶縁物に空孔又は空洞を設けて静電
容量を低減させる技術が種々開示されている。空孔又は空洞により配線間の静電容量が低
減され、充電時の時定数が小さくなり、素子及び回路の高速動作が保証されるのである。
【０００３】
　図２１は、そのような空洞を有する半導体装置の一例（特開平１０－３３５４５９号公
報）を示すものであり、図２２及び図２３はその製法を示している。
【０００４】
　図２１において、下層配線１０１と上層配線１０２との間には絶縁膜１０３、１０４が
形成されており、絶縁膜１０３、１０４の間には空洞１０５が形成されている。埋設金属
１０６は上層配線１０２と下層配線１０１とを電気的に接続するものであり、層間絶縁膜
１０７の下には、さらに下の下層配線、または、半導体素子を有する半導体基板がある。
【０００５】
　図２２において、層間絶縁膜１０７の上に、下層配線１０１がパターニングされており
、下層配線１０１を覆うように絶縁膜１０３が形成される（図２２（ａ）参照）。この絶
縁膜１０３は、たとえば酸化膜であり、プラズマ酸化膜またはバイアススパッタ酸化膜を
１．５μｍ成長させた後、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉ
ｓｈｉｎｇ：化学機械研磨）法によって、研磨・平坦化して、配線上膜厚８００ｎｍで形
成されている。
【０００６】
　次に、通常のフォトレジスト法及び異方性エッチング法により空洞形成用開口部１０８
（０．３μｍ□）とビアホール開口部１０９（０．４μｍ□）とを同時に形成する（図２
２（ｂ）参照）。配線間隔が０．９μｍ以上のような場合には、０．３μｍ幅の空洞形成
用開口部１０８ａ、１０８ｂを２つ形成する。過剰エッチングをすることで空洞形成用開
口部の深さを下層配線１０１の下面下まで十分に深く形成することができる。たとえば、
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過剰エッチング量を約８０％とすることで、深さは約１４００ｎｍとなる。
【０００７】
　次に、ビアホール開口部１０９に、埋設金属１０６となるタングステンをＣＶＤ（Ｃｅ
ｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：化学気相成長）法で成長させる。たと
えば、成長ガスとしてＷＦ６を用い、４００℃程度でＨ２またはＳｉＨ４で還元すると、
金属上にのみタングステンが成長する（図２３（ｃ）参照）。
【０００８】
　この上に、さらに、絶縁膜１１０（酸化膜：プラズマ酸化膜またはバイアススパッタ酸
化膜）を、ＲＦパワーを落として埋設性を減少させ、空間形成用開口部１０８の上部が塞
がりやすくなる条件を用い、空間形成用開口部１０８の上部１０４のみが十分に塞がるま
で全面に層間絶縁膜１１０を形成する。これにより、下層配線１０１の間の絶縁膜１０３
には密閉された空洞１０５が形成される（図２３（ｄ）参照）。
【０００９】
　次に、層間絶縁膜１１０をウェハー研磨技術（ＣＭＰ）を用いて埋設金属１０６が露出
するまで研磨・平坦化し（図２３（ｅ）参照）、続いて通常のフォトレジスト法及びエッ
チング法を用いて上層配線１０２を形成する。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前述の従来例では、異方性エッチングによって空洞１０５が絶縁膜１０
３中に柱状に形成されるため、過剰エッチングによって、空洞１０５が十分な深さ（下層
配線１０１の下面の線よりも下まで）を持つように図ったとしても、寄生容量の削減には
限界があると考えられる。他の開示されている従来技術（特開平２－８６１４６号公報お
よび特開平５－２１６１７号公報）においても、配線間に存在する絶縁物に対して異方性
エッチング等処理を行なうことによって空孔又は空洞を設けているので、スペース的な理
由から寄生容量の低減には限度があり、さらに激化するデザインルールの微細化に対して
十分に対応が取れないでいる。また、トランジスタ等の半導体装置の構造体の形成技術が
３次元的に進んでいく中で、立体的な配線間（同層の配線間、上下層の配線間およびねじ
れの位置にある配線間など）あるいは素子間などについても、寄生容量の低減が不可欠と
なっている。
【００１１】
　本発明の前述のような問題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、平面的の
みならず立体的な配線間において、寄生容量を飛躍的に低減させうる半導体装置およびそ
の製法を提供することにある。
【００１２】
　また、本発明の目的は、上層配線を支持する支柱の作製精度を高めて安定した半導体装
置を得ることであり、また、寄生容量を低減させる空間の形成にあたって配線や素子にダ
メージを与えることのない工程を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段及びその効果】
　参考発明は、複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少な
くとも上下に２層以上をなすように設けられた半導体装置において、前記上層配線の下面
に連結されて該上層配線を支持する支柱を形成し、前記下層配線間の隙間から前記上層配
線の下面の少なくとも一部にかけて連続する空間を形成せしめ、前記下層配線と基板表面
との間に絶縁層を設け、前記素子間の基板表面に素子を分離するための凹部を、前記下層
配線間の隙間から前記絶縁層を貫通するように形成することにより、前記素子間を電気的
に絶縁した状態とし、前記空間を該凹部内に連続せしめてなるものである。
【００１４】
　前記支柱によって、同層および上下層間に空間が形成される。この空間は、３次元的に
配線間（同層間、上下層間及びねじれの位置間）に広がっており、配線間隔が狭小化され
ても、十分に寄生容量を低減させることができる。
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【００１５】
　また、素子間に凹部を形成することで、素子間の絶縁性を高めることができ、寄生容量
の低減を図ることができる。また、素子間の微細化を促進させうる。
【００１６】
　また、支柱を電気的な絶縁物により形成することにより、配線間の絶縁性を確保しつつ
、配線間隔の狭小化に際して、寄生容量の低減を十二分に充足させることができる。上下
層間（一層以上離れた上下関係を含む）で電気的に接続したい個所には、導通用の金属を
柱状に設けても良い。この場合の柱状の導通用金属は、上層配線を支持する必要はなく、
