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(57)【要約】
【課題】容易に製造が可能な、互いに異なる特性を有す
る二つのトランジスタを備える半導体装置を提供する。
【解決手段】半導体装置は、基板と、基板上に設けられ
た多層配線層と、多層配線層に設けられたトランジスタ
１４と、多層配線層のうちトランジスタ１４が設けられ
ている層とは異なる層に設けられ、かつトランジスタ１
４とは異なる特性を有するトランジスタ１５と、を備え
る。これにより、容易に製造が可能な、互いに異なる特
性を有する二つのトランジスタを備える半導体装置を提
供することができる。
【選択図】図５１



(2) JP 2013-161878 A 2013.8.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に設けられた多層配線層と、
　前記多層配線層に設けられた第１トランジスタと、
　前記多層配線層のうち前記第１トランジスタが設けられている層とは異なる層に設けら
れ、かつ前記第１トランジスタとは異なる特性を有する第２トランジスタと、
　を備える半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１トランジスタは、
　　前記多層配線層のうち第１配線層内に設けられた第１半導体層と、
　　前記第１半導体層と接続する第１ソース・ドレイン電極と、
　　第１ゲート絶縁膜と、
　　前記第１ゲート絶縁膜を介して前記第１半導体層に接続する第１ゲート電極と、
　を有する半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置において、
　前記第２トランジスタは、
　　前記多層配線層のうち前記第１配線層とは異なる第２配線層内に設けられた第２半導
体層と、
　　前記第２半導体層と接続する第２ソース・ドレイン電極と、
　　第２ゲート絶縁膜と、
　　前記第２ゲート絶縁膜を介して前記第２半導体層に接続する第２ゲート電極と、
　を有する半導体装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１トランジスタは、第１導電型であり、
　前記第２トランジスタは、前記第１導電型とは異なる第２導電型である半導体装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置において、
　前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタは、第１インバータを構成する半導
体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタが設けられて
いる層とは異なるに設けられた第１アクセストランジスタを備え、
　前記第１インバータおよび前記第１アクセストランジスタは、ＳＲＡＭセルを構成する
半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち前記第１アクセストランジスタが設けられている層に設けられた
第２アクセストランジスタと、
　前記第２アクセストランジスタのソース・ドレイン電極と接続する容量素子と、
　を備える半導体装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち前記第１アクセストランジスタが設けられている層に設けられた
第３アクセストランジスタと、
　前記第３アクセストランジスタのソース・ドレイン電極と接続する抵抗変化素子層と、
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　を備える半導体装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１トランジスタと前記第２トランジスタは、しきい値電圧が互いに異なる半導体
装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち互いに異なる層に設けられた複数の第３トランジスタを備え、
　前記複数の第３トランジスタは、ソース・ドレイン電極を介して互いに直列に接続して
いる半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち互いに同一の層に設けられた複数の第４トランジスタを備え、
　前記複数の第４トランジスタは、ソース・ドレイン電極の一方がビット線と接続してい
る半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち一の層には、互いに同一の特性を有する複数のトランジスタが設
けられており、
　前記多層配線層のうち前記一の層と異なる他の層には、前記一の層に設けられたトラン
ジスタとは異なる特性を有し、かつ互いに同一の特性を有する複数のトランジスタが設け
られている半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記多層配線層のうち互いに異なる複数の層それぞれに設けられたトランジスタを備え
、
　前記複数の層のうちの一部は、第１の機能を有しており、
　前記複数の層のうちの他の一部は、前記第１の機能とは異なる第２の機能を有している
半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体装置において、
　前記複数の層のうちの前記一部は、ロジック回路を構成しており、
　前記複数の層のうちの前記他の一部は、記憶回路を構成している半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１ないし１４いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記半導体層は、酸化物半導体により構成される半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の半導体装置において、
　前記酸化物半導体は、ＩｎＧａＺｎＯ、ＩｎＺｎＯ、ＺｎＯ、ＺｎＡｌＯ、ＺｎＣｕＯ
、ＮｉＯ、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、Ｔａ２Ｏ５、またはＴｉＯ２により構
成される半導体装置。
【請求項１７】
　請求項１ないし１６いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記基板は、絶縁性基板である半導体装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の半導体装置において、
　前記絶縁性基板は、ガラス基板または樹脂基板である半導体装置。
【請求項１９】
　請求項１ないし１６いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記基板は、半導体基板である半導体装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置、および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、配線層中に半導体膜を形成し、この半導体膜および配線層の配線を用
いてトランジスタを形成することが記載されている。このトランジスタでは、半導体膜の
下に位置する配線をゲート電極として使用し、かつ配線層間の拡散防止膜をゲート絶縁膜
として使用している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４１２３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　互いに特性の異なる二つのトランジスタを形成する場合、各トランジスタは、それぞれ
別工程により形成される必要がある。このため、互いに異なる特性を有する二つのトラン
ジスタを同一層内に形成する場合には、二つのトランジスタを作り分けるための工程を追
加する必要がある。この場合、半導体装置の製造は煩雑となってしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、基板と、
　前記基板上に設けられた多層配線層と、
　前記多層配線層に設けられた第１トランジスタと、
　前記多層配線層のうち前記第１トランジスタが設けられている層とは異なる層に設けら
れ、かつ前記第１トランジスタとは異なる特性を有する第２トランジスタと、
　を備える半導体装置が提供される。
【０００６】
　本発明によれば、互いに異なる特性を有する第１トランジスタおよび第２トランジスタ
を備えている。また、第２トランジスタは、多層配線層のうち第１トランジスタが設けら
れる層とは異なる層に形成される。このため、互いに異なる特性を有する第１トランジス
タと第２トランジスタを作り分けるための工程は不要となる。
　従って、互いに異なる特性を有する二つのトランジスタを備える半導体装置を、容易に
製造することが可能となる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、容易に製造が可能な、互いに異なる特性を有する二つのトランジスタ
を備える半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】図１に示す半導体装置を示す平面図である。
【図３】第１の実施形態に係る半導体装置の多層配線構造を示す断面図である。
【図４】第１の実施形態に係る半導体装置の多層配線構造を示す断面図である。
【図５】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図６】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図７】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図８】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
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【図９】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１０】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１１】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１２】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１３】第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１４】第３の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１５】第４の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１６】図１５に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１７】図１５に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１８】図１５に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１９】図１５に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２０】図１５に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２１】図１５に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２２】第５の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２３】図２２に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２４】図２２に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２５】図２２に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２６】第６の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２７】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２８】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図２９】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３０】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３１】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３２】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３３】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３４】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３５】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３６】図２６に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３７】第７の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図３８】図３７に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３９】図３７に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４０】図３７に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４１】図３７に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４２】図３７に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４３】図３７に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４４】第８の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図４５】図４４に示す半導体装置を示す平面図である。
【図４６】第９の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図４７】図４６に示す半導体装置を示す平面図である。
【図４８】第１０の実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図４９】第１１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図５０】図４９に示す半導体装置を示す平面図である。
【図５１】第１２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図５２】図５１に示す半導体装置が有するＣＭＯＳインバータ回路を示す回路図である
。
【図５３】図５１に示す半導体装置の第１変形例を示す断面図である。
【図５４】図５１に示す半導体装置の第２変形例を示す断面図である。
【図５５】第１３の実施形態に係る半導体装置を示す回路図である。
【図５６】第１４の実施形態に係る半導体装置を示す回路図である。
【図５７】第１５の実施形態に係る半導体装置を示す回路図である。
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【図５８】第１６の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図５９】図５８に示す半導体装置を示す平面図である。
【図６０】第１７の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図６１】図６０に示す半導体装置を示す回路図である。
【図６２】第１８の実施形態に係る半導体装置を示す断面模式図である。
【図６３】図２２に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　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。尚、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。
【００１０】
　図１は、第１の実施形態に係る半導体装置３００を示す断面図である。また、図２は、
図１に示す半導体装置３００を示す平面図であって、図１のＡ－Ａ'平面に対応している
。なお、図１は、図２のＢ－Ｂ'断面に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３００は、配線１０２と、配線２０２と、ゲート電極２０
と、ゲート絶縁膜２２と、半導体層２４と、を備えている。
【００１１】
　配線１０２は、配線層１００に設けられている。配線２０２は、配線層１００上に積層
された配線層２００に設けられている。ゲート電極２０は、配線層１００と配線層２００
の積層方向において配線１０２と配線２０２との間に位置している。また、ゲート電極２
０は、配線１０２および配線２０２と接続していない。ゲート絶縁膜２２は、ゲート電極
２０の側面上に設けられている。半導体層２４は、ゲート絶縁膜２２を介してゲート電極
２０の側面上に設けられている。また、半導体層２４は、配線１０２および配線２０２と
接続する。
　以下、半導体装置３００の構成について、詳細に説明する。
【００１２】
　図１に示すように、配線層１００は、配線層間に設けられる拡散防止膜１２２と、拡散
防止膜１２２上に設けられた層間絶縁膜１２０を備えている。
　層間絶縁膜１２０は、例えばシリコン酸化膜、もしくはシリコン酸化膜よりも誘電率が
低い（例えば比誘電率が２．７以下）低誘電率絶縁層、またはそれらの組み合わせにより
構成される。低誘電率層は、例えばＳｉＯＣ、ＳｉＯＣＨ、またはＳｉＬＫ（登録商標）
等の炭素含有膜、ＨＳＱ（ハイドロジェンシルセスキオキサン）膜、ＭＨＳＱ（メチル化
ハイドロジェンシルセスキオキサン）膜、ＭＳＱ（メチルシルセスキオキサン）膜、また
はこれらの多孔質膜である。
　拡散防止膜１２２は、例えばＳｉＮ、またはＳｉＣＮ等により構成される。拡散防止膜
１２２の膜厚は、例えば１０～５０ｎｍである。
【００１３】
　図１に示すように、配線層１００中には、配線１０２、配線１０４、配線１０６、ビア
１１２、ビア１１４、ビア１１６が設けられている。
　ビア１１２は、配線１０２下に設けられており、配線１０２と接続している。ビア１１
４は、配線１０４下に設けられており、配線１０４と接続している。ビア１１６は、配線
１０６下に設けられており、配線１０６と接続している。
【００１４】
　配線１０２、配線１０４、および配線１０６は、層間絶縁膜１２０内に埋め込まれてい
る。また、配線１０２、配線１０４、および配線１０６は、同一工程で形成されている。
このため、配線１０２、配線１０４、および配線１０６は、例えば同一の材料により構成
される。配線１０２、配線１０４、および配線１０６は、例えば銅を主成分（９５％以上
）とする金属材料により形成されている。
　なお、配線１０２およびビア１１２、配線１０４およびビア１１４、ならびに配線１０
６およびビア１１６は、それぞれシングルダマシン法により形成されてもよく、またデュ
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アルダマシン法により形成されてもよい。
　また、配線１０２、配線１０４、および配線１０６は、例えばＡｌ配線であってもよい
。この場合、配線１０２、配線１０４、および配線１０６は、例えば金属膜をドライエッ
チングにより選択的に除去した構造を有する。
【００１５】
　図１に示すように、配線層２００は、ゲート電極２０、ゲート絶縁膜２２、半導体層２
４、絶縁膜３０、および絶縁膜４０を含んでいる。
　絶縁膜３０は、層間絶縁膜１２０上に設けられている。また、絶縁膜３０は、配線１０
２の一部および配線１０４の一部を覆うように設けられている。絶縁膜３０は、配線１０
４上に開口部３２を有している。これにより、配線１０４は、絶縁膜３０上に露出するこ
ととなる。絶縁膜３０は、後述する拡散防止膜２２２と同様の材料により構成することが
でき、例えばＳｉＮ、またはＳｉＣＮ等により構成することができる。絶縁膜３０の膜厚
は、例えば１０～５０ｎｍである。
【００１６】
　ゲート電極２０は、絶縁膜３０上に設けられている。すなわち、配線１０２とゲート電
極２０との間には絶縁膜３０が位置する。これにより、ゲート電極２０は、配線１０２と
接続しないこととなる。
　また、ゲート電極２０は、絶縁膜３０に設けられた開口部３２を介して、配線１０４と
接続している。これにより、配線１０４を介してゲート電極２０にゲート電圧が印加され
ることとなる。
　ゲート電極２０は、例えばＴｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌ、ＴｉＮ、ＴａＮまたはＷＮ、Ｃｏま
たはＷを含む化合物、もしくはこれらのいずれかにＣおよびＯの少なくとも１つを導入し
た材料により構成される。ゲート電極２０は、これらの材料により構成された単層であっ
てもよく、二つ以上の層が積層したものであってもよい。ゲート電極２０の膜厚は、例え
ば５～２００ｎｍである。
【００１７】
　絶縁膜４０は、ゲート電極２０上に設けられている。絶縁膜４０は、ゲート電極２０を
エッチングによりパターニングする際のハードマスクとして機能する。絶縁膜４０は、例
えばＳｉＮ、ＳｉＯ２により構成される。また、絶縁膜４０の膜厚は、例えば１０～１５
０ｎｍである。絶縁膜４０の膜厚を１０～１５０ｎｍとすることにより、層間絶縁膜２２
０内に配線２０２およびビア２１２を埋め込む開口を形成する際に（図１２（ｂ）参照）
、絶縁膜４０が除去されてゲート電極２０が露出してしまうことを抑制することができる
。
　絶縁膜３０の膜厚は、と絶縁膜４０の膜厚は、いずれか一方が他方より大きくてもよく
、互いに等しくてもよい。いずれか一方の膜厚が他方より大きい場合、配線１０２と配線
２０２のうち膜厚の大きい絶縁膜と接する側の配線を、ドレイン電極として機能させるこ
とができる。なお、本実施形態においては、例えば絶縁膜３０の膜厚は、絶縁膜４０の膜
厚よりも大きい。
【００１８】
　図２に示すように、ゲート電極２０の平面形状は、例えば矩形である。なお、ゲート電
極２０の平面形状はこれに限られず、矩形以外の多角形等であってもよい。
　絶縁膜３０および絶縁膜４０の平面形状は、ゲート電極２０と同様である（図示せず）
。
【００１９】
　図１に示すように、ゲート絶縁膜２２は、ゲート電極２０、絶縁膜３０、および絶縁膜
４０の側面上に設けられている。ゲート絶縁膜２２は、平面視で枠形状である。また、ゲ
ート絶縁膜２２は、平面形状が矩形であるゲート電極２０の四辺に沿って設けられている
。
　ゲート絶縁膜２２は、例えばシリコン酸化膜またはシリコン窒化膜、Ｈｆ、Ｚｒ、Ａｌ
、ＴｉおよびＴａの少なくとも一つの酸化膜、これらのいずれかの金属シリケート物、も



