
JP 4707330 B2 2011.6.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の上部に設けられた下部配線と、
　該下部配線を埋めこむ第１層間絶縁膜と、
　前記第１層間絶縁膜上に設けられた下部電極、その上部に設けられる上部電極、および
、これらの電極に挟まれた誘電膜を有するＭＩＭキャパシタと、
　前記ＭＩＭキャパシタを埋めこむ第２層間絶縁膜と、
　前記第２層間絶縁膜の上部に設けられた上部配線と、
　前記第１層間絶縁膜と前記第２層間絶縁膜との間に設けられた第３層間絶縁膜と、
を含み、
　前記下部電極が前記上部配線と電気的に接続され、
　前記第３層間絶縁膜は、ＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦからなるグループから選択され
た材料からなるか、またはＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦからなるグループから選択され
た材料の組合せからなる、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記上部電極と前記下部電極とが、異なる導電材料により構成されていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記下部配線が銅配線であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれかに記載の半導体装置において、
　前記上部配線が銅配線であることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２層間絶縁膜中に設けられ、前記下部電極と前記上部配線とを電気的に接続する
第１接続プラグと、
　前記第２層間絶縁膜中に設けられ、前記上部電極と前記上部配線とを電気的に接続する
第２接続プラグと、
　を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記下部電極は、前記上部電極の外周縁よりも外方へ張り出した部分を有し、
　前記第１接続プラグは、前記部分と接続することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれかに記載の半導体装置において、
　前記上部電極が、前記上部配線と電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置
。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれかに記載の半導体装置において、
　前記下部電極はアルミニウム含有膜を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれかに記載の半導体装置において、
　前記下部電極の厚みが、３００～５００ｎｍであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９いずれかに記載の半導体装置において、
　前記下部電極と同一レベルに設けられ、前記下部電極と同一材料および同一膜厚からな
る第１抵抗体を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０いずれかに記載の半導体装置において、
　前記上部電極と同一レベルに設けられ、前記上部電極と同一材料および同一膜厚からな
る第２抵抗体を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至９いずれかに記載の半導体装置において、さらに、
　前記下部電極と同一レベルに設けられ、前記下部電極と同一材料および同一膜厚からな
る第１抵抗体と、
　前記上部電極と同一レベルに設けられ、前記上部電極と同一材料および同一膜厚からな
る第２抵抗体と、を備え、
前記第１抵抗体と前記第２抵抗体とが、異なる材料からなることを特徴とする半導体装置
。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２いずれかに記載の半導体装置において、
　前記ＭＩＭキャパシタと同層に、前記ＭＩＭキャパシタと同じ層構造の構造体を有し、
　該構造体を構成する一方の電極は配線に接続せず、他方の電極を前記上部配線と接続し
て抵抗体として用いたことを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３いずれかに記載の半導体装置において、
　前記下部電極と同一レベルに設けられ、前記下部電極と同一材料および同一膜厚からな
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る複数の第１導電体と、
　前記上部配線と前記第１導電体とを接続する複数のビアと、
　により構成されるインダクタを備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　半導体基板の上部に下部配線を形成する工程と、
　前記下部配線を埋めこむ第１層間絶縁膜と、前記第１層間絶縁膜上に第３層間絶縁膜を
形成する工程と、
　前記第３層間絶縁膜上に、下部電極、誘電膜および上部電極が積層してなるＭＩＭキャ
パシタを形成する工程と、
　前記ＭＩＭキャパシタを埋めこむ第２層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２層間絶縁膜中に、前記下部電極に到達するビアホールを形成する工程と、
　前記ビアホールを導電膜で埋め込み、接続プラグを形成する工程と、
　前記第２層間絶縁膜の上部に、前記接続プラグと接続する上部配線を形成する工程と、
　を含み、
　前記第３層間絶縁膜は、ＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦからなるグループから選択され
た材料からなるか、またはＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦからなるグループから選択され
た材料の組合せからなる、
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、
　前記第１層間絶縁膜上に、第１導電体膜を形成する工程と、
　前記第１導電体膜を選択的に除去し、前記ＭＩＭキャパシタの下部電極を形成するとと
もに、該下部電極と同一レベルに設けられた第１抵抗体を形成する工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１５または１６に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、
　前記第１層間絶縁膜の上部に、第２導電体膜を形成する工程と、
　前記第２導電体膜を選択的に除去し、前記ＭＩＭキャパシタの上部電極を形成するとと
