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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を有する低誘電率膜からなる第１の層間絶縁膜と、
　前記凹部以外の前記第１の層間絶縁膜の上に、前記第１の層間絶縁膜と接するように形
成された絶縁性バリア膜と、
　前記凹部を埋め、且つ前記絶縁性バリア膜の上面と接するように形成された第２の層間
絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜に埋め込まれ、銅からなる下層配線と、
　前記第２の層間絶縁膜に埋め込まれ、銅からなり、前記下層配線と電気的に接続する上
層配線とを有し、
　前記凹部は、前記下層配線間に形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　凹部を有する低誘電率膜からなる第１の層間絶縁膜と、
　前記凹部に対してひさしとなる部分を有する前記第１の層間絶縁膜の上に形成された絶
縁性バリア膜と、
　前記凹部を埋めるように前記絶縁性バリア膜の上に形成された第２の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜に埋め込まれ、銅からなる下層配線と、
　前記第２の層間絶縁膜に埋め込まれ、銅からなり、前記下層配線と電気的に接続する上
層配線とを有し、
　前記凹部は、前記下層配線間に形成されていることを特徴とする半導体装置。
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【請求項３】
　前記凹部は凹部上面の幅が凹部底面の幅よりも広い形状であって前記絶縁性バリア膜の
下の部分に広がっており、前記絶縁性バリア膜の下の部分の前記凹部に前記第２の層間絶
縁膜が埋め込まれていることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記絶縁性バリア膜は、前記凹部以外の第１の層間絶縁膜と接した状態で構成され、前
記凹部上で不連続となる膜であることを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項５】
　凹部を有する低誘電率膜からなる第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜の上に前記凹部を覆うように形成された絶縁性バリア膜と、
　前記絶縁性バリア膜の上に、前記凹部を埋めるように形成された第２の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜に埋め込まれ、銅からなる下層配線と、
　前記第２の層間絶縁膜及び前記絶縁性バリア膜に埋め込まれ、銅からなり、前記下層配
線と電気的に接続する上層配線とを有し、
　前記凹部は、前記下層配線間に形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　前記上層配線は、前記下層配線と電気的に接続されたプラグを有していることを特徴と
する請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記絶縁性バリア膜はＳｉＣ、ＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＢＣＢ又はＣｏＷＢのいずれかから
なることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記下層配線は、銅からなる下層配線本体と、前記第１の層間絶縁膜と前記下層配線本
体との間に形成されたバリアメタル膜とを有していることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　低誘電率膜からなる第１の層間絶縁膜内に銅からなる下層配線を形成する工程（ａ）と
、
　前記第１の層間絶縁膜の上に、前記第１の層間絶縁膜と接するように絶縁性バリア膜を
堆積する工程（ｂ）と、
　前記下層配線間の前記絶縁性バリア膜及び前記第１の層間絶縁膜に凹部を形成する工程
（ｃ）と、
　前記凹部を埋め、且つ前記凹部以外の部分において前記バリア膜の上面と接するように
第２の層間絶縁膜を堆積する工程（ｄ）と、
　前記下層配線と電気的に接続されたプラグを有し、銅からなる上層配線を前記第２の層
間絶縁膜内に形成する工程（ｅ）とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（ｃ）では、前記下層配線と前記凹部とが連結されないように前記凹部を形成
することを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記工程（ｃ）は、前記絶縁性バリア膜をエッチングする工程（ｃ１）と、前記第１の
層間絶縁膜をエッチングする工程（ｃ２）とからなることを特徴とする請求項９又は１０
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ｃ２）では、前記第１の層間絶縁膜の研磨速度が前記絶縁性バリア膜の研磨
速度よりも速い等方性ドライエッチングを用いて、前記絶縁性バリア膜が前記凹部に対し
てひさしとなる部分を有するように、前記第１の層間絶縁膜を凹部上面の幅が凹部底面の
幅よりも広い形状に選択的にエッチングすることを特徴とする請求項１１に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項１３】
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　低誘電率膜からなる第１の層間絶縁膜内に銅からなる下層配線を形成する工程（ａ）と
、
　前記下層配線間の前記第１の層間絶縁膜に凹部を形成する工程（ｆ）と、
　前記第１の層間絶縁膜の上に、前記第１の層間絶縁膜と接し、且つ前記凹部を覆うよう
に絶縁性バリア膜を堆積する工程（ｇ）と、
　前記絶縁性バリア膜と接し、且つ前記凹部を埋めるように第２の層間絶縁膜を堆積する
工程（ｈ）と、
　前記下層配線と電気的に接続されたプラグを有し、銅からなる上層配線を前記第２の層
間絶縁膜内に形成する工程（ｉ）とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記プラグを有する上層配線は、デュアルダマシン法により形成されることを特徴とす
る請求項９～１３のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記下層配線と電気的に接続されたプラグを有し、銅からなる上層配線を前記第２の層
間絶縁膜内に形成する工程は、前記第２の層間絶縁膜内に接続孔及び上層配線溝を形成し
た後、前記接続孔と前記上層配線溝を埋め込むように銅を堆積させ、その後化学的機械研
磨法により前記上層配線溝の外側の銅を研磨する工程を含むことを特徴とする請求項９～
１４のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記絶縁性バリア膜はＳｉＣ、ＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＢＣＢ又はＣｏＷＢのいずれかから