(8) JP 2013-161878 A 2013.8.19

10

20

30

40

50

しくはこれらのいずれかに窒素および炭素の少なくとも一つを添加した膜等により構成さ
れる。
　基板（図３参照）平面と水平な平面方向におけるゲート絶縁膜２２の膜厚は、例えば０
．５～３０ｎｍである。
【００２０】
　半導体層２４は、ゲート絶縁膜２２を介してゲート電極２０、絶縁膜３０、および絶縁
膜４０の側面上に設けられている。半導体層２４は、平面視で枠形状である。また、半導
体層２４は、平面形状が矩形であるゲート電極２０の四辺に沿って設けられている。さら
に、半導体層２４は、配線１０２と接続している。
　半導体層２４は、例えば酸化物半導体により構成される。酸化物半導体としては、例え
ばＩｎＧａＺｎＯ、ＩｎＺｎＯ、ＺｎＯ、ＺｎＡｌＯ、ＺｎＣｕＯ、ＮｉＯ、ＳｎＯ、Ｓ
ｎＯ２、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、Ｔａ２Ｏ５、もしくはＴｉＯ２等、またはこれらに窒素等の
不純物を添加したものを用いることができる。
　基板６０（図３参照）平面と水平な平面方向における半導体層２４の膜厚は、例えば１
０～１００ｎｍである。また、配線層１００と配線層２００の積層方向における半導体層
２４の厚さは、例えば３０～３００ｎｍである。
【００２１】
　図１に示すように、配線層２００は、配線層１００上に設けられた拡散防止膜２２２と
、拡散防止膜２２２上に設けられた層間絶縁膜２２０を備えている。拡散防止膜２２２は
、ゲート電極２０、ゲート絶縁膜２２、半導体層２４、絶縁膜３０、および絶縁膜４０を
覆うように設けられる。
　層間絶縁膜２２０は、例えば層間絶縁膜１２０と同様の材料により構成される。拡散防
止膜２２２は、例えば拡散防止膜１２２と同様の材料により構成され、かつ拡散防止膜１
２２と同様の膜厚を有する。
【００２２】
　図１に示すように、配線層２００中には、配線２０２、配線２０６、ビア２１２、およ
びビア２１６が設けられている。
　ビア２１２は、配線２０２下に設けられており、配線２０２と接続している。また、ビ
ア２１２は、半導体層２４と接続している。このため、半導体層２４は、配線２０２と接
続されることとなる。また、ビア２１６は、配線２０６下に設けられており、配線２０６
と接続している。
【００２３】
　図２に示すビア２１２は、ビア２１２の底面を示している。また、図２に示す配線１０
２は、配線１０２の上面を示している。
　図２に示すように、配線１０２の上面とビア２１２の底面は、平面視で重なっている。
また、半導体層２４の一部は、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域に位置
する。
　本実施形態において、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域は、ゲート電
極２０の一辺を含んでいる。すなわち、平面形状が矩形であるゲート電極２０の一辺、お
よび当該一辺に隣接する二辺の一部が、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領
域に含まれる。この場合、ゲート電極２０の側面上に設けられた半導体層２４の一辺、お
よび当該一辺に隣接する二辺の一部も、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領
域に含まれる。
【００２４】
　図１に示すように、配線２０２、および配線２０６は、例えば層間絶縁膜２２０内に埋
め込まれている。また、配線２０２、および配線２０６は、同一工程で形成されている。
このため、配線２０２、および配線２０６は、例えば同一の材料により構成される。配線
２０２、および配線２０６は、例えば配線１０２と同様の材料により構成される。
　図１に示す例において、配線２０２およびビア２１２、ならびに配線２０６およびビア
２１６は、それぞれシングルダマシン法により形成されてもよく、またデュアルダマシン
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法により形成されてもよい。
　また、配線２０２、および配線２０６は、例えばＡｌ配線であってもよい。この場合、
配線２０２、および配線２０６は、例えば金属膜をドライエッチングにより選択的に除去
した構造を有する。
【００２５】
　図１に示すように、配線２０２、およびビア２１２を埋め込むための溝または孔の側壁
には、バリアメタル膜２３２が形成されている。また、配線２０６、およびビア２１６を
埋め込むための溝または孔の側壁には、バリアメタル膜２３６が形成されている。
　バリアメタル膜２３２、およびバリアメタル膜２３６は、例えばＴｉ、Ｔａ、Ｒｕ、ま
たはＷ、もしくはこれらの窒化物または酸化物により構成される。なお、バリアメタル膜
２３２、およびバリアメタル膜２３６は、これらの材料により構成された単層であっても
よく、二つ以上の層が積層したものであってもよい。積層構造の例としては、例えばＴｉ
Ｎ（上層）／Ｔｉ（下層）、またはＴａ（上層）／ＴａＮ（下層）等の積層構造がある。
【００２６】
　また、配線層１００においても、各配線およびビアを埋め込むための溝または孔の側壁
にバリアメタル膜が形成されていてもよい。このバリアメタル膜は、例えばバリアメタル
膜２３２と同様の材料および構造である。
【００２７】
　本実施形態において、配線１０２、配線２０２、ゲート電極２０、ゲート絶縁膜２２、
および半導体層２４は、トランジスタ１０を構成する。
　半導体層２４のうち、ビア２１２の底面と配線１０２の上面が重なる領域に位置する部
分において、チャネル領域５０が形成される。また、ビア２１２を介して半導体層２４と
接続する配線２０２、および半導体層２４と接続する配線１０２が、ソース・ドレイン電
極として機能する。絶縁膜３０および絶縁膜４０は、ゲート電極２０とソース・ドレイン
電極との間の距離を規定するサイドウォールとしての機能を有する。
　本実施形態において、ドレイン電極は、例えば配線１０２により構成される。また、配
線１０２とゲート電極２０との間に設けられる絶縁膜３０の膜厚を、ビア２１２とゲート
電極２０との間に設けられる絶縁膜４０の膜厚よりも大きくすることができる。このよう
に、配線１０２がドレイン電極として使用される場合において、ゲート電極２０とドレイ
ン電極との間に設けられる絶縁膜３０の膜厚を大きくすることで、トランジスタ１０のド
レイン耐圧を向上させることが可能となる。
　本実施形態において、ドレイン電極は、配線２０２により構成されてもよい。また、ビ
ア２１２とゲート電極２０との間に設けられる絶縁膜４０の膜厚を、配線１０２とゲート
電極２０との間に設けられる絶縁膜３０の膜厚よりも大きくすることができる。このよう
に、配線２０２がドレイン電極として使用される場合において、ゲート電極２０とドレイ
ン電極との間に設けられる絶縁膜４０の膜厚を大きくすることで、トランジスタ１０のド
レイン耐圧を向上させることが可能となる。
【００２８】
　なお、本実施形態におけるチャネル領域５０のチャネル長は、配線層１００と配線層２
００の積層方向における半導体層２４の厚さにより規定される。また、チャネル領域５０
のチャネル幅は、基板６０（図３参照）平面と水平な平面方向における、配線１０２の上
面とビア２１２の底面が重なる領域に位置する半導体層２４の長さにより規定される。
【００２９】
　図３は、本実施形態に係る半導体装置３００の多層配線構造を示す断面図である。図４
は、本実施形態に係る半導体装置３００の多層配線構造を示す断面図であり、図３とは異
なる例を示している。
　図３に示すように、半導体装置３００は、基板６０と、基板６０上に設けられた多層配
線層を備えている。図１に示す配線層１００および配線層２００は、当該多層配線層の一
部を構成している。多層配線層は、回路を形成するための配線層であるローカル配線層８
０と、ローカル配線層８０上に設けられ、電源配線および接地配線を引き回すためのグロ
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ーバル配線層８２を含む。
　図３に示すように、配線層２００は、例えばグローバル配線層８２の最下層に設けられ
る。また、配線層１００は、例えばローカル配線層８０の最上層に設けられる。
【００３０】
　図３に示すように、基板６０には、素子分離膜６２、トランジスタ７０、およびトラン
ジスタ７２が設けられている。また、素子分離膜６２上には、受動素子７４（例えば抵抗
素子）が設けられている。受動素子７４は、トランジスタ７０およびトランジスタ７２の
ゲート電極と同一工程で形成されている。
【００３１】
　配線層２００上には、層間絶縁膜９０を介して配線９４が形成されている。配線９４は
、Ａｌ配線であり、ビア９２を介して配線層２００中に設けられた配線（例えば配線２０
６）と接続している。配線９４は、下面及び上面に、バリアメタル膜が形成されている。
このバリアメタル膜は、Ｔｉを主成分とする金属膜、この金属の窒化膜、またはこれら金
属膜および窒化膜の積層膜である。なお、配線９４と同一層には、電極パッド（図示せず
）が形成されている。
【００３２】
　なお、ローカル配線層８０を構成する各配線層は、グローバル配線層８２を構成する配
線層よりも薄い。そしてローカル配線層８０の各配線も、グローバル配線層８２の各配線
よりも薄い。また、グローバル配線層８２では、ローカル配線層８０よりも配線幅や、配
線間距離が大きい。
【００３３】
　図４は、図３の変形例を示す図である。この図において、配線層１００および配線層２
００は、いずれもグローバル配線層８２に形成されている。そして、配線２０２および配
線２０６は、Ａｌ配線により形成されている。電源パッド、接地パッド、およびＩ／Ｏパ
ッドは、配線２０２、配線２０６と同一層に形成されている。
【００３４】
　次に、本実施形態に係る半導体装置３００の製造方法を説明する。図５～１２は、図１
に示す半導体装置３００の製造方法を示す断面図である。
　まず、図５（ａ）に示すように、配線層１００を形成する。配線層１００は、基板６０
上に設けられた多層配線層の一部を構成する。
　配線層１００は次のように形成される。まず、配線層１００の下層に位置する配線層上
に拡散防止膜１２２および層間絶縁膜１２０を積層する。次いで、拡散防止膜１２２およ
び層間絶縁膜１２０中に、配線１０２およびビア１１２、配線１０４およびビア１１４、
ならびに配線１０６およびビア１１６を形成する。配線１０２およびビア１１２、配線１
０４およびビア１１４、ならびに配線１０６およびビア１１６は、例えばデュアルダマシ
ン法またはシングルダマシン法を用いて形成される。また、配線１０２、配線１０４、お
よび配線１０６は、例えば層間絶縁膜１２０上に設けられた金属膜をドライエッチング等
によりパターニングすることで形成されてもよい。
　次いで、図５（ｂ）に示すように、配線層１００上に絶縁膜３０を形成する。
【００３５】
　次に、図６（ａ）に示すように、絶縁膜３０上に、レジスト膜２５０を形成する。次い
で、レジスト膜２５０を露光および現像し、平面視で配線１０４上に位置する開口部２５
２をレジスト膜２５０に形成する。なお、開口部２５２は、平面視で配線１０４の内側に
位置するように設けられる。
　次に、図６（ｂ）に示すように、レジスト膜２５０をマスクとしたドライエッチング等
により、絶縁膜３０のうち開口部２５２下に位置する部分を選択的に除去する。これによ
り、絶縁膜３０に開口部３２が形成される。このとき、開口部３２を介して絶縁膜３０上
に配線１０４が露出することとなる。
【００３６】
　次に、図７（ａ）に示すように、レジスト膜２５０を除去する。レジスト膜２５０の除
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去は、例えばアッシング等の方法により行われる。
　次に、図７（ｂ）に示すように、絶縁膜３０上、および開口部３２中に、ゲート電極２
０を形成する。次いで、ゲート電極２０上に、絶縁膜４０を形成する。
【００３７】
　次に、図８（ａ）に示すように、レジスト膜２５４を形成する。レジスト膜２５４は、
絶縁膜４０上に設けられたレジスト膜を露光および現像することにより形成される。
　次に、図８（ｂ）に示すように、レジスト膜２５４をマスクとしたドライエッチング等
により、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０を選択的に除去する。当該エッ
チングは、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０が、配線１０２の一部および
配線１０４の一部を覆うように行われる。これにより、絶縁膜３０、ゲート電極２０、お
よび絶縁膜４０が所定の形状に加工される。なお、このエッチング処理工程において、絶
縁膜４０は、ハードマスクとして機能することとなる。
【００３８】
　次に、図９（ａ）に示すように、レジスト膜２５４を除去する。レジスト膜２５４の除
去は、例えばアッシング等の方法により行われる。
　次に、図９（ｂ）に示すように、配線層１００上にゲート絶縁膜２２を形成する。この
とき、ゲート絶縁膜２２は、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０を覆うよう
に形成される。
【００３９】
　次に、図１０（ａ）に示すように、ゲート絶縁膜２２を全面エッチバックする。これに
より、ゲート絶縁膜２２を所定の形状、すなわち絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶
縁膜４０の側面上に設けられた形状に加工することができる。
　次に、図１０（ｂ）に示すように、配線層１００上に半導体層２４を形成する。このと
き、半導体層２４は、絶縁膜３０、ゲート電極２０、絶縁膜４０、およびゲート絶縁膜２
２を覆うように形成される。
【００４０】
　次に、図１１（ａ）に示すように、半導体層２４を全面エッチバックする。これにより
、半導体層２４を所定の形状、すなわちゲート絶縁膜２２を介して絶縁膜３０、ゲート電
極２０、および絶縁膜４０の側面上に設けられた形状に加工することができる。
　次に、図１１（ｂ）に示すように、配線層１００上に拡散防止膜２２２を形成する。拡
散防止膜２２２は、絶縁膜３０、ゲート電極２０、絶縁膜４０、ゲート絶縁膜２２、およ
び半導体層２４を覆うように形成される。
【００４１】
　次に、図１２（ａ）に示すように、拡散防止膜２２２上に層間絶縁膜２２０を形成する
。
　次に、図１２（ｂ）に示すように、層間絶縁膜２２０および拡散防止膜２２２中に、配
線２０２およびビア２１２、ならびに配線２０６およびビア２１６を埋め込むための開口
を形成する。次いで、当該開口の側壁上にバリアメタル膜２３２およびバリアメタル膜２
３６を形成する。次いで、配線層２００上および当該開口内に、金属膜を形成する。そし
て、層間絶縁膜２２０上の当該金属膜を、例えばＣＭＰ等により除去する。これにより、
図１に示す配線層２００が得られる。
　その後、例えば配線層２００上に他の配線層を形成して、本実施形態に係る半導体装置
３００が得られることとなる。
【００４２】
　なお、図１２（ｂ）に示すように、本実施形態において、配線２０２およびビア２１２
、ならびに配線２０６およびビア２１６は、デュアルダマシン法により形成された。しか
し、これに限られず、配線２０２およびビア２１２、ならびに配線２０６およびビア２１
６は、例えばシングルダマシン法により形成されてもよい。また、配線２０２および配線
２０６は、例えば層間絶縁膜２２０上に設けられた金属膜をドライエッチング等によりパ
ターニングすることで形成されてもよい。