細くてもよい。
【００１７】
　また、上記半導体装置において、前記支柱は、前記下層配線上に設けられて前記上層配
線を支える第一支柱と、前記下層配線のないシリコン基板上の部分で上層配線を支える第
二支柱とを含んでおり、前記第一支柱のうちの少なくとも１つに導通用の金属が埋め込ま
れているものであっても良い。
【００１８】
　このようにすれば、支柱に埋め込まれた導通用の金属によって上下層間を電気的に接続
することができる。
【００１９】
　更に、支柱を導電体としても良く、この場合には、上下層間を電気的に接続するための
配線の役割を兼務させることができる。従って、構造が簡略化され、製法においては、導
通用の金属を埋設させる工程を省略することができる。また、金属製の支柱の場合には、
絶縁層の上に設けて絶縁することもできる。
【００２０】
　また、上記半導体装置は、前記素子間の基板表面に凹部を形成し、前記空間を該凹部内
に連続させてなるものであっても良い。
【００２１】
　素子間に凹部を形成することで、素子間の絶縁性を高めることができ、寄生容量の低減
を図ることができる。また、素子間の微細化を促進させうる。
【００２２】
　請求項１に係る発明は、複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する
配線が少なくとも上下に２層以上をなすように設けられた半導体装置において、前記上層
配線の下面に連結されて該上層配線を支持する支柱を形成し、前記下層配線間の隙間から
前記上層配線の下面の少なくとも一部にかけて連続する空間を形成せしめ、前記素子間の
基板表面に素子を分離するための凹部を形成し、前記空間を該凹部内に連続せしめ、前記
素子間分離用凹部の内面に耐エッチング膜が形成されていることを特徴とする。
【００２３】
　エッチング時に素子表面がダメージを受けない。また、エッチングがシリコン基板の横
方向へ進行しないため、素子間の寸法制御が容易となる。
【００２４】
　さらに、上記半導体装置の前記空間にゲッタリング材を設けても良い。
【００２５】
　ゲッタリング材は、気体分子を吸着して気相から排除する作用、つまり排気作用を有す
る物質である。そのようなものとして、一般に知られている、バリウム、マグネシウム、
カルシウム、チタン、タンタル、ジルコニウム、バナジウムのほか、イットリウムなどを
利用することができる。前記空間にゲッタリング材が置かれることによって、半導体装置
完成後、つまり、空間形成後に、空間に接する材料から排出されてくるアウトガスを吸着
せしめて、アウトガスの貯留を防ぎ、空間の真空度を高めることができる。高真空度の実
現により、寄生容量の低減が促進される。さらに、アウトガスによる腐食、配線の劣化を
防ぐことができ、半導体装置の延命化を図ることができる。
【００２６】
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　ゲッタリング材としては、配線間の空間内において、層間絶縁膜上またはそれ用の支柱
を設けてその上に固体として配置して、半導体製造後に効力を発揮しうるようなものが好
ましく、そのようなものとして、チタン、ジルコニウム、イットリウムなどをあげること
ができる。また、これらは、配置に際して、表面の面積が最も広くなるような形状で置か
れることが好ましい。さらに、チタンを用いた場合、等方エッチングに使用されるプラズ
マは、ＳＦ６ガスであることが好ましい。
【００２７】
　また、前記上下配線を最上層の上層配線の上から覆い、前記ゲッタリング材が設けられ
た空間を気密に閉じるキャッピング層を設けても良い。
【００２８】
　このようにすれば、キャッピング層によって空間が密閉されるので、空間でのゲッタリ
ング材の気体吸着作用が有効に働き、空間の真空度が高められる。
【００２９】
　請求項２に係る発明は、素子間分離用凹部が設けられている半導体装置の製造方法であ
って、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ）前記エッチングされた領域に絶縁膜を成膜して埋め込んで支柱を形成する工程と、
（ｆ）前記上層配線を１層以上下の下層配線と導通するための金属を埋設するためのコン
タクトホール開口用パターンマスクを成形し、金属埋設領域の前記支柱及び／又は犠牲層
をエッチングしてコンタクトホールを形成する工程と、
（ｇ）前記エッチングされたコンタクトホールに金属を埋め込む工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１）前記シリコン基板の素子間分離用凹部を形成するための領域を露出させるため
の貫通孔を前記層間絶縁膜に形成するためのフォトレジストマスクを前記層間絶縁膜上お
よび前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する工程と、
（ａ－２）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域の前記層間絶縁膜をエッチング
して前記貫通孔を形成し、該貫通孔を通じて層間絶縁膜下のシリコン基板の素子間分離用
凹部形成領域を露出させる工程と、
（ａ－３）前記（ａ－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工程
が挿入されており、
　前記（ｉ）工程において、露出された前記素子間分離用凹部形成領域を、等方性エッチ
ングにより掘り下げ、素子間分離用凹部を形成させることを特徴としている。
【００３０】
　なお、前記上層配線層の形成工程（ｈ）は、コンタクトホール開口用パターンマスクを
取り除いて埋設金属を埋め込んだ後に、上層配線用の金属膜を成膜する工程と、配線パタ
ーンに従って金属膜の余分な部分をエッチングする工程とを含むものである。その他にも
、従来から配線層（金属膜）を形成する方法として用いられている方法を使用することも
できる。
【００３１】
　本発明では、フォトリソグラフィー法によりフォトレジスト膜（マスク）を形成し、柱
状にエッチングされた犠牲層に絶縁膜を成膜して埋め込んで支柱を形成しており、精度よ
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く支柱を形成することができる。また、支柱を形成した後に、等方性エッチングで犠牲層
をすべて取り除いて空間を形成するため、成形の精度が高い。
【００３２】
　更に、本発明では、下層配線を犠牲層で覆う（ｂ）工程に先立って、（ａ－１）工程～