なることを特徴とする請求項９～１５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銅（Ｃｕ）配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置及びその製造方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体集積回路の高集積化とチップサイズの縮小化に伴い、配線の微細化及び多
層配線化が進められている。配線間隔が狭小化することにより、配線の抵抗及び配線間容
量の増加によるＲＣ遅延が無視できない状況になってきている。このため、半導体集積回
路の微細化を進める上で、配線間に生じる電気寄生容量を低減することが必要とされてい
る。配線間の電気寄生容量を低減させるためには、配線材料の比抵抗又は層間絶縁膜の比
誘電率を低減させることが必要である。
【０００３】
　ゲート長０．１３μｍデバイスの配線については、配線材の比抵抗を低減させるために
、アルミニウム（Ａｌ）配線からダマシン法を用いて形成するＣｕ配線へ変更されてきた
。ダマシン法によるＣｕ配線を採用することによって、配線の比抵抗は従来の２／３程度
まで低減された。しかしながら、Ｃｕ配線においては、シリコン酸化膜（ＳｉＯ2膜）を
はじめとする絶縁膜中へのＣｕ原子の拡散が速いため、Ｃｕ原子がトランジスタ中へ侵入
してトランジスタの破壊を引き起こしていた。また、Ｃｕ原子が配線間へ拡散して配線間
に予期せぬ架橋構造が形成された場合には、配線間における絶縁耐圧が劣化する等の現象
が発生するため、配線用のＣｕ膜の周囲にＣｕの拡散を防止するバリア膜を設ける必要が
あった。現在、配線用Ｃｕ膜の周辺を覆うために、Ｃｕ配線の下面及び側面には、一般に
、窒化タングステン（ＷＮ）、窒化タンタル（ＴａＮ）または窒化チタン（ＴｉＮ）等か
らなる導電性バリア膜（以下、バリアメタル膜とする）が用いられていると共に、Ｃｕ配
線の上面には、Ｃｕの拡散防止層となる窒化シリコン（ＳｉＮ）又は炭化シリコン（Ｓｉ
Ｃ）等からなる絶縁性バリア膜が用いられている。なお、Ａｌ配線と比べてＣｕ配線をエ
ッチング加工により形成することは困難であるため、ダマシン法によるＣｕ配線形成が行
われている。すなわち、堆積した層間絶縁膜に配線パターンを持つ溝を形成した後、その
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溝の壁面をバリアメタル膜によって覆い、その後、電解メッキ法によって溝にＣｕ膜を埋
め込み、その後、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎ
ｇ：化学的機械的研磨）法によってバリアメタル膜及びＣｕ膜を研磨して平坦化し、Ｃｕ
配線を完成する。
【０００４】
　また、比誘電率を低減させるために、ＳｉＯ2膜（比誘電率：４．２）からフッ素含有
シリコン酸化膜（比誘電率：３．７）への変更がなされてきたが、９０ｎｍデバイス以降
では、フッ素含有シリコン酸化膜よりも更に比誘電率の小さい絶縁膜（以下、低誘電率膜
という）が必要であり、低誘電率膜として、炭素含有シリコン酸化膜（ＳｉＯ2膜中のシ
リコンの終端をアルキル基（例えば－ＣＨ3 基）で置換すると共に、ＳｉＯ2膜を低密度
化及び多孔質化することにより比誘電率を低減させた膜）及び塗布系有機ポリマー等が使
用されている。Ｃｕ配線及び低誘電率膜を使用した半導体装置及びその製造方法としては
、例えば特許文献１に記載されているような方法がある。
【０００５】
　以下、従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置の製造方法について図面を用
いて説明する。
【０００６】
　図１０は、従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置、具体的には、９０ｎｍ
デバイス以降の多層Ｃｕ配線として用いられているデュアルダマシン構造を持つ半導体装
置の断面図である。
【０００７】
　図１０に示すように、従来の半導体装置は、半導体基板（図示せず）上に形成された第
１の層間絶縁膜２０１と、第１の層間絶縁膜２０１中に形成された下層配線溝に埋め込ま
れたバリアメタル膜２０２ａ及びＣｕ膜２０２ｂからなる下層配線２０２と、下層配線２
０２を含む第１の層間絶縁膜２０１の上に堆積されたＣｕの拡散防止を目的とした絶縁性
バリア膜２０３と、絶縁性バリア膜２０３の上に堆積された第２の層間絶縁膜２０４と、
第２の層間絶縁膜２０４及び絶縁性バリア膜２０３に形成された下層配線２０２に達する
接続孔と、第２の層間絶縁膜２０４の上部に形成された接続孔に達する上層配線溝と、接
続孔及び上層配線溝に埋め込まれたバリアメタル膜２０８ａ及びＣｕ膜２０８ｂからなる
上層配線２０８とを有している。ここで、上層配線２０８は、接続孔中にバリアメタル膜
２０８ａ及びＣｕ膜２０８ｂからなるプラグ部分２０９を有し、プラグ部分２０９によっ
て下層配線２０２と上層配線２０８とが電気的に接続されている。
【０００８】
　図１１（ａ）～（ｄ）及び図１２（ａ）～（ｃ）は、従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を
用いた半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【０００９】
　従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置は、デュアルダマシン（Ｄｕａｌ　
Ｄａｍａｓｃｅｎｅ）法、つまり、下層配線と接続する接続孔及び上層配線溝を形成した
後、接続孔及び上層配線溝にＣｕ膜を埋め込み、その後、Ｃｕ膜を研磨して上層配線を形
成する方法、によって製造される。
【００１０】
　まず、図１１（ａ）に示すように、半導体基板（図示せず）上に形成された炭素含有シ
リコン酸化膜からなる第１の層間絶縁膜２０１の上に、フォトリソグラフィー法により、
下層配線溝パターンを持つレジストパターン（図示せず）を形成する。その後、このレジ
ストパターンをマスクとして第１の層間絶縁膜２０１に対してドライエッチングを行ない
、下層配線溝を形成する。その後、下層配線溝を覆うように、第１の層間絶縁膜２０１の
上にバリアメタル膜２０２ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）を
スパッタ法により順次堆積する。その後、下層配線溝を完全に埋めるように、Ｃｕシード
膜の上にＣｕ膜２０２ｂとなるＣｕを電解メッキ法により堆積する。その後、下層配線溝
の外側のＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む。）をＣＭＰ法により除去し
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てバリアメタル膜２０２ａ及びＣｕ膜２０２ｂからなる下層配線２０２を形成する。
【００１１】
　次に、図１１（ｂ）に示すように、下層配線２０２を含む第１の層間絶縁膜２０１の上
に、Ｃｕの拡散防止を目的とした絶縁性バリア膜２０３を堆積する。
【００１２】
　次に、図１１（ｃ）に示すように、絶縁性バリア膜２０３の上に炭素含有シリコン酸化
膜からなる第２の層間絶縁膜２０４を堆積する。続いて、第２の層間絶縁膜２０４の上に
、キャップ膜２０５を堆積する。ここで、キャップ膜２０５は、後で説明するＣＭＰ法に
よる研磨の際に除去される。
【００１３】
　次に、図１１（ｄ）に示すように、キャップ膜２０５の上に、フォトリソグラフィー法
により、下層配線２０２と上層配線２０８とを接続する接続孔パターンを持つレジストパ