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【００４３】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
　特許文献１に記載の半導体素子では、同一配線層内に設けられた二つの配線をソース・
ドレイン電極としている。また、ゲート電極は、ソース・ドレイン電極下に設けられ、か
つ平面視でソース・ドレイン電極間に位置する配線により構成される。このため、半導体
素子のチャネル長は、ソース・ドレイン電極を構成する二つの配線の間隔によって規定さ
れる。この場合、チャネル長微細化限界は、配線形成に用いられるリソグラフィ解像限界
により制限されてしまう。
　例えば、グローバル配線層等、多層配線層のうちの上部に位置する配線層においては、
配線の線幅やピッチ等の設計寸法が他の層と比較して大きい。この場合、リソグラフィの
解像限界は、このような大きい設計寸法により制約されてしまう。このため、チャネル長
の微細化を図ることが困難となる。
【００４４】
　本実施形態によれば、配線層１００に設けられた配線１０２、および配線層１００上に
積層された配線層２００に設けられた配線２０２により、ソース・ドレイン電極を構成し
ている。また、ゲート電極２０は、配線１０２と配線２０２との間に配置される。このた
め、配線層内に設けられるトランジスタ１０のチャネル長は、ゲート電極２０の膜厚によ
り決定される。この場合、トランジスタ１０のチャネル長は、配線形成に用いられるリソ
グラフィの解像限界によって制限されない。従って、多層配線層内に設けられる半導体素
子のチャネル長を短くし、半導体素子の性能を向上させることができる。
【００４５】
　また、本実施形態によれば、トランジスタ１０のチャネル長は、配線形成に用いられる
リソグラフィの解像限界によって制限されない。このため、グローバル配線層等、多層配
線層のうちの上部に位置する配線層に半導体素子を設ける場合においても、チャネル長の
微細化を図ることができる。
　さらに、チャネル長を短くすることで、オン抵抗の低減等、トランジスタの性能を向上
させることができる。このため、トランジスタの面内密度を一定に保ちつつ、トランジス
タの性能向上を図ることができる。
【００４６】
　特許文献１において、ゲート電極は、Ｃｕ配線により構成される。また、ゲート絶縁膜
は、当該ゲート電極を有する配線層上に形成されるＣｕ拡散防止膜により構成される。こ
の場合、ゲート電極やゲート絶縁膜の材料や膜厚を任意に選択することができない。
　これに対し、本実施形態によれば、ゲート電極２０は、配線層２００に設けられる配線
とは別個に形成される。また、ゲート絶縁膜２２は、配線層１００上に設けられる拡散防
止膜２２２とは別個に設けられる。このため、ゲート電極２０およびゲート絶縁膜２２の
材料や膜厚を任意に選択することができる。
【００４７】
　上記のようにゲート電極およびゲート絶縁膜の材料や膜厚を適切に選択することで、チ
ャネル長を微細化した場合であっても、短チャネル効果を抑制することができる。
　また、ゲート電極の材料を選択することで、ゲート電極の仕事関数を任意に選択できる
。このため、半導体素子のしきい値電圧を制御することができる。これにより、例えば半
導体素子をノーマリオン型またはノーマリオフ型のいずれにも設定することが可能となる
。
【００４８】
　特許文献１では、ゲート絶縁膜をＣｕ拡散バリア膜としても機能させる。この場合、ゲ
ート絶縁膜には、Ｃｕ拡散バリア膜としての機能を実現するだけの膜厚が必要とされる。
また、この場合、ゲート絶縁膜は、Ｃｕ拡散バリア膜としての機能を有する材料により構
成される必要がある。
　これに対し、本実施形態によれば、ゲート絶縁膜２２の膜厚を任意に選択することがで
きる。このため、ゲート絶縁膜を薄膜化して、半導体素子の性能向上を図ることが可能と
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なる。
　また、本実施形態によれば、ゲート絶縁膜２２の材料を任意に選択することができる。
このため、例えばゲート絶縁膜中のトラップ密度等を制御して、半導体素子の信頼性を向
上させることが可能となる。
【００４９】
　図１３は、第２の実施形態に係る半導体装置３０２を示す断面図であって、第１の実施
形態における図１に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３０２では、配線２０４およびビア２１４が設けられてお
り、配線１０４およびビア１１４が設けられていない。これらの点を除いて、本実施形態
に係る半導体装置３０２は、第１の実施形態に係る半導体装置３００と同様である。
【００５０】
　図１３に示すように、半導体装置３０２は、配線層２００中に設けられた配線２０４お
よびビア２１４を備えている。
　ビア２１４は、配線２０４下に設けられており、配線２０４と接続している。また、ビ
ア２１４は、拡散防止膜２２２および絶縁膜４０を貫通して設けられており、ゲート電極
２０と接続している。このため、本実施形態では、配線２０４を介してゲート電極２０に
ゲート電圧が印加されることとなる。
　配線２０４は、層間絶縁膜２２０内に埋め込まれている。また、配線２０４は、配線２
０２と同一工程で形成される。このため、配線２０４は、配線２０２と同一の材料により
構成される。なお、配線２０４は、シングルダマシン法により形成されてもよく、またデ
ュアルダマシン法により形成されてもよい。また、配線２０４は、例えば金属膜をドライ
エッチングにより選択的に除去した構造を有していてもよい。
【００５１】
　配線２０４、およびビア２１４を埋め込むための溝または孔の側壁には、バリアメタル
膜２３４が形成されている。バリアメタル膜２３４は、例えばバリアメタル膜２３２と同
様の材料により構成される。
【００５２】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５３】
　図１４は、第３の実施形態に係る半導体装置３０４を示す断面図であって、第１の実施
形態に係る図１に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３０４は、絶縁膜２６を備えている。この点を除いて、本
実施形態に係る半導体装置３０４は、第１の実施形態に係る半導体装置３００と同様の構
成を有する。
【００５４】
　図１４に示すように、絶縁膜２６は、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を介して絶
縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０の側面上に設けられている。
　絶縁膜２６は、例えばＳｉＮ、ＳｉＯ２により構成される。また、基板６０平面と水平
な平面方向における絶縁膜２６の膜厚は、例えば１０～１００ｎｍである。
【００５５】
　本実施形態に係る半導体装置３０４の製造方法は、次のようである。
　まず、図５～１０および図１１（ａ）に示す第１の実施形態の製造工程と同様の工程を
経て、図１１（ａ）に示す構造を得る。次いで、配線層１００上に絶縁膜２６を形成する
。絶縁膜２６は、絶縁膜３０、ゲート電極２０、絶縁膜４０、ゲート絶縁膜２２、および
半導体層２４を覆うように形成される。次いで、絶縁膜２６を全面エッチバックする。こ
れにより、絶縁膜２６を所定の形状、すなわちゲート絶縁膜２２および半導体層２４を介
して絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０の側面上に設けられた形状に加工す
ることができる。
　その後、図１１（ｂ）および図１２に示す第１の実施形態の製造工程と同様の工程を経
て、半導体装置３０４を形成する。
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【００５６】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施形態によれば、拡散防止膜２２２と半導体層２４との間に絶縁膜２６が設
けられている。このため、拡散防止膜２２２の厚さが十分でない場合においても、半導体
層２４により形成されるチャネル領域５０を周囲から分離することが可能となる。
　また、本半導体装置の製造時において、半導体膜２４が露出する時間を短くすることが
できる。このため、安定した特性を得ることができる。
【００５７】
　図１５は、第４の実施形態に係る半導体装置３０６を示す断面図であって、第１の実施
形態における図１に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３０６において、絶縁膜３０は、下層絶縁膜３４および上
層絶縁膜３６により構成される。この点を除いて、本実施形態に係る半導体装置３０６は
、第１の実施形態と同様の構成を有する。
【００５８】
　図１５に示すように、絶縁膜３０は、下層絶縁膜３４、および下層絶縁膜３４上に設け
られた上層絶縁膜３６により構成される。
　上層絶縁膜３６は、下層絶縁膜３４とは異なる材料により構成される。下層絶縁膜３４
の材料としては、後述するように、上層絶縁膜３６をエッチングによりパターニングする
際のエッチングストッパ膜として機能するものを選択することができる。下層絶縁膜３４
は、例えばシリコン窒化膜等により構成される。上層絶縁膜３６は、例えばシリコン酸化
膜等により構成される。
　下層絶縁膜３４の膜厚は、例えば１０～５０ｎｍである。上層絶縁膜３６の膜厚は、例
えば１０～５０ｎｍである。
【００５９】
　次に、本実施形態に係る半導体装置３０６の製造方法を説明する。図１６～２１は、図
１５に示す半導体装置３０６の製造方法を示す断面図である。
　まず、図１６（ａ）に示すように、配線層１００を形成する。配線層１００は、基板６
０上に設けられた多層配線層の一部を構成する。なお、配線層１００は、第１の実施形態
と同様に形成することができる。
　次に、図１６（ｂ）に示すように、配線層１００上に絶縁膜３０を形成する。絶縁膜３
０は、下層絶縁膜３４、および下層絶縁膜３４上に積層された上層絶縁膜３６により構成
される。
【００６０】
　次に、図１７（ａ）に示すように、絶縁膜３０上に、レジスト膜２５０を形成する。次
いで、レジスト膜２５０を露光および現像し、平面視で配線１０４上に位置する開口部２
５２をレジスト膜２５０に形成する。なお、開口部２５２は、平面視で配線１０４の内側
に位置するように設けられる。
　次に、図１７（ｂ）に示すように、レジスト膜２５０をマスクとしたドライエッチング
等により、上層絶縁膜３６のうち開口部２５２下に位置する部分を選択的に除去する。こ
れにより、上層絶縁膜３６に開口部３８が形成される。当該エッチング工程において、下
層絶縁膜３４は、エッチングストッパ膜として機能する。従って、開口部３８下には、下
層絶縁膜３４が残ることとなる。
【００６１】
　次に、図１８（ａ）に示すように、レジスト膜２５０を除去する。レジスト膜２５０の
除去は、例えばアッシング等の方法により行われる。このアッシング処理時において、配
線１０４は、下層絶縁膜３４により覆われており、露出していない。従って、アッシング
を受けて配線１０４が劣化してしまうことを抑制できる。
　次に、図１８（ｂ）に示すように、上層絶縁膜３６をマスクとしたドライエッチング等
により、開口部３８下に位置する下層絶縁膜３４を選択的に除去する。これにより、絶縁
膜３０に開口部３２が形成される。このとき、開口部３２を介して絶縁膜３０上に配線１
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０４が露出することとなる。
【００６２】
　次に、図１９（ａ）に示すように、絶縁膜３０上、および開口部３２中に、ゲート電極
２０を形成する。次いで、ゲート電極２０上に、絶縁膜４０を形成する。
　次に、図１９（ｂ）に示すように、レジスト膜２５４を形成する。レジスト膜２５４は
、絶縁膜４０上に設けられたレジスト膜を露光および現像することにより形成される。
【００６３】
　次に、図２０（ａ）に示すように、レジスト膜２５４をマスクとしたドライエッチング
等により、絶縁膜４０を選択的に除去する。これにより、絶縁膜４０は、所定の形状に加
工される。
　次に、図２０（ｂ）に示すように、レジスト膜２５４を除去する。レジスト膜２５４の
除去は、例えばアッシング等の方法により行われる。このアッシング処理時において、配
線層１００に設けられた配線（例えば配線１０２、配線１０６）は、ゲート電極２０等に
より覆われており、露出していない。従って、アッシングを受けて配線が劣化してしまう
ことを抑制できる。
【００６４】
　次に、図２１（ａ）に示すように、絶縁膜４０をマスクとしたドライエッチング等によ
り、絶縁膜３０およびゲート電極２０を選択的に除去する。これにより、絶縁膜３０およ
びゲート電極２０が所定の形状に加工される。
　次に、図２１（ｂ）に示すように、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０の
側面上に、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を形成する。なお、ゲート絶縁膜２２お
よび半導体層２４の形成は、第１の実施形態と同様に行うことができる。
　その後、第１の実施形態と同様に、配線層２００を形成する。そして、例えば配線層２
００上に他の配線層を形成し、本実施形態に係る半導体装置３０６が得られる。
【００６５】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
　半導体装置の製造工程では、レジスト膜を除去するためのアッシング処理により、配線
が劣化してしまうことがある。
　本実施形態では、絶縁膜３０を、下層絶縁膜３４と、下層絶縁膜３４上に設けられ、か
つ下層絶縁膜３４とは異なる材料により構成される上層絶縁膜３６と、により構成してい
る。これにより、図１８（ａ）に示すように、レジスト膜２５０をアッシングにより除去
する工程において、配線１０４を下層絶縁膜３４により保護することができる。従って、
レジスト膜を除去するためのアッシング処理において、配線が劣化してしまうことを抑制
できる。
【００６６】
　また、本実施形態では、図２０（ａ）に示すように、レジスト膜２５４をマスクとして
、絶縁膜４０を選択的に除去する。そして、レジスト膜２５４をアッシング処理により除
去した後、絶縁膜４０をマスクとして、絶縁膜３０およびゲート電極２０をパターニング
する。このため、レジスト膜２５４を除去する工程において、配線層１００に設けられた
配線を、絶縁膜３０およびゲート電極２０により保護することができる。従って、レジス
ト膜を除去するためのアッシング処理において、配線が劣化してしまうことを抑制できる
。
【００６７】
　図２２は、第５の実施形態に係る半導体装置３０８を示す断面図であって、第４の実施
形態における図１５に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３０８は、絶縁膜４０が、下層絶縁膜４４および上層絶縁
膜４６により構成されている。この点を除いて、本実施形態に係る半導体装置３０８は、
第４の実施形態に係る半導体装置３０６と同様の構成を有する。
【００６８】
　図２２に示すように、絶縁膜４０は、下層絶縁膜４４、および下層絶縁膜４４上に設け
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られた上層絶縁膜４６により構成される。
　上層絶縁膜４６は、下層絶縁膜４４とは異なる材料により構成される。下層絶縁膜４４
は、例えばＳｉＮ、またはＳｉＯ２等により構成される。上層絶縁膜４６は、例えばＳｉ
Ｎ、またはＳｉＯ２等により構成される。
　下層絶縁膜４４の膜厚は、例えば５～５０ｎｍである。上層絶縁膜４６の膜厚は、例え
