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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に設けられた第１の絶縁膜と、
　前記半導体基板の上における前記第１の絶縁膜に隣接する領域に設けられ、前記第１の
絶縁膜よりも膜厚の薄い第２の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上及び前記第２の絶縁膜の上に亘って設けられており、ヒューズ部
となる第１の領域と、前記第１の領域の一方側に接して設けられた第２の領域と、前記第
１の領域の他方側に接して設けられた第３の領域とを有するヒューズ素子と、
　前記ヒューズ素子の上に設けられた層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜を貫通し、前記ヒューズ素子における前記第２の領域と接する少なくと
も１つの第１のコンタクトプラグと、
　前記層間絶縁膜を貫通し、前記ヒューズ素子における前記第３の領域と接する少なくと
も１つの第２のコンタクトプラグと、
　前記層間絶縁膜の上に設けられ、前記第１のコンタクトプラグと接続される第１の配線
と、
　前記層間絶縁膜の上に設けられ、前記第２のコンタクトプラグと接続される第２の配線
と
を備え、
　前記第１の領域の第１のパターン幅は、前記第２の領域および前記第３の領域の第２の
パターン幅に比べて狭く形成されており、
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　前記第１の領域および前記第２の領域は前記第１の絶縁膜上に設けられ、前記第３の領
域は前記第１の絶縁膜上から前記第２絶縁膜上に亘って設けられてい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であって、
　前記第２のコンタクトプラグの平面積の合計は、前記第１のコンタクトプラグの平面積
の合計よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置であって、
　前記半導体基板の上に設けられた素子分離絶縁膜と、
　前記半導体基板において側方を前記素子分離絶縁膜によって囲まれる領域の上に設けら
れたゲート絶縁膜および前記ゲート絶縁膜の上に設けられたゲート電極を有するＭＩＳト
ランジスタとをさらに備え、
　前記第１の絶縁膜と前記素子分離絶縁膜とは、同じ膜厚を有し、
　前記第２の絶縁膜と前記ゲート絶縁膜とは、同じ膜厚を有し、
　前記ヒューズ素子と前記ゲート電極とは、同じ導電体材料で構成されていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか1項に記載の半導体装置であって、
　前記ヒューズ素子は、ポリシリコン膜からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～３のうちいずれか１項に記載の半導体装置であって、
　前記ヒューズ素子は、ポリシリコン膜上にシリサイド膜が形成された積層構造を有して
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか１項に記載の半導体装置であって、
　前記ヒューズ素子の側面上にサイドウォールが形成されていることを特徴とする半導体
装置。
【請求項７】
　請求項１～６のうちいずれか１項に記載の半導体装置であって、
　前記層間絶縁膜は、フッ素を含有する酸化膜からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１～７のうちいずれか１項に記載の半導体装置であって、
　前記第２のコンタクトプラグと前記半導体基板とには同じ値の第１の電圧を印加して同
電位とし、前記第１のコンタクトプラグには前記第１の電圧と異なる値の第２の電圧を印
加することによって、前記ヒューズ素子を溶断することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置であって、
　前記第２の電圧は、前記第１の電圧よりも高いことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　ヒューズ部となる第１の領域と、前記第１の領域の一方側に接続される第２の領域と、
前記第１の領域の他方側に接続される第３の領域とを有するヒューズ素子を備えた半導体
装置の製造方法であって、
　半導体基板の上に第１の絶縁膜を形成する工程（ａ）と、
　前記半導体基板の上に、前記第１の絶縁膜よりも膜厚の薄い第２の絶縁膜を前記第１の
絶縁膜に隣接させて形成する工程（ｂ）と、
　前記工程（ａ）および前記工程（ｂ）の後に、前記第１の絶縁膜の上及び前記第２の絶
縁膜の上に亘る前記ヒューズ素子を形成する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記ヒューズ素子の上に層間絶縁膜を形成する工程（ｄ）と、
　前記工程（ｄ）の後に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記第２の領域に到達する少なく
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とも１つの第１のコンタクトプラグと前記第３の領域に到達する少なくとも１つの第２の
コンタクトプラグとを形成する工程（ｅ）と、
　前記工程（ｅ）の後に、前記層間絶縁膜の上に、前記第１のコンタクトプラグと接続さ
れる第１の配線と、前記第２のコンタクトプラグと接続される第２の配線とを形成する工
程（ｆ）とを備え、
　前記工程（ｃ）において、前記ヒューズ素子は、前記第１の領域の第１のパターン幅が
前記第２の領域および前記第３の領域の第２のパターン幅に比べて狭く形成され、且つ、
前記第１の領域および前記第２の領域が前記第１の絶縁膜上に設けられ、前記第３の領域
が前記第１の絶縁膜上から前記第２絶縁膜上に亘って設けられていることを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒューズ素子を有する半導体装置およびその製造方法に関するものであり、
特に、ポリシリコン等の半導体層とシリサイド等の金属層の単体または積層された複合体
からなるヒューズ素子を有する半導体装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、半導体装置において、メモリ回路の冗長回路を使うビットを指定したり、ア
ナログ回路の抵抗値を調整したり、ロジック回路の機能を有効にしたりするのに、ヒュー
ズ素子が必要とされてきた。ヒューズ素子を、同じ半導体装置内におけるトランジスタ等
と同時に形成しておくと、半導体装置の製造が終了しテストが終わった段階でヒューズ素
子の電気抵抗を外部から調整することが可能となり、所望の機能の動作を制御することが
できるためである。
【０００３】
　従来では、レーザー加工によって電気的に切断されるポリシリコンからなるヒューズ素
子や、下部電極と上部電極との間に形成され、薄膜絶縁体が絶縁破壊されるアンチヒュー
ズ素子などが利用されてきた。ところが、近年の半導体装置の高集積化、微細化に伴い、
これらのヒューズ素子に変えて、ポリシリコンで形成された細長い形状を持った抵抗体に
電流を流し、ジュール熱を発生させることでポリシリコン抵抗体を融点以上に加熱し、ポ
リシリコンを溶断させるヒューズ素子の検討がなされている（例えば、特許文献１参照）
。以下では、このようなヒューズ素子を、レーザー加工によって切断するヒューズ素子や
アンチヒューズ素子と区別するために、電気ヒューズ素子と記する。
【０００４】
　この電気ヒューズ素子では、ポリシリコン抵抗体からなるヒューズ部（ヒューズ素子の
うち回路を遮断する部分）を完全に切断する必要がなく、ヒューズ部に電流を流して溶か
すことによりヒューズ部を細くして、抵抗値を上昇させることができる。
【０００５】
　図７は、従来の電気ヒューズ素子を有する半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図
、（ｂ）は（ａ）に示すＣ－Ｃ線に沿った断面図である。なお、図７（ａ）では、図７（
ｂ）に示す第１の層間絶縁膜１０４および第２の層間絶縁膜１０８の図示は省略してあり
、また、金属配線１０７ａ, １０７ｂは点線で示してある。
【０００６】
　従来の電気ヒューズ素子１０３を平面的に見れば、図７（ａ）に示すように、ヒューズ
部となる第１の領域１０３ａと、第１の領域１０３ａを挟んで両側横に設けられ、コンタ
クト形成領域となる第２の領域１０３ｂおよび第３の領域１０３ｃとから構成されている
。そして、電気ヒューズ素子１０３の第１の領域１０３ａのパターン幅（縦方向の幅）は
、第２の領域１０３ｂおよび第３の領域１０３ｃのパターン幅に比べて狭く設けられてい