ターン（図示せず）を形成した後、このレジストパターンをマスクとして、キャップ膜２
０５及び第２の層間絶縁膜２０４に対してドライエッチングを行ない、接続孔２０６を形
成する。
【００１４】
　次に、図１２（ａ）に示すように、接続孔２０６の形成と同様に、フォトリソグラフィ
ー法及びドライエッチング法を用いて、接続孔２０６の形成領域を含む第２の層間絶縁膜
２０４の上部に上層配線溝２０７を形成する。
【００１５】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、ドライエッチング法により、半導体基板全面に対し
てエッチバックを行ない、接続孔２０６が下層配線２０２に達するように絶縁性バリア膜
２０３を部分的に除去する。
【００１６】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、接続孔２０６及び上層配線溝２０７を覆うように、
スパッタ法により、キャップ膜２０５及び第２の層間絶縁膜２０４の上にバリアメタル膜
２０８ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）を順次堆積する。その
後、接続孔２０６及び上層配線溝２０７が完全に埋まるように、Ｃｕシード膜の上にＣｕ
膜２０８ｂとなるＣｕを電解メッキ法により堆積する。その後、キャップ膜２０５及び上
層配線溝２０７の外側のＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む）をＣＭＰ法
により除去してバリアメタル膜２０８ａ及びＣｕ膜２０８ｂからなる上層配線２０８を形
成する。ここで、上層配線２０８は、接続孔２０６に形成されたプラグ部分２０９を持つ
。また、接続孔２０６及び上層配線溝２０７に充填されたＣｕ膜２０８ｂの下面及び側面
に成膜されたバリアメタル膜２０８ａは、Ｃｕの拡散防止層として機能する。
【００１７】
　以上に説明した図１１（ａ）～（ｄ）及び図１２（ａ）～（ｃ）に示すような製造工程
を繰り返し実施することにより、従来の多層Ｃｕ配線及び低誘電率膜を有する半導体装置
が得られる。
【特許文献１】特開２００３－３０９１７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置では、以下のような
課題が発生する。
【００１９】
　低誘電率膜は、一般に、ポーラス状の膜構造となっており、機械的強度が充分ではない
。そのため、従来の低誘電率膜を用いた半導体装置では、低誘電率膜の下面に絶縁性バリ
ア膜、上面にキャップ膜を設けて絶縁膜の加工制御性を上げる構造が用いられている。こ
こで、ダマシン法により形成された半導体装置は、これらの絶縁性バリア膜、層間絶縁膜
及びキャップ膜が何層にも堆積されているものであって、絶縁膜－絶縁膜間の界面が多数
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存在している。そして、低誘電率膜は疎水性膜であり、絶縁性バリア膜は親水性膜である
ため、低誘電率膜と絶縁性バリア膜との界面は密着性が弱いものとなっている。そのため
、図１０に示すように、絶縁性バリア膜２０３と第１の層間絶縁膜２０１との界面及び絶
縁性バリア膜２０３と第２の層間絶縁膜２０４との界面が平坦な形状である場合は、密着
性の弱い膜同士が垂直方向に二次元的にただ重なっている構成となり、第２の層間絶縁膜
２０４の研磨やその後の上層配線２０８を形成するための研磨により水平方向への力が働
くことによって絶縁膜－絶縁膜間の膜ずれが起こりやすくなる。また、図１０に示すよう
に、絶縁性バリア膜２０３と第１の層間絶縁膜２０１との界面及び絶縁性バリア膜２０３
と第２の層間絶縁膜２０４との界面が平坦な形状である場合には、熱膨張率の高い層間絶
縁膜の間に熱膨張率の低い平らな絶縁性バリア膜が挟まれている構成となり、低誘電率膜
堆積後のアニールや絶縁性バリア膜エッチング後のアニールにより層間絶縁膜が膨張する
ことによって絶縁膜－絶縁膜間の膜剥がれが起こりやすくなる。これにより、膜ずれや膜
剥がれが生じた部分に金属膜が埋め込まれることによる配線間ショート等の配線接続不良
が発生する。
【００２０】
　本発明は、絶縁膜－絶縁膜間の膜ずれや膜剥がれにより引き起こされる配線間ショート
等の配線接続不良を防止するＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置及びその製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明における半導体装置は、下層配線と凹部とを有する第１の層間絶縁膜と、凹部以
外の第１の層間絶縁膜の上に形成された絶縁性バリア膜と、凹部を埋めるように絶縁性バ
リア膜の上に堆積された上層配線を有する第２の層間絶縁膜とを有することを特徴として
いる。
【００２２】
　本発明に係る半導体装置によれば、第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜間との三次元
的な界面が存在することとなり、密着性が高まるので、ＣＭＰにより発生する水平方向の
ストレスによる膜ずれを抑制することができる。また、凹部の側面及び底面において、熱
膨張率のほぼ等しい第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜が接触していることにより、第
１の層間絶縁膜及び第２の層間絶縁膜と絶縁性バリア膜との熱膨張率の違いにより引き起
こされる膜剥がれを抑制することができる。
【００２３】
　また、本発明における半導体装置は、下層配線と凹部とを有する第１の層間絶縁膜と、
凹部に対してひさしとなる部分を有する第１の層間絶縁膜の上に形成された絶縁性バリア
膜と、凹部を埋めるように絶縁性バリア膜の上に形成された上層配線を有する第２の層間
絶縁膜とを有することを特徴としている。
【００２４】
　本発明に係る半導体装置によれば、第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜間との三次元
的な界面をさらに増大させることができ、密着性が高まるので、ＣＭＰにより発生する水
平方向のストレスによる膜ずれを効果的に抑制することができる。また、熱膨張率のほぼ
等しい第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜が接触している構成となるため、層間絶縁膜
と絶縁性バリア膜との熱膨張率の違いにより引き起こされる膜剥がれを抑制することがで
きる。また、膜が剥がれようとする場合であっても、絶縁性バリア膜の下の部分、つまり
、ひさしの下の部分に第２の層間絶縁膜が入り込んでいるため、第２の層間絶縁膜が絶縁
性バリア膜に引っかかることにより、膜剥がれを防止することができる。
【００２５】
　また、本発明における半導体装置は、凹部は凹部上面の幅が凹部底面の幅よりも広い形
状であって絶縁性バリア膜の下の部分に広がっており、絶縁性バリア膜の下の部分の凹部
に第２の層間絶縁膜が埋め込まれていることを特徴としている。
【００２６】
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　また、本発明における半導体装置は、絶縁性バリア膜は、凹部以外の第１の層間絶縁膜
と接した状態で構成され、凹部上で不連続となる膜であることを特徴としている。
【００２７】
　また、本発明における半導体装置は、配線間に形成された凹凸状の絶縁性バリア膜と、