ば５～５０ｎｍである。
【００６９】
　次に、本実施形態に係る半導体装置３０８の製造方法を説明する。図２３～２５および
６３は、図２２に示す半導体装置３０８の製造方法を示す断面図である。
　まず、図１６～１８に示す第４の実施形態の製造工程と同様の工程を経て、図１８（ｂ
）に示す構造を得る。
　次に、図２３（ａ）に示すように、絶縁膜３０上、および開口部３２中に、ゲート電極
２０を形成する。次いで、ゲート電極２０上に、絶縁膜４０を形成する。絶縁膜４０は、
下層絶縁膜４４、および下層絶縁膜４４上に積層された上層絶縁膜４６からなる。
　次に、図２３（ｂ）に示すように、レジスト膜２５４を形成する。レジスト膜２５４は
、絶縁膜４０上に設けられたレジスト膜を露光および現像することにより形成される。
【００７０】
　次に、図２４（ａ）に示すように、レジスト膜２５４をマスクとしたドライエッチング
等により、下層絶縁膜４４および上層絶縁膜４６を選択的に除去する。これにより、絶縁
膜４０は、所定の形状に加工される。
　次に、図２４（ｂ）に示すように、レジスト膜２５４を除去する。レジスト膜２５４の
除去は、例えばアッシング等の方法により行われる。
【００７１】
　なお、絶縁膜４０の加工は、例えば次のように行われてもよい。
　図２３（ｂ）に示す工程の後、図６３（ａ）に示すように、レジスト膜２５４をマスク
としたドライエッチング等により、上層絶縁膜４６を選択的に除去する。これにより、上
層絶縁膜４６は、所定の形状に加工される。次いで、図６３（ｂ）に示すように、レジス
ト膜２５４を除去する。レジスト膜２５４の除去は、例えばアッシング等の方法により行
われる。次いで、上層絶縁膜４４をマスクとしたドライエッチング等により、下層絶縁膜
４６を選択的に除去する。これにより、図２４（ｂ）に示すように、絶縁膜４０が所定の
形状に加工される。
【００７２】
　次に、図２５（ａ）に示すように、絶縁膜４０をマスクとしたドライエッチング等によ
り、絶縁膜３０およびゲート電極２０を選択的に除去する。これにより、絶縁膜３０およ
びゲート電極２０が所定の形状に加工される。
　次に、図２５（ｂ）に示すように、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０の
側面上に、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を形成する。なお、ゲート絶縁膜２２お
よび半導体層２４の形成は、第１の実施形態と同様に行うことができる。
　その後、第１の実施形態と同様に、配線層２００を形成する。そして、例えば配線層２
００上に他の配線層を形成し、本実施形態に係る半導体装置３０８が得られる。
【００７３】
　本実施形態においても、第４の実施形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施形態によれば、レジスト膜２５４を用いて上層絶縁膜４６をエッチングし
、レジスト膜２５４をアッシングにより除去した後、パターニングした上層絶縁膜４６を
マスクとして下層絶縁膜４４をエッチングすることができる。これにより、ゲート電極２
０が直接アッシングを受けるのに好ましくない材料により構成される場合であっても、ゲ
ート電極２０をアッシング環境にさらすことなく、絶縁膜４０の加工を行うことができる
。従って、ゲート電極２０に用いる材料の選択肢が広くなる。
【００７４】
　図２６は、第６の実施形態に係る半導体装置３１０を示す断面図であって、第１の実施
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形態に係る図１に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３１０は、導電膜２６０を備えている。また、配線層１０
０上に設けられた絶縁膜２２４および絶縁膜２２６を備えている。これらの点を除いて、
第１の実施形態に係る半導体装置３００と同様の構成を有する。
【００７５】
　図２６に示すように、半導体装置３１０は、導電膜２６０を備えている。導電膜２６０
は、配線１０２上に設けられている。このため、配線１０２は、導電膜２６０を介して半
導体層２４と接続することなる。導電膜２６０は、例えば平面視で配線１０２の内側に位
置するように設けられる。
　導電膜２６０は、例えばＴｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌ、ＴｉＮ、ＴａＮまたはＷＮ、Ｃｏまた
はＷを含む化合物、もしくはこれらのいずれかにＣおよびＯの少なくとも１つを導入した
材料等により構成される。導電膜２６０は、これらの材料により構成された単層であって
もよく、二つ以上の層が積層したものであってもよい。導電膜２６０の膜厚は、例えば１
０～５０ｎｍである、
【００７６】
　配線層１００上には、絶縁膜２２４が形成されている。絶縁膜２２４は、ビアが形成
された領域および導電膜２６０が形成された領域を除いて、配線層１００上全面に形成さ
れている。絶縁膜２２４の材料としては、後述するように、絶縁膜２２６をエッチングに
よりパターニングする際のエッチングストッパ膜として機能するものを選択することがで
きる。絶縁膜２２４は、例えばシリコン窒化膜等により構成される。
　また、絶縁膜２２４上には、絶縁膜２２６が形成されている。絶縁膜２２６は、導電膜
２６０が形成された領域および開口部３２が形成された領域を除いて、平面視でゲート電
極２０、ゲート絶縁膜２２、および半導体層２４と重なる領域に形成されている。絶縁膜
２２６は、例えばシリコン酸化膜等により構成される。
　本実施形態において、絶縁膜３０は、絶縁膜２２６上に形成される。また、拡散防止膜
２２２は、絶縁膜３０、ゲート電極２０、絶縁膜４０、ゲート絶縁膜２２、および半導体
層２４を覆うように、絶縁膜２２４上に形成される。
【００７７】
　次に、本実施形態に係る半導体装置３１０の製造方法を説明する。図２７～３３は、本
実施形態に係る半導体装置３１０の製造方法を示す断面図である。
　まず、図２７（ａ）に示すように、配線層１００を形成する。配線層１００は、基板６
０上に設けられた多層配線層の一部を構成する。なお、配線層１００は、第１の実施形態
と同様に形成することができる。
　次に、図２７（ｂ）に示すように、配線層１００上に絶縁膜２２４を形成する。次いで
、絶縁膜２２４上に、絶縁膜２２６を形成する。
【００７８】
　次に、図２８（ａ）に示すように、絶縁膜２２６上に、レジスト膜２５６を形成する。
次いで、レジスト膜２５６を露光および現像し、平面視で配線１０２上に位置する開口部
２５８をレジスト膜２５６に形成する。なお、開口部２５８は、平面視で配線１０２の内
側に位置するように設けられる。
　次に、図２８（ｂ）に示すように、レジスト膜２５６をマスクとしたドライエッチング
等により、絶縁膜２２６のうち開口部２５８下に位置する部分を選択的に除去する。これ
により、絶縁膜２２６に開口部２６４が形成される。当該エッチング工程において、絶縁
膜２２４は、エッチングストッパ膜として機能する。従って、開口部２５６下には、絶縁
膜２２４が残ることとなる。
【００７９】
　次に、図２９（ａ）に示すように、レジスト膜２５６を除去する。レジスト膜２５６の
除去は、例えばアッシング等の方法により行われる。このアッシング処理時において、配
線１０２は、絶縁膜２２４により覆われており、露出していない。従って、アッシングを
受けて配線１０２が劣化してしまうことを抑制できる。
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　次に、図２９（ｂ）に示すように、絶縁膜２２６をマスクとしたドライエッチング等に
より、開口部２６４下に位置する絶縁膜２２４を選択的に除去する。これにより、絶縁膜
２２４および絶縁膜２２６を貫通する開口部２６５が形成される。このとき、開口部２６
５を介して、絶縁膜２２６上に配線１０２が露出することとなる。
【００８０】
　次に、図３０（ａ）に示すように、絶縁膜２２６上、および開口部２６５中に、導電膜
２６０を形成する。
　次に、図３０（ｂ）に示すように、例えばＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉ
ｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）により、導電膜２６０を平坦化する。これにより、絶縁膜
２２６上の導電膜２６０が除去され、開口部２６５中の導電膜２６０が残ることとなる。
【００８１】
　次に、図３１（ａ）に示すように、絶縁膜２２６上、および導電膜２６０上に、絶縁膜
３０を形成する。
　次に、図３１（ｂ）に示すように、絶縁膜３０上に、レジスト膜２５０を形成する。次
いで、レジスト膜２５０を露光および現像し、平面視で配線１０４上に位置する開口部２
５２をレジスト膜２５０に形成する。なお、開口部２５２は、平面視で配線１０４の内側
に位置するように設けられる。
【００８２】
　次に、図３２（ａ）に示すように、レジスト膜２５０をマスクとしたドライエッチング
等により、絶縁膜３０のうち開口部２５２下に位置する部分を選択的に除去する。これに
より、絶縁膜３０に開口部３８が形成される。図３２（ａ）に示すように、当該エッチン
グ工程により、開口部２５２下に位置する絶縁膜２２６も選択的に除去される。なお、絶
縁膜２２６は、このエッチング工程の後に開口部２５２下に残っていてもよい。
　次に、図３２（ｂ）に示すように、レジスト膜２５０を除去する。レジスト膜２５０の
除去は、例えばアッシング等の方法により行われる。このアッシング処理時において、配
線１０４は、絶縁膜２２４により覆われており、露出していない。従って、アッシングを
受けて配線１０４が劣化してしまうことを抑制できる。
【００８３】
　次に、図３３（ａ）に示すように、絶縁膜３０をマスクとしたドライエッチング等によ
り、開口部３８下に位置する絶縁膜２２４を選択的に除去する。これにより、絶縁膜２２
４、絶縁膜２２６、および絶縁膜３０を貫通する開口部３２が形成される。このとき、開
口部３２を介して、絶縁膜３０上に配線１０４が露出することとなる。
【００８４】
　次に、図３３（ｂ）に示すように、絶縁膜３０上、および開口部３２中に、ゲート電極
２０を形成する。次いで、ゲート電極２０上に絶縁膜４０を形成する。次いで、図３４（
ａ）に示すように、レジスト膜２５４を形成する。次いで、図３４（ｂ）に示すように、
レジスト膜２５４をマスクとしたドライエッチング等により、絶縁膜４０を選択的に除去
する。
　次に、図３５（ａ）に示すように、レジスト膜２５４を、アッシング等の方法により除
去する。次いで、図３５（ａ）に示すように、絶縁膜４０をマスクとしたドライエッチン
グ等により、ゲート電極２０を選択的に除去する。このとき、ゲート電極２０の端部の一
部が平面視で導電膜２６０と重なるように、ゲート電極２０が加工される。
　これらの工程は、図１９、図２１、および図２２（ａ）に示す第４の実施形態の製造工
程と同様に行うことができる。
【００８５】
　次に、図３６に示すように、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０の側面上
、ゲート絶縁膜２２、および半導体層２４を順に形成する。この工程については、図９（
ｂ）、図１０、および図１１（ａ）に示す第１の実施形態の製造工程と同様に行うことが
できる。
　本実施形態では、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を全面エッチバックする工程に
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おいて、配線１０２は導電膜２６０により覆われており、露出していない。このため、配
線１０２がエッチングに曝されて生じるエッチング生成物の発生を抑制することができる
。
　なお、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を全面エッチバックする工程では、ゲート
電極２０、ゲート絶縁膜２２、および半導体層２４と平面視で重ならない領域に位置する
絶縁膜２２６も同様に除去されることとなる。
【００８６】
　次に、拡散防止膜２２２および層間絶縁膜２２０を形成する。次いで、拡散防止膜２２
２および層間絶縁膜２２０中に、各配線およびビアを形成する。これにより、配線層２０
０が得られる。これらの工程については、図１１（ｂ）、および図１２に示す第１の実施
形態の製造工程と同様に行うことができる。
　その後、例えば配線層２００上に他の配線層を形成し、本実施形態に係る半導体装置３
１０が得られる。
【００８７】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
　配線１０２がエッチングに曝されることにより、配線１０２周囲にはエッチング生成物
が生じる。これは、例えば銅配線である場合において特に顕著となる。配線１０２から発
生したエッチング生成物がゲート電極２０周囲に付着した場合、トランジスタ１０の動作
不良等の原因となる。
　本実施形態によれば、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を全面エッチバックする工
程において、配線１０２がエッチングに曝されない。このため、当該エッチバック工程に
おいて、配線１０２からエッチング生成物が生じることを抑制することができる。従って
、トランジスタの動作不良等が生じることを防止して、半導体装置の信頼性を向上するこ
とができる。
【００８８】
　また、本実施形態によれば、配線１０２は、配線１０２とは異なる材料からなる導電膜
２６０を介して半導体層２４と接続している。このため、配線１０２を構成する材料であ
る銅が半導体層２４中へ拡散することを抑制することができる。従って、トランジスタ特
性の安定化を図ることができる。
【００８９】
　また、本実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００９０】
　図３７は、第７の実施形態に係る半導体装置３１２を示す断面図であって、第６の実施
形態における図２６に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３１２は、導電膜２６２を備えている。この点を除いて、
本実施形態に係る半導体装置３１２は、第６の実施形態に係る半導体装置３１０と同様の
構成を有する。
【００９１】
　図３７に示すように、半導体装置３１２は、導電膜２６２を備えている。導電膜２６２
は、配線１０４上に設けられている。このため、配線１０４は、導電膜２６２を介してゲ
ート電極２０と接続することとなる。導電膜２６２は、配線１０４とは異なる材料により
構成される。
　導電膜２６２は、導電膜２６０と同一の工程により形成される。このため、導電膜２６
２は、導電膜２６０と同様の材料により構成される。導電膜２６０および導電膜２６２は
、例えばＴｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌ、ＴｉＮ、ＴａＮまたはＷＮ、ＣｏまたはＷを含む化合物
、もしくはこれらのいずれかにＣおよびＯの少なくとも１つを導入した材料等により構成
される。導電膜２６０および導電膜２６２は、これらの材料により構成された単層であっ
てもよく、二つ以上の層が積層したものであってもよい。導電膜２６０および導電膜２６
２の膜厚は、例えば１０～５０ｎｍである、
　本実施形態では、導電膜２６０および導電膜２６２は、後述するように、絶縁膜２２６
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上に設けられた導電膜２７０をドライエッチング等によりパターニングすることにより形