もに、該上部電極と同一レベルに設けられた第２抵抗体を形成する工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１５乃至１７いずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、
　前記第１層間絶縁膜上に、第１導電体膜を形成する工程と、
　前記第１導電体膜上に誘電体膜を形成する工程と、
　前記誘電体膜上に、第２導電体膜を形成する工程と、
　前記第２導電体膜を選択的に除去し、前記ＭＩＭキャパシタの上部電極を形成する工程
と、
　前記誘電体膜を選択的に除去する工程と、
　前記第１導電体膜を選択的に除去し、前記ＭＩＭキャパシタの下部電極を形成するとと
もに、該下部電極と同一レベルに設けられた複数の第１導電体を形成する工程と、
　前記第２層間絶縁膜中に、複数の第１導電体に到達する複数のホールを設ける工程と、
　前記ホールを導電材料で埋め込み、プラグを形成する工程と、
　前記第１導電体、前記プラグおよび前記上部配線からなるインダクタを形成する工程と
、
を含む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】
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【０００１】
　本発明は、ＭＩＭ構造のキャパシタを搭載した半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＲＦアナログデバイスは、高い周波数信号を扱う能動素子と、抵抗、キャパシタ等の受
動素子とを含む構成を有する。ＲＦアナログデバイスは、高速動作性の向上および低消費
電力化の観点から、寄生抵抗、寄生容量の削減が求められる。このため、キャパシタ素子
においては、従来のＭＯＳ型キャパシタに比し、寄生抵抗、寄生容量が著しく小さいＭＩ
Ｍ（Metal-Insulator-Metal）キャパシタが広く利用されている。
【０００３】
　一方、こうしたＲＦアナログデバイスをロジックデバイス中に組み込みワンチップ化し
た構造も開発されている。かかる構造を実現するには、両デバイスの構造および製造プロ
セスの統合を図る必要がある。ロジックデバイスでは、素子高速動作性および低消費電力
化の観点から、銅配線を多層に積層した構造が一般的に利用されている。こうした銅多層
配線構造に、ＭＩＭキャパシタの構造やプロセスを如何に適合させるかが重要な技術的課
題となる。
【０００４】
　ここで、銅多層配線構造にＭＩＭキャパシタを適用する場合、銅配線の一部をＭＩＭキ
ャパシタの電極としても用いることが考えられる。ところが、銅配線は、通常、ダマシン
プロセスにより形成されるため、ディッシングが生じる等、表面の平坦性を充分に得るこ
とが困難であった。このディッシングの問題は、キャパシタの電極部のように広い表面積
のＣｕ層を形成しようとするときには特に顕著となり、ＭＩＭキャパシタの電極部をＣｕ
膜で形成することは非常に困難であった。 
【０００５】
　一方、特許文献１記載の技術には、ＭＩＭキャパシタの下層電極の下面にＣｕ配線構造
を接続させ、Ｃｕ配線を介して下層電極に電荷を供給する構成とした半導体装置が開示さ
れている。同文献に記載された半導体装置を図７に示す。図７に示すように、銅配線３４
ａ～ｄの上に、ＴｉＮ膜３８、ＳｉＯ２膜３９およびＴｉＮ膜４０が、それぞれ１００ｎ
ｍ、４０ｎｍ、１５０ｎｍ程度の膜厚で順次形成されており、ＴｉＮ膜３８がＭＩＭの下
部電極になっている。 
【０００６】
　ところが、上記公報記載のキャパシタは、以下のような課題を有していた。
【０００７】
　第一に、銅配線上にバリアメタルを介してキャパシタ下層電極が積層した構造を有する
ため、依然、下層電極の平坦性が困難であった。第二に、バリアメタルは通常、高抵抗材
料からなるため、下部電極の抵抗が高くなるという課題を有していた。膜厚を厚くするこ
とで低抵抗化を図ることも考えられるが、ＴｉＮなどのバリアメタルは、一般に内部応力
が高く、膜厚を厚くすることにも限界があった。第三に、バリアメタルが高抵抗、高内部
応力であるため、大面積化することが困難であり、大きな容量を有するキャパシタを形成
することが難しかった。
【０００８】
　以上のように、配線の上部にＭＩＭキャパシタを設ける構成においては、下部電極の平
坦性が損なわれたり、下部電極の材料の選択に制限が加わる結果、所望の性能を有するキ
ャパシタを得ることが困難となっていた。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２６４２３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、信頼性の
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高いＭＩＭ構造を有するキャパシタを設けた半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、半導体基板と、半導体基板の上部に設けられた下部配線と、該下部配
線を埋めこむ第１層間絶縁膜と、第１層間絶縁膜上に設けられた下部電極、その上部に設
けられる上部電極、および、これらの電極に挟まれた誘電膜を有するＭＩＭキャパシタと
、ＭＩＭキャパシタを埋めこむ第２層間絶縁膜と、第２層間絶縁膜の上部に設けられた上
部配線と、前記第１層間絶縁膜と前記第２層間絶縁膜との間に設けられた第３層間絶縁膜
とを含み、下部電極が上部配線と電気的に接続され、前記第３層間絶縁膜は、ＳｉＯ２、
ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦからなるグループから選択された材料からなるか、またはＳｉＯ２、
ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦからなるグループから選択された材料の組合せからなる、ことを特徴
とする半導体装置が提供される。
【００１２】
　本発明は、下部配線と上部配線との間に挟まれた領域にＭＩＭキャパシタを設けた半導
体装置に関するものである。下部電極が第３層間絶縁膜上に形成されるため、下部電極の
平坦性が良好となる。また、第１層間絶縁膜中に、下部配線と下部電極とを接続する部材
を設けず、下部電極が上部配線と電気的に接続された構成としているため、下部電極の材
料選択の自由度が向上する。この結果、下部電極の低抵抗化、大面積化を図ることができ
る。従来技術においては、下部電極は、下部配線と接する形で設けられており、下部銅配
線やその上に設けられたバリアメタル上に下部電極を形成していたため、下部電極の材料
選択に一定の制限があったが、本発明では下部電極を上部配線と接続する形態としている
ため、このような制限が解消される。
【００１３】
　本発明において、上部配線とは、第２層間絶縁膜の上部にある配線群全体をさすことと