絶縁性バリア膜を挟んで対峙する第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜とを有することを
特徴としている。
【００２８】
　本発明に係る半導体装置によれば、絶縁性バリア膜と第１の層間絶縁膜、及び、絶縁性
バリア膜と第２の層間絶縁膜が配線層に対して水平方向にだけでなく垂直方向にも界面を
有することとなり、三次元的な界面が存在することとなって密着性が高まるので、ＣＭＰ
により発生する水平方向のストレスによる膜ずれを抑制することができる。また、熱膨張
率の高い第１の層間絶縁膜及び第２の層間絶縁膜がアニールにより膨張した場合であって
も、強度の強い凹凸状の絶縁性バリア膜が第１の層間絶縁膜及び第２の層間絶縁膜を覆っ
ているため、その変形を阻止することができ、膜剥がれを抑制することができる。
【００２９】
　また、本発明における半導体装置の製造方法は、第１の層間絶縁膜内に下層配線を形成
する工程（ａ）と、第１の層間絶縁膜の上に絶縁性バリア膜を堆積する工程（ｂ）と、下
層配線間の絶縁性バリア膜及び第１の層間絶縁膜に凹部を形成する工程（ｃ）と、絶縁性
バリア膜の上に凹部を埋めるように第２の層間絶縁膜を堆積する工程（ｄ）と、第２の層
間絶縁膜に下層配線と電気的に接続する上層配線を形成する工程（ｅ）とを有することを
特徴としている。
【００３０】
　また、本発明における半導体装置の製造方法は、工程（ｃ）では、下層配線と凹部とが
連結されないように凹部を形成することを特徴としている。
【００３１】
　また、本発明における半導体装置の製造方法は、工程（ｃ）は、絶縁性バリア膜をエッ
チングする工程（ｃ１）と、第１の層間絶縁膜をエッチングする工程（ｃ２）とからなる
ことを特徴としている。
【００３２】
　また、本発明における半導体装置の製造方法は、工程（ｃ２）では、第１の層間絶縁膜
の研磨速度が絶縁性バリア膜の研磨速度よりも速い等方性ドライエッチングを用いて、絶
縁性バリア膜が凹部に対してひさしとなる部分を有するように、第１の層間絶縁を凹部上
面の幅が凹部底面の幅よりも広い形状に選択的にエッチングすることを特徴としている。
【００３３】
　また、本発明における半導体装置の製造方法は、工程（ｄ）では、絶縁性バリア膜の下
の部分の凹部に第２の層間絶縁膜を埋め込むことを特徴としている。
【００３４】
　また、本発明における半導体装置の製造方法は、第１の層間絶縁膜内に下層配線を形成
する工程（ａ）と、下層配線間の第１の層間絶縁膜に凹部を形成する工程（ｆ）と、第１
の層間絶縁膜の上に凹部を埋めるように絶縁性バリア膜及び第２の層間絶縁膜を堆積する
工程（ｇ）と、第２の層間絶縁膜に下層配線と電気的に接続する上層配線を形成する工程
（ｈ）とを有することを特徴としている。
【発明の効果】
【００３５】
　層間絶縁膜間の接触面積を増大させる構造や、絶縁性バリア膜を凹凸形状とする構造を
提供することによって、密着性の弱い絶縁膜－絶縁膜間の界面をＣＭＰにより発生する水
平方向のストレスやアニールにより発生する層間絶縁膜の熱膨張に強い構造とすることが
できるため、絶縁膜－絶縁膜間の膜ずれ及び膜剥がれを抑制することができ、配線間ショ
ート等の配線接続不良を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３６】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を用い
て説明する。
【００３７】
　図１は、第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【００３８】
　図１に示すように、第１の実施形態に係る半導体装置は、半導体基板（図示せず）上に
形成された第１の層間絶縁膜１０１と、第１の層間絶縁膜１０１中に形成された下層配線
溝に埋め込まれたバリアメタル膜１０２ａ及びＣｕ膜１０２ｂからなる下層配線１０２と
を有している。また、第１の実施形態に係る半導体装置は、下層配線１０２の上及び第１
の層間絶縁膜１０１の上に堆積されたＣｕの拡散防止を目的とした絶縁性バリア膜１０３
と、下層配線１０２の間の絶縁性バリア膜１０３及び第１の層間絶縁膜１０１に形成され
た凹部１０４と、絶縁性バリア膜１０３の上に凹部１０４を埋めるように堆積された第２
の層間絶縁膜１０５とを有している。さらに、第１の実施形態に係る半導体装置は、第２
の層間絶縁膜１０５及び絶縁性バリア膜１０３に形成された下層配線１０２に達する接続
孔と、第２の層間絶縁膜１０５の上部に形成された接続孔に達する上層配線溝と、接続孔
及び上層配線溝に埋め込まれたバリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂからなる上層
配線１０９とを有している。
【００３９】
　ここで、上層配線１０９は、接続孔中にバリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂか
らなるプラグ部分１１０を有し、プラグ部分１１０によって下層配線１０２と上層配線１
０９とが電気的に接続されている。
【００４０】
　第１の実施形態の特徴は、下層配線１０２の間の絶縁性バリア膜１０３及び第１の層間
絶縁膜１０１に凹部１０４を有することで、凹部１０４の側面及び底面において、第１の
層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜１０５とが接触している点である。これにより、第
１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜１０５間との三次元的な界面が存在することと
なり、密着性が高まるので、ＣＭＰにより発生する水平方向のストレスによる膜ずれを抑
制することができる。つまり、第１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜１０５とが互
いに配線層に対して垂直方向に突き出したストッパーとなるため、この突出した部分が水
平方向へのずれを抑制する引っかかりとなり、水平方向のストレスに強い構造を提供し、
膜ずれを抑制することができる。また、凹部１０４の側面及び底面において、熱膨張率の
ほぼ等しい第１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜１０５が接触していることにより
、第１の層間絶縁膜１０１及び第２の層間絶縁膜１０５と絶縁性バリア膜１０３との熱膨
張率の違いにより引き起こされる膜剥がれを抑制することができる。したがって、膜ずれ
や膜剥がれを抑制することができ、膜ずれや膜剥がれに起因する配線間ショート等の配線
接続不良を防止することができる。
【００４１】
　図２（ａ）～（ｄ）及び図３（ａ）～（ｄ）は、第１の実施形態に係る半導体装置の製
造工程を示す断面図である。
【００４２】
　まず、図２（ａ）に示すように、半導体基板（図示せず）上に形成された炭素含有シリ
コン酸化膜からなる第１の層間絶縁膜１０１の上に、例えば、ＳｉＯ2膜からなるキャッ
プ膜（図示せず）を形成する。その後、フォトリソグラフィー法により、下層配線溝パタ
ーンを持つレジストパターン（図示せず）を形成する。その後、このレジストパターンを
マスクとしてキャップ膜及び第１の層間絶縁膜１０１に対してドライエッチングを行ない
、下層配線溝を形成する。その後、下層配線溝を覆うように、キャップ膜の上にバリアメ
タル膜１０２ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）をスパッタ法に