成される。
【００９２】
　次に、本実施形態に係る半導体装置３１２の製造方法を説明する。図３８～４３は、本
実施形態に係る半導体装置３１２の製造方法を示す断面図である。
　まず、配線層１００を形成する。次いで、配線層１００上に、絶縁膜２２４および絶縁
膜２２６を形成する。これらの工程は、図２７に示す第６の実施形態の製造工程と同様に
行うことができる。
　次いで、配線１０２上および配線１０４上に位置する開口部２６５を絶縁膜２２４およ
び絶縁膜２２６に形成する。開口部２６５の形成は、図２８および図２９に示す第６の実
施形態の製造工程と同様に行うことができる。これにより、図３８（ａ）に示す構造が得
られる。
【００９３】
　次に、図３８（ｂ）に示すように、絶縁膜２２６上、および開口部２６５内に、導電膜
２７０を形成する。導電膜２７０は、導電膜２６０および導電膜２６２を構成する材料に
より構成される。
　次に、図３９（ａ）に示すように、レジスト膜２７２を形成する。レジスト膜２７２は
、平面視で配線１０２と重なる領域、および平面視で配線１０４と重なる領域のそれぞれ
に、各領域上に設けられたレジスト膜２７２が互いに分離するように設けられる。レジス
ト膜２７２は、導電膜２７０上に設けられたレジスト膜を露光および現像することにより
形成される。
　次に、図３９（ｂ）に示すように、レジスト膜２７２をマスクとしたドライエッチング
等により、導電膜２７０を選択的に除去する。これにより、配線１０２上に導電膜２６０
が、配線１０４上に導電膜２６２が形成されることとなる。
【００９４】
　次に、図４０（ａ）に示すように、レジスト膜２７２をアッシング等の方法により除去
する。次に、図４０（ｂ）に示すように、絶縁膜２２６上に絶縁膜３０を形成する。絶縁
膜３０は、導電膜２６０および導電膜２６２を覆うように形成される。
【００９５】
　次に、図４１（ａ）に示すように、絶縁膜３０上に、レジスト膜２５０を形成する。次
いで、レジスト膜２５０を露光および現像し、平面視で導電膜２６２上に位置する開口部
２５２をレジスト膜２５０に形成する。なお、開口部２５２は、平面視で導電膜２６２の
内側に位置するように設けられる。
　次に、図４１（ｂ）に示すように、レジスト膜２５０をマスクとしたドライエッチング
等により、絶縁膜３０のうち開口部２５２下に位置する部分を選択的に除去する。これに
より、絶縁膜３０に開口部３２が形成される。このとき、開口部３２を介して、絶縁膜３
０上に導電膜２６２が露出することとなる。
【００９６】
　次に、図４２（ａ）に示すように、レジスト膜２５０をアッシング等の方法により除去
する。
　次に、図４２（ｂ）に示すように、絶縁膜３０上および開口部３２内に、ゲート電極２
０を形成する。次いで、ゲート電極２０上に、絶縁膜４０を形成する。
【００９７】
　次に、図４３（ａ）に示すように、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０を
、所定の形状にパターニングする。当該パターニング工程は、図３４および図３５に示す
第６の実施形態の製造工程と同様に行うことができる。
　次に、図４３（ｂ）に示すように、絶縁膜３０、ゲート電極２０、および絶縁膜４０の
側面上に、ゲート絶縁膜２２および半導体層２４を形成する。この工程については、図９
（ｂ）、図１０、および図１１（ａ）に示す第１の実施形態の製造工程と同様に行うこと
ができる。
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【００９８】
　次に、拡散防止膜２２２および層間絶縁膜２２０を形成する。次いで、拡散防止膜２２
２および層間絶縁膜２２０中に、各配線およびビアを形成する。これにより、配線層２０
０が得られる。これらの工程については、図１１（ｂ）、および図１２に示す第１の実施
形態の製造工程と同様に行うことができる。
　その後、例えば配線層２００上に他の配線層を形成し、本実施形態に係る半導体装置３
１２が得られる。
【００９９】
　本実施形態においても、第６の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１００】
　図４４は、第８の実施形態に係る半導体装置３１４を示す断面図であって、第１の実施
形態における図１に対応している。図４５は、図４４に示す半導体装置３１４を示す平面
図であって、第１の実施形態における図２に対応している。図４４は、図４５におけるＢ
－Ｂ'断面を示している。図４５は、図４４におけるＡ－Ａ'平面を示している。
　本実施形態に係る半導体装置３１４は、配線１０２およびビア２１２の構成を除いて、
第１の実施形態に係る半導体装置３００と同様の構成を有する。
【０１０１】
　半導体装置３１４において、平面視で配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領
域は、ゲート電極２０の一辺を含まず、当該一辺と隣接する二辺の一部を含む。
　本実施形態において、ゲート電極２０は長方形である。図４４および図４５に示すよう
に、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域は、ゲート電極２０の短辺を含ま
ず、当該短辺に隣接する二つの長辺の一部を含んでいる。
【０１０２】
　本実施形態では、半導体層２４のうち、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる
領域に含まれるゲート電極２０の上記一部に隣接して設けられた部分が、チャネル領域５
０として機能することとなる。
　本実施形態では、配線１０２およびビア２１２とゲート電極２０との位置関係にズレが
生じても、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域が含む、ゲート電極２０の
辺の長さは一定となる。この場合、チャネル領域５０のチャネル幅も一定に保たれること
となる。
【０１０３】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施形態によれば、平面視で配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領
域は、ゲート電極２０の一辺を含まず、当該一辺と隣接する二辺の一部を含む。この場合
、プロセス上の変動等により、配線１０２およびビア２１２とゲート電極２０との間の位
置関係にズレが生じても、チャネル幅は一定に保たれる。このため、半導体素子ごとの特
性にばらつきが生じることを抑制することができる。
【０１０４】
　図４６は、第９の実施形態に係る半導体装置３１６を示す断面図であって、第８の実施
形態における図４４に対応している。また、図４７は、図４６に示す半導体装置３１６を
示す平面図であって、第８の実施形態における図４５に対応している。図４５は、図４６
におけるＢ－Ｂ'断面を示している。図４６は、図４５におけるＡ－Ａ'平面を示している
。
　本実施形態に係る半導体装置３１６は、ビア２１２の構成を除いて、第８の実施形態に
係る半導体装置３１４と同様の構成を有する。
【０１０５】
　半導体装置３１６において、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域に位置
するゲート電極２０の二辺の延伸方向において、配線１０２の上面およびビア２１２の底
面のうち一方は、平面視で他方の内側に位置する。
　本実施形態において、ゲート電極２０は長方形である。図４６および図４７に示すよう
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に、本実施形態に係る半導体装置３１６では、ビア２１２の底面が、平面視で配線１０２
の上面の内側に位置している。すなわち、ゲート電極２０の長辺の延伸方向において、ビ
ア２１２の底面は、配線１０２の上面の内側に位置することとなる。
　この場合、配線１０２の上面とビア２１２の底面との間の位置関係にズレが生じても、
配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域の大きさは一定に保たれる。この場合
、チャネル領域５０のチャネル幅も一定に保たれることとなる。
　なお、本実施形態では、ゲート電極２０の長辺の延伸方向において、配線１０２の上面
が、平面視でビア２１２の底面の内側に位置していてもよい。
【０１０６】
　本実施形態においても、第８の実施形態と同様の効果を得ることができる。
　また、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域に位置するゲート電極２０の
二辺の延伸方向において、配線１０２の上面およびビア２１２の底面のうち一方は、平面
視で他方の内側に位置する。この場合、プロセス上の変動等により、配線１０２の上面と
ビア２１２の底面との間の位置関係にズレが生じても、チャネル幅は一定に保たれる。こ
のため、半導体素子ごとの特性にばらつきが生じることを抑制することができる。
【０１０７】
　図４８は、第１０の実施形態に係る半導体装置３１８を示す平面図であって、第１の実
施形態における図２に対応している。
　本実施形態に係る半導体装置３１８は、配線１０２およびビア２１２の構成を除いて、
第１の実施形態に係る半導体装置３００と同様の構成を有する。
【０１０８】
　本実施形態に係る半導体装置３１８において、平面視で配線１０２の上面とビア２１２
の底面が重なる領域は、ゲート電極２０の一辺の少なくとも一部を含み、かつ当該一辺と
隣接する二辺を含まない。
　本実施形態において、ゲート電極２０は長方形である。図４８に示すように、ゲート電
極２０の短辺の延伸方向において、ビア２１２の底面は、ゲート電極２０の短辺よりも短
い。このため、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域は、ゲート電極２０の
短辺の一部を含み、かつ二つの長辺を含まない。
【０１０９】
　本実施形態では、半導体層２４のうち、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる
領域に含まれるゲート電極２０の上記一部に隣接する部分が、チャネル領域５０として機
能する。このため、配線１０２およびビア２１２とゲート電極２０との位置関係にズレが
生じても、配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領域が含む、ゲート電極２０の
辺の長さは一定となる。この場合、チャネル領域５０のチャネル幅も一定に保たれること
となる。
【０１１０】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施形態によれば、平面視で配線１０２の上面とビア２１２の底面が重なる領
域は、ゲート電極２０の一辺の少なくとも一部を含み、かつ当該一辺と隣接する二辺を含
まない。この場合、プロセス上の変動等により、配線１０２およびビア２１２とゲート電
極２０との間の位置関係にズレが生じても、チャネル幅は一定に保たれる。このため、半
導体素子ごとの特性にばらつきが生じることを抑制することができる。
【０１１１】
　図４９は、第１１の実施形態に係る半導体装置３２０を示す断面図であって、第１の実
施形態における図１に対応している。また、図５０は、図４９に示す半導体装置３２０を
示す平面図であって、第１の実施形態における図２に対応している。図４９は、図５０に
おけるＢ－Ｂ'断面を示している。図５０は、図４９におけるＡ－Ａ'平面を示している。
　本実施形態に係る半導体装置３２０は、二つのトランジスタを用いてＣＭＯＳを構成し
ている。この点を除いて、本実施形態に係る半導体装置３２０は、第１の実施形態に係る
半導体装置３００と同様の構成を有する。
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【０１１２】
　図４９に示すように、配線層１００中には、配線１０８およびビア１１８が設けられて
いる。ビア１１８は、配線１０８下に設けられており、配線１０８と接続している。
　配線１０８は、層間絶縁膜１２０内に埋め込まれている。また、配線１０８は、例えば
配線１０２と同一の工程により形成される。このため、配線１０８は、配線１０２と同一
の深さを有し、かつ同一の材料により構成される。
【０１１３】
　図４９に示すように、配線層２００中には、配線２０８およびビア２１８が設けられて
いる。ビア２１８は、配線２０８下に設けられており、配線２０８と接続している。
　配線２０８は、層間絶縁膜２２０内に埋め込まれている。また、配線２０８は、例えば
配線２０２と同一の工程により形成される。このため、配線２０８は、配線２０２と同一
の深さを有し、かつ同一の材料により構成される。
　また、図４９に示すように、配線２０８およびビア２１８を埋め込むための溝または孔
の側壁には、バリアメタル膜２３８が形成されていてもよい。バリアメタル膜２３８は、
例えばバリアメタル膜２３２と同様の材料および構成を有している。
【０１１４】
　図５０に示すビア２１８は、ビア２１８の底面を示している。また、図５０に示す配線
１０８は、配線１０８の上面を示している。図５０に示すように、配線１０８の上面とビ
ア２１８の底面は、平面視で重なっている。また、半導体層２４の一部は、配線１０８の
上面とビア２１８の底面とが重なる領域に位置する。
【０１１５】
　図４９に示すように、ゲート電極２０と配線１０８との間には絶縁膜３０が設けられて
いる。このため、ゲート電極２０は、配線１０８と接続していない。また、ゲート電極２
０とビア２１８との間には、絶縁膜４０が設けられている。このため、ゲート電極２０は
、ビア２１８と接続していない。
　半導体層２４は、配線１０８およびビア２１８と接続している。半導体層２４のうち、
配線１０２およびビア２１２と接続する部分は、第１導電型を有している。また、半導体
層２４のうち、配線１０８およびビア２１８と接続する部分は、当該第１導電型とは異な
る第２導電型を有する。半導体層２４を構成する材料を選択することにより、半導体層２
４の導電型を設計することができる。ここで、第１導電型および第２導電型とは、Ｐ型お
よびＮ型のいずれかを意味する。
　本実施形態においては、例えば半導体層２４の材料を作り分けることにより、半導体層
２４の各部分における導電型を制御する。半導体層２４のうち第１導電型を有する部分ま
たは第２導電型を有する部分の一方を形成する際に、他方を形成する領域をマスクにより
保護することで、半導体層２４の材料を作り分けることができる。
【０１１６】
　本実施形態において、配線１０８、配線２０８、ゲート電極２０、ゲート絶縁膜２２、
および半導体層２４は、トランジスタ１２を構成する。
半導体層２４のうち、配線１０８の上面とビア２１８の底面とが重なる領域に位置する部
分において、チャネル領域５２が形成される。また、ビア２１８を介して半導体層２４と
接続する配線２０８、および半導体層２４と接続する配線１０８が、ソース・ドレイン電
極として機能する。絶縁膜３０および絶縁膜４０は、ゲート電極２０とソース・ドレイン
電極との間の距離を規定するサイドウォールとしての機能を有する。
【０１１７】
　本実施形態において、トランジスタ１２を構成する半導体層２４は、上述のように、第
２導電型を有する。このため、トランジスタ１２は、第２導電型のトランジスタとなる。
一方、トランジスタ１０を構成する半導体層２４は、第１導電型を有する。すなわち、ト
ランジスタ１０は、第１導電型のトランジスタとなる。このため、トランジスタ１０およ
びトランジスタ１２により、ＣＭＯＳが構成されることとなる。
　本実施形態では、トランジスタ１０のソース・ドレイン電極と、トランジスタ１２のソ