する。
【００１４】
　また、上部電極と下部電極とが、異なる導電材料により構成されていてもよい。ここで
、上部電極と下部電極では要求される特性が異なる場合がある。たとえば、下部電極は上
部配線と接続するために面積を広くすることが好ましく、そのため低抵抗材料などを用い
ることが望ましい場合がある。また、上部電極は容量膜上に形成される関係で、当該容量
膜上に良好に形成できる材料を用いることが望ましい場合がある。上部電極と下部電極と
が異なる導電材料により構成されることにより、たとえば、ＭＩＭキャパシタの電極形成
プロセス（電極形状に加工するエッチング等）に好適となるように、各電極の材料をそれ
ぞれ独立に選択することができる。また、各電極と同一水準に、同一プロセスにて抵抗や
インダクタ等の素子を形成する場合、これらの素子の設計に合わせて電極材料を選択する
ことも可能となる。
【００１５】
　本発明において、下部電極および上部電極は、同じ上部配線から接続されていてもよい
し、異なる上部配線から接続されていてもよい。
【００１６】
　また、上層配線は銅配線であってもよく、下層配線は銅配線であってもよい。
【００１７】
　本発明において、銅配線とは、銅のみにより構成される配線だけでなく、銅を主成分と
して構成される配線のことをも含むこととする。
【００１８】
　また、下部電極は、上部電極の外周縁よりも外方へ張り出した部分を有し、第１接続プ
ラグは、上記部分と接続してもよい。こうすることにより、下部電極と上部配線とを第１
接続プラグにより好適に接続することができる。
【００１９】
　また、下部電極と同一レベルに設けられ、下部電極と同一材料および同一膜厚からなる
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第１抵抗体を備えてもよいし、上部電極と同一レベルに設けられ、上部電極と同一材料お
よび同一膜厚からなる第２抵抗体を備えてもよい。この構成によれば、ＭＩＭキャパシタ
と抵抗を含み、製造効率に優れた半導体装置が実現される。
【００２０】
　また、下部電極と同一レベルに設けられ、下部電極と同一材料および同一膜厚からなる
複数の第１導電体と、上部配線と第１導電体とを接続する複数のビアとにより構成される
インダクタを備えてもよい。この構成によれば、ＭＩＭキャパシタとインダクタを含み、
製造効率に優れた半導体装置が実現される。
【００２１】
　本発明によれば、半導体基板の上部に下部配線を形成する工程と、下部配線を埋めこむ
第１層間絶縁膜と、前記第１層間絶縁膜上に第３層間絶縁膜を形成する工程と、第３層間
絶縁膜上に、下部電極、誘電膜および上部電極が積層してなるＭＩＭキャパシタを形成す
る工程と、ＭＩＭキャパシタを埋めこむ第２層間絶縁膜を形成する工程と、第２層間絶縁
膜中に、下部電極に到達するビアホールを形成する工程と、ビアホールを導電膜で埋め込
み、接続プラグを形成する工程と、第２層間絶縁膜の上部に、接続プラグと接続する上部
配線を形成する工程とを含み、前記第３層間絶縁膜は、ＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦか
らなるグループから選択された材料からなるか、またはＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＦか
らなるグループから選択された材料の組合せからな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。
　また、本発明によれば、半導体基板と、半導体基板の上部に設けられた下部配線と、該
下部配線を埋めこむ第１層間絶縁膜と、第１層間絶縁膜上に設けられた下部電極、その上
部に設けられる上部電極、および、これらの電極に挟まれた誘電膜を有するＭＩＭキャパ
シタと、ＭＩＭキャパシタを埋めこむ第２層間絶縁膜と、第２層間絶縁膜の上部に設けら
れた上部配線と、前記第１層間絶縁膜と前記第２層間絶縁膜との間に設けられ、平坦化さ
れた第３層間絶縁膜とを含み、下部電極が上部配線と電気的に接続される、ことを特徴と
する半導体装置が提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、信頼性の高いＭＩＭ構造を有するキャパシタを設けた半導体装置を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、すべての図面におい
て、同様な構成要素には、同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００２４】
　第一の実施形態
　本実施形態に係る半導体装置は、多層銅配線を含むロジック回路素子中に、ＭＩＭキャ
パシタ、抵抗素子といった受動素子を設けた構造を具備する。
【００２５】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置２００の構成を示す断面図である。
【００２６】
　半導体装置２００は、シリコン基板（不図示）、第１銅配線層２０２、層間絶縁膜２０
６、受動素子層２５０、第２銅配線層２３９が、この順に積層された構成を有する。第１
銅配線層２０２および第２銅配線層２３９は、それぞれ、たとえば６層～１０層などの多
層配線中の銅配線である。第１銅配線層２０２は、トランジスタが形成された層の直上に
ある第１層目の銅配線層に対応する。第２銅配線層２３９は、トランジスタが形成された
層の直上にある第２層目の銅配線層に対応する。
【００２７】
　第１銅配線層２０２は、絶縁膜２０４中に下部銅配線２１４が埋設された構成を有して
いる。また、第２銅配線層２３９は、絶縁膜２３０中に上部銅配線２３８が埋設された構
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成を有している。
【００２８】
　本実施形態では、これらの銅配線層の間に、ＭＩＭキャパシタ、抵抗素子といった受動
素子を設けられた受動素子層２５０が配置されている。受動素子層２５０の厚さは、０．
８μｍ～２μｍ程度である。
【００２９】
　ビアプラグ２４０は上部銅配線２３８と第２抵抗素子２１８との間を電気的に接続し、
ビアプラグ２４１は上部銅配線２３８と第１抵抗素子２２４との間を電気的に接続し、ビ
アプラグ２４３は上部銅配線２３８と下部銅配線２１４との間を電気的に接続している。
また、コンタクト２１７は上部銅配線２３８と上部電極２１６との間を電気的に接続し、
コンタクト２１９は上部銅配線２３８と下部電極２２０との間を電気的に接続している。
【００３０】
　受動素子層２５０は、上記構成の第１銅配線層２０２および第２銅配線層２３９に挟ま
れた位置に設けられている。受動素子層２５０には、ＭＩＭ構造を有するキャパシタ２６
０、第２抵抗素子２１８および第１抵抗素子２２４といった受動素子が形成されており、
さらに、ダミー金属膜２２６ａ、ダミー金属膜２２６ｂが形成されている。
【００３１】