（ａ－３）工程で、下層配線下の層間絶縁膜をエッチングして、素子間分離用凹部を形成
する領域を露出させておき、（ｂ）工程で、この領域の上に犠牲層が形成されるようにす
る。こうすることで、最終の（ｉ）工程での等方性エッチング時に、犠牲層が取り除かれ
て空間が形成されるのと同時に、前記領域が掘り下げられて、素子間分離用凹部が形成さ
れる。したがって、工程の簡略化を図ることができる。
【００３３】
　また、請求項３記載の本発明は、素子間分離用凹部が形成されている半導体装置の製造
方法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ）前記エッチングされた領域に絶縁膜を成膜して埋め込んで支柱を形成する工程と、
（ｆ）前記上層配線を１層以上下の下層配線と導通するための金属を埋設するためのコン
タクトホール開口用パターンマスクを成形し、金属埋設領域の前記支柱及び／又は犠牲層
をエッチングしてコンタクトホールを形成する工程と、
（ｇ）前記エッチングされたコンタクトホールに金属を埋め込む工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１－１）前記シリコン基板に素子間分離用凹部を形成するためのフォトレジストマ
スクを前記層間絶縁膜上および前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する
工程と、
（ａ－２－１）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域をエッチングし、素子間分
離用凹部形成領域の上方の層間絶縁膜を貫通し、さらに、その直下のシリコン基板を所定
深さ掘り下げて、素子間分離用凹部を形成する工程と、
（ａ－２－２）前記素子間分離用凹部の内面に耐エッチング膜を形成する工程と、
（ａ－３－１）前記（ａ－１－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工
程
が挿入されている。
【００３４】
　本発明では、（ａ－２－１）工程での異方性エッチングを制御して、層間絶縁膜のエッ
チングと同時に、その直下のシリコン基板の素子分離領域を異方性エッチングして、素子
間分離用凹部を所定の深さに形成することができる。また、耐エッチング膜（たとえば、
酸化膜）を形成しておくことにより、最終の（ｉ）工程での犠牲層除去のためのエッチン
グに対して耐エッチング効果を有し、素子を傷つけない。また、寸法精度が向上し、さら
なるデザインルールの微細化にも対応し得る。
【００３５】
　また、請求項４に係る発明は、素子間分離用凹部が設けられている半導体装置の製造方
法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
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（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ－１）前記エッチングされた領域に金属を成膜して埋め込んで導電性の支柱を形成す
る工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１）前記シリコン基板の素子間分離用凹部を形成するための領域を露出させるため
の貫通孔を前記層間絶縁膜に形成するためのフォトレジストマスクを前記層間絶縁膜上お
よび前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する工程と、
（ａ－２）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域の前記層間絶縁膜をエッチング
して前記貫通孔を形成し、該貫通孔を通じて層間絶縁膜下のシリコン基板の素子間分離用
凹部形成領域を露出させる工程と、
（ａ－３）前記（ａ－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工程
が挿入されており、
　前記（ｉ）工程において、露出された前記素子間分離用凹部形成領域を、等方性エッチ
ングにより掘り下げ、素子間分離用凹部を形成させることを特徴とする。
【００３６】
　この場合、絶縁物製の支柱を有する半導体に比べて製法が簡略化される。
【００３７】
　また、請求項５に係る発明は、素子間分離用凹部に耐エッチング膜が形成されている半
導体装置の製造方法であって、
　複数の素子が設けられたシリコン基板上に該素子間を接続する配線が少なくとも上下に
２層以上をなすように設けられた半導体装置の製造方法であって、
（ａ）前記シリコン基板上に設けられている層間絶縁膜上に前記下層配線を成膜する工程
と、
（ｂ）前記下層配線の間及びその上面を覆うように犠牲層を形成する工程と、
（ｃ）前記上層配線の支柱が形成される領域以外の領域にフォトリソグラフィー法によっ
てフォトレジスト膜を形成する工程と、
（ｄ）前記支柱形成領域の前記犠牲層をエッチングする工程と、
（ｅ－１）前記エッチングされた領域に金属を成膜して埋め込んで導電性の支柱を形成す
る工程と、
（ｈ）前記上層配線層を形成する工程と、
（ｉ）前記犠牲層を等方的にエッチングして上下の配線の同層間、上下層間およびねじれ
位置関係にある配線間の前記支柱以外の部分に空間を形成する工程と
を含み、
　前記（ａ）工程と前記（ｂ）工程の間に、
（ａ－１－１）前記シリコン基板に素子間分離用凹部を形成するためのフォトレジストマ
スクを前記層間絶縁膜上および前記下層配線上にフォトリソグラフイー法により形成する
工程と、
（ａ－２－１）前記フォトレジストマスクで覆っていない領域をエッチングし、素子間分
離用凹部形成領域の上方の層間絶縁膜を貫通し、さらに、その直下のシリコン基板を所定
深さ掘り下げて、素子間分離用凹部を形成する工程と、
（ａ－２－２）前記素子間分離用凹部の内面に耐エッチング膜を形成する工程と、
（ａ－３－１）前記（ａ－１－１）工程で形成されたフォトレジストマスクを除去する工
程
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が挿入されていることを特徴とする。
【００３８】
　この場合においても、絶縁物製の支柱を有する半導体に比べて製法が簡略化される。
【００３９】
　さらに、請求項６に係る本発明は、ゲッタリング材を下層配線と同層に有する半導体装
置の製造方法であって、請求項２乃至５に記載の発明に加えて、前記（ａ）工程の前又は
後に、
（I）ゲッタリング材形成用マスクを形成する工程、