(24) JP 2013-161878 A 2013.8.19

10

20

30

40

50

ース・ドレイン電極と、を接続することにより、インバータとして動作させることが可能
となる。
【０１１８】
　図４９に示すように、本実施形態では、第２の実施形態と同様、配線層２００に設けら
れた配線２０４を介してゲート電極２０へゲート電圧を印加している。なお、本実施形態
では、第１の実施形態と同様、配線１０４を介してゲート電極２０へゲート電圧を印加す
る構成を有していてもよい。
【０１１９】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施形態によれば、多層配線層中にＣＭＯＳを備える半導体装置を提供するこ
とが可能となる。
【０１２０】
　図５１は、第１２の実施形態に係る半導体装置３２２を示す断面図である。
　本実施形態に係る半導体装置３２２は、配線層１００および配線層２００により構成さ
れる、機能層４００および機能層５００を備えている。基板６０上に設けられた多層配線
層のうち、機能層４００を構成する配線層１００および配線層２００には、トランジスタ
１４（１０）が設けられている。また、機能層５００を構成する配線層１００および配線
層２００には、トランジスタ１５（１０）が設けられている。また、トランジスタ１４と
トランジスタ１５とは、互いに異なる特性を有する。
　本明細書中において、機能層とは、多層配線層中における、特定の機能を有する素子が
集まっている特定の領域を指す。このとき、特定の領域には、特定の機能を有する回路や
素子のみが形成されていることが好ましい。特定の領域とは、基板平面と水平な面方向、
および配線層の積層方向の両方により特定される領域を意味する。
　なお、本実施形態における機能層４００および機能層５００は、それぞれ第１ないし第
１０の実施形態のいずれかに開示される配線層１００および配線層２００からなる。本明
細書において、機能層４００に設けられるトランジスタ１０をトランジスタ１４とし、機
能層５００に設けられるトランジスタ１０をトランジスタ１５とする。
【０１２１】
　図５１に示すように、本実施形態に係る半導体装置３２２において、機能層５００は、
機能層４００上に積層されている。この場合、機能層５００が有する配線層１００は、機
能層４００が有する配線層２００上に位置することとなる。
　なお、機能層４００と機能層５００は、多層配線層中のいずれの部分を構成してもよく
、例えば互いに離間していてもよい。
【０１２２】
　図５１に示すように、本実施形態における機能層４００を構成する配線層１００および
配線層２００は、例えば第２の実施形態に係る配線層１００および配線層２００と同様の
構成を有する。すなわち、機能層４００において、ゲート電極２０には、配線層２００に
設けられた配線２０６を介してゲート電圧が印加される。
　また、本実施形態における機能層５００を構成する配線層１００および配線層２００は
、例えば第１の実施形態に係る配線層１００および配線層２００と同様の構成を有する。
すなわち、機能層５００において、ゲート電極２０には、配線層１００に設けられた配線
１０６を介してゲート電圧が印加される。
【０１２３】
　図５１に示すように、機能層５００の配線１０６と、機能層４００の配線２０６は、機
能層５００のビア１１６を介して接続している。このため、トランジスタ１４のゲート電
極２０とトランジスタ１５のゲート電極２０は、互いに接続することとなる。
　また、図５１に示すように、機能層４００の配線２０２と、機能層５００の配線１０２
は、機能層５００のビア１１２を介して接続している。このため、トランジスタ１４のソ
ース・ドレイン電極の一方と、トランジスタ１５のソース・ドレイン電極の一方は、互い
に接続することとなる。
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【０１２４】
　トランジスタ１４とトランジスタ１５は、互いに異なる特性を有している。ここで、異
なる特性とは、例えばトランジスタの導電型、またはしきい値電圧を指す。
　トランジスタの導電型は、半導体層２４を構成する材料を選択することにより、設計す
ることができる。また、トランジスタのしきい値電圧は、例えばゲート電極２０の材料を
選択することにより設計することができる。
【０１２５】
　本実施形態において、トランジスタ１４は、例えば第１導電型を有する。また、トラン
ジスタ１５は、例えば第１導電型とは異なる第２導電型を有する。なお、ここで、第１導
電型および第２導電型とは、Ｐ型およびＮ型のいずれかを意味する。
　また、トランジスタ１４とトランジスタ１５は、互いにソース・ドレイン電極により接
続されている。さらに、トランジスタ１４とトランジスタ１５のゲート電極２０は、互い
に接続している。このため、半導体装置３２２は、トランジスタ１４およびトランジスタ
１５により構成されるインバータを備えることとなる。
【０１２６】
　図５２は、図５１に示す半導体装置３２２が有するＣＭＯＳインバータ回路を示す回路
図である。ここでは、トランジスタ１４をＰ型トランジスタとし、トランジスタ１５をＮ
型トランジスタとしている。
　図５２に示すように、トランジスタ１４およびトランジスタ１５のゲート電極２０を入
力端子に接続し、ドレイン電極を出力端子に接続している。このとき、トランジスタ１４
においては配線２０２がドレイン電極となり、トランジスタ１５においては配線１０２が
ドレイン電極となる。また、トランジスタ１４のソース電極が接地され、トランジスタ１
５のソース電極が電源と接続している。このとき、トランジスタ１４の配線１０２がソー
ス電極となり、トランジスタ１５の配線２０２がソース電極となる。
　このように回路を設計することで、本実施形態に係る半導体装置３２２をインバータと
して動作させることが可能となる。
【０１２７】
　図５３は、図５１に示す半導体装置３２２の第１変形例を示す断面図である。半導体装
置３２２は、本変形例に係る配線層１００および配線層２００の構造を有していてもよい
。
　後述するように、本変形例に係る半導体装置３２２では、配線４２０、配線４３０、半
導体層４２４、およびゲート絶縁膜４２２により、トランジスタ１０が構成される。
【０１２８】
　図５３に示すように、本変形例に係る半導体装置３２２では、配線層１００中に埋め込
まれた配線４２０によりゲート電極が構成される。配線４２０は、例えば配線１０２と同
様の材料により構成される。
　配線４２０を埋め込むための溝の側壁には、バリアメタル膜４２１が形成されている。
バリアメタル膜４２１は、例えばバリアメタル膜２３２と同様の材料により構成される。
　また、配線４２０上には、拡散防止膜２２２と同一層に配置されたゲート絶縁膜４２２
が形成されている。ゲート絶縁膜４２２は、例えば拡散防止膜２２２よりも薄い。ゲート
絶縁膜４２２は、例えば拡散防止膜２２２のうち配線４２０と重なる領域、およびその周
囲の上面に凹部を形成することにより形成される。
【０１２９】
　また、ゲート絶縁膜４２２およびその周囲に位置する拡散防止膜２２２上には、半導体
層４２４が形成されている。半導体層４２４は、例えば半導体層２４と同様の材料により
構成される。また、半導体層４２４は、例えばポリシリコン層またはアモルファスシリコ
ン層であってもよい。
　半導体層４２４には、ソースおよびドレインが設けられている。半導体膜４２４が酸化
物半導体層である場合、ソースおよびドレインは、例えば酸素欠陥を導入することにより
形成されるが、不純物を導入することにより形成されても良い。半導体膜４２４がポリシ
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リコン層やアモルファスシリコン層である場合、ソースおよびドレインは不純物を導入す
ることにより形成される。半導体層４２４のうち、ソースおよびドレインに挟まれている
領域が、チャネル領域となる。
【０１３０】
　また、配線層２００には、二つの配線４３０が形成されている。二つの配線４３０は、
それぞれビア４３１を介して半導体層４２４のソース／ドレインに接続している。すなわ
ち、二つの配線４３０により、ソース・ドレイン電極が構成されることとなる。配線４３
０は、例えば配線２０２と同様の材料により構成される。
　配線４３０およびビア４３１を埋め込むための溝または孔の側壁には、バリアメタル膜
４３２が形成されている。バリアメタル膜４３２は、例えばバリアメタル膜２３２と同様
の材料により構成される。
　半導体層４２４上には、ハードマスク膜４２８が設けられている。ハードマスク膜４２
８は、半導体膜４２４をエッチングにより選択的に残す際に用いられる。ハードマスク膜
４２８は、半導体膜４２４に対してエッチング選択比が取れる材料であればよい。配線４
３０は、ハードマスク膜４２８を貫通して、半導体層４２４と接続する。
【０１３１】
　図５３に示すように、各機能層は、例えばそれぞれ複数のトランジスタを有していても
よい。同一の機能層に設けられた複数のトランジスタそれぞれが有するゲート電極は、互
いに同一の工程により形成される。このため、各ゲート電極は、同一の材料により構成さ
れることとなる。また、同一の機能層に設けられた複数のトランジスタそれぞれが有する
半導体層４２４は、互いに同一の工程により形成される。このため、各半導体層４２４は
、同一の材料により構成されることとなる。
　従って、同一の機能層に設けられたトランジスタは、同一の特性を有する。
【０１３２】
　本変形例においても、トランジスタ１４は、例えば第１導電型を有する。また、トラン
ジスタ１５は、例えば第１導電型とは異なる第２導電型を有する。なお、ここで、第１導
電型および第２導電型とは、Ｐ型およびＮ型のいずれかを意味する。
　このため、トランジスタ１４とトランジスタ１５において、ソース・ドレイン電極の一
方を互いに接続し、かつゲート電極を互いに接続することにより、インバータとしての動
作を行うことができる。
【０１３３】
　図５４は、図５１に示す半導体装置３２２の第２変形例を示す断面図である。半導体装
置３２２は、本変形例に係る配線層１００および配線層２００の構造を有していてもよい
。
　本変形例に係る半導体装置３２２は、ゲート電極およびゲート絶縁膜の構成を除いて、
第１変形例に係る半導体装置３２２と同様の構成を有する。
【０１３４】
　図５４に示すように、本変形例に係る半導体装置３２２において、ゲート電極４４０は
、配線４２０上に設けられており、配線４２０と接続している。ゲート電極４４０は、配
線４２０とは別工程で形成されている。ゲート電極４４０は、例えばゲート電極２０と同
様の材料により構成することができる。
　ゲート電極４４０上には、ゲート絶縁膜４２２が設けられている。ゲート絶縁膜４２２
は、拡散防止膜２２２とは別工程で形成されている。ゲート絶縁膜４２２は、例えばゲー
ト絶縁膜２２と同様の材料により構成される。
【０１３５】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
　互いに特性の異なる二つのトランジスタを形成する場合、各トランジスタは、それぞれ
別工程により形成される必要がある。このため、互いに特性の異なる二つのトランジスタ
を同一配線層内に設ける場合、一方のトランジスタを形成する際に、例えばハードマスク