　キャパシタ２６０は、上部電極２１６、下部電極２２０、および、これら２つの電極に
挟まれ容量膜として機能する誘電体膜２１０から構成されている。下部電極２２０は、上
部電極２１６の外周縁よりも外方へ張り出した部分を有し、この張り出した部分と上部銅
配線２３８とがコンタクト２１９を介して接合している。また、上部電極２１６は、上部
銅配線２３８とコンタクト２１７を介して接合している。
【００３２】
　下部電極２２０はＴｉ、ＴｉＮ、Ａｌ、Ｔｉ、ＴｉＮが下からこの順で積層した金属膜
からなっている。このようなＡｌを含む多層金属膜により下部電極を構成することで、下
部電極の低抵抗化を図ることができる。また、電極抵抗が低減される結果、電極面積を増
大させ容量の向上を図ることが可能となる。ここで、Ａｌ層の厚さは、１００ｎｍ程度以
上であればよく、１００ｎｍ～２００ｎｍの範囲が好ましい。下部電極２２０全体の厚さ
としては、たとえば、４００ｎｍ程度とするのがよい。
【００３３】
　上部電極２１６は、たとえば、高融点金属からなるバリアメタルにより構成されている
。こうすることにより、上部電極２１６は数十Ωから数キロΩの抵抗値を有し、ＭＩＭキ
ャパシタを構成する上部電極の抵抗体としての機能を発揮することができる。なお、本実
施形態においては、上部電極２１６を構成する材料としてＴａＮを用いているが、たとえ
ば、ＴｉＮ、Ｔａ、Ｗなどを用いてもよい。
【００３４】
　誘電体膜２１０は、キャパシタの容量膜として機能する。誘電体膜２１０を構成する材
料としては、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５等のほか、ＺｒＯｘ、
ＨｆＯｘ、ＺｒＳｉＯｘ、ＨｆＳｉＯｘ、Ａｌ２Ｏ３等のいわゆるＨｉｇｈ－Ｋ材料や、
ＰＺＴ、ＰＬＺＴ等のペロブスカイト構造を有する材料等を用いることができる。誘電体
膜２１０の膜厚は、材料に応じて適宜選択されるが、たとえば、２０ｎｍ～１００ｎｍ程
度とする。本実施形態では、材料としてＳｉＯ２を用い、膜厚を５０ｎｍとしている。
【００３５】
　ここで、下部電極２２０、誘電体膜２１０および上部電極２１６の合計厚みは、０．５
μｍ以下とすることが好ましい。こうすることにより、ビアホール２３６の歩留まりを向
上させることができる。また、下部電極２２０と上部電極２１６の厚みは、電気抵抗値上
昇による影響を考慮し、厚めに設定されるのが好ましい。そのため、誘電体膜２１０の厚
みを薄く設定することが好ましく、その結果、ＭＩＭキャパシタの容量の設計可能範囲を
広くとることができる。また、合計厚みは、０．３μｍ以下とすることがより好ましい。
こうすることにより、受動素子層２５０全体の平坦性が良好となり、その上に積層される
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多層配線を歩留まり良く形成することができる。
【００３６】
　第１抵抗素子２２４は、キャパシタ２６０の下部電極２２０と同一工程で形成される。
この結果、第１抵抗素子２２４と下部電極２２０とは、同一レベルに設けられ、同一材料
および同一膜厚となっている。第１抵抗素子２２４は、ビアプラグ２４１により上部銅配
線２３８と接続されている。
【００３７】
　第２抵抗素子２１８は、キャパシタ２６０の上部電極２１６と同一工程で形成される。
この結果、第２抵抗素子２１８と上部電極２１６とは、同一レベルに設けられ、同一材料
および同一膜厚となっている。第２抵抗素子２１８は、キャパシタ２６０と同じ積層構造
を有する構造体の上部電極を利用した形態となっており、この上部電極をビアプラグ２４
０により上部銅配線２３８と接続し抵抗体として利用したものである。なお、第２抵抗素
子２１８の下部に配置されている下部電極２２２は、配線に接続されておらず浮遊電位と
なっており、素子として機能していない。
【００３８】
　以上のように、第１抵抗素子２２４は、下部電極２２０と同じＡｌを含む金属膜により
構成され、第２抵抗素子２１８は、上部電極２１６と同じＴａＮにより構成されている。
本実施形態によれば、このように材料の異なる２種類の抵抗素子を、キャパシタ２６０形
成と同一プロセスで形成することができる。
【００３９】
　ダミー金属膜２２６ａおよびダミー金属膜２２６ｂは、下部電極２２０、下部電極２２
２および第１抵抗素子２２４と同一材料、同一膜厚で形成されている。ダミー金属膜２２
６ａおよびダミー金属膜２２６ｂは、配線に接続されておらず浮遊電位となっており、素
子として機能していない。
【００４０】
　次に、図1に示した半導体装置２００の製造工程について説明する。
【００４１】
　図２～図４は、本実施形態に係る半導体装置２００の製造工程を示す断面図である。　
【００４２】
　はじめに、図２（ａ）に示すように、第１銅配線層２０２および層間絶縁膜２０６を積
層し、その上にＡｌ含有多層膜２０８、誘電体膜２１０および上部導電膜２１２をこの順
で積層した構造を得る。はじめに、ダマシンプロセスを用いて絶縁膜２０４中に下部銅配
線２１４が埋設された配線層を得る。次いでその上に、ＣＶＤ法などにより層間絶縁膜２
０６を成膜する。その後、スパッタリング法を用い、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ａｌ、Ｔｉ、ＴｉＮ
をこの順で成膜することにより、５層構造のＡｌ含有多層膜２０８を成膜する。このＡｌ
含有多層膜２０８の上に、ＣＶＤ法などを用いて誘電体膜２１０を成膜し、その上に、ス
パッタリング法などを用いて上部導電膜２１２を成膜する（図２（ａ））。ここで、層間
絶縁膜２０６および誘電体膜２１０を構成する材料としては、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、Ｓｉ
ＯＣ、ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５等のほか、ＺｒＯｘ、ＨｆＯｘ、ＺｒＳｉＯｘ、ＨｆＳｉＯｘ

、Ａｌ２Ｏ３等のいわゆるＨｉｇｈ－Ｋ材料や、ＰＺＴ、ＰＬＺＴ等のペロブスカイト構
造を有する材料などを用いることができる。ここで、層間絶縁膜２０６および誘電体膜２
１０の膜厚は、材料に応じて適宜選択されるが、本実施形態では、層間絶縁膜２０６の材
料としてＳｉＯＦを用い、誘電体膜２１０の材料としてＳｉＯ２を用いている。また、膜
厚をそれぞれ、０．１μｍ、５０ｎｍとしている。第１銅配線層２０２は、下部銅配線２
１４および絶縁膜２０４を内部に有する。
【００４３】
　Ａｌ含有多層膜２０８は、図中下から、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ａｌ、Ｔｉ、ＴｉＮがこの順に
積層された構造を有し、Ａｌの層を主として構成されている。ここで、Ａｌの層の厚さと
しては、１００ｎｍ程度以上であればよく、１００ｎｍ～２００ｎｍの範囲内が好ましく
用いられる。また、Ａｌ含有多層膜２０８の厚さとしては、たとえば、４００ｎｍ程度が