より順次堆積する。その後、下層配線溝を完全に埋めるように、Ｃｕシード膜の上にＣｕ
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膜１０２ｂとなるＣｕを電解メッキ法により堆積する。その後、下層配線溝の外側のＴａ
／ＴａＮ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む。）をＣＭＰ法により除去してバリアメタ
ル膜１０２ａ及びＣｕ膜１０２ｂからなる下層配線１０２を形成する。
【００４３】
　次に、図２（ｂ）に示すように、下層配線１０２を含む第１の層間絶縁膜１０１の上に
、例えば、Ｃｕの拡散防止を目的としたＳｉＣ膜からなる絶縁性バリア膜１０３を厚さ５
０ｎｍ堆積する。
【００４４】
　次に、図２（ｃ）に示すように、下層配線１０２の間の第１の層間絶縁膜１０１上にフ
ォトリソグラフィー法により、例えば、０．０９μｍ～５μｍの幅を持ち、０．０９μｍ
～５μｍの間隔を持つレジストパターン（図示せず）を形成した後、このレジストパター
ンをマスクとして第１の層間絶縁膜１０１と絶縁性バリア膜１０３との選択比の高い等方
性ドライエッチングを用いて、絶縁性バリア膜１０３のみを選択的にエッチングする。そ
の後、絶縁性バリア膜１０３をハードマスクとして第１の層間絶縁膜１０１と絶縁性バリ
ア膜１０３との選択比の高い等方性ドライエッチングを用いて、第１の層間絶縁膜のみを
選択的にエッチングし、例えば、深さ２５０ｎｍの凹部１０４を形成する。
【００４５】
　次に、図２（ｄ）に示すように、絶縁性バリア膜１０３の上に、凹部１０４を埋めるよ
うに、例えば、炭素含有シリコン酸化膜からなる第２の層間絶縁膜１０５を厚さ１０００
ｎｍ程度堆積する。その後、凹部１０４により発生する段差を緩和する為に、ＣＭＰ法に
より、第２の層間絶縁膜１０５を４００ｎｍ程度研磨し平坦化する（図示せず）。その後
、第２の層間絶縁膜１０５の上に、例えば、ＳｉＯ2膜からなるキャップ膜１０６を厚さ
５０ｎｍ堆積する。ここで、キャップ膜１０６は後で説明するＣＭＰ法による研磨の際に
除去される。
【００４６】
　次に、図３（ａ）に示すように、下層配線１０２と上層配線１０９とを接続する接続孔
パターンを持つレジストパターン（図示せず）をフォトリソグラフィー法により形成した
後、このレジストパターンをマスクとして、キャップ膜１０６及び第２の層間絶縁膜１０
５に対してドライエッチングを行なって接続孔１０７を形成する。
【００４７】
　次に、図３（ｂ）に示すように、接続孔１０７の形成と同様に、フォトリソグラフィー
法及びドライエッチング法を用いて、接続孔１０７の形成領域を含む第２の層間絶縁膜１
０５の上部に上層配線溝１０８を形成する。
【００４８】
　次に、図３（ｃ）に示すように、例えば、ＣＦ4とＮ2との混合ガスを用いたドライエッ
チングにより半導体基板全面に対してエッチバックを行ない、接続孔１０７が下層配線１
０２に達するように絶縁性バリア膜１０３を部分的に除去する。
【００４９】
　次に、図３（ｄ）に示すように、接続孔１０７及び上層配線溝１０８を覆うように、ス
パッタ法により、キャップ膜１０６及び第２の層間絶縁膜１０５の上に、バリアメタル膜
１０９ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）を順次堆積する。その
後、接続孔１０７及び上層配線溝１０８が完全に埋まるように、電解メッキ法により、Ｃ
ｕシード膜の上にＣｕ膜１０９ｂとなるＣｕを堆積する。その後、キャップ膜１０６及び
上層配線溝１０８の外側のＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む）をＣＭＰ
法により除去して、バリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂからなる上層配線１０９
を形成する。ここで、上層配線１０９は、接続孔１０７に形成されたプラグ部分１１０を
持つ。また、接続孔１０７及び上層配線溝１０８に充填されたＣｕ膜１０９ｂの下面及び
側面に成膜されたバリアメタル膜１０９ａは、Ｃｕの拡散防止層として機能する。
【００５０】
　以上に説明した図２（ａ）～（ｄ）及び図３（ａ）～（ｄ）に示すような製造工程を繰
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り返し実施することにより、多層Ｃｕ配線及び低誘電率膜を有する半導体装置が得られる
。
【００５１】
　なお、第１の実施形態において、凹部１０４を形成するためのレジストパターンの幅、
レジストパターンの間隔及び凹部１０４の深さを表したが、これらは特に限定されるもの
ではなく、各レイヤーによって変えてもよい。また、第１の実施形態において、下層配線
１０２及び上層配線１０９の配線材料としてＣｕを用いたが、配線材料の種類は特に限定
されるものではなく、例えばＣｕ、Ａｇ、Ａｌ又はこれらの合金等を用いてもよい。また
、第１の実施形態において、バリアメタル膜１０２ａ及びバリアメタル膜１０９ａとして
Ｔａ／ＴａＮ積層膜を用いたが、バリアメタル膜の種類は特に限定されるものではなく、
例えばＴａ膜、ＴａＮ膜、ＷＮ膜、ＴＩＮ膜又はこれらの積層膜等を用いてもよい。また
、第１の実施形態において、絶縁性バリア膜１０３としてＳｉＣ膜を用いたが、絶縁性バ
リア膜１０３の種類は特に限定されるものではなく、例えばＳｉＮ膜又はＳｉＣＮ膜、ベ
ンゾシクロブテン（ＢＣＢ）膜、コバルトタングステン（ＣｏＷＢ）膜等を用いてもよい
。
【００５２】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を用い
て説明する。
【００５３】
　図４は、第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【００５４】
　図４に示すように、第２の実施形態に係る半導体装置は、半導体基板（図示せず）上に
形成された第１の層間絶縁膜１０１と、第１の層間絶縁膜１０１中に形成された下層配線
溝に埋め込まれたバリアメタル膜１０２ａ及びＣｕ膜１０２ｂからなる下層配線１０２と
を有している。また、第２の実施形態に係る半導体装置は、下層配線１０２の上及び第１
の層間絶縁膜１０１の上に堆積されたＣｕの拡散防止を目的とした絶縁性バリア膜１０３
と、下層配線１０２の間の絶縁性バリア膜１０３及び絶縁膜１０１に形成された凹部１１
１と、絶縁性バリア膜１０３の上に凹部１１１を埋めるように堆積された第２の層間絶縁
膜１０５とを有している。さらに、第２の実施形態に係る半導体装置は、第２の層間絶縁
膜１０５及び絶縁性バリア膜１０３に形成された下層配線１０２に達する接続孔と、第２
の層間絶縁膜１０５の上部に形成された接続孔に達する上層配線溝と、接続孔及び上層配
線溝に埋め込まれたバリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂからなる上層配線１０９
とを有している。ここで、上層配線１０９は、接続孔中にバリアメタル膜１０９ａ及びＣ
ｕ膜１０９ｂからなるプラグ部分１１０を有し、プラグ部分１１０によって下層配線１０
２と上層配線１０９とが電気的に接続されている。また、凹部１１１は、絶縁性バリア膜
１０３がひさしとなるように、凹部上面の幅が凹部底面の幅よりも広い形状に形成されて
おり、第２の層間絶縁膜１０５は絶縁性バリア膜１０３の下の部分、つまり、ひさしの下
の部分にも埋め込まれている。