を形成して他方のトランジスタを保護する必要がある。すなわち、二つのトランジスタを
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作り分けるための工程を追加する必要がある。この場合、半導体装置の製造は、煩雑とな
ってしまう。
　また、この場合、二つのトランジスタを作り分ける工程において発生する目ズレ等を考
慮してトランジスタを設計する必要がある。このため、同一配線層内におけるトランジス
タの面内密度は制限されてしまう。
【０１３６】
　本実施形態によれば、半導体装置３２２は、互いに異なる特性を有するトランジスタ１
４およびトランジスタ１５を備えている。また、トランジスタ１５は、トランジスタ１４
が設けられる機能層４００とは異なる機能層５００に形成される。すなわち、トランジス
タ１４とトランジスタ１５は、互いに異なる配線層に設けられることとなる。この場合、
トランジスタ１４とトランジスタ１５を作り分けるための工程は不要となる。
　従って、互いに異なる特性を有する二つのトランジスタを備える半導体装置を、容易に
製造することが可能となる。
　また、互いに異なる特性を有する二つのトランジスタを備える半導体装置において、ト
ランジスタの面内密度を向上させることが可能となる。
【０１３７】
　互いに特性の異なる二つのトランジスタを同一配線層内に設ける場合、一方のトランジ
スタを形成する際に、例えばハードマスクを形成して他方のトランジスタを保護する。こ
の場合、ハードマスクをドライエッチング等により除去する必要がある。これにより、配
線層にダメージが生じてしまう。
　本実施形態によれば、上述のように、トランジスタ１４とトランジスタ１５を作り分け
るための工程は不要となる。従って、配線層にダメージが生じてしまうことを抑制するこ
とができる。
【０１３８】
　図５５は、第１３の実施形態に係る半導体装置３２４を示す回路図である。
　本実施形態に係る半導体装置３２４は、配線層１００および配線層２００により構成さ
れる機能層６００を備えている。基板６０上に設けられた多層配線層のうち、機能層６０
０を構成する配線層２００には、アクセストランジスタとして機能するトランジスタ１６
（１０）が設けられている。この点を除いて、本実施形態に係る半導体装置３２４は、第
１２の実施形態に係る半導体装置３２２と同様の構成を有する。
　なお、本実施形態における機能層６００は、第１ないし第１０の実施形態のいずれかに
開示される配線層１００および配線層２００からなる。本明細書において、機能層６００
に設けられるトランジスタ１０をトランジスタ１６とする。
【０１３９】
　図５５に示すように、本実施形態に係る半導体装置３２４は、二つのインバータおよび
二つのアクセストランジスタにより構成される、６トランジスタ型のＳＲＡＭセルを備え
ている。
　インバータは、第１２の実施形態に係る半導体装置３２２が有するトランジスタ１４お
よびトランジスタ１５により構成されるＣＭＯＳインバータである。当該インバータは、
例えば図５１に示される構造を有する。また、アクセストランジスタは、トランジスタ１
６により構成される。
【０１４０】
　図５５に示すように、本実施形態に係る半導体装置３２４は、機能層６００、機能層４
００、および機能層５００をこの順に積層して構成される。
　機能層４００は、ＰＭＯＳ層を構成する。この場合、機能層４００に設けられているト
ランジスタ１４は、Ｐ型トランジスタである。機能層４００は、一つのＳＲＡＭセルにつ
き、トランジスタ１４を二つずつ有する。
　機能層５００は、ＮＭＯＳ層を構成する。この場合、機能層５００に設けられているト
ランジスタ１５は、Ｎ型トランジスタである。機能層５００は、一つのＳＲＡＭセルにつ
き、トランジスタ１５を二つずつ有する。
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【０１４１】
　図５５に示すように、機能層６００は、アクセストランジスタ層を構成している。また
、機能層６００は、一つのＳＲＡＭセルにつき、アクセストランジスタとして機能するト
ランジスタ１６を二つずつ有する。
　二つのアクセストランジスタ１６のゲート電極は、共通のワード線（ＷＬ）に接続して
いる。また、二つのアクセストランジスタ１６において、ソース・ドレイン電極の一方は
それぞれ異なるビット線（ＢＬ）に接続し、他方はインバータ回路と接続している。
【０１４２】
　本実施形態においても、第１２の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１４３】
　アクセストランジスタを構成するトランジスタ１６と、インバータを構成するトランジ
スタ１４は、互いに機能が異なる。このため、トランジスタ１６と、トランジスタ１４お
よびトランジスタ１５は、別工程により形成される必要がある。このため、同一配線層内
にトランジスタ１６と、トランジスタ１４またはトランジスタ１５とを形成する場合、こ
れらを作り分けるための工程を追加する必要がある。
　これに対し、本実施形態によれば、アクセストランジスタを構成するトランジスタ１６
を、インバータを構成するトランジスタ１４およびトランジスタ１５が設けられた配線層
とは異なる配線層に形成している。このため、互いに機能が異なるトランジスタ１６と、
トランジスタ１４およびトランジスタ１５と、を作り分ける工程は不要となる。従って、
半導体装置の製造が容易となる。
【０１４４】
　図５６は、第１４の実施形態に係る半導体装置３２６を示す回路図である。
　本実施形態に係る半導体装置３２６は、機能層７００を備えている。機能層７００は、
容量層を構成しており、容量素子７１０を有している。容量素子７１０は、機能層６００
に設けられたトランジスタ１６のソース・ドレイン電極の一方に接続し、ＤＲＡＭセルを
構成する。
　なお、機能層６００は、第１３の実施形態と同様の構成とすることができる。
【０１４５】
　機能層６００は、アレイ状に配列された複数のトランジスタ１６を備えている。また、
機能層７００は、複数の容量素子７１０を有している。複数の容量素子７１０は、それぞ
れ異なるトランジスタ１６と接続し、ＤＲＡＭセルアレイを構成する。
　本実施形態では、例えば機能層６００に設けられる複数のトランジスタ１６のうちの一
部がＤＲＡＭセルを構成し、他の一部が第１３の実施形態に係るＳＲＡＭセルを構成する
。
【０１４６】
　図５６に示すように、容量素子７１０は、プレート線（ＰＬ）に接続している。また、
アクセストランジスタとして機能するトランジスタ１６のゲート電極は、ワード線に接続
している。さらに、トランジスタ１６のソース・ドレイン電極の一方はビット線（ＢＬ）
に接続し、他方は容量素子７１０に接続している。
【０１４７】
　本実施形態によれば、ＤＲＡＭセルとＳＲＡＭセルは、いずれも同一の配線層に設けら
れたトランジスタ１６をアクセストランジスタとして用いる。この場合、ＤＲＡＭセルの
アクセストランジスタとＳＲＡＭセルのアクセストランジスタを、同一の工程により形成
することが可能となる。従って、半導体装置の製造を容易とすることができる。
【０１４８】
　図５７は、第１５の実施形態に係る半導体装置３２８を示す回路図である。
　本実施形態に係る半導体装置３２８は、機能層８００を備えている。機能層８００は、
抵抗変化素子層を構成しており、抵抗変化素子８１０を有している。抵抗変化素子８１０
は、機能層６００に設けられたトランジスタ１６のソース・ドレイン電極の一方に接続し
、抵抗変化素子セルを構成する。
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　なお、機能層６００は、第１３の実施形態と同様の構成とすることができる。
【０１４９】
　機能層６００は、アレイ状に配列された複数のトランジスタ１６を備えている。また、
機能層８００は、複数の抵抗変化素子８１０を有している。複数の抵抗変化素子８１０は
、それぞれ異なるトランジスタ１６と接続し、抵抗変化素子セルアレイを構成している。
　本実施形態では、例えば機能層６００に設けられる複数のトランジスタ１６のうちの一
部が抵抗変化素子セルを構成し、他の一部が第１３の実施形態に係るＳＲＡＭセルを構成
する。さらに、例えば抵抗変化素子セルおよびＳＲＡＭセルを構成しない一部が、第１４
の実施形態に係るＤＲＡＭセルを構成する。この場合、容量素子７１０を有する機能層７
００と、抵抗変化素子８１０を有する機能層８００は、例えば同一の配線層により構成さ
れる。
【０１５０】
図５７に示すように、抵抗変化素子８１０は、プレート線（ＰＬ）に接続している。また
、アクセストランジスタとして機能するトランジスタ１６のゲート電極は、ワード線に接
続している。さらに、トランジスタ１６のソース・ドレイン電極の一方はビット線（ＢＬ
）に接続し、他方は抵抗変化素子８１０に接続している。
【０１５１】
　本実施形態によれば、抵抗変化素子セルとＳＲＡＭセルおよびＤＲＡＭセルは、いずれ
も同一の配線層に設けられたトランジスタ１６をアクセストランジスタとして用いる。こ
の場合、抵抗変化素子セルのアクセストランジスタ、ＳＲＡＭセルのアクセストランジス
タ、およびＤＲＡＭセルのアクセストランジスタを、同一の工程により形成することが可
能となる。従って、半導体装置の製造を容易とすることができる。
【０１５２】
　図５８は、第１６の実施形態に係る半導体装置３３０を示す断面図である。図５９は、
図５８に示す半導体装置３３０を示す平面図である。
　本実施形態に係る半導体装置３３０は、機能層９００を備えている。機能層９００はＮ
ＡＮＤ型Ｆｌａｓｈメモリ層を構成している。機能層９００は、第１ないし第１１いずれ
かの実施形態における配線層２００を多数積層した構造を有する。本実施形態において、
機能層９００を構成する配線層２００は、後述するようにフローティングゲート膜２１を
有するメモリ素子１８を備える。
【０１５３】
　図５８に示すように、機能層９００は、配線層２００を多数積層した構造を有する。本
実施形態において、機能層９００は、例えば配線層２００を４段積層してなる。機能層９
００のうち最下層に位置する配線層２００以外の各配線層２００に設けられている半導体
層２４は、下層に位置する配線２０２と接続する。また、機能層９００のうち最下層に位
置する配線層２００に設けられた半導体層２４は、ビット線（ＢＬ）と接続する。
　機能層９００のうち最上層に位置する配線層２００に設けられた配線２０２は、プレー
ト線（ＰＬ）と接続する。また、各配線層２００に設けられたゲート電極２０は、それぞ
れワード線（ＷＬ）を構成する。
【０１５４】
　本実施形態において、機能層９００を構成する配線層２００は、メモリ素子１８を有す
る。
　メモリ素子１８は、絶縁膜２３およびフローティングゲート膜２１を有している。絶縁
膜２３は、ゲート電極２０の側面上に設けられている。フローティングゲート膜２１は、
絶縁膜２３を介してゲート電極２０の側面上に設けられている。ゲート絶縁膜２２は、絶
縁膜２３およびフローティングゲート膜２１を介して、ゲート電極２０の側面上に設けら
れる。フローティングゲート膜２１は、絶縁膜３０により、下層に位置する配線２０２と
電気的に分離される。また、フローティングゲート膜２１は、絶縁膜４０によりビア２１
２と電気的に分離される。なお、ゲート電極２０は、Ｆｌａｓｈメモリのコントロールゲ
ート膜として機能する。