（II）ゲッタリング材膜を成膜する工程、および
（III）前記ゲッタリング材形成用マスクを除去してゲッタリング材層を得る工程
が挿入されている。
【００４０】
　本発明では、下層配線と同層で、層間絶縁膜の上にゲッタリング材を配する。次に記載
の製法と組み合わせて、上層配線と同層にもゲッタリング材を設けることができる。
【００４１】
　さらに、請求項７に係る本発明は、上層配線と同層にゲッタリング材を設ける製造方法
であって、請求項２乃至６のいずれかに記載の発明に加えて、前記（ｈ）工程の前又は後
に、
（I）ゲッタリング材形成用マスクを形成する工程、
（II）ゲッタリング材膜を成膜する工程、および
（III）前記ゲッタリング材形成用マスクを除去してゲッタリング材層を得る工程
が挿入されている。
【００４２】
　本発明では、上層配線と同層で、上層配線と同様に、層間絶縁膜の上に支柱等を形成し
ておいて、その上にゲッタリング材を配する。当然ながら、１つの空間内に、下層配線と
同層のものと、上層配線と同層のものを組み合わせ、２つ以上設けてもよい。
【００４３】
　また、前記（ｇ）工程の、エッチングされたコンタクトホールに金属を埋め込む工程と
、前記（ｈ）工程の、上層配線層を形成する工程とを同時に行なうように構成しても良い
。
【００４４】
　このようにすれば、同材料からなる埋設金属と上層配線を同時に形成するものであり、
工程が簡略化される。
【００４５】
　さらに、前記（ｅ－１）工程及び前記（ｈ）工程を同時に行うようにしても良く、この
ようにすれば、さらに、工程が簡略化される。
【００４６】
　また、上記半導体装置の製造方法は、前記（ｉ）工程の後に、さらに、
（ｊ）最上層の上層配線の上に、前記空間を気密に閉じるようにキャッピング層を形成す
る工程
を含んでいても良い。
【００４７】
　この場合においては、キャッピング層により気密にされた空間が、ゲッタリング材によ
って真空に吸引される。
【００４８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の具体的な実施形態について、添付図面に基づき説明する。図１乃至図５
は、それぞれ、本発明の半導体装置の実施形態、第１～第５を示す断面図である。図６及
び図７は、本発明の第１の実施形態（図１に示される半導体装置）の製造方法を示してい
る。また、図７に代えて図８を採用して、図６及び図８の工程を経ることにより、本発明
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の第３の実施形態（図３に示される半導体装置）が得られる。さらに、図９及び図１０は
、本発明の第４の実施形態（図４に示される半導体装置）の製造方法を示しており、図１
１及び図１２は、本発明の第５の実施形態（図５に示される半導体装置）の製造方法を示
している。
【００４９】
　さらに、図１３乃至図２０は、ゲッタリング材を空間に有する本発明を説明するもので
あり、図１３は、下層配線と同層にゲッタリング材を配した本発明の第６の実施形態の断
面図であり、図１４は、上層配線と同層にゲッタリング材を配した本発明の第７の実施形
態の断面図であり、図１５～図１７は、第６の実施形態（図１３に示される半導体装置）
の製造方法であり、図１８及び図１９は、第７の実施形態（図１４に示される半導体装置
）の製造方法を示している。また、図２０は、図８の実施形態の構成および製法を示して
いる。
【００５０】
　図１において、下層配線１は、層間絶縁膜７の上に設けられ、上層配線２は支柱３、４
によって、層間絶縁膜７または下層配線１上に支持されている。第一支柱３は、層間絶縁
膜７上にあって上層配線２を支え、第二支柱４は、下層配線１上にあって上層配線２を支
えるように立設されている。上層配線２は、これら第一、第二支柱３、４によって持ち上
げられたかたちになり、上下配線１、２間に空間５が形成される。空間５は、隣合う下層
配線１の側面１ａ、１ｂの間５ａと、真上、真下の上下間で下層配線１の上面１ｃと上層
配線２の下面２ｄとの間５ｂと、幾何学的にねじれの位置にある下層配線１と上層配線２
の間５ｃとを有する立体空間となる。
【００５１】
　図１において、支柱３、４は、電気的な絶縁物により形成されており、第二支柱４内に
埋設された金属６により、上下層１、２間は電気的に接続される。金属６は、必要な個所
に適宜設けられるものである。
【００５２】
　図２において、金属１６は、上下層１、２間を電気的に接続するものである。この第２
の実施形態では、上層配線２が、支柱３、４によって十分に支えられるものであり、金属
１６の厚さに関しては限定されることはない。しかし、金属１６の厚さを適当にして、支
柱の代わりとすることもできる。
【００５３】
　また、図３において、支柱５３、５６は、導電体よりなるものであり、適宜な太さを有
する。下層配線１上に設けられた支柱５６は、上下層１、２を電気的に接続する役割も担
う。電気的に接続する必要のない部分は、支柱５３のように、絶縁膜上に適宜立設する。
【００５４】
　図１乃至図３では、層間絶縁膜７上に上下２層の配線１、２のみを図示しているが、本
発明では、これに限定されず、上層配線のさらに上に上層配線を有する３層以上のものも
当然ながら含まれており、その場合には上下の相対関係で上層配線または下層配線と呼ぶ
。これは、図４以降も同様である。
【００５５】
　上下層配線１、２は、アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金、銅（Ｃｕ）、タング
ステン（Ｗ）、タングステンシリサイド（ＷＳｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、チタンシリ
サイド（ＴｉＳｉ）などの単体又は積層体からなる。埋設金属６（図１参照）および、導
通用金属１６（図２参照）も同様である。
【００５６】
　支柱３、４は、絶縁物製の場合、ＳｉＯｘＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＯＦ、アモルファスフ
ルオロカーボン（ａ－Ｃ：Ｆ）などの低誘電率の物質であることが好ましい。また、上層
配線を支えうる強度を確保しうるものであることが好ましい。
【００５７】
　導電体により成形された支柱５３、５６（図３参照）は、上下層配線１、２と同様に、
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アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金、銅（Ｃｕ）、タングステン（Ｗ）、タングス