【００５５】
　第２の実施形態の特徴は、下層配線１０２の間の絶縁性バリア膜１０３及び絶縁膜１０
１に形成された凹部上面の幅が凹部底面の幅よりも広い形状の凹部１１１を有することで
、第１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜１０５との接触面積が凹部１１１の傾斜の
ある側面で接触部分だけ増大し、第１の実施形態よりもさらに大きくなっている点である
。これにより、第１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜間１０５との三次元的な界面
を第１の実施形態よりもさらに増大させることができ、密着性が高まるので、ＣＭＰによ
り発生する水平方向のストレスによる膜ずれを効果的に抑制することができる。つまり、
第１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁膜１０５とが互いに垂直方向に突き出したスト
ッパーとなるため、水平方向のストレスに強い構造となり、膜ずれを抑制することができ
る。また、これにより、熱膨張率のほぼ等しい第１の層間絶縁膜１０１と第２の層間絶縁
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膜１０５が接触している構成となるため、層間絶縁膜と絶縁性バリア膜との熱膨張率の違
いにより引き起こされる膜剥がれを抑制することができる。
【００５６】
　また、第２の実施形態の特徴は、絶縁性バリア膜１０３の下の部分、つまり、ひさしの
下の部分に第２の層間絶縁膜１０５が入り込んでいる点である。これにより、膜が剥がれ
ようとする場合であっても、絶縁性バリア膜１０３の下の部分、つまり、ひさしの下の部
分に第２の層間絶縁膜１０５が入り込んでいるため、第２の層間絶縁膜１０５が絶縁性バ
リア膜１０３に引っかかることにより、膜剥がれを防止することができる。したがって、
膜ずれや膜剥がれを第１の実施形態よりもより効率的に抑制することができ、膜ずれや膜
剥がれに起因する配線間ショート等の配線接続不良を防止することができる。
【００５７】
　図５（ａ）～（ｄ）及び図６（ａ）～（ｄ）は、第２の実施形態に係る半導体装置の製
造工程を示す断面図である。
【００５８】
　まず、図５（ａ）に示すように、半導体基板（図示せず）上に形成された炭素含有シリ
コン酸化膜からなる第１の層間絶縁膜１０１の上に、例えば、ＳｉＯ2膜からなるキャッ
プ膜（図示せず）を形成する。その後、フォトリソグラフィー法により、下層配線溝パタ
ーンを持つレジストパターン（図示せず）を形成する。その後、このレジストパターンを
マスクとしてキャップ膜及び第１の層間絶縁膜１０１に対してドライエッチングを行ない
、下層配線溝を形成する。その後、下層配線溝を覆うように、キャップ膜の上にバリアメ
タル膜１０２ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）をスパッタ法に
より順次堆積した後、下層配線溝を完全に埋めるように、Ｃｕシード膜の上にＣｕ膜１０
２ｂとなるＣｕを電解メッキ法により堆積する。その後、下層配線溝の外側のＴａ／Ｔａ
Ｎ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む。）をＣＭＰ法により除去してバリアメタル膜１
０２ａ及びＣｕ膜１０２ｂからなる下層配線１０２を形成する。
【００５９】
　次に、図５（ｂ）に示すように、下層配線１０２を含む第１の層間絶縁膜１０１の上に
、例えば、Ｃｕの拡散防止を目的としたＳｉＣ膜からなる絶縁性バリア膜１０３を厚さ５
０ｎｍ堆積する。
【００６０】
　次に、図５（ｃ）に示すように、下層配線１０２の間の第１の層間絶縁膜１０１上にフ
ォトリソグラフィー法により、例えば、０．０９μｍ～５μｍの幅を持ち、０．０９μｍ
～５μｍの間隔を持つレジストパターン（図示せず）を形成した後、このレジストパター
ンをマスクとして第１の層間絶縁膜１０１と絶縁性バリア膜１０３との選択比の高い等方
性ドライエッチングを用いて、絶縁性バリア膜１０３のみを選択的にエッチングする。そ
の後、絶縁性バリア膜１０３をハードマスクとして第１の層間絶縁膜１０１と絶縁性バリ
ア膜１０３との選択比の高い薬液を使用した等方性ウェットエッチングを用いて、第１の
層間絶縁膜のみを選択的にエッチングし、例えば、深さ２５０ｎｍの凹部１１１を形成す
る。ここで、凹部１１１は、絶縁性バリア膜１０３がひさしとなるように、凹部上面の幅
が凹部底面の幅よりも広い形状に形成されており、例えば、絶縁性バリア膜１０３に形成
された開口部が０．０９μｍで深さ方向に２５０ｎｍエッチングした場合、凹部上面の幅
は５００ｎｍであり、凹部底面の幅は９０ｎｍである。
【００６１】
　次に、図５（ｄ）に示すように、絶縁性バリア膜１０３の上に、凹部１１１を埋めるよ
うに、例えば、炭素含有シリコン酸化膜からなる第２の層間絶縁膜１０５を厚さ１０００
ｎｍ程度堆積する。このとき、第２の層間絶縁膜１０５は絶縁性バリア膜１０３の下の部
分、つまり、ひさしの下の部分にも埋め込まれる。その後、凹部１１１により発生する段
差を緩和する為に、ＣＭＰ法により、第２の層間絶縁膜１０５を４００ｎｍ程度研磨し平
坦化する（図示せず）。その後、第２の層間絶縁膜１０５の上に、例えば、ＳｉＯ2膜か
らなるキャップ膜１０６を厚さ５０ｎｍ堆積する。ここで、キャップ膜１０６は後で説明
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するＣＭＰ法による研磨の際に除去される。
【００６２】
　次に、図６（ａ）に示すように、下層配線１０２と上層配線１０９とを接続する接続孔
パターンを持つレジストパターン（図示せず）をフォトリソグラフィー法により形成した
後、このレジストパターンをマスクとして、キャップ膜１０６及び第２の層間絶縁膜１０
５に対してドライエッチングを行なって接続孔１０７を形成する。
【００６３】
　次に、図６（ｂ）に示すように、接続孔１０７の形成と同様に、フォトリソグラフィー
法及びドライエッチング法を用いて、接続孔１０７の形成領域を含む第２の層間絶縁膜１
０５の上部に上層配線溝１０８を形成する。
【００６４】
　次に、図６（ｃ）に示すように、例えば、ＣＦ4とＮ2との混合ガスを用いたドライエッ
チングにより半導体基板全面に対してエッチバックを行ない、接続孔１０７が下層配線１
０２に達するように絶縁性バリア膜１０３を部分的に除去する。
【００６５】
　次に、図６（ｄ）に示すように、接続孔１０７及び上層配線溝１０８を覆うように、ス
パッタ法により、キャップ膜１０６及び第２の層間絶縁膜１０５の上に、バリアメタル膜
１０９ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）を順次堆積する。その
後、接続孔１０７及び上層配線溝１０８が完全に埋まるように、電解メッキ法により、Ｃ
ｕシード膜の上にＣｕ膜１０９ｂとなるＣｕを堆積する。その後、キャップ膜１０６及び
上層配線溝１０８の外側のＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む）をＣＭＰ
法により除去して、バリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂからなる上層配線１０９
を形成する。ここで、上層配線１０９は、接続孔１０７に形成されたプラグ部分１１０を
持つ。また、接続孔１０７及び上層配線溝１０９に充填されたＣｕ膜１０９ｂの下面及び