る。また、第２の領域１０３ｂおよび第３の領域１０３ｃの上には、それぞれ５個のコン
タクトプラグ１０６ａ, １０６ｂが縦一列に並んで設けられている。
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【０００７】
　また、従来の電気ヒューズ素子１０３を断面的に見れば、図７（ｂ）に示すように、半
導体基板１０１と、半導体基板１０１の上に設けられた絶縁膜１０２と、絶縁膜１０２の
上の一部に設けられた電気ヒューズ素子１０３と、絶縁膜１０２および電気ヒューズ素子
１０３の上に設けられた第１の層間絶縁膜１０４と、第１の層間絶縁膜１０４を貫通し、
コンタクト形成領域となる第２の領域１０３ｂおよび第３の領域１０３ｃに到達するコン
タクトホール１０５ａ, １０５ｂと、コンタクトホール１０５ａ, １０５ｂを埋め、タン
グステンなどの導電材料からなるコンタクトプラグ１０６ａ, １０６ｂと、第１の層間絶
縁膜１０４の一部の上にコンタクトプラグ１０６ａ，１０６ｂと接して設けられた金属配
線１０７ａ，１０７ｂと、第１の層間絶縁膜１０４の上に金属配線１０７ａ，１０７ｂを
覆うように形成された第２の層間絶縁膜１０８とを備えている。
【特許文献１】特開２０００－４０７９０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、上述のような従来の電気ヒューズ素子１０３では、ヒューズ部となる第
１の領域１０３ａを溶断しにくく、所望の抵抗値を得ることができないという不具合が生
じていた。
【０００９】
　そこで、本発明では、ヒューズ部を溶断しやすくする手段を講ずることにより、より確
実に電気抵抗を調整することができるヒューズ素子を有する半導体装置およびその製造方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の半導体装置は、半導体基板の上に設けられた第１の絶縁膜と、前記半導
体基板の上における前記第１の絶縁膜に隣接する領域に設けられ、前記第１の絶縁膜より
も膜厚の薄い第２の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜の上及び前記第２の絶縁膜の上に亘って
設けられており、ヒューズ部（ヒューズ素子のうち電気抵抗が他よりも高い部分、言い換
えると回路が溶断される部分）となる第１の領域と、前記第１の領域の一方側に接して設
けられた第２の領域と、前記第１の領域の他方側に接して設けられた第３の領域とを有す
るヒューズ素子と、前記ヒューズ素子の上に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜を
貫通し、前記ヒューズ素子における前記第２の領域と接する少なくとも１つの第１のコン
タクトプラグと、前記層間絶縁膜を貫通し、前記ヒューズ素子における前記第３の領域と
接する少なくとも１つの第２のコンタクトプラグと、前記層間絶縁膜の上に設けられ、前
記第１のコンタクトプラグと接続される第１の配線と、前記層間絶縁膜の上に設けられ、
前記第２のコンタクトプラグと接続される第２の配線とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　この構成を有するヒューズ素子に電流を流すとヒューズ部において熱が発生し、この熱
は、膜厚の小さな第２の絶縁膜を介して半導体基板に放熱される。ここで、半導体基板の
熱伝導率は大きいため、ヒューズ素子のうち第２の絶縁膜の上に位置する部分は加熱され
にくくなる。それに対し、膜厚の大きな第１の絶縁膜には熱が伝導しにくいため、ヒュー
ズ素子のうち第１の絶縁膜の上に位置する部分は加熱され高温になる。このように、ヒュ
ーズ素子のうち第２の絶縁膜の上に設けられた部分と第１の絶縁膜の上に設けられた部分
とでは、温度に大きな差が生じる。これにより、ヒューズ部である第１の領域における温
度変化と、温度分布を長さで微分した温度勾配とが大きくなり、第１の領域が溶断されや
すくなる。
【００１２】
　前記ヒューズ素子において、前記第１の領域の幅（ヒューズ素子において電流を流す方
向と垂直な方向の幅）は、前記第２の領域および前記第３の領域の幅よりも狭いことが好
ましい。これにより、第１の領域の抵抗値が高くなるため、ヒューズ素子に電流を流した
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場合に、第１の領域が溶断されやすくなる。
【００１３】
　前記第２の領域全体が前記第１の絶縁膜の上に設けられ、前記第３の領域の少なくとも
一部は前記第２の絶縁膜の上に設けられていることが好ましい。これにより、第２の領域
の温度が上昇しやすくなるのに対して第３の領域の前記一部の温度が上昇しにくくなるた
め、両者間の温度差が大きくなり、両者に挟まれる第１の領域の温度変化および温度勾配
が大きくなる。
【００１４】
　前記第２のコンタクトプラグの平面積の合計は、前記第１のコンタクトプラグの平面積
の合計よりも大きくてもよい。この場合には、第２のコンタクトプラグを介して放熱され
る熱量は第１のコンタクトプラグを介して放熱される熱量よりも多くなる。したがって、
第２の領域と第３の領域の温度差をより大きいものとすることができる。
【００１５】
　前記第１の半導体装置は、前記半導体基板上に設けられた素子分離絶縁膜と、前記半導
体基板のうち側方を前記素子分離絶縁膜によって囲まれる領域の上に設けられたゲート絶
縁膜および前記ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極を有するＭＩＳトランジスタとを
さらに備え、前記第１の絶縁膜と前記素子分離絶縁膜とは、実質的に同じ膜厚を有し、前
記第２の絶縁膜と前記ゲート絶縁膜とは、実質的に同じ膜厚を有し、前記ヒューズ素子と
前記ゲート電極とは、同じ導電体材料で構成されていてもよい。
【００１６】
　本発明の第２の半導体装置は、半導体基板の上に設けられた絶縁膜と、前記絶縁膜の上
に設けられており、ヒューズ部となる第１の領域と、前記第１の領域の一方側に接して設
けられた第２の領域と、前記第１の領域の他方側に接して設けられた第３の領域とを有す
るヒューズ素子と、前記ヒューズ素子の上に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜を
貫通し、前記ヒューズ素子における前記第２の領域と接する少なくとも１つの第１のコン
タクトプラグと、前記層間絶縁膜を貫通し、前記ヒューズ素子における前記第３の領域と
接する少なくとも１つの第２のコンタクトプラグと、前記層間絶縁膜の上に設けられ、前
記第１のコンタクトプラグと接続される第１の配線と、前記層間絶縁膜の上に設けられ、
前記第２のコンタクトプラグと接続される第２の配線とを備え、前記第２のコンタクトプ
ラグの平面積の合計が、前記第１のコンタクトプラグの平面積の合計よりも大きいことを
特徴とする。
【００１７】
　この構成を有するヒューズ素子に電流を流すとヒューズ素子で熱が発生し、この熱は、
第１のコンタクトプラグよりも第２のコンタクトプラグからより多く放熱される。したが
って、ヒューズ素子のうち第１のコンタクトプラグと接する第２の領域の温度が上昇しや
すく、第２のコンタクトプラグと接する第３の領域の温度が上昇しにくくなり、両者の温
度に大きな差が生じる。これにより、第２の領域と第３の領域とに挟まれる第１の領域に
おける温度変化と、温度変化を長さで微分した温度勾配とが大きくなり、第１の領域が溶
断されやすくなる。
【００１８】
　具体的には、前記第２のコンタクトプラグの数を、前記第１のコンタクトプラグの数よ
りも多くすることにより、第２のコンタクトプラグの平面積の合計を第１のコンタクトプ
ラグの平面積の合計よりも大きくすることができる。
【００１９】
　また、前記第２のコンタクトプラグの１つあたりの平面積を、前記第１のコンタクトプ
ラグの１つあたりの平面積よりも大きくすることによっても、第２のコンタクトプラグの
平面積の合計を第１のコンタクトプラグの平面積の合計よりも大きくすることができる。
【００２０】
　また、前記第１のコンタクトプラグから前記第１の領域までの距離である第１の距離は
、前記第２のコンタクトプラグから前記第１の領域までの距離である第２の距離よりも大
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きくてもよい。この場合には、第２の領域と第３の領域の温度差をより大きいものとする
ことができる。
【００２１】
　ここで、前記第１のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前記第１の距離
は、前記第１のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値であ
り、前記第２のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前記第２の距離は、前