テンシリサイド（ＷＳｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、チタンシリサイド（ＴｉＳｉ）など
の単体又は積層体からなる。
【００５８】
　層間絶縁膜７は、たとえば、プラズマ酸化膜またはバイアススパッタ酸化膜などの酸化
膜である。
【００５９】
　なお、層間絶縁膜７を介して上下層配線１、２が順次積み重ねられた多層構造のもので
は、図４に示されるように、層間絶縁膜７中に、導通用の金属１７が埋設される。また、
図示されないが、第二支柱３及び層間絶縁膜７内に金属を埋設させ、上層配線２とさらに
その上の上層配線２を接続してもよい。
【００６０】
　図４は、本発明の半導体装置の第４の実施形態を示しており、層間絶縁膜７に貫通孔８
が設けられ、直下のシリコン基板９に設けられた素子間分離用凹部１０と貫通孔８は連通
している。素子間分離用凹部１０は、素子間の絶縁性を高めるためのものであり、空間５
と同様に、絶縁物で埋められているよりも、空間、または、真空に近い空間であることが
好ましい。貫通孔８は、素子間分離用凹部１０を形成するために設けられる。
【００６１】
　図５は、本発明の半導体装置の第５の実施形態を示しており、図４に示される半導体装
置に加えて、さらに、素子間分離用凹部１０の表面に耐エッチング膜１１が形成されてい
る。耐エッチング膜１１は、製造過程で、凹部１０が侵食されないようにするためのもの
である。
【００６２】
　耐エッチング膜１１としては、ＳｉＯｘＮｘ、ＳｉＯｘがある。この耐エッチング膜１
１は、層間絶縁膜をエッチングする際のレジストマスクを剥離せずに適切な条件で酸素プ
ラズマ照射を行なうことにより形成できる。
【００６３】
　次に、図６及び図７に基づいて、本発明の半導体装置の第１の実施形態（図１参照）、
及び第２の実施形態（図２参照）の製造方法を説明する。
【００６４】
　図６において、まず、（ａ）層間絶縁膜７上に下層配線１を形成する。この（ａ）工程
では、たとえば、アルミニウム合金、銅など前述した材料の単体又は積層体を、パターニ
ング後エッチングするなどして下層配線１を形成する。その形成には、たとえば、ＤＣマ
グネトロンスパッタ装置を用いて、ＤＣ電圧を約－１ｋＷ、使用ガスをＡｒ（プラズマイ
オン）、その流量を約０．１リットル毎分（ただし、以下すべて標準状態（０℃、０．１
ＭＰａ（１ａｔｍ））における体積である）、反応室内の圧力を約３Ｐａとし、ターゲッ
トをＡｌとする。その後、スパッタで形成されたＡｌ薄膜の余分な部分をレジストマスク
の形成とその後のメタルエッチング（異方性ドライエッチング）などで除去し、Ａｌ配線
（下層配線）を得る。また、この他にも、ＣＶＤ法、めっき法なども可能である。なお、
上層配線も同様に形成することができる。さらに、コンタクトホールに金属を埋設するに
も前記方法が有効である。
【００６５】
　次に、（ｂ）下層配線１を覆うように犠牲層２２を形成する。犠牲層２２は、たとえば
、アモルファスシリコンを成膜して形成する。この成膜は、たとえば、減圧ＣＶＤ装置に
より、使用ガスをＳｉＨ４とＡｒ（またはＨ２）として、ＳｉＨ４の流量を約０．０５～
０．２リットル毎分、Ａｒの流量を約０．５～２リットル毎分とし、反応室内の圧力を数
１０Ｐａ、基板温度を約３５０℃以下１５０℃以上とする。
【００６６】
　次に、（ｃ）犠牲層２２をＣＭＰ（ケミカルメカニカルポリッシング（Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ））などの方法で平坦化したのち、フォ
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トレジストマスク２３を形成する。
【００６７】
　次に、（ｄ）マスク２３で覆われていない部分の犠牲層２４をエッチングで取り除く。
このエッチングは、異方性エッチングであることが、寸法制御の観点から好ましく、たと
えば、ＩＣＰ－ＲＩＥ装置（誘導性結合プラズマ－反応性イオンエッチング（Ｉｎｄｕｃ
ｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ－Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉ
ｎｇ））により、コイルを約１２００Ｗ、プラテンを約３０Ｗにし、反応室内の圧力を約
２．６７Ｐａ、ＳＦ６とフルオロカーボンガスをそれぞれ約０．１リットル毎分と約０．
０５リットル毎分の流量で用いることが好ましい。
【００６８】
　次に、図７において、（ｅ）マスク２３を取り除いてから、掘り下げられた犠牲層の部
分２４に絶縁膜を埋め込んで支柱２５を形成する。支柱２５の形成には、ＳｉＯ２膜成膜
が好ましい。この成膜は、ＥＣＲ－ＣＶＤ装置（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ
　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｐｌａｓｍａ－ＣＶＤ装置）により、μ波パワーを約１ｋＷ、コ
イル電流を約２０Ａ、使用ガスをＳｉＨ４とＯ２とＡｒとして、その流量をそれぞれ約０
．０１リットル毎分と約０．０２リットル毎分と約０．０５リットル毎分とし、反応室内
の圧力を、数×１０－１Ｐａ、基板温度を、約３００℃以上４５０℃以下、ＲＦパワーを
約２００Ｗとする。
【００６９】
　次に、（ｆ）前記工程で形成された支柱２５および残りの犠牲層２２の上にフォトレジ
ストマスク２７を形成し、異方性エッチングを行うことによりコンタクトホール２６を形
成する。この場合の異方性エッチングは、支柱２５の材質にもよるが、前述のように、Ｓ
ｉＯ２膜で形成している場合には、ＳｉＯ２膜の異方性エッチングを行う。これは、たと
えば、ＩＣＰ－ＲＩＥ装置により、コイルを約１０００Ｗ、プラテンを約５００Ｗにし、
反応室内の圧力を約０．３３Ｐａ、フルオロカーボンガスを標準状態で約０．０２リット
ル毎分の流量で用いる。なお、図示しないがコンタクトホールは支柱２５内だけに限らず
、必要ならば、犠牲層２２に形成してもよい。その場合には、支柱２５と犠牲層２２の両
方の材料を考慮して製法が決定される。
【００７０】
　次に、（ｇ）フォトレジストマスク２７を取り除いてから、金属６をコンタクトホール
２６に埋め込む。この埋め込みは、ＥＣＲ－ＣＶＤ装置により、μ波パワーを約１ｋＷ、
コイル電流を約２０Ａ、使用ガスをＷＦ６とＨ２とＡｒとして、その流量をそれぞれ約０