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用いられる。
【００４４】
　上部導電膜２１２は、たとえば、高融点金属からなるバリアメタルにより構成されてい
る。本実施形態においてはＴａＮを用いているが、たとえば、ＴｉＮ、Ｔａ、Ｗなどを用
いてもよい。
【００４５】
　ここで、上部導電膜２１２と、誘電体膜２１０と、Ａｌ含有多層膜２０８とを合わせた
厚さは、０．５μｍ以下が好ましい。こうすることにより、キャパシタ２６０の容量の設
計可能範囲を広くとることができる。また、０．３μｍ以下とすることがより好ましい。
こうすることにより、受動素子層２５０全体の平坦性が良好となり、その上に積層される
多層配線を歩留まり良く形成することができる。
【００４６】
　後述する上部電極２１６などを形成する領域を画定するために、上部導電膜２１２上に
レジスト膜を形成し、フォトリソグラフィーにより、レジストパターンを形成する。次に
レジストパターンをマスクとして、選択的にドライエッチングすることによりキャパシタ
２６０を構成する上部電極２１６、抵抗体として用いる第２抵抗素子２１８を形成する（
図２（ｂ））。
【００４７】
　後述する下部電極２２０などを形成する領域を画定するために、誘電体膜２１０と上部
電極２１６と第２抵抗素子２１８との上に、レジスト膜を形成し、フォトリソグラフィー
により、レジストパターンを形成する。次にレジストパターンをマスクとして、選択的に
ドライエッチングすることにより、誘電体膜２１０の一部を除去すると同時に、キャパシ
タ２６０を構成する下部電極２２０、浮遊電極とする下部電極２２２、抵抗体として用い
る第１抵抗素子２２４、配線としては用いずダミーとするダミー金属膜２２６ａ、ダミー
金属膜２２６ｂを形成する（図２（ｃ））。
【００４８】
　ＣＶＤ法などを用いて、層間絶縁膜２２８を成膜後、たとえば、ＣＭＰ技術などを用い
て、層間絶縁膜２２８を平坦化する（図３（ａ））。層間絶縁膜２２８を構成する材料と
しては、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５等のほか、ＺｒＯｘ、Ｈｆ
Ｏｘ、ＺｒＳｉＯｘ、ＨｆＳｉＯｘ、Ａｌ２Ｏ３等のいわゆるＨｉｇｈ－Ｋ材料や、ＰＺ
Ｔ、ＰＬＺＴ等のペロブスカイト構造を有する材料などが用いられる。ここで、層間絶縁
膜２０６と層間絶縁膜２２８とを合わせた厚さは、０．８μｍ～２μｍ程度である。
【００４９】
　層間絶縁膜２２８上に、たとえば、ＣＶＤ法などを用いて、絶縁膜２３０を成膜する（
図３（ｂ））。絶縁膜２３０を構成する材料としては、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＯＣ、
ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５等のほか、ＺｒＯｘ、ＨｆＯｘ、ＺｒＳｉＯｘ、ＨｆＳｉＯｘ、Ａｌ

２Ｏ３等のいわゆるＨｉｇｈ－Ｋ材料や、ＰＺＴ、ＰＬＺＴ等のペロブスカイト構造を有
する材料などが用いられる。
【００５０】
　絶縁膜２３０内に銅配線用溝２３２を形成する領域を画定するために、絶縁膜２３０上
にレジスト膜を形成し、フォトリソグラフィーにより、レジストパターンを形成する。次
にレジストパターンをマスクとして、ドライエッチングすることにより、絶縁膜２３０の
一部が除去されて、銅配線用溝２３２が形成される（図３（ｃ））。
【００５１】
　銅配線用溝２３２を埋め込むように、絶縁膜２３０上にレジスト膜を成膜する。次に、
フォトリソグラフィーにより、レジスト膜上にレジストパターンを形成する。ついで、レ
ジストパターンをマスクとして、ドライエッチングすることにより、層間絶縁膜２２８の
一部、層間絶縁膜２０６の一部を除去する。この手順により、ビアホール２３６を形成す
る。（図４（ａ））。
【００５２】
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　ビアホール２３６および銅配線用溝２３２内に、それぞれスパッタリング法などにより
、たとえば、Ｗ、ＷＮ、Ｔａ、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮなどからなるバリアメタルを成膜す
る（不図示）。次に、バリアメタル上に、ビアホール２３６および銅配線用溝２３２を埋
め込むように、たとえば、電界めっき法などにより銅膜を成膜する。ついで、ＣＭＰ技術
などを用いて銅膜の表面を平坦化し、その後、不要なバリアメタルおよび銅膜を除去する
ことにより、コンタクト２１７、コンタクト２１９、ビアプラグ２４０、ビアプラグ２４
１、ビアプラグ２４３と、上記コンタクトおよびビアプラグが連結された上部銅配線２３
８とを同時に形成する。（図４（ｂ））。
【００５３】
　本実施形態における半導体装置２００の効果について以下に説明する。
【００５４】
　本実施形態において、ＭＩＭ構造を有するキャパシタ２６０は、多層配線層を構成する
第１銅配線層２０２と第２銅配線層２３９との間の層に設けられている。このため、製造
効率に優れ、素子レイアウト効率に優れる半導体装置を実現できる。ロジック回路素子等
における多層配線パターンの設計にあっては、以前に作成した回路パターンを用いつつ必
要な箇所を修正する手法がしばしば採用される。本実施形態によれば、こうした手法を好
適に実現することができる。すなわち、受動素子の回路パターンを変更しようとしたとき
、受動素子層２５０のみを設計変更すればよく、かかる設計変更は、他の配線層に影響を
与えることがない。したがって、特許文献１記載の技術に代表される従来技術のように、
多層配線層の最上層に配線と混在させた形態でＭＩＭキャパシタを設ける構成と比較し、
素子設計のリードタイムを大幅に短縮し得る製造効率に優れる構造の半導体装置を実現で
きる。また、銅配線層中のスペースに受動素子を設ける構成に比べ、受動素子のレイアウ
トの自由度が向上する。　
【００５５】
　また、本実施形態では、キャパシタ２６０の下部電極２２０が、コンタクト２１９を介
して上部銅配線２３８と接続した構造を採用する。そして、上部電極２１６の面積よりも
下部電極２２０の面積を広くし、下部電極２２０の外縁部が上部電極２１６の外縁部より
も外側に張り出す形態とし、この張り出し部分にコンタクト２１９の底部が接続する構造
を採用している。このため、素子設計のリードタイムを大幅に短縮できるとともに、製造
効率に優れる半導体装置が実現される。
【００５６】
　受動回路の用途によっては、多層配線の下層に配置することが望まれる場合がある。と
ころが、下層に位置する配線層は一般に配線密度が高く、余剰スペースに受動素子を配置
することは困難である。そこで本実施形態では、下部銅配線と上部銅配線との間に受動素
子層２５０を介在させた構成としている。こうした受動素子層を介在させるにあたっては