記第２のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値であること
が好ましい。
【００２２】
　前記ヒューズ素子において、前記第１の領域の幅は、前記第２の領域および前記第３の
領域の幅よりも狭いことが好ましい。これにより、第１の領域の抵抗値が高くなるため、
ヒューズ素子に電流を流した場合に、第１の領域が溶断されやすくなる。
【００２３】
　前記第２の半導体装置は、前記半導体基板の上に設けられた素子分離絶縁膜と、前記半
導体基板のうち側方を前記素子分離絶縁膜によって囲まれる領域の上に設けられたゲート
絶縁膜および前記ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極を有するＭＩＳトランジスタと
をさらに備え、前記ヒューズ素子と前記ゲート電極とは、同じ導電体材料で構成されてい
てもよい。
【００２４】
　本発明の第３の半導体装置は、半導体基板の上に設けられた絶縁膜と、前記絶縁膜の上
に設けられており、ヒューズ部となる第１の領域と、前記第１の領域の一方側に接して設
けられた第２の領域と、前記第１の領域の他方側に接して設けられた第３の領域とを有す
るヒューズ素子と、前記ヒューズ素子の上に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜を
貫通し、前記ヒューズ素子における前記第２の領域と接する少なくとも１つの第１のコン
タクトプラグと、前記層間絶縁膜を貫通し、前記ヒューズ素子における前記第３の領域と
接する少なくとも１つの第２のコンタクトプラグと、前記層間絶縁膜の上に設けられ、前
記第１のコンタクトプラグと接続される第１の配線と、前記層間絶縁膜の上に設けられ、
前記第２のコンタクトプラグと接続される第２の配線とを備え、前記第１のコンタクトプ
ラグから前記第１の領域までの距離である第１の距離は、前記第２のコンタクトプラグか
ら前記第１の領域までの距離である第２の距離よりも大きいことを特徴とする。
【００２５】
　この構成を有するヒューズ素子に電流を流すと熱が発生し、この熱は、第１のコンタク
トプラグよりも第２のコンタクトプラグからより多く放熱される。したがって、ヒューズ
素子のうち第１のコンタクトプラグと接する第２の領域の温度が上昇しやすく、第２のコ
ンタクトプラグと接する第３の領域の温度が上昇しにくくなり、両者の温度に大きな差が
生じる。これにより、第２の領域と第３の領域とに挟まれる第１の領域における温度変化
と、温度変化を長さで微分した温度勾配とが大きくなり、第１の領域が溶断されやすくな
る。
【００２６】
　ここで、前記第１のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前記第１の距離
は、前記第１のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値であ
り、前記第２のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前記第２の距離は、前
記第２のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値であること
が好ましい。
【００２７】
　前記第１～第３の半導体装置における前記ヒューズ素子は、ポリシリコン膜からなって
いてもよい。
【００２８】
　本発明の第１の半導体装置の製造方法は、ヒューズ部となる第１の領域と、前記第１の
領域の一方側に接続される第２の領域と、前記第１の領域の他方側に接続される第３の領
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域とを有するヒューズ素子を備えた半導体装置の製造方法であって、半導体基板の上に第
１の絶縁膜を形成する工程（ａ）と、前記半導体基板の上に、前記第１の絶縁膜よりも膜
厚の薄い第２の絶縁膜を前記第１の絶縁膜に隣接させて形成する工程（ｂ）と、前記工程
（ａ）および前記工程（ｂ）の後に、前記第１の絶縁膜の上及び前記第２の絶縁膜の上に
亘る前記ヒューズ素子を形成する工程（ｃ）と、前記工程（ｃ）の後に、前記ヒューズ素
子の上に層間絶縁膜を形成する工程（ｄ）と、前記工程（ｄ）の後に、前記層間絶縁膜を
貫通して、前記第２の領域に到達する少なくとも１つの第１のコンタクトプラグと前記第
３の領域に到達する少なくとも１つの第２のコンタクトプラグとを形成する工程（ｅ）と
、前記工程（ｅ）の後に、前記層間絶縁膜の上に、前記第１のコンタクトプラグに到達す
る第１の配線と、前記第２のコンタクトプラグに到達する第２の配線とを形成する工程（
ｆ）とを備えることを特徴とする。
【００２９】
　この方法により製造した半導体装置のヒューズ素子に電流を流すと、ヒューズ部では熱
が発生し、この熱は、膜厚の小さな第２の絶縁膜を介して半導体基板に放熱される。ここ
で、半導体基板の熱伝導率は大きいため、ヒューズ素子のうち第２の絶縁膜の上に位置す
る部分は加熱されにくくなる。それに対し、膜厚の大きな第１の絶縁膜には熱が伝導しに
くいため、ヒューズ素子のうち第１の絶縁膜の上に位置する部分は加熱され高温になる。
このように、ヒューズ素子のうち第２の絶縁膜の上に設けられた部分と第１の絶縁膜の上
に設けられた部分とでは、温度に大きな差が生じる。これにより、ヒューズ部である第１
の領域における温度変化と、温度分布を長さで微分した温度勾配とが大きくなり、第１の
領域が溶断されやすくなる。
【００３０】
　前記工程（ｃ）では、前記第１の領域の幅が、前記第２の領域および前記第３の領域の
幅よりも狭い前記ヒューズ素子を形成することが好ましい。このように形成したヒューズ
素子では、第１の領域の抵抗値が高くなるため、ヒューズ素子に電流を流した場合に、第
１の領域が溶断されやすくなる。
【００３１】
　前記工程（ｃ）では、前記第２の領域全体が前記第１の絶縁膜の上に配置し、前記第３
の領域の少なくとも一部が前記第２の絶縁膜の上に配置するように前記ヒューズ素子を形
成することが好ましい。このように形成したヒューズ素子では、第２の領域の温度が上昇
するのに対して第３の領域の前記一部の温度が上昇しにくくなるため、両者間の温度差が
大きくなり、両者に挟まれる第１の領域の温度変化および温度勾配が大きくなる。
【００３２】
　本発明の第２の半導体装置の製造方法は、ヒューズ部となる第１の領域と、前記第１の
領域の一方側に接続される第２の領域と、前記第１の領域の他方側に接続される第３の領
域とを有するヒューズ素子を備えた半導体装置の製造方法であって、半導体基板の上に絶
縁膜を形成する工程（ａ）と、前記工程（ａ）の後に、前記絶縁膜の上に前記ヒューズ素
子を形成する工程（ｂ）と、前記工程（ｂ）の後に、前記ヒューズ素子の上に層間絶縁膜
を形成する工程（ｃ）と、前記工程（ｃ）の後に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記第２
の領域に到達する少なくとも１つの第１のコンタクトプラグと前記第３の領域に到達する
少なくとも１つの第２のコンタクトプラグとを形成する工程（ｄ）と、前記工程（ｄ）の
後に、前記層間絶縁膜の上に、前記第１のコンタクトプラグに到達する第１の配線と、前
記第２のコンタクトプラグに到達する第２の配線とを形成する工程（ｅ）とを備え、前記
工程（ｄ）では、前記第２のコンタクトプラグの平面積の合計を、前記第１のコンタクト
プラグの平面積の合計よりも大きくすることを特徴とする。
【００３３】
　この方法により製造した半導体装置のヒューズ素子に電流を流すと、ヒューズ部では熱
が発生し、この熱は、第１のコンタクトプラグよりも第２のコンタクトプラグからより多
く放熱される。したがって、ヒューズ素子のうち第１のコンタクトプラグと接する第２の
領域の温度が上昇しやすく、第２のコンタクトプラグと接する第３の領域の温度が上昇し
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にくくなり、両者の温度に大きな差が生じる。これにより、第２の領域と第３の領域とに
挟まれる第１の領域における温度変化と、温度変化を長さで微分した温度勾配とが大きく
なり、第１の領域が溶断されやすくなる。
【００３４】
　前記工程（ｄ）では、前記第２のコンタクトプラグを、前記第１のコンタクトプラグよ
りも多く形成することにより、第２のコンタクトプラグの平面積の合計を第１のコンタク
トプラグの平面積の合計よりも大きくすることができる。
【００３５】
　前記工程（ｄ）では、前記第２のコンタクトプラグの１つあたりの平面積を、前記第１
のコンタクトプラグの１つあたりの平面積よりも大きくすることによっても、第２のコン
タクトプラグの平面積の合計を第１のコンタクトプラグの平面積の合計よりも大きくする
ことができる。
【００３６】