．０１リットル毎分と約０．０２リットル毎分と約０．０５リットル毎分とし、反応室内
の圧力を、約０．７Ｐａ、基板温度を、約３００℃以上４５０℃以下、ＲＦパワーを約２
００Ｗとする。
【００７１】
　次に、（ｈ）上層配線２を形成する。上層配線２は、前述した下層配線１と同様の材料
で同様の方法により形成することができるが、１つの半導体装置で下層配線１と上層配線
２の材料と製法を異ならせてもよい。
【００７２】
　次に、（ｉ）犠牲層２２のエッチングにより空間５を形成する。これには、等方性エッ
チングが、上層配線下や上下層間のエッチングを容易にするという観点から好ましい。た
とえば、ＳＦ６プラズマを使用して、ＩＣＰ（誘導性結合プラズマ）条件では、コイルを
約６００Ｗ、プラテンを約５Ｗにし、反応室内の圧力を約２．７Ｐａ、使用ガスと流量を
ＳＦ６、約０．１リットル毎分とすることが好ましい。また、ＥＣＲ条件では、ＥＣＲ－
ＣＶＤ装置による、μ波パワーを約１ｋＷ、コイル電流を約２０Ａ、使用ガスのＳＦ６と
Ａｒの流量を、約０．０５リットル毎分と約０．０５リットル毎分、反応室内の圧力を約
０．７Ｐａ、基板温度を、約３００℃以上４５０℃以下とする。
【００７３】
　なお、上記犠牲層２２を除去するための等方性エッチングには、ＸｅＦ２ガスを使用す
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ることもできる。その場合には、反応室内の圧力は、約０．４Ｐａ以下とする。
【００７４】
　前述の（ｇ）工程（埋設金属６の形成）と（ｈ）工程（上層配線２の形成）は同時に行
うことができる。その場合、埋設金属６と上層配線２の材料は、アルミニウム（Ａｌ）、
アルミニウム合金、銅（Ｃｕ）、タングステン（Ｗ）、タングステンシリサイド（ＷＳｉ
）、窒化チタン（ＴｉＮ）、チタンシリサイト（ＴｉＳｉ）などの単体又は積層体で、ス
パッタ法もしくはＣＶＤ法により形成する。
【００７５】
　なお、本発明では、犠牲層を、前述のアモルファスシリコンの成膜によるものに限らな
い。たとえば、レジスト（型番ＡＺ１３５０）を犠牲層とすることもできる。その場合の
レジストエッチングにも等方性、異方性のどちらを用いることもできる。等方性エッチン
グを用いる場合、その条件は、たとえば、コイル約６００Ｗ、プラテン約１０Ｗ、反応室
内の圧力約５．３２Ｐａ、使用ガスと流量をＯ２、約０．０３リットル毎分とする。また
、異方性エッチングの場合には、コイル約６００Ｗ、プラテン約１５Ｗ、反応室内の圧力
約０．２７Ｐａ、使用ガスと流量Ｏ２、約０．０２リットル毎分とする。そのほかにも、
従来から用いられている方法を適宜使用することができる。
【００７６】
　次に、本発明の半導体装置の第３の実施形態（図３参照）の製造方法を説明する。この
半導体装置の製造方法の前半部分は、図６に示される（ａ）工程～（ｄ）工程と同様であ
る。後半部分、（ｅ－１）工程、（ｈ）工程及び（ｉ）工程を図８に基づいて説明する。
【００７７】
　図８において、（ｅ－１）マスク２３（図６参照）を取り除いてから、掘り下げられた
犠牲層の部分２４に、導電体を埋め込んで支柱２８を形成する。この導電性を有する支柱
２８は、上下層配線１、２と同様の材料で同様の方法により形成することができる。続い
て、（ｈ）上層配線２を形成する。この上層配線２も同様に、前述した下層配線１と同様
の材料で同様の方法により形成することができる。（ｉ）犠牲層２２のエッチングにより
空間５を形成する工程も図７と同様である。
【００７８】
　図８における製造方法では、（ｅ－１）の支柱２８を形成する工程と、（ｈ）の上層配
線２を形成する工程を同時に行うことができる。
【００７９】
　また、図８における製造工程では、図７における上下層配線１、２間を電気的に接続す
るための金属６を埋設するための工程（ｆ）および（ｇ）が省略される。
【００８０】
　次に、素子間分離用凹部１０（図４及び図５参照）を形成する工程を図９乃至図１２に
基づいて説明する。素子間分離用凹部１０を形成する方法は２つある。第１の方法は、犠
牲層２２を取り除くときにこれと同時にエッチングする方法である。第２の方法は、層間
絶縁膜７と同時にエッチングする方法である。第１の方法では、犠牲層２２を除去するた
めには、等方性エッチングが用いられるため、凹部の深さの正確な制御は難しいが、前述
した図６及び図７に示される製造工程、または、図６及び図８に示される工程に、容易に
加えられる。第２の方法では、層間絶縁膜７に貫通孔８を形成するときに異方性エッチン
グを用いることにより、凹部の深さの正確な制御を行うことができるが、最終工程（ｉ）
で犠牲層２２を取り除くときに、凹部が侵食されないよう気をつけなければならない。そ
こで、図５に示される第５の実施形態のように、耐エッチング膜１１が設けられ、最終工
程（ｉ）に備えて凹部１０の内面を保護している。
【００８１】
　図９及び図１０は、前述の第１の方法、つまり、図４に示される第４の実施形態の製造
方法を示すものである。
【００８２】
　図９において、シリコン基板９の上には、層間絶縁膜７が設けられている。金属１７は
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、素子と下層配線１を電気的に接続させるために層間絶縁膜７内に適宜埋設されている。
（ａ）下層配線１を形成する工程は、図６と同様である。
【００８３】
　次に、（ａ－１）層間絶縁膜７直下のシリコン基板９の素子間分離用凹部形成領域１０
ａを露出させるため、この上方にあたる部分７ａを除いて、層間絶縁膜７と下層配線１を
フォトレジストマスク等のマスク３０で覆う。
【００８４】
　次に、（ａ－２）層間絶縁膜７をエッチングする。エッチングは、異方性エッチングで
、ＩＣＰ－ＲＩＥにより、コイル約１０００Ｗ、プラテン約５００Ｗ、反応室内の圧力約
０．３３Ｐａ、使用ガスはフルオロカーボンガスで、その流量は、約０．０２リットル毎
分の状態で行なうことができる。
【００８５】
　次に、（ａ－３）マスク３０を除去する。層間絶縁膜７に貫通孔８が形成されており、
シリコン基板９の素子間分離用凹部形成領域１０ａが露出している。
【００８６】
　続いて、図１０の（ｂ）工程～（ｈ）工程は、図６及び図７のそれと同様であるが、最
終の（ｉ－１）工程では、等方エッチングが行われ、犠牲層２２の除去とともに、露出し
た素子間分離用凹部形成領域１０ａからシリコン基板９が掘り下げられ、素子間分離用凹
部１０が形成される。
【００８７】
　図１１及び図１２は、前述の第２の方法、つまり、図５に示される第５の実施形態の製