側面に成膜されたバリアメタル膜１０９ａは、Ｃｕの拡散防止層として機能する。
【００６６】
　以上に説明した図５（ａ）～（ｄ）及び図６（ａ）～（ｄ）に示すような製造工程を繰
り返し実施することにより、多層Ｃｕ配線及び低誘電率膜を有する半導体装置が得られる
。
【００６７】
　なお、第２の実施形態において、凹部１１１を形成するためのレジストパターンの幅、
レジストパターンの間隔、凹部１１１の深さ、凹部上面及び凹部底面の幅を表したが、こ
れらは特に限定されるものではなく、各レイヤーによって変えてもよい。また、第２の実
施形態において、下層配線１０２及び上層配線１０９の配線材料としてＣｕを用いたが、
配線材料の種類は特に限定されるものではなく、例えばＣｕ、Ａｇ、Ａｌ又はこれらの合
金等を用いてもよい。また、第２の実施形態において、バリアメタル膜１０２ａ及びバリ
アメタル膜１０９ａとしてＴａ／ＴａＮ積層膜を用いたが、バリアメタル膜の種類は特に
限定されるものではなく、例えばＴａ膜、ＴａＮ膜、ＷＮ膜、ＴＩＮ膜又はこれらの積層
膜等を用いてもよい。また、第２の実施形態において、絶縁性バリア膜１０３としてＳｉ
Ｃ膜を用いたが、絶縁性バリア膜１０３の種類は特に限定されるものではなく、例えばＳ
ｉＮ膜又はＢＣＢ膜、ＳｉＣＮ膜、ＣｏＷＢ膜等を用いてもよい。また、第２の実施形態
において、第１の絶縁膜１０１をエッチングして凹部１１１を形成する方法として等方性
ウェットエッチングを用いたが、同様に第１の層間絶縁膜１０１と絶縁性バリア膜１０３
との選択比が高い等方性ドライエッチングを用いてもよい。
【００６８】
　（第３の実施形態）
　以下、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を用い
て説明する。
【００６９】
　図７は、第３の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
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【００７０】
　図７に示すように、第３の実施形態に係る半導体装置は、半導体基板（図示せず）上に
形成された第１の層間絶縁膜１０１と、第１の層間絶縁膜１０１中に形成された下層配線
溝に埋め込まれたバリアメタル膜１０２ａ及びＣｕ膜１０２ｂからなる下層配線１０２と
を有している。また、第３の実施形態に係る半導体装置は、下層配線１０２の間の絶縁膜
１０１に形成された凹部１０４と、下層配線１０２の上及び第１の層間絶縁膜１０１の上
に凹部１０４を覆うように堆積されたＣｕの拡散防止を目的とした絶縁性バリア膜１０３
と、絶縁性バリア膜１０３の上に凹部１０４を埋めるように堆積された第２の層間絶縁膜
１０５とを有している。さらに、第３の実施形態に係る半導体装置は、第２の層間絶縁膜
１０５及び絶縁性バリア膜１０３に形成された下層配線１０２に達する接続孔と、第２の
層間絶縁膜１０５の上部に形成された接続孔に達する上層配線溝と、接続孔及び上層配線
溝に埋め込まれたバリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂからなる上層配線１０９と
を有している。ここで、上層配線１０９は、接続孔中にバリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ
膜１０９ｂからなるプラグ部分１１０を有し、プラグ部分１１０によって下層配線１０２
と上層配線１０９とが電気的に接続されている。
【００７１】
　第３の実施形態の特徴は、下層配線１０２の間の第１の層間絶縁膜１０１に凹部１０４
を有することで、強度の強い凹凸状の絶縁性バリア膜１０３を挟んで第１の層間絶縁膜１
０１と第２の層間絶縁膜１０５が対峙する構成となる点である。これにより、絶縁性バリ
ア膜１０３と第１の層間絶縁膜１０１、及び、絶縁性バリア膜１０３と第２の層間絶縁膜
１０５が配線層に対して水平方向にだけでなく垂直方向にも界面を有することとなり、三
次元的な界面が存在することとなって密着性が高まるので、ＣＭＰにより発生する水平方
向のストレスによる膜ずれを抑制することができる。つまり、強度の強い凹凸状の絶縁性
バリア膜１０３が垂直方向に突き出したストッパーとなるため、水平方向のストレスに強
い構造となり、膜ずれを抑制することができる。また、これにより、熱膨張率の高い第１
の層間絶縁膜１０１及び第２の層間絶縁膜１０５がアニールにより膨張した場合であって
も、強度の強い凹凸状の絶縁性バリア膜１０３が第１の層間絶縁膜１０１及び第２の層間
絶縁膜１０５を覆っているため、その変形を阻止することができ、膜剥がれを抑制するこ
とができる。したがって、膜ずれや膜剥がれを抑制することができ、膜ずれや膜剥がれに
起因する配線間ショート等の配線接続不良を防止することができる。
【００７２】
　図８（ａ）～（ｄ）及び図９（ａ）～（ｄ）は、第３の実施形態に係る半導体装置の製
造工程を示す断面図である。
【００７３】
　まず、図８（ａ）に示すように、半導体基板（図示せず）上に形成された炭素含有シリ
コン酸化膜からなる第１の層間絶縁膜１０１の上に、例えば、ＳｉＯ2膜からなるキャッ
プ膜（図示せず）を形成する。その後、フォトリソグラフィー法により、下層配線溝パタ
ーンを持つレジストパターン（図示せず）を形成する。その後、このレジストパターンを
マスクとしてキャップ膜及び第１の層間絶縁膜１０１に対してドライエッチングを行ない
、下層配線溝を形成する。その後、下層配線溝を覆うように、キャップ膜の上にバリアメ
タル膜１０２ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）をスパッタ法に
より順次堆積した後、下層配線溝を完全に埋めるように、Ｃｕシード膜の上にＣｕ膜１０
２ｂとなるＣｕを電解メッキ法により堆積する。その後、下層配線溝の外側のＴａ／Ｔａ
Ｎ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む。）をＣＭＰ法により除去してバリアメタル膜１
０２ａ及びＣｕ膜１０２ｂからなる下層配線１０２を形成する。
【００７４】
　次に、図８（ｂ）に示すように、下層配線１０２間の第１の層間絶縁膜１０１上にフォ
トリソグラフィー法により、例えば、０．０９μｍ～５μｍの幅を持ち、０．０９μｍ～
５μｍの間隔を持つレジストパターン（図示せず）を形成した後、このレジストパターン
をマスクとして第１の層間絶縁膜１０１に対してドライエッチングを行ない、例えば、深
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さ２５０ｎｍの凹部１０４を形成する。
【００７５】
　次に、図８（ｃ）に示すように、下層配線１０２を含む第１の層間絶縁膜１０１の上に
、凹部１０４上を覆うように、例えば、ＳｉＣ膜からなるＣｕの拡散防止を目的とした絶
縁性バリア膜１０３を厚さ５０ｎｍ程度堆積する。
【００７６】
　次に、図８（ｄ）に示すように、絶縁性バリア膜１０３の上に、凹部１０４を埋めるよ
うに、第２の層間絶縁膜１０５を厚さ１０００ｎｍ程度堆積する。その後、凹部１０４に
より発生する段差を緩和する為に、ＣＭＰ法により、第２の層間絶縁膜１０５を４００ｎ
ｍ程度研磨し平坦化する（図示せず）。その後、第２の層間絶縁膜１０５の上に、例えば
、ＳｉＯ2膜からなるキャップ膜１０６を厚さ５０ｎｍ堆積する。ここで、キャップ膜１
０６は後で説明するＣＭＰ法による研磨の際に除去される。
【００７７】