  前記工程（ｄ）では、前記第１のコンタクトプラグから前記第１の領域までの距離であ
る第１の距離を、前記第２のコンタクトプラグから前記第１の領域までの距離である第２
の距離よりも大きくしてもよい。このようにしたヒューズ素子では、第２の領域と第３の
領域の温度差をより大きいものとすることができる。
【００３７】
　この場合に、前記工程（ｄ）で、前記第１のコンタクトプラグが複数設けられている場
合には、前記第１のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値
を前記第１の距離とし、前記第２のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前
記第２のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値を前記第２
の距離とすることが好ましい。
【００３８】
　前記工程（ｂ）では、前記第１の領域の幅が、前記第２の領域および前記第３の領域の
幅よりも狭い前記ヒューズ素子を形成することが好ましい。このように形成したヒューズ
素子では、第１の領域の抵抗値が高くなるため、ヒューズ素子に電圧を印加した場合に、
第１の領域が溶断されやすくなる。
【００３９】
　本発明の第３の半導体装置の製造方法は、ヒューズ部となる第１の領域と、前記第１の
領域の一方側に接続される第２の領域と、前記第１の領域の他方側に接続される第３の領
域とを有するヒューズ素子を備えた半導体装置の製造方法であって、半導体基板の上に絶
縁膜を形成する工程（ａ）と、前記工程（ａ）の後に、前記絶縁膜の上に前記ヒューズ素
子を形成する工程（ｂ）と、前記工程（ｂ）の後に、前記ヒューズ素子の上に層間絶縁膜
を形成する工程（ｃ）と、前記工程（ｃ）の後に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記第２
の領域に到達する少なくとも１つの第１のコンタクトプラグと前記第３の領域に到達する
少なくとも１つの第２のコンタクトプラグとを形成する工程（ｄ）と、前記工程（ｄ）の
後に、前記層間絶縁膜の上に、前記第１のコンタクトプラグに到達する第１の配線と、前
記第２のコンタクトプラグに到達する第２の配線とを形成する工程（ｅ）とを備え、前記
工程（ｄ）では、前記第１のコンタクトプラグから前記第１の領域までの距離である第１
の距離を、前記第２のコンタクトプラグから前記第１の領域までの距離である第２の距離
よりも大きくする。
【００４０】
　この方法により製造した半導体装置のヒューズ素子に電流を流すと、ヒューズ部では熱
が発生し、この熱は、第１のコンタクトプラグよりも第２のコンタクトプラグからより多
く放熱される。したがって、ヒューズ素子のうち第１のコンタクトプラグと接する第２の
領域の温度が上昇しやすく、第２のコンタクトプラグと接する第３の領域の温度が上昇し
にくくなり、両者の温度に大きな差が生じる。これにより、第２の領域と第３の領域とに
挟まれる第１の領域における温度変化と、温度変化を長さで微分した温度勾配とが大きく
なり、第１の領域が溶断されやすくなる。
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【００４１】
　前記工程（ｄ）では、前記第１のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前
記第１のコンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値を前記第１
の距離とし、前記第２のコンタクトプラグが複数設けられている場合には、前記第２のコ
ンタクトプラグのそれぞれから前記第１の領域までの距離の平均値を前記第２の距離とす
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００４２】
　以上のように、本発明の半導体装置およびその製造方法によれば、ヒューズ素子のうち
ヒューズ部を挟んだ両側の領域の一方を他方に比べて放熱量の大きい構成とすることによ
り、ヒューズ部内部の温度変化および温度勾配を大きくすることができるので、電気的に
溶断しやすいヒューズ素子を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　　－解析結果－
　以下に、従来の電気ヒューズ素子に電流を流した場合の温度分布等を解析した結果につ
いて、図８（ａ）, （ｂ）を参照しながら説明する。図８（ａ）, （ｂ）は、従来のヒュ
ーズ素子に電流を流したときの温度分布の計算結果を示す斜視図であり、（ａ）はヒュー
ズ素子内部を温度範囲ごとにハッチングで区別して示す斜視図であり、（ｂ）は（ａ）の
Ｃ－Ｃ線に沿った温度分布および温度勾配をグラフにして示す図である。図８（ａ）は、
電気ヒューズ素子１０３としてポリシリコン層を用い、電気ヒューズ素子１０３に電圧１
．２５Ｖ、電流０．５ｍＡを印加し、電気ヒューズ素子１０３内部の最高温度が８００℃
（１０７３Ｋ）になったときの温度分布を示しており、図８（ｂ）は、この温度分布およ
び温度勾配を示している。なお、図８（ｂ）において、実線で示すプロファイルは温度分
布であり、点線で示すプロファイルは温度勾配である。
【００４４】
　図７（ｂ）に示すように、従来の電気ヒューズ素子１０３は、全体が熱伝導率が小さく
均一な第１の層間絶縁膜１０４および第２の層間絶縁膜１０８で囲まれている。そのため
、図８（ａ）に示すように、従来の電気ヒューズ素子１０３で発生した熱は、電気ヒュー
ズ素子１０３の上方向、横方向、下方向に伝わりにくく、電気ヒューズ素子１０３の両端
に接続されているコンタクトプラグ１０６ａ, １０６ｂに集中して放熱される。このよう
に放熱されると、図８（ｂ）に示すように、電気ヒューズ素子１０３内部では、ヒューズ
部となる第１の領域１０３ａの中央付近の温度が最も高くなり、コンタクトプラグ１０６
ａ, １０６ｂが接続されている第２の領域１０３ｂおよび第３の領域１０３ｃの両端の温
度が最も低くなる。そして、第１の領域１０３ａの中央部から第２の領域１０３ｂおよび
第３の領域１０３ｃの端部に向かって、温度勾配が緩やかに変化する。
【００４５】
　ここで、電気ヒューズ素子１０３が溶断するためには、電気ヒューズ素子１０３の融点
まで温度を上げるだけではなく、電気ヒューズ素子１０３内部での温度分布を長さで微分
した温度勾配の大きさが重要である。しかし、従来の構造では、主な放熱部分が電気ヒュ
ーズ素子１０３の両端部のみであり、しかも電気ヒューズ素子の両端のそれぞれから放熱
される熱量は同程度になることから、電気ヒューズ素子１０３全体の温度が上昇し、電気
ヒューズ素子１０３内部における温度勾配が小さくなり、電気ヒューズ素子が溶断しにく
くなってしまう。
【００４６】
　以上の解析をもとにして、本発明では、電気ヒューズ素子内部の温度勾配を大きくする
方法を考え出した。以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００４７】
　　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は
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図１（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。なお、図１（ａ）では、図１（ｂ）におけ
る第１の層間絶縁膜５および第２の層間絶縁膜９の図示は省略してあり、また、金属配線
１３ａ, １３ｂは点線で示してある。
【００４８】
　本実施形態のヒューズ用抵抗体（以下、ヒューズ素子と称す）４を平面的に見れば、図
１（ａ）に示すように、ヒューズ部となる第１の領域４ａと、第１の領域４ａを挟んで両
側に設けられ、コンタクト形成領域となる第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃとを備え
ている。そして、ヒューズ素子４の第１の領域４ａにおけるパターン幅Ｗ１は、第２の領
域４ｂおよび第３の領域４ｃのパターン幅Ｗ２に比べて狭く形成されており、例えばパタ
ーン幅Ｗ２が１μｍ程度であるのに対し、パターン幅Ｗ１は１００ｎｍ程度となる。なお
、本実施形態では、第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃは、第１の領域４ａとの接続箇
所から離れるにしたがって除々に幅が広くなる傾斜部を有しているが、必ずしも傾斜は必
要なく矩形であってもよい。そして、第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃには、それぞ
れ複数のコンタクトプラグ７ａ、７ｂが接している。
【００４９】
　また、本実施形態のヒューズ素子４を断面的に見れば、図１（ｂ）に示すように、シリ
コンからなる半導体基板１をエッチングして設けられたトレンチ内に形成された厚さ３０