、周辺の銅配線との電気的接続を如何に確保するかが重要な技術的課題となるが、本実施
形態では、キャパシタ２６０の上部電極２１６および下部電極２２０を、それぞれ、コン
タクトを介して上部銅配線２３８と接続する構造としている。このため、受動素子層２５
０を設けることによる膜厚の増大が最小限に抑制される。また、キャパシタ２６０の各電
極に電圧を印加するための配線を上部配線の側にだけ設ければ済み、受動素子層２５０を
設けることによる配線パターンの設計変更を最小限にすることができる。また、上部銅配
線２３８と接続するコンタクトを、他の素子に配設されたビアプラグ（ビアプラグ２４０
、２４１）や、上部銅配線２３８と下部銅配線２１４とを接続するビアプラグ２４３と同
一工程で形成でき、製造効率にも優れる。
【００５７】
　ここで、上記のように下部電極２２０を大きくすると、下部電極２２０の電気抵抗値が
高くなり、所望の電荷蓄積量を得ることが困難になる上、複数のキャパシタ間で容量のば
らつきが生じることとなる。この結果、ＭＩＭ構造を有するキャパシタ２６０を電池とし
て用いる際の電源安定性や、ＬＣ回路を構成する素子として用いる際の高速動作性を得る
ことが難しくなる。こうしたことを解決するために、下部電極２２０を厚くして下部電極
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２２０の電気抵抗値を低くすることも考えられるが、従来のようにＴｉＮ、Ｔｉなどのバ
リアメタルで下部電極を形成した構造では、下部電極の厚さを増すと内部応力が大きくな
ってしまい、周囲に設けられる絶縁膜との密着性が低下するという問題が生じる。これに
対して本実施形態における下部電極２２０は、主にＡｌにより構成されているため、バリ
アメタルよりも電気抵抗値が低く、応力値も低い。したがって、電荷蓄積量および下部電
極と絶縁膜との密着性への影響を抑制しつつ、コンタクト２１９による連結のために下部
電極２２０の面積を広くとることが可能となる上、電気抵抗値を低くするために下部電極
２２０の厚さを増すことができる。この結果、本実施形態によれば、従来にない大容量の
ＭＩＭキャパシタを歩留まり良く製造することができる。
【００５８】
　また、本実施形態において、Ａｌ含有多層膜２０８は、平坦化された層間絶縁膜２０６
上に成膜されているので、Ａｌ含有多層膜２０８、誘電体膜２１０および上部導電膜２１
２を平坦に成膜することができる。このため、ＭＩＭ構造を有するキャパシタ２６０を構
成する上部電極２１６と、下部電極２２０と、その間に挟まれる誘電体膜２１０の平坦性
を向上させることができ、所望の容量のキャパシタ２６０を得ることができる。この結果
、キャパシタ２６０を電池として用いる際の電源安定性や、キャパシタ２６０をＬＣ回路
を構成する素子として用いる際の高速動作性を得ることができるため、信頼性の高いＭＩ
Ｍ構造を有するキャパシタを備える半導体装置２００が実現される。
【００５９】
　さらに、本実施形態において、Ａｌ含有多層膜２０８をドライエッチングして、下部電
極２２０などを形成する際に、銅配線間を接続するビアプラグ２４３の近傍に、配線には
用いないダミーのダミー金属膜２２６ａおよびダミー金属膜２２６ｂが形成されている。
このため、層間絶縁膜２２８を形成する際には、第１抵抗素子２２４だけでなく、ダミー
金属膜２２６ａおよびダミー金属膜２２６ｂの上にも形成されることとなる。それゆえ、
ダミー金属膜を形成せずに、キャパシタや抵抗素子上に層間絶縁膜が形成される場合と比
較して、キャパシタ２６０や第２抵抗素子２１８上に形成される層間絶縁膜の高さと、ダ
ミー金属膜上に形成される層間絶縁膜の高さの差を小さくすることができる。そのため、
ＣＭＰ技術などにより層間絶縁膜２２８を平坦化することができ、層間絶縁膜２２８の上
層に設けられる絶縁膜２３０および上部銅配線２３８を平坦化することが可能になる。し
たがって、銅配線用溝２３２やビアホール２３６を寸法精度良く形成することができる。
この結果、上部銅配線２３８と各電極および抵抗素子とを正確に接続することができるた
め、信頼性の高いＭＩＭ構造を有するキャパシタを設けた半導体装置２００が実現される
。
【００６０】
　また、本実施形態において、キャパシタ２６０を構成する、上部電極２１６の膜厚と、
誘電体膜２１０と、下部電極２２０との膜厚の合計値を、０．５μｍ以下としている。こ
こで、下部電極２２０と上部電極２１６の厚みは、電気抵抗値上昇によるＭＩＭキャパシ
タ容量の設計可能範囲への影響を考慮し、厚めに設定されるのが好ましい。そのため、容
量膜である誘電体膜２１０の厚みを薄く設定することが好ましい。ここで、容量膜の厚み
の薄いキャパシタは容量値の設計範囲を広く設定することができる。このため、キャパシ
タ２６０について、所望のキャパシタ容量を得ることができる。また、ビアホール２３６
を形成する際の歩留まりを向上させることができる。したがって、ＭＩＭ構造を有するキ
ャパシタ２６０を有する半導体装置２００の製造プロセスにおける製造安定性を向上させ
つつ、キャパシタ２６０を電池として用いる際の電源安定性や、キャパシタ２６０をＬＣ
回路を構成する素子として用いる際の高速動作性を得ることができる。
【００６１】
　また、本実施形態において、上部電極は主にＴａＮにより構成され、下部電極は主にＡ
ｌにより構成されている。ここで、回路には色々な抵抗値を有する抵抗体を配置すること
が必要である。本実施形態においては、上部電極を構成する材料と、下部電極を構成する
材料とを異なる材料とすることにより、抵抗体を構成する材料の面積や厚さを変えること
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なく、上部電極の抵抗値と下部電極の抵抗値とを異なるものとしている。この結果、集積
度向上を図りつつ、抵抗値の異なる抵抗体を回路に配置することにより、信頼性の高いＭ
ＩＭ構造を有するキャパシタを設けた半導体装置２００が実現される。
【００６２】
　また、本実施形態において、抵抗体として用いられる第２抵抗素子２１８と第１抵抗素
子２２４は、第２銅配線層２３９と第１銅配線層２０２との間にある層間絶縁膜２２８中
に形成されている。しかし、特許文献１に代表される従来の技術においては、抵抗体は、
ＭＩＭ構造を有するキャパシタと同じ層ではなく、基板に近い層に設けられていた。この
ため、基板と抵抗体との間に発生する寄生容量の影響を受けてしまい、所望の抵抗値を得
ることができなかった。この傾向は、高周波領域において特に顕著である。一方、本実施
形態においては、抵抗体が層間絶縁膜２２８中に形成されているので、基板との間に発生
する寄生容量の影響を抑制することができる。したがって、第１抵抗素子２２４と第２抵
抗素子２１８は所望の抵抗値を得ることができる。
【００６３】
　また、本実施形態においては、第２抵抗素子２１８や第１抵抗素子２２４のように、抵