造方法を示している。図１１の（ａ）工程は、図６および図９と同様である。
【００８８】
　次に、図１１において、（ａ－１－１）シリコン基板９に素子間分離用凹部１０を形成
するため、この上方にあたる部分７ａを除いて、層間絶縁膜７と下層配線１をフォトレジ
ストマスク等のマスク３０で覆う。
【００８９】
　次に、（ａ－２－１）層間絶縁膜７およびその直下のシリコン基板９をエッチングして
素子間分離用凹部を形成する。エッチングは、図９の（ａ－２）工程と同様に、異方性エ
ッチングであるが、素子間分離用凹部１０の深さが所定のものとなるように、適宜制御さ
れる。
【００９０】
　次に、（ａ－２－２）素子間分離用凹部１０の内面に耐エッチング膜１１を形成する。
耐エッチング膜１１の材料としては、ＳｉＯｘＮｘ、ＳｉＯｘなどがある。この耐エッチ
ング膜１１は、層間絶縁膜７をエッチングする際のレジストマスク３０を剥離せずに適切
な条件で酸素プラズマ照射を行なうことにより形成できる。層間絶縁膜７に貫通孔８を形
成する際は、異方性エッチングを用いるので、素子間分離用凹部１０の深さを制御するこ
とが容易で、優れた半導体装置を精度よく製造することができる。
【００９１】
　次に、図１２において、（ａ－３－１）マスク３０を除去する。以下、（ｂ）工程～（
ｉ）工程まで、図６及び図７に示される（ｂ）工程～（ｉ）工程と同様であるが、最終の
（ｉ）工程では、耐エッチング膜１１により、犠牲層２２を取り除くときの等方エッチン
グで、素子間分離用凹部１０近辺の半導体素子が悪影響を受けることがない。
【００９２】
　前述の製法の実施形態において、減圧ＣＶＤ法やＥＣＲ－ＣＶＤ法を用いているが他の
ＣＶＤ法（熱ＣＶＤ法（常圧ＣＶＤ法）、プラズマＣＶＤ法、光－ＣＶＤ法、ＩＣＰ（誘
導性結合プラズマ）－ＣＶＤ法、ヘリコン－ＣＶＤ法、ＳＷＰ（表面波プラズマ）－ＣＶ
Ｄ法、その他のＣＶＤ法、その他のＨＤＰ（高密度プラズマ）－ＣＶＤ法）を用いても効
果は同じである。また、ＣＶＤ法の代わりにスパッタ法やめっき法を用いても効果は同じ
である。さらに、エッチング法においても本実施形態では、ＩＣＰ―ＲＩＥ法を用いてい
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るが、他のＲＩＥ法（前述のＣＶＤ法で使用されているプラズマ法を用いたＲＩＥ法、Ｄ
ＲＭ－ＲＩＥ法）を用いても効果は同じである。
【００９３】
　本発明では、さらに、図１３及び図１４に示されるように、前述した空間５に、ゲッタ
リング材５０を配置し、最上層の配線の上にキャンピング層５２を設けることにより、空
間５からアウトガスを除去し、空間の真空度を高めることができる。図１３および図１４
は、図１に示される第１の実施形態の空間５にゲッタリング材５０を配置したものである
が、当然ながら、図２乃至図５に示される実施形態の空間５にも同様に配置することがで
きる。製法も同様である。そのうち、図４に示される実施形態の空間５にゲッタリング材
５０を設けたものについては、図２０においてその構造および製法を説明する。
【００９４】
　図１３において、ゲッタリング材５０は、層間絶縁膜７の上に設けられている。図１４
において、ゲッタリング材５０は、支柱５１の上に設けられている。支柱５１は、絶縁物
でも導電体でもよい。空間５は、キャッピング層が設けられて半導体装置が完成した場合
には、気密に閉じられた空間となる。したがって、ゲッタリング材５０のように、気体分
子を吸着する作用を有する物質を配置することによって、もともと空間５に存在する気体
や、半導体装置の完成後に材料から排出される気体（アウトガス）を吸着して空間５から
排除し、空間５の真空度を上げることができる。真空度を上げることによって、配線間の
ガスの誘電率を低減し、結果として配線間容量のさらなる低減を図ることができる。また
、腐食性ガスを排除することもできるので、半導体装置の延命化を図ることができる。
【００９５】
　ゲッタリング材としては、バリウム、マグネシウム、カルシウム、チタン、タンタル、
ジルコニウム、バナジウム、イットリウムなどがあるが、本発明では、配線間への配置の
しやすさと、製法上の観点から、チタン、ジルコニウム、イットリウムなどを用いること
が好ましい。これらは、配置に際して、表面の面積が最も広くなるような形状で置かれる
ことが好ましい。さらに、チタンを用いた場合、空間５を形成する際に犠牲層２２の除去
のための等方エッチングに使用されるプラズマは、ＳＦ６ガスであることが好ましい。
【００９６】
　キャッピング層５２は、絶縁性の膜であり、その材料は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）の
ほか、フッ素（Ｆ）もしくはカーボン（Ｃ）含有酸化膜（ＳｉＯＦ、ＳｉＯＣ）、有機Ｓ
ＯＧ、多孔質ＳＯＧ、有機ポリマー、アモルファスフルオロカーボン（ａ－Ｃ：Ｆ）、窒
化ケイ素（ＳｉＮ）などが好ましい。
【００９７】
　次に、図１５～図１７に基づいて、図１３に示される半導体装置（第６の実施形態）の
製法を説明する。
【００９８】
　図１５において、（ａ）下層配線２を形成する工程は、図６と同様である。次に、ゲッ
タリング材５０を、層間絶縁膜７上の適宜な位置に配するために、（ａ－I－１）レジス
ト膜３１ａを塗布・硬化させ、（ａ－I－２）レジスト露光によりパターニングし、フォ
トレジストマスク３１を形成する。次に、（ａ－II）ゲッタリング膜３２を形成する。こ
の形成には、スパッタ法が好ましく、たとえば、チタンをターゲットにしてアルゴンのプ
ラズマ下で行う。ゲッタリング膜３２が適当な厚さになったところで、（ａ－III）マス
ク３１を除去する。以下、図１６及び図１７において、（ｂ）工程～（ｉ）工程は、図６
及び図７に示されている（ｂ）工程～（ｉ）工程と同様である。
【００９９】
　キャッピング層５２は、図１７の（ｉ）工程で、空間５にゲッタリング材５０が形成さ
れたあとの（ｊ）工程で、最上層の上層配線２を覆うように形成される。キャッピング層
５２は、たとえば、ＳｉＯ２を成膜して形成する。この成膜は、たとえば、減圧ＣＶＤ装
置により、使用ガスをＳｉＨ４とＯ２（またはＮＯ２）として、ＳｉＨ４の流量を約０．
０５～０．２リットル毎分、Ｏ２の流量を約０．６～２リットル毎分とし、反応室内の圧
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力を約１３０Ｐａ、基板温度を約３５０℃以下１５０℃以上とする。
【０１００】