０ｎｍの厚膜絶縁膜２と、半導体基板１上に厚膜絶縁膜２に隣接して形成された厚さ１０
ｎｍの薄膜絶縁膜３と、厚膜絶縁膜２の一部領域上から薄膜絶縁膜３の一部領域上に跨っ
て形成された厚さ１００ｎｍのヒューズ素子４と、半導体基板１およびヒューズ素子４の
上に設けられた厚さ３００ｎｍの第１の層間絶縁膜５と、第１の層間絶縁膜５を貫通し、
ヒューズ素子４のうちの第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃに到達する、タングステン
などの導電材料からなる直径１００ｎｍのコンタクトプラグ７ａ, ７ｂと、コンタクトプ
ラグ７ａ，７ｂの上からその周囲の第１の層間絶縁膜５の上に亘って設けられた金属配線
１３ａ，１３ｂと、第１の層間絶縁膜５の上のうち金属配線１３ａ，１３ｂの間に設けら
れた第２の層間絶縁膜９とを有している。
【００５０】
　ヒューズ素子４は、ポリシリコンやアモルファスシリコンからなる半導体層、ＡｌやＣ
ｕからなる金属層、Ｔｉ／ＴｉＮやＴａ／ＴａＮなどの高融点金属層とＡｌやＣｕなどの
金属層からなる積層構造、又は、半導体層とシリサイド層からなる積層構造からなる。ま
た、金属配線１３ａ，１３ｂは、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）又はアルミ合金から
なる。
【００５１】
　本実施形態の最大の特徴は、図１（ａ）, （ｂ）に示すように、ヒューズ素子４を厚膜
絶縁膜２の上から薄膜絶縁膜３の上に跨って設けたことにある。すなわち、ヒューズ素子
４のうち第２の領域４ｂおよび第１の領域４ａは厚膜絶縁膜２の上に設けられ、第３の領
域４ｃは厚膜絶縁膜２の上から薄膜絶縁膜３の上に亘って設けられている。ここで、ヒュ
ーズ素子４のうち厚膜絶縁膜２の上に設けられている部分、つまり第１の領域４ａ、第２
の領域４ｂおよび第３の領域４ｃの一部を厚膜上領域Ｒａと呼び、ヒューズ素子４のうち
薄膜絶縁膜３の上に設けられている部分、つまり第３の領域４ｃの他部を薄膜上領域Ｒｂ
と呼ぶ。なお、薄膜絶縁膜３は、必ずしも薄膜上領域Ｒｂに位置する第３の領域４ｃと半
導体基板１との間の領域全体に介在していなくてもよいが、少なくともコンタクトプラグ
７ｂを形成する領域の下には設けられていることが望ましい。なお、ヒューズ素子４の配
置は図１に示すような配置に限定されるものではなく、例えば、ヒューズ素子４のうち、
厚膜絶縁膜２の上に第２の領域４ｂと第１の領域４ａの一部を形成し、第１の領域４ａの
うちの他部と第３の領域４ｃとを薄膜絶縁膜３上に形成してもよい。
【００５２】
　次に、上述の構成を有するヒューズ素子の動作について説明する。ヒューズ素子４に電
流を流すと、パターン幅が狭い第１の領域４ａでは、抵抗が大きくなっているため、熱量
が最も多く発生する。この熱量は、第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃとコンタクトプ
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ラグ７ａ，７ｂとを介して外部に放熱されることになる。ここで、薄膜絶縁膜３の膜厚は
薄いため、薄膜上領域Ｒｂに放熱された熱量は、薄膜絶縁膜３を介して半導体基板１に放
熱される。このとき、厚膜絶縁膜２の膜厚は厚いため、ヒューズ素子４のうち厚膜上領域
Ｒａに放熱された熱量は、厚膜絶縁膜２を介して半導体基板１に伝わりにくい。その結果
、ヒューズ素子４に電圧を印加して電流を流した場合には、ヒューズ素子４内部のうちの
薄膜上領域Ｒｂは室温程度になり、厚膜上領域Ｒａは高温に加熱されることになる。
【００５３】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係るヒューズ素子に電流を流したときの温度分布の
計算結果を示す斜視図であり、（ａ）はヒューズ素子内部を温度範囲ごとにハッチングで
区別して示す斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った温度分布および温度勾配
をグラフにして示す図である。なお、図２（ａ）、（ｂ）に示す計算結果は、ヒューズ素
子としてポリシリコン層を用いて計算された結果であり、図２（ｂ）において、実線で示
すプロファイルは温度分布であり、点線で示すプロファイルは温度勾配である。また、図
２（ａ）, （ｂ）は、ヒューズ素子４に電圧１．２５Ｖ、電流０．６３ｍＡを印加し、ヒ
ューズ素子４内部の最高温度が８００℃（１０７３Ｋ）になったときのヒューズ素子内部
の温度分布を計算した結果である。
【００５４】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に示すように、ヒューズ素子４のうち、薄膜絶縁膜３上に
位置する第３の領域４ｃでは、熱が薄膜絶縁膜３を介して半導体基板１に放熱されるため
、温度が２００℃（４７３Ｋ）となる。これに対して、ヒューズ素子４のうち、厚膜絶縁
膜２上に位置する第２の領域４ｂでは、熱が厚膜絶縁膜２を介して半導体基板１に放熱さ
れにくいため、温度が８００℃（１０７３Ｋ）となる。このため、ヒューズ素子４のうち
、高温になっている第２の領域４ｂと低温になっている第３の領域４ｃとに挟まれ、パタ
ーン幅が狭くなっている第１の領域４ａ内部では、一部の箇所が最高温度の８００℃（１
０７３Ｋ）となり、且つ、－２０００℃／μｍという大きな温度勾配が発生する。このよ
うに第１の領域４ａ内部の温度勾配が急峻になると、ヒューズ素子４の溶断が容易に起こ
るようになる。
【００５５】
　以上のように本実施形態によれば、ヒューズ素子４の下に、膜厚の厚い厚膜絶縁膜２と
膜厚の薄い薄膜絶縁膜３とを設けることにより、ヒューズ素子４に電流を流した場合の放
熱量に違いが生じるため、ヒューズ部となる第１の領域４ａ内部の温度勾配を大きくする
ことができ、ヒューズ素子４を電気的に溶断しやすくすることができる。
【００５６】
　なお、本実施形態では、薄膜絶縁膜３と厚膜絶縁膜２との境界位置と、ヒューズ部とな
る第１の領域４ａとの距離を調整することにより、温度勾配が最大になる位置を調整する
ことができる。温度勾配が最大になる位置を、第１の領域４ａ内か、または第２の領域４
ｂのうち第１の領域４ａとの境界付近にすると、他の領域より幅が狭く溶断されやすい第
１の領域４ａをさらに溶断しやすくすることができる。
【００５７】
　また、この実施形態において、ヒューズ素子４の下には、薄膜絶縁膜３と厚膜絶縁膜２
との境界を一箇所しか設けていないが、より大きな温度勾配を作り出すために境界を複数
箇所設けてもよい。
【００５８】
　また、本実施形態のヒューズ素子４を溶断するためには、下方に薄膜絶縁膜３が形成さ
れているコンタクトプラグ７ｂと半導体基板１とには同じ値の電圧（第１の電圧）を印加
して同電位とし、下方に厚膜絶縁膜２が形成されているコンタクトプラグ７ａには、第１
の電圧と異なる値の電圧（第２の電圧）を印加する。特に、第２の電圧が第１の電圧より
も高い場合には、膜厚の薄い薄膜絶縁膜３を絶縁破壊させることなくヒューズ素子４を溶
断することができる。
【００５９】
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　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図３（ａ）～（ｅ）
は、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である。図中にお
いて、左半分はヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨであり、右半分はトランジスタ形成領域
ＡｒｅａＴである。なお、本実施形態では、トランジスタとしてＮチャネルＭＩＳトラン
ジスタを形成する場合について説明する。
【００６０】
　本実施形態の半導体装置の製造方法では、まず、図３（ａ）に示す工程で、ドライエッ
チングを行なうことにより半導体基板１におけるヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨの一部
領域を所望の深さまで除去して第１の溝部１ａを形成するのと同時に、トランジスタ形成
領域ＡｒｅａＴのうちトランジスタの活性領域を取り囲む領域を所望の深さまで除去して
第２の溝部１ｂを形成する。その後、半導体基板１の上に、第１の溝部１ａおよび第２の
溝部１ｂを埋めるシリコン酸化膜等からなる絶縁膜（図示せず）を堆積した後、化学的機
械研磨（ＣＭＰ）法を用いて絶縁膜のうち半導体基板１の上に位置する部分を研磨除去す
ることにより、第１の溝部１ａ内に厚膜絶縁膜２を形成すると共に、第２の溝部１ｂ内に
素子分離絶縁膜２ａを形成する。このとき、厚膜絶縁膜２および素子分離絶縁膜２ａは、
その上面が半導体基板１の表面とほぼ同じか若干高くなるように形成することが望ましい
。