抗値の異なる抵抗体を、ＭＩＭ構造を有するキャパシタの上部電極２１６および下部電極
２２０を形成する際に、それぞれ同一平面上に、同時に形成している。したがって、ＭＩ
Ｍ構造を有するキャパシタ２６０を搭載する半導体装置２００に抵抗値の異なる抵抗体を
形成するプロセスを簡略化することができる。
【００６４】
　また、本実施形態において、誘電体膜２１０上に形成された上部導電膜２１２をドライ
エッチングすることによって、上部電極２１６と第２抵抗素子２１８とが同時に形成され
ている。また、層間絶縁膜２０６上に形成されたＡｌ含有多層膜２０８をドライエッチン
グすることによって、下部電極２２０、下部電極２２２、第１抵抗素子２２４、ダミー金
属膜２２６ａおよびダミー金属膜２２６ｂが同時に形成されている。したがって、ＭＩＭ
構造を有するキャパシタ２６０を搭載する半導体装置２００を製造するプロセスを簡略化
することができる。
【００６５】
　第二の実施形態
　本実施形態に係る半導体装置は、ＭＩＭキャパシタを有する層と同層にインダクタが設
けられている。
【００６６】
　図５は、本実施形態に係る半導体装置３００の構成を示す断面図であり、図６は、図５
のインダクタ２７０を上面から見た構造を示す図である。図５において、インダクタ２７
０は、下部電極２２０と同一レベルに設けられた第１導体２４２、第２導体２４４と、第
３導体２４６、第４導体２４８、ビアプラグ２４５、上部銅配線２３８とにより構成され
ている。ここで、第１導体２４２の端部とビアプラグ２４５、第２導体２４４の端部とビ
アプラグ２４５、第３導体２４６の端部とビアプラグ２４５、第４導体２４８の端部とビ
アプラグ２４５とがそれぞれ接続されている。図６において、上部銅配線２３８、ビアプ
ラグ２４５、第１導体２４２、ビアプラグ２４５、上部銅配線２３８、ビアプラグ２４５
、第２導体２４４、ビアプラグ２４５、上部銅配線２３８、ビアプラグ２４５、第３導体
２４６、ビアプラグ２４５、上部銅配線２３８、ビアプラグ２４５、第４導体２４８、ビ
アプラグ２４５、上部銅配線２３８が、この順に連結され、インダクタ２７０を形成して
いる。すなわち、インダクタ２７０は、基板面と略水平な方向の軸の周りに導体が巻回し
た構造を有している。したがって、インダクタ２７０に通電すると、基板面と略水平な方
向に磁界が発生する。
【００６７】
　次に、図５を用いて、半導体装置３００の製造工程について説明する。半導体装置３０
０の製造工程は、インダクタ２７０を構成する、第１導体２４２、第２導体２４４、第３
導体２４６および第４導体２４８を形成する点、およびビアプラグ２４５を上記インダク
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タ２７０を構成する電極に接続する点で、第一の実施形態と異なる。
【００６８】
　第一の実施形態で説明した図２（ａ）の工程の後、上部導電膜２１２上にレジスト膜を
形成し、フォトリソグラフィーにより、レジストパターンを形成する。次にレジストパタ
ーンをマスクとして、上部導電膜２１２を選択的にドライエッチングすることにより上部
電極２１６、第１抵抗素子２１８を形成する。
【００６９】
　次に、下部電極を形成する領域を画定するために、誘電体膜２１０と上部電極２１６と
第２抵抗素子２１８との上に、レジスト膜を形成し、フォトリソグラフィーにより、レジ
ストパターンを形成する。次にレジストパターンをマスクとして、ドライエッチングする
ことにより、誘電体膜２１０の一部を除去すると同時に、キャパシタ２６０を構成する下
部電極２２０、浮遊電極とする下部電極２２２、抵抗体として用いる第１抵抗素子２２４
、配線としては用いずダミーとするダミー金属膜２２６ａ、ダミー金属膜２２６ｂ、イン
ダクタを構成する第１導体２４２、第２導体２４４、第３導体２４６および第４導体２４
８を形成する。
【００７０】
　ついで、ＣＶＤ法などを用いて、層間絶縁膜２２８を成膜後、たとえば、ＣＭＰ技術な
どを用いて、層間絶縁膜２２８を平坦化する。層間絶縁膜２２８を構成する材料としては
、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５等のほか、ＺｒＯｘ、ＨｆＯｘ、
ＺｒＳｉＯｘ、ＨｆＳｉＯｘ、Ａｌ２Ｏ３等のいわゆるＨｉｇｈ－Ｋ材料や、ＰＺＴ、Ｐ
ＬＺＴ等のペロブスカイト構造を有する材料などが用いられる。ここで、層間絶縁膜２０
６と層間絶縁膜２２８とを合わせた厚さは、０．８μｍ～２μｍ程度である。
【００７１】
　次に、層間絶縁膜２２８上に、ＣＶＤ法などを用いて、絶縁膜２３０を成膜する。絶縁
膜２３０を構成する材料としては、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５

等のほか、ＺｒＯｘ、ＨｆＯｘ、ＺｒＳｉＯｘ、ＨｆＳｉＯｘ、Ａｌ２Ｏ３等のいわゆる
Ｈｉｇｈ－Ｋ材料や、ＰＺＴ、ＰＬＺＴ等のペロブスカイト構造を有する材料などが用い
られる。
【００７２】
　ついで、絶縁膜２３０内に銅配線用溝２３２を形成する領域を画定するために、絶縁膜
２３０上にレジスト膜を形成し、フォトリソグラフィーにより、レジストパターンを形成
する。次にレジストパターンをマスクとして、ドライエッチングすることにより、絶縁膜
２３０の一部が除去されて、銅配線用溝２３２が形成される。
【００７３】
　銅配線用溝２３２を埋め込むように、絶縁膜２３０上にレジスト膜を成膜する。次に、
フォトリソグラフィーにより、レジスト膜上にレジストパターンを形成する。ついで、レ
ジストパターンをマスクとして、ドライエッチングすることにより、層間絶縁膜２２８の
一部、層間絶縁膜２０６の一部を除去する。この手順により、ビアホール２３６を形成す
る。
【００７４】
　ビアホール２３６および銅配線用溝２３２内に、それぞれスパッタリング法により、た
とえば、Ｗ、ＷＮ、Ｔａ、ＴａＮ、Ｔｉ、ＴｉＮなどからなるバリアメタルを成膜する。
次に、バリアメタル上に、ビアホール２３６および銅配線用溝２３２を埋め込むように、
たとえば、電界めっき法により銅膜を成膜する。ついで、たとえば、ＣＭＰ技術を用いて
銅膜の表面を平坦化し、その後、不要なバリアメタルおよび銅膜を除去することにより、
コンタクト２１７、コンタクト２１９、ビアプラグ２４０、ビアプラグ２４１、ビアプラ
グ２４３、ビアプラグ２４５と、上記コンタクトとビアプラグが連結された上部銅配線２
３８とを同時に形成する。
【００７５】
　本実施形態において、半導体装置３００に、インダクタ２７０を設けた構造としたこと
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の効果について以下に説明する。
【００７６】
　本実施形態において、インダクタ２７０は、第２銅配線層２３９と第１銅配線層２０２
との間の層に基板とほぼ水平に設けられている。そのため、多層銅配線層間のスペースを
有効に活用して、インダクタ２７０をレイアウトするとともに、ＭＩＭ構造を有するキャ