　なお、図１５は、上層配線２を形成したあとで、これと同層にゲッタリング材５０を配
設しているが、この（ａ）工程の前に、ゲッタリング材を配設する工程（I）～（III）を
配してもよい。
【０１０１】
　さらに、図１８及び図１９に基づいて、図１４に示される半導体装置（第７の実施形態
）の製法を説明する。支柱５１は、図６及び図７に示される支柱２５の形成工程と同様で
あり、前半の（ａ）工程～（ｈ）工程に至る工程は、図６及び図７と同様である。
【０１０２】
　図１８において、（ｈ－I－１）レジスト膜３１ａを塗布・硬化させ、（ｈ－I－２）レ
ジスト露光によりパターニングし、フォトレジストマスク３１を形成する。次に、（ｈ－
II）ゲッタリング膜３２を形成する。この形成は、前述の（ａ－II）工程と同様である。
ゲッタリング膜３２が適当な厚さになったところで、図１９に示されるように、（ｈ－II
I）工程でマスク３１を除去する。次に、犠牲層２２を除去する工程は、図７に示される
（ｉ）工程と同様であり、図１４に示されるように、空間５に設けられた支柱５１上にゲ
ッタリング材５０が設けられる。続いて、（ｊ）工程に示されるように、最上層の上層配
線２を覆うようにキャッピング層５２が、図１７の（ｊ）工程と同様に形成される。
【０１０３】
　なお、図１８及び図１９の製造方法では、上層配線２が形成される（ｈ）工程の後でゲ
ッタリング材５０を所定の位置に配設するように、（ｈ－I）、（ｈ－II）および（ｈ－I
II）工程が設けられているが、この（I）～（III）のゲッタリング材配設工程は、上層配
線２の形成と前後しても構わない。したがって、図７に示される（ｇ）工程で金属６枚切
要のマスク２７が取り除かれた後で、上層配線２を形成する前に、（ｇ－I）、（ｇ－II
）および（ｇ－III）工程として設けてもよい。
【０１０４】
　キャッピング層５２は、図４又は図５に示されるように、素子間分離用凹部１０と連続
する空間５にも形成することができる。その場合にも、ゲッタリング層５０を形成する工
程（I）～（III）を、（ｇ）工程又は（ｈ）工程の後に挿入し、最後に（ｊ）工程で、キ
ャッピング層５２を形成する。たとえば、途中でゲッタリング層５０が形成された場合、
図１０の（ｉ－１）工程は、図２０の（ｉ－１）のようになる。それに続いて、キャッピ
ング層５２を形成し、図２０の（ｊ）に示されるように、素子間分離用凹部１０に連続す
る気密な空間５が形成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の半導体装置の第１の実施形態を示す断面図である。
【図２】　図２は、本発明の半導体装置の第２の実施形態を示す断面図である。
【図３】　図３は、本発明の半導体装置の第３の実施形態を示す断面図である。
【図４】　図４は、本発明の半導体装置の第４の実施形態を示す断面図である。
【図５】　図５は、本発明の半導体装置の第５の実施形態を示す断面図である。
【図６】　図６は、本発明の第１の実施形態の半導体装置の製造方法の前半部分である。
【図７】　図７は、図６の製造方法の続きの後半部分である。
【図８】　図８は、本発明の第３の実施形態の半導体装置の製造方法を説明している。
【図９】　図９は、本発明の第４の実施形態の半導体装置の製造方法の前半部分である。
【図１０】　図１０は、図９の製法の続きの後半部分を示している。
【図１１】　図１１は、本発明の第５の実施形態の半導体装置の製造方法の前半部分を示
している。
【図１２】　図１２は、図１１の製法の後半部分を示す図である。
【図１３】　図１３は、本発明の半導体装置の第６の実施形態を示す断面図である。
【図１４】　図１４は、本発明の第７の実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図１５】　図１５は、本発明の半導体装置の第６の実施形態の製造方法の前半部分を示
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【図１６】　図１６は、図１４の製法の中間部分を示している。
【図１７】　図１７は、図１４の製法の後半部分を示している。
【図１８】　図１８は、本発明の第７の実施形態の半導体装置の製造方法の要部の前半部
分を説明している。
【図１９】　図１９は、図１８の製造方法の要部の後半部分を説明している。
【図２０】　図２０は、本発明の第８の実施形態の半導体装置の構成および製造方法を説
明している。
【図２１】　図２１は、従来の半導体装置の一例を示す断面図である。
【図２２】　図２２は、図２１の従来の半導体装置を製造する方法の前半部分を示す図で
ある。
【図２３】　図２３は、図２２の従来の製法の後半部分を示す図である。
【符号の説明】
　　　　　１　　下層配線
　　　　　２　　上層配線
　　　　　３　　第二支柱（絶縁性）
　　　　　４　　第一支柱（絶縁性）
　　　　　５　　空間
　　６、１６　　金属
　　　　　７　　層間絶縁膜
　　　　　８　　貫通孔
　　　　　９　　シリコン基板
　　　　１０　　素子間分離用凹部
　　　　１０ａ　素子間分離用凹部形成領域
　　　　１１　　耐エッチング膜
　　　　２２　　犠牲層
　　　　２３　　フォトレジストマスク（支柱形成用）
　　　　２４　　犠牲層（掘り下げ部分）
　　　　２５　　絶縁物
　　　　２６　　コンタクトホール
　　　　２７　　フォトレジストマスク（埋設金属用）
　　　　２８　　導電体
　　　　３０　　フォトレジストマスク（素子間分離用凹部形成用）
　　　　５０　　ゲッタリング材
　　　　５１　　支柱（ゲッタリング材支持用）
　　　　５２　　キャッピング層
　５３、５６　　支柱（導電性）



(19) JP 4967084 B2 2012.7.4

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(20) JP 4967084 B2 2012.7.4

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(21) JP 4967084 B2 2012.7.4

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(22) JP 4967084 B2 2012.7.4

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】



(23) JP 4967084 B2 2012.7.4
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