【００６１】
　次に、図３（ｂ）に示す工程で、半導体基板１の上に厚さ１０ｎｍの絶縁膜（図示せず
）を形成する。この絶縁膜は、ヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨのうち厚膜絶縁膜２に隣
接する領域において薄膜絶縁膜３となり、トランジスタ形成領域ＡｒｅａＴの活性領域に
おいてゲート絶縁膜３Ａとなる。その後、絶縁膜の上に厚さ１００ｎｍのポリシリコン膜
（図示せず）を堆積し、フォトリソグラフィおよびドライエッチングを行なってパターニ
ングを行なった後、絶縁膜のうち露出する部分を除去する。これにより、厚膜絶縁膜２の
上から薄膜絶縁膜３の上に亘るヒューズ素子４を形成すると共に、ゲート絶縁膜３Ａの上
にゲート電極４Ａを形成する。
【００６２】
　ここで、薄膜絶縁膜３は必ずしもゲート絶縁膜３Ａと同工程で形成しなくてもよい。ま
た、薄膜絶縁膜３は、半導体基板１の表面を熱酸化することにより形成してもよいし、Ｃ
ＶＤにより絶縁膜を堆積することによって形成してもよい。また、この薄膜絶縁膜３は、
シリコン酸化膜、シリコン酸窒化膜または金属酸化膜等のいずれであってもよい。また、
上述の説明では、ポリシリコン膜をパターニングした後、絶縁膜のうち露出する部分、つ
まり薄膜絶縁膜３およびゲート絶縁膜３Ａとなる領域以外を除去しているが、必ずしも除
去しなくてもよい。
【００６３】
　次に、ゲート電極４Ａをマスクにして、ｎ型不純物である砒素（Ａｓ）イオンをドーズ
量５×１０14ions/cm2、注入エネルギー５ｋｅＶの注入条件でイオン注入することにより
、半導体基板１のトランジスタ形成領域ＡｒｅａＴにｎ型エクステンション拡散層１０Ａ
を形成する。このイオン注入によって、ヒューズ素子４にも砒素イオンが注入され、また
、半導体基板１のうち露出する領域にも砒素イオンが注入されて、ｎ型の不純物拡散層１
０が形成される。ヒューズ素子４に砒素イオンを注入することにより、ヒューズ素子４の
抵抗を調整することができる。
【００６４】
　次に、図３（ｃ）に示す工程で、半導体基板１の上の全面に絶縁膜（図示せず）を堆積
した後、異方性ドライエッチングを行なうことにより絶縁膜をエッチバックして、ヒュー
ズ素子４の側面上に第１のサイドウォール１１を形成するとともに、ゲート電極４Ａの側
面上に第２のサイドウォール１１Ａを形成する。その後、ゲート電極４Ａおよび第２のサ
イドウォール１１Ａをマスクにして、ｎ型不純物である砒素（Ａｓ）イオンを、ドーズ量
５×１０15ions/cm2、注入エネルギー５０ｋｅＶの注入条件でイオン注入することにより
、半導体基板１のトランジスタ形成領域ＡｒｅａＴにｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａ
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を形成する。このイオン注入によって、ヒューズ素子４にも砒素イオンが注入され、また
、半導体基板１のうち露出する領域にも砒素イオンが注入されて、不純物拡散層１２が形
成される。
【００６５】
　次に、図３（ｄ）に示す工程で、半導体基板１上に、シリコン酸化膜やフッ素を含有す
る酸化膜（ＦＳＧ膜）等からなる第１の層間絶縁膜５を形成した後、ＣＭＰ法を用いて表
面平坦化を行なう。その後、第１の層間絶縁膜５のうちの一部をエッチングにより除去す
ることにより、ヒューズ素子４の表面に到達するコンタクトホール６ａ，６ｂを形成する
。このとき同時に、ｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａの表面に到達するコンタクトホー
ル６ｃも形成しておく。第１の層間絶縁膜５にコンタクトホール６ａ，６ｂ，６ｃをドラ
イエッチングによって形成する際には、ＣＦ4等のエッチングガスを用いることにより、
第１の層間絶縁膜５と、ヒューズ素子４のポリシリコンおよび半導体基板１のシリコンと
のエッチング速度に差をつけることができるため、エッチングが進行してコンタクトホー
ル６ａ，６ｂ，６ｃがヒューズ素子４や半導体基板１に到達してもこれらが除去されにく
い。その後、第１の層間絶縁膜５の上にコンタクトホール６ａ，６ｂ，６ｃを埋めるタン
グステン膜をＣＶＤ法により形成した後、ＣＭＰを行なうことにより第１の層間絶縁膜５
上の不要なタングステン膜を研磨除去して、コンタクトホール６ａ，６ｂ，６ｃ内にコン
タクトプラグ７ａ，７ｂ，７ｃを形成する。
【００６６】
　次に、図３（ｅ）に示す工程で、コンタクトプラグ７ａ，７ｂ，７ｃを含む第１の層間
絶縁膜５の上に第２の層間絶縁膜９を形成する。その後、第２の層間絶縁膜９の一部をエ
ッチングにより除去して、コンタクトプラグ７a, ７ｂ, ７ｃに到達する配線溝８ａ，８
ｂ，８ｃを形成する。その後、配線溝８ａ，８ｂ，８ｃを含む第２の層間絶縁膜９上に、
電解メッキ法により銅膜（図示せず）を形成する。その後、ＣＭＰ法により第２の層間絶
縁膜９上の不要な銅膜を研磨除去して、配線溝８ａ，８ｂ，８ｃ内に銅膜からなる金属配
線１３ａ，１３ｂ，１３ｃを形成する。なお、本実施形態では、金属配線をいわゆるシン
グルダマシン法を用いて形成したが、第１の層間絶縁膜５上に金属膜を形成した後、金属
膜をエッチングすることにより形成してもよい。あるいは、コンタクトプラグと金属配線
とを同時に形成するデュアルダマシン法によって形成してもよい。
【００６７】
　なお、本実施形態では、図３（ｂ）,（ｃ）に示す工程で、ヒューズ素子形成領域Ａｒ
ｅａＨの半導体基板１に不純物拡散層１０, １２を形成したが、必ずしもこれらを形成す
る必要はない。これらを形成しない場合には、図３（ｂ）, （ｃ）に示す工程で、それぞ
れヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨを覆うレジストなどからなるイオン注入マスクを形成
した後、ｎ型エクステンション拡散層１０Ａあるいはｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａ
を形成するためのイオン注入を行なえばよい。
【００６８】
　また、本実施形態では、図３（ｂ）に示す工程で、半導体基板１のトランジスタ領域Ａ
ｒｅａＴにｎ型エクステンション拡散層１０Ａを形成するのと同時にヒューズ素子４に砒
素イオンを注入したが、これらを別の工程において行なってもよい。同様に、図３（ｃ）
に示す工程で、半導体基板１のトランジスタ領域ＡｒｅａＴにｎ型ソース・ドレイン拡散
層１２Ａを形成するのと同時にヒューズ素子４に砒素イオンを注入したが、これらを別の
工程において行なってもよい。
【００６９】
　また、本実施形態では、ヒューズ素子４としてポリシリコン膜のみを用いて説明したが
、これに限定されるものではなく、例えば、ヒューズ素子４がポリシリコン膜上にシリサ
イド膜を形成した積層構造を有していてもよい。この積層構造を形成する場合には、図３
（ｃ）に示す工程で、ｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａおよび不純物拡散層１２を形成
した後に、サリサイド技術を用いて、半導体基板１のうち露出している部分とポリシリコ
ンとの上に、例えばコバルトシリサイド膜を形成すればよい。このようにシリサイド化を
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行なうと、ゲート電極４Ａおよびｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａの上にもコバルトシ
リサイド膜が形成される。なお、不純物拡散層１２の上には、コバルトシリサイド膜を形
成してもよいし形成しなくてもよい。
【００７０】
　　（第２の実施形態）
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は
図１（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。なお、図４（ａ）では、図４（ｂ）におけ
る第１の層間絶縁膜５および第２の層間絶縁膜９の図示は省略してあり、また、金属配線
１３ａ, １３ｂは点線で示してある。
【００７１】
　本実施形態のヒューズ用抵抗体（以下、ヒューズ素子と称す）４を平面的に見れば、図
４（ａ）に示すように、ヒューズ部となる第１の領域４ａと、第１の領域４ａを挟んで両
側に設けられたコンタクト形成領域となる第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃとを備え
ている。そして、ヒューズ素子４の第１の領域４ａのパターン幅Ｗ１は、第２の領域４ｂ
および第３の領域４ｃのパターン幅Ｗ２に比べて狭く形成されており、例えばパターン幅
Ｗ２が１００ｎｍ程度であるのに対し、パターン幅Ｗ１は１μｍ程度である。なお、本実