パシタ２６０を設けることが可能になる。このため、コイル形成のためのスペースを別途
準備する必要がなく、コイルを簡易に形成することができるとともに、デッドスペースを
利用してコイルを形成することができるので、省スペース化ができる。また、コイルの磁
束が基材に水平な方向に生じるので、半導体装置３００に含まれる他の部材との干渉を低
減することができる。これにより、コイルの設置場所を考慮することなく他の部材の設計
を行うことができ、レイアウトの自由度を高めることができる。したがって、信頼性の高
いＭＩＭ構造を有するキャパシタ２６０およびインダクタ２７０などを用いたＬＣＲ回路
を備えた半導体装置３００が実現できる。
【００７７】
　また、本実施形態において、インダクタ２７０を構成する、第１導体２４２、第２導体
２４４、第３導体２４６および第４導体２４８は、Ａｌ含有多層膜２０８をドライエッチ
ングすることによって、キャパシタ２６０を構成する下部電極２２０などと同時に同一平
面状に形成されている。したがって、ＭＩＭ構造を有するキャパシタ２６０およびインダ
クタ２７０などを用いたＬＣＲ回路を備えた半導体装置３００を製造するプロセスを簡略
化することができる。
【００７８】
　以上、本発明を実施の形態に基づいて説明した。この実施の形態はあくまで例示であり
、種々の変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に
理解されるところである。
【００７９】
　たとえば、上記実施形態においては、ダミーのダミー金属膜２２６ａおよびダミー金属
膜２２６ｂを設けて層間絶縁膜２２８を平坦化する形態について説明したが、ダミーのダ
ミー金属膜２２６ａおよびダミー金属膜２２６ｂを設けずに、上部電極の膜厚と下部電極
の膜厚の合計値を０．３μｍ以下とすることで、層間絶縁膜２２８を平坦化してもよい。
上部電極の膜厚と下部電極の膜厚の合計値を０．３μｍ以下とすることにより、下部電極
２２０などを形成した後に成膜される層間絶縁膜２２８の高低差が小さくなり、ＣＭＰ技
術などにより層間絶縁膜２２８を平坦化することができる。そのため、層間絶縁膜２２８
の上層に設けられる絶縁膜２３０および上部銅配線２３８を平坦化することが可能になる
。したがって、ビアホール２３６を所望の位置に形成することができる。この結果、上部
銅配線２３８と下部電極２２０とを正確に接続することができるため、信頼性の高いＭＩ
Ｍ構造を有するキャパシタを設けた半導体装置２００を製造することができる。
【００８０】
　また、上記実施形態においては、下部銅配線２１４と上部銅配線２３８を用いる形態に
ついて説明したが、たとえば、ＣｕＡｌ、ＣｕＳｉなどのように、銅を主成分とする配線
などであってもよい。
【００８１】
　また、上記実施形態においては、Ａｌ含有多層膜２０８が、図中下から、Ｔｉ、ＴｉＮ
、Ａｌ、Ｔｉ、ＴｉＮの順に積層された形態について説明したが、Ａｌ単独であってもよ
い。
【００８２】
　また、上記実施形態においては、Ａｌ含有多層膜２０８を構成する主な材料として、Ａ
ｌを用いた形態について説明したが、Ａｌ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕなどを主な材料とし
て用いてもよい。
【００８３】
　また、上記実施形態においては、上部導電膜２１２を構成する材料としてＴａＮを用い
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た形態について説明したが、Ｗ、ＷＮ、Ｔａ、Ｔｉ、ＴｉＮなどを用いてもよい。
【００８４】
　また、上記実施形態においては、Ａｌ含有多層膜２０８を構成する主な材料としてＡｌ
、上部導電膜２１２を構成する材料としてＴａＮを用いた形態について説明したが、上部
導電膜２１２を構成する材料の抵抗値よりも層間絶縁膜２０６の上に形成される膜を構成
する材料の抵抗値が低ければよい。
【００８５】
　また、上記実施形態においては、デュアルダマシンプロセスを用いた形態について説明
したが、シングルダマシンプロセスを用いてもよい。
【００８６】
　また、上記実施形態においては、ビアプラグを構成する材料として銅を用いる形態につ
いて説明したが、シングルダマシンプロセスを用いた場合には、ビアプラグとして、たと
えば、タングステンなどを用いてもよい。
【００８７】
　また、上記実施形態においては、第１導体２４２、第２導体２４４、第３導体２４６、
第４導体２４８の４個の導体を用いてインダクタ２７０を形成する形態について説明した
が、たとえば、６個や８個などの導体を用いてインダクタを形成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の実施の形態における半導体装置の構造を説明するための断面図である。
【図２】本発明の実施の形態における半導体装置の製造工程を説明するための断面図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態における半導体装置の製造工程を説明するための断面図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態における半導体装置の製造工程を説明するための断面図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態における半導体装置の構造を説明するための断面図である。
【図６】本発明の実施の形態における半導体装置の構造を説明するための上面図である。
【図７】従来のＭＩＭ構造を有するキャパシタを搭載する半導体装置の構造を説明するた
めの断面図である。
【符号の説明】
【００８９】
　２００　　　半導体装置
　２０２　　　第１銅配線層
　２０４　　　絶縁膜
　２０６　　　層間絶縁膜
　２０８　　　Ａｌ含有多層膜
　２１０　　　誘電体膜
　２１２　　　上部導電膜
　２１４　　　下部銅配線
　２１６　　　上部電極
　２１７　　　コンタクト
　２１８　　　第２抵抗素子
　２１９　　　コンタクト
　２２０　　　下部電極
　２２２　　　下部電極
　２２４　　　第１抵抗素子
　２２６ａ　　ダミー金属膜
　２２６ｂ　　ダミー金属膜
　２２８　　　層間絶縁膜
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　２３０　　　絶縁膜
　２３２　　　銅配線用溝
　２３６　　　ビアホール
　２３８　　　上部銅配線
　２３９　　　第２銅配線層
　２４０　　　ビアプラグ
　２４１　　　ビアプラグ
　２４２　　　第１導体
　２４３　　　ビアプラグ
　２４４　　　第２導体
　２４５　　　ビアプラグ
　２４６　　　第３導体
　２４８　　　第４導体
　２５０　　　受動素子層
　２６０　　　キャパシタ
　２７０　　　インダクタ

【図１】 【図２】
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