　次に、図９（ａ）に示すように、下層配線１０２と上層配線１０９とを接続する接続孔
パターンを持つレジストパターン（図示せず）をフォトリソグラフィー法により形成した
後、このレジストパターンをマスクとして、キャップ膜１０６及び第２の層間絶縁膜１０
５に対してドライエッチングを行なって接続孔１０７を形成する。
【００７８】
　次に、図９（ｂ）に示すように、接続孔１０７の形成と同様に、フォトリソグラフィー
法及びドライエッチング法を用いて、接続孔１０７の形成領域を含む第２の層間絶縁膜１
０５の上部に上層配線溝１０８を形成する。
【００７９】
　次に、図９（ｃ）に示すように、例えば、ＣＦ4 とＮ2 との混合ガスを用いたドライエ
ッチングにより半導体基板全面に対してエッチバックを行ない、接続孔１０７が下層配線
１０２に達するように絶縁性バリア膜１０３を部分的に除去する。
【００８０】
　次に、図９（ｄ）に示すように、接続孔１０７及び上層配線溝１０８を覆うように、ス
パッタ法により、キャップ膜１０６及び第２の層間絶縁膜１０５の上に、バリアメタル膜
１０９ａとなるＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕシード膜（図示せず）を順次堆積する。その
後、接続孔１０７及び上層配線溝１０８が完全に埋まるように、電解メッキ法により、Ｃ
ｕシード膜の上にＣｕ膜１０９ｂとなるＣｕを堆積する。その後、キャップ膜１０６及び
上層配線溝１０８の外側のＴａ／ＴａＮ積層膜及びＣｕ（Ｃｕシード膜を含む）をＣＭＰ
法により除去して、バリアメタル膜１０９ａ及びＣｕ膜１０９ｂからなる上層配線１０９
を形成する。ここで、上層配線１０９は、接続孔１０７に形成されたプラグ部分１１０を
持つ。また、接続孔１０７及び上層配線溝１０８に充填されたＣｕ膜１０９ｂの下面及び
側面に成膜されたバリアメタル膜１０９ａは、Ｃｕの拡散防止層として機能する。
【００８１】
　以上に説明した図８（ａ）～（ｄ）及び図９（ａ）～（ｄ）に示すような製造工程を繰
り返し実施することにより、多層Ｃｕ配線及び低誘電率膜を有する半導体装置が得られる
。
【００８２】
　なお、第３の実施形態において、凹部１０４を形成するためのレジストパターンの幅、
レジストパターンの間隔及び凹部１０４の深さを表したが、これらは特に限定されるもの
ではなく、各レイヤーによって変えてもよい。また、第３の実施形態において、下層配線
１０２及び上層配線１０７の配線材料としてＣｕを用いたが、配線材料の種類は特に限定
されるものではなく、例えばＣｕ、Ａｇ、Ａｌ又はこれらの合金等を用いてもよい。また
、第３の実施形態において、バリアメタル膜１０２ａ及びバリアメタル膜１０９ａとして
Ｔａ／ＴａＮ積層膜を用いたが、バリアメタル膜の種類は特に限定されるものではなく、
例えばＴａ膜、ＴａＮ膜、ＷＮ膜、ＴＩＮ膜又はこれらの積層膜等を用いてもよい。また
、第３の実施形態において、絶縁性バリア膜１０３としてＳｉＣ膜を用いたが、絶縁性バ
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リア膜１０３の種類は特に限定されるものではなく、例えばＳｉＮ膜又はＢＣＢ膜、Ｓｉ
ＣＮ膜、ＣｏＷＢ膜等を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明の半導体装置及びその製造方法は、Ｃｕ配線及び低誘電率膜を用いた信頼性の高
い半導体装置に適用する場合に特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図
【図２】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図
【図３】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図
【図４】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図
【図５】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図
【図６】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図
【図７】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置を示す断面図
【図８】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図
【図９】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図
【図１０】従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置を示す断面図
【図１１】従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置の製造工程を示す断面図
【図１２】従来のＣｕ配線及び低誘電率膜を用いた半導体装置の製造工程を示す断面図
【符号の説明】
【００８５】
　１０１　第１の層間絶縁膜
　１０２ａ　バリアメタル膜
　１０２ｂ　Ｃｕ膜
　１０２　下層配線
　１０３　絶縁性バリア膜
　１０４　凹部
　１０５　第２の層間絶縁膜
　１０６　キャップ膜
　１０７　接続孔
　１０８　上層配線溝
　１０９ａ　バリアメタル膜
　１０９ｂ　Ｃｕ膜
　１０９　上層配線
　１１０　プラグ部分
　１１１　凹部
　２０１　第１の層間絶縁膜
　２０２ａ　バリアメタル膜
　２０２ｂ　Ｃｕ膜
　２０２　下層配線
　２０３　絶縁性バリア膜
　２０４　第２の層間絶縁膜
　２０５　キャップ膜
　２０６　接続孔
　２０７　上層配線溝
　２０８ａ　バリアメタル膜
　２０８ｂ　Ｃｕ膜
　２０８　上層配線
　２０９　プラグ部分
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(19) JP 4646591 B2 2011.3.9

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100115691
            弁理士　藤田　篤史
(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124349
            弁理士　米田　圭啓
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(74)代理人  100131901
            弁理士　長谷川　雅典
(72)発明者  小林　健司
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  河本　充雄

(56)参考文献  特開２００６－０５９９７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０２３０７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－００８３００（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／７６８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３１２－２１／３１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