施形態では、第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃは、第１の領域４ａとの接続箇所から
離れるにしたがって除々に幅が広くなる傾斜部を有しているが、必ずしも傾斜は必要なく
矩形であってもよい。そして、第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃには、それぞれ複数
のコンタクトプラグ７ａ、７ｂが形成されている。
【００７２】
　また、本実施形態のヒューズ素子４を断面的に見れば、図４（ｂ）に示すように、半導
体基板１をエッチングして設けられたトレンチ内に形成された厚さ３００ｎｍの厚膜絶縁
膜２と、厚膜絶縁膜２の上に形成された厚さ１００ｎｍのヒューズ素子４と、半導体基板
１およびヒューズ素子４の上に設けられた第１の層間絶縁膜５と、第１の層間絶縁膜５を
貫通し、ヒューズ素子４のうちの第２の領域４ｂおよび第３の領域４ｃに到達する、タン
グステンなどの導電材料からなる直径１００ｎｍのコンタクトプラグ７ａ, ７ｂと、コン
タクトプラグ７ａ，７ｂの上からその周囲の第１の層間絶縁膜５の上に亘って設けられた
金属配線１３ａ，１３ｂと、第１の層間絶縁膜５の上のうち金属配線１３ａ，１３ｂの間
に形成された第２の層間絶縁膜９とを有している。
【００７３】
　ヒューズ素子４は、ポリシリコンやアモルファスシリコンからなる半導体層、ＡｌやＣ
ｕからなる金属層、Ｔｉ／ＴｉＮやＴａ／ＴａＮなどの高融点金属層とＡｌやＣｕなどの
金属層からなる積層構造、又は、半導体層とシリサイド層からなる積層構造からなる。ま
た、金属配線１３ａ, １３ｂは、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）またはアルミ合金か
らなる。
【００７４】
　本実施形態の最大の特徴は、図４（ａ）, （ｂ）に示すように、ヒューズ素子４の第２
の領域４ｂに接続されるコンタクトプラグ７ａと、第３の領域４ｃに接続されるコンタク
トプラグ７ｂとの数が互いに異なっていることにある。すなわち、ヒューズ素子４の両端
のコンタクト形成領域のうちの一方である第２の領域４ｂ上には、コンタクトプラグ７ａ
が５個形成されているのに対して、他方である第３の領域４ｃ上には、コンタクトプラグ
７ｂが１５個形成されている。しかも、ヒューズ素子４のうちヒューズ部となる第１の領
域４ａからコンタクトプラグ７ｂまでの距離の平均が、第１の領域４ａからコンタクトプ
ラグ７ａまでの距離の平均に比べて短くなっている。このような構成によって、コンタク
トプラグ７ｂに伝わる放熱量は、コンタクトプラグ７ａに伝わる放熱量よりも大きくなり
、第１の領域４ａのうちコンタクトプラグ７ｂに近い側の温度が低下する。このため、ヒ
ューズ素子４のヒューズ部となる第１の領域４ａ内部の温度勾配が大きくなり、第１の領
域４ａの溶断が容易に起こる。
【００７５】
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　以上のように、本実施形態によれば、ヒューズ素子の両端に接続されているコンタクト
プラグ７ａ, ７ｂの数および位置を調整することにより、ヒューズ部となる第１の領域４
ａの両端から放出される熱量を左右で異なるものとし、ヒューズ部となる第１の領域４ａ
内部の温度勾配を大きくすることができるため、電気的に溶断しやすくなる。
【００７６】
　なお、本実施形態において、数が多く放熱効果が高い側のコンタクトプラグ、すなわち
コンタクトプラグ７ｂの一部がヒューズ素子４の第３の領域４ｃと電気的に接続していな
くてもよい。具体的には、コンタクトプラグ７ｂの一部と第３の領域４ｃとの間には、第
１の層間絶縁膜５等の絶縁膜が介在していてもよい。ただし、これらのコンタクトプラグ
７ｂにもヒューズ素子４の熱を伝導させるために、間に介在している絶縁膜の厚さは１０
ｎｍ以下とすることが好ましい。また、コンタクトプラグ７ｂの一部が、金属配線１３ｂ
と電気的に接続していなくてもよい。具体的には、コンタクトプラグ７ｂの一部と金属配
線１３ｂとの間に第１の層間絶縁膜５や第２の層間絶縁膜９といった絶縁膜が介在してい
てもよい。
【００７７】
　また、本実施形態では、コンタクトプラグ７ａとコンタクトプラグ７ｂとの数を異なる
ものとすることにより、コンタクトプラグ７ａとコンタクトプラグ７ｂとのそれぞれの平
面積の合計を異なるものとし、コンタクトプラグ７ａとコンタクトプラグ７ｂからの放熱
量が互いに異なるようにしている。この観点によると、本実施形態の変形例として、図５
（ａ）, （ｂ）に示すように、コンタクトプラグ７ａとコンタクトプラグ７ｂの数は同じ
として、１つあたりの平面積を異なるものとする方法が挙げられる。図５は、第２の実施
形態の変形例の構造を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は図５（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断
面図である。この方法によっても、異なる数のコンタクトプラグを設ける方法と同様の効
果を得ることができる。
【００７８】
　また、本実施形態では、金属配線１３ｂの膜厚を金属配線１３ａの膜厚よりも厚く形成
してもよい。このように、金属配線１３ｂの断面積を金属配線１３ａの断面積よりも大き
くすることによって、コンタクトプラグ７ｂに接続されている金属配線１３ｂから外部に
放出される熱量が増大するため、ヒューズ素子４のうち第２の領域４ｂと第３の領域４ｃ
との温度差をより大きくすることができる。したがって、ヒューズ素子４における第１の
領域４ａの温度勾配をより大きくすることができる。
【００７９】
　なお、本実施形態では、ヒューズ素子４の全体を厚膜絶縁膜２上に形成したが、第１の
実施形態と同様に、ヒューズ素子４を厚膜絶縁膜２から薄膜絶縁膜３（図１（ａ）, （ｂ
）に示す）の上に亘って形成してもよい。これにより、ヒューズ素子４のヒューズ部とな
る第１の領域４ａの両端の温度差がさらに大きくなり、温度勾配が増加するため、さらに
電気的な溶断が容易になる。また、本実施形態では、コンタクトプラグ７ａ, ７ｂのそれ
ぞれの数を異なるものとし、かつ、ヒューズ素子４からの距離を異なるものとしたが、こ
れら２つの方法のうちいずれか一方のみを採用してもよい。
【００８０】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図６（
ａ）～（ｅ）は、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であ
る。図中において、左半分はヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨであり、右半分はトランジ
スタ形成領域ＡｒｅａＴである。なお、本実施形態では、トランジスタとしてＮチャネル
ＭＩＳトランジスタを用いて説明する。
【００８１】
　本実施形態の半導体装置の製造方法では、まず、図６（ａ）に示す工程で、ドライエッ
チングを行なうことにより半導体基板１におけるヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨの一部
領域を所望の深さまで除去して第１の溝部１ａを形成するのと同時に、トランジスタ形成
領域ＡｒｅａＴのうちトランジスタの活性領域を取り囲む領域を所望の深さまで除去して
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第２の溝部１ｂを形成する。その後、半導体基板１の上に、第１の溝部１ａおよび第２の
溝部１ｂを埋めるシリコン酸化膜等からなる絶縁膜（図示せず）を堆積した後、化学的機
械研磨（ＣＭＰ）法を用いて絶縁膜のうち半導体基板１の上に位置する部分を研磨除去す
ることにより、ヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨの第１の溝部１ａ内に厚膜絶縁膜２を形
成すると共に、トランジスタ形成領域ＡｒｅａＴの第２の溝部１ｂ内に素子分離絶縁膜２
ａを形成する。このとき、厚膜絶縁膜２および素子分離絶縁膜２ａは、その上面が半導体
基板１の表面とほぼ同じか若干高くなるように形成することが望ましい。
【００８２】
　次に、図６（ｂ）に示す工程で、半導体基板１のトランジスタ形成領域ＡｒｅａＴにお
ける活性領域上にゲート絶縁膜３Ａを形成する。ゲート絶縁膜３Ａは、シリコン酸化膜、
シリコン酸窒化膜、または金属酸化膜等のいずれの膜であってもよい。その後、半導体基
板１上にポリシリコン膜（図示せず）を堆積した後、フォトリソグラフィおよびドライエ
ッチングを行なうことによりポリシリコン膜をパターニングして、ヒューズ素子形成領域
ＡｒｅａＨの厚膜絶縁膜２の上にヒューズ素子４を形成すると共に、トランジスタ形成領
域ＡｒｅａＴのゲート絶縁膜３Ａの上にゲート電極４Ａを形成する。なお、本実施形態で
は、ポリシリコン膜をパターニングした後、露出したゲート絶縁膜３Ａを除去しているが
、必ずしも除去する必要はない。その後、半導体基板１のトランジスタ形成領域Ａｒｅａ
Ｔに、ゲート電極４Ａをマスクにして、ｎ型不純物である砒素（Ａｓ）イオンを、ドーズ
量５×１０14ions/cm2、注入エネルギー５０ＫｅＶの注入条件でイオン注入して、ｎ型エ
クステンション拡散層１０Ａを形成する。
【００８３】
　次に、図６（ｃ）に示す工程で、半導体基板１の上の全体に絶縁膜（図示せず）を堆積
した後、異方性ドライエッチングを行なうことにより絶縁膜をエッチバックして、ヒュー
ズ素子４の側面上に第１のサイドウォール１１を形成するとともに、ゲート電極４Ａの側
面上に第２のサイドウォール１１Ａを形成する。
【００８４】
　その後、半導体基板１のトランジスタ形成領域ＡｒｅａＴに、ゲート電極４Ａおよび第
２のサイドウォール１１Ａをマスクにして、ｎ型不純物である砒素（Ａｓ）イオンを、ド
ーズ量５×１０15ions/cm2、注入エネルギー５０ｋｅＶの注入条件でイオン注入して、ｎ
型ソース・ドレイン拡散層１２Ａを形成する。このとき同時に、半導体基板１のヒューズ
素子形成領域ＡｒｅａＨに形成されているヒューズ素子４にも砒素イオンがイオン注入さ
れる。
【００８５】
　次に、図６（ｄ）に示す工程で、半導体基板１の上にシリコン酸化膜やフッ素を含有す
る酸化膜（ＦＳＧ膜）等の第１の層間絶縁膜５を形成した後、ＣＭＰ法を用いて表面平坦
化を行なう。その後、第１の実施形態と同様なエッチング条件によって、第１の層間絶縁
膜５のうちの一部をエッチングにより除去することにより、ヒューズ素子４の表面に到達
するコンタクトホール６ａ，６ｂを形成する。このとき、コンタクトホール６ａの数に比
べて、コンタクトホール６ｂの数を多く形成する。本実施形態では、コンタクトホール６
ａを５個に対し、コンタクトホール６ｂを１５個形成する。なお、コンタクトホール６ａ
, ６ｂの形成と同時に、ｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａの表面に到達するコンタクト
ホール６ｃも形成しておく。
【００８６】
　その後、ＣＶＤ法を行なうことにより、第１の層間絶縁膜５の上にコンタクトホール６
ａ，６ｂ，６ｃを埋めるタングステン膜（図示せず）を形成した後、ＣＭＰ法により第１
の層間絶縁膜５上の不要なタングステン膜を研磨除去することにより、コンタクトホール
６ａ，６ｂ，６ｃ内にコンタクトプラグ７ａ，７ｂ，７ｃを形成する。このとき、コンタ
クトプラグ７ａが５個形成されるのに対して、コンタクトプラグ７ｂが１５個形成される
。
【００８７】
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　次に、図６（ｅ）に示す工程で、コンタクトプラグ７ａ，７ｂ，７ｃを含む第１の層間
絶縁膜５上に第２の層間絶縁膜９を形成する。その後、第２の層間絶縁膜９の一部をエッ
チングにより除去することにより、コンタクトプラグ７ａ, ７ｂ, ７ｃに到達する配線溝
８ａ, ８ｂ, ８ｃを形成する。その後、第２の層間絶縁膜９の上に、配線溝８ａ, ８ｂ, 
８ｃを埋める銅膜（図示せず）を形成し、ＣＭＰ法により第２の層間絶縁膜９上の不要な
銅膜を研磨除去することにより、配線溝８ａ，８ｂ，８ｃ内に銅膜からなる金属配線１３
ａ，１３ｂ，１３ｃを形成する。なお、本実施形態では、金属配線１３ａ，１３ｂ，１３
ｃをいわゆるシングルダマシン法を用いて形成したが、第１の層間絶縁膜５上に金属膜を
形成した後、金属膜をエッチングすることにより形成してもよい。あるいは、コンタクト
プラグと金属配線を同時に形成するデュアルダマシン法によって形成してもよい。
【００８８】
　なお、本実施形態では、図６（ａ）に示す工程で、トランジスタ形成領域ＡｒｅａＴの
活性領域を取り囲む第２の溝部１ｂと、ヒューズ素子形成領域ＡｒｅａＨに形成した第１
の溝部１ａとを分離して設けたが、必ずしも分離して設ける必要はなく、トランジスタ形
成領域ＡｒｅａＴの活性領域を取り囲む素子分離の一部を第１の溝部１ａとしてもよい。
この場合、トランジスタ形成領域ＡｒｅａＴの活性領域を取り囲む素子分離のうち、３側
面が素子分離絶縁膜２ａとなり、１側面が厚膜絶縁膜２となる。
【００８９】
　また、本実施形態では、ヒューズ素子４としてポリシリコン膜のみを用いて説明したが
、これに限定されるものではなく、例えば、ポリシリコン膜上にシリサイド膜を形成した
積層構造であってもよい。この場合、図６（ｃ）に示す工程で、ｎ型ソース・ドレイン拡
散層１２Ａを形成した後に、サリサイド技術を用いて、選択的に露出しているシリコン上
に、例えばコバルトシリサイド膜を形成する。これにより、ポリシリコン膜上にコバルト
シリサイド膜が形成された積層構造のヒューズ素子４が形成される。なお、このとき同時
に、ゲート電極４Ａおよびｎ型ソース・ドレイン拡散層１２Ａ上にもコバルトシリサイド
膜が形成される。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　以上説明したように、本発明は、電流を印加して溶断するヒューズ素子を有する半導体
装置等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は図
１（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るヒューズ素子に電流を流したときの温度分布の計
算結果を示す斜視図であり、（ａ）はヒューズ素子内部を温度範囲ごとにハッチングで区
別して示す斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った温度分布および温度勾配を
グラフにして示す図である。
【図３】（ａ）～（ｅ）は、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
断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は図
１（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】第２の実施形態の変形例の構造を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は図５（ａ）の
Ｂ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は、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
断面図である。
【図７】従来の電気ヒューズ素子を有する半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、
（ｂ）は（ａ）に示すＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【図８】従来のヒューズ素子に電流を流したときの温度分布の計算結果を示す斜視図であ
り、（ａ）はヒューズ素子内部を温度範囲ごとにハッチングで区別して示す斜視図であり
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、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線に沿った温度分布および温度勾配をグラフにして示す図であ
る。
【符号の説明】
【００９２】
　　　　　　１　　　　　　　　　　半導体基板
　　　　　　１ａ　　　　　　　　　第１の溝部
　　　　　　１ｂ　　　　　　　　　第２の溝部
　　　　　　２　　　　　　　　　　厚膜絶縁膜
　　　　　　２ａ　　　　　　　　　素子分離絶縁膜
　　　　　　３　　　　　　　　　　薄膜絶縁膜
　　　　　　３Ａ　　　　　　　　　ゲート絶縁膜
　　　　　　４　　　　　　　　　　ヒューズ素子
　　　　　　４Ａ　　　　　　　　　ゲート電極
　　　　　　４ａ　　　　　　　　　第１の領域
　　　　　　４ｂ　　　　　　　　　第２の領域
　　　　　　４ｃ　　　　　　　　　第３の領域
　　　　　　５　　　　　　　　　　第１の層間絶縁膜
　　　　　　６ａ，６ｂ，６ｃ　　　コンタクトホール
　　　　　　７a, ７ｂ, ７ｃ　　　コンタクトプラグ
　　　　　　８ａ, ８ｂ　　　　　　配線溝
　　　　　　９　　　　　　　　　　第２の層間絶縁膜
　　　　　１０　　　　　　　　　　不純物拡散層
　　　　　１０Ａ　　　　　　　　　　ｎ型エクステンション拡散層
　　　　　１１　　　　　　　　　　　第１のサイドウォール
　　　　　１１Ａ　　　　　　　　　　第２のサイドウォール
　　　　　１２　　　　　　　　　　　不純物拡散層
　　　　　１２Ａ　　　　　　　　　　ｎ型ソース・ドレイン拡散層
　　　　　１３ａ，１３ｂ，１３ｃ　　金属配線
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