(30) JP 2013-161878 A 2013.8.19

10

20

30

40

50

　また、本実施形態では、隣接する二つの配線層２００それぞれに設けられた配線２０２
が、ソース・ドレイン電極を構成する。当該ソース・ドレイン電極、ならびに配線層２０
０の積層方向において当該ソース・ドレイン電極を構成する二つの配線２０２の間に位置
するゲート電極２０、絶縁膜２３、フローティングゲート膜２１、ゲート絶縁膜２２、お
よび半導体層２４により、メモリ素子１８が構成される。
　これらの点を除いて、メモリ素子１８は、第１の実施形態におけるトランジスタ１０と
同様の構成を有する。
【０１５５】
　図５８に示すように、配線層２００の積層方向において隣接する二つのメモリ素子１８
は、互いにソース・ドレイン電極を介して接続することとなる。配線層２００の積層方向
に配列され、かつソース・ドレイン電極を介して互いに直列に接続された複数のメモリ素
子１８により、ＦｌａｓｈメモリのＮＡＮＤチェインが構成されることとなる。
【０１５６】
　図５９に示すように、各配線層２００において、ゲート電極２０は、図中Ｙ方向（図５
９中の上下方向）に延伸している。また、ゲート電極２０上には、絶縁膜４０を介して、
互いに分離した複数の配線２０２（図示せず）および複数のビア２１２が設けられている
。このとき、ゲート絶縁膜２２を介してゲート電極２０の側面上に設けられた半導体層２
４には、互いに分離した複数のビア２１２に対応して、互いに分離した複数のチャネル領
域５０が形成される。これにより、同一配線層２００内において、図中Ｙ方向に配列され
た複数のメモリ素子１８が形成されることとなる。
　さらに、ゲート電極２０、絶縁膜２３、フローティングゲート２１、ゲート絶縁膜２２
、半導体層２４、および当該ゲート電極２０上に設けられた複数の配線２０２は、図中Ｘ
方向（図５９中の左右方向）において、互いに分離するように複数配列されている。
　従って、各配線層２００は、同一配線層内に、アレイ状に配列された複数のメモリ素子
１８を有することとなる。
　同一配線内にアレイ状に配列された複数のメモリ素子１８は、それぞれ異なるＮＡＮＤ
型Ｆｌａｓｈメモリを構成する。このため、機能層９００に設けられる複数のメモリ素子
１８により、Ｆｌａｓｈメモリアレイが構成されることとなる。
【０１５７】
　なお、本実施形態においては、フローティングゲート２１の代わりに、ＳｉＮ等により
構成されるトラップ膜、ナノクリスタル等の微結晶により構成される電荷保持膜、または
その他の電荷を保持する機能を有する膜が設けられていてもよい。
【０１５８】
　本実施形態によれば、多層配線層中にＮＡＮＤ型Ｆｌａｓｈメモリを形成することがで
きる。
　また、本実施形態によれば、多層配線層の積層方向において積層された複数のメモリ素
子１８により、ＮＡＮＤ型Ｆｌａｓｈメモリが構成される。このため、Ｆｌａｓｈメモリ
の搭載面積を縮小することが可能となる。従って、半導体装置に設けられる半導体素子の
高密度化を図ることができる。
【０１５９】
　図６０は、第１７の実施形態に係る半導体装置３３２を示す断面図である。図６１は、
図６０に示す半導体装置３３２を示す回路図である。
　本実施形態に係る半導体装置３３２は、機能層９５０を備えている。機能層９５０は、
ＮＯＲ型Ｆｌａｓｈメモリを構成している。機能層９５０は、第１ないし第１１いずれか
の実施形態における配線層１００および配線層２００を有する。本実施形態において、機
能層９５０を構成する配線層２００は、後述するようにフローティングゲート膜２１を有
するメモリ素子１９を備える。
【０１６０】
　図６０に示すように、機能層９５０は、配線層１００、および配線層１００上に設けら
れた配線層２００により構成される。
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　本実施形態において、機能層９５０を構成する配線層２００は、メモリ素子１９を有す
る。
　メモリ素子１９は、絶縁膜２３およびフローティングゲート膜２１を有している。絶縁
膜２３は、ゲート電極２０の側面上に設けられている。フローティングゲート膜２１は、
絶縁膜２３を介してゲート電極２０の側面上に設けられている。ゲート絶縁膜２２は、絶
縁膜２３およびフローティングゲート膜２１を介して、ゲート電極２０の側面上に設けら
れる。フローティングゲート膜２１は、絶縁膜３０により配線１０２と電気的に分離され
る。また、フローティングゲート膜２１は、絶縁膜４０によりビア２１２と電気的に分離
される。なお、ゲート電極２０は、Ｆｌａｓｈメモリのコントロールゲート膜として機能
する。これらの点を除いて、メモリ素子１９は、第１の実施形態におけるトランジスタ１
０と同様の構成を有する。
【０１６１】
　本実施形態において、機能層９５０を構成する配線層１００は、拡散防止膜１２２上に
設けられたビット線（ＢＬ）を有している。メモリ素子１９を構成する配線１０２は、ビ
ット線（ＢＬ）上に設けられており、ビット線（ＢＬ）と接続している。
　配線層２００上には、プレート線（ＰＬ）が設けられている。メモリ素子１９を構成す
る配線２０２は、プレート線（ＰＬ）と接続している。
　メモリ素子１９を構成するゲート電極２０は、それぞれワード線（ＷＬ）を構成する。
【０１６２】
　図６１に示すように、機能層９５０は、図６１中のＸ方向およびＹ方向にアレイ状に配
列された複数のメモリ素子１９を備えている。図６１中のＸ方向に配列された複数のメモ
リ素子１９は、互いに並列となるよう、共通のビット線（ＢＬ）に接続されている。この
ように、共通のビット線（ＢＬ）に接続された複数のメモリ素子１９により、ＮＯＲ型Ｆ
ｌａｓｈメモリが形成されることとなる。
【０１６３】
　本実施形態によれば、多層配線層中に、ＮＯＲ型Ｆｌａｓｈメモリを形成することがで
きる。
【０１６４】
　図６２は、第１８の実施形態に係る半導体装置３３４を示す断面模式図である。
　本実施形態に係る半導体装置３３４は、基板上に多層配線層を形成してなる。また、多
層配線層は、互いに異なる配線層に設けられた、互いに異なる機能を有するデバイスを備
えている。これにより、三次元ＬＳＩ構造が実現される。以下、当該三次元ＬＳＩ構造に
ついて詳細に説明する。
【０１６５】
　図６２に示すように、多層配線層は、互いに異なる複数の配線層それぞれに設けられた
トランジスタを備えている。各配線層に設けられたトランジスタは、それぞれ各配線層に
より実現される機能に基づいて決定される特性を有する。トランジスタの特性とは、例え
ば導電型やしきい値電圧等である。
　本実施形態において、多層配線層のうち一の層には、互いに同一の特性を有する複数の
トランジスタが設けられている。また、多層配線層のうち上記一の層と異なる他の層には
、上記一の層に設けられたトランジスタとは異なる特性を有し、かつ互いに同一の特性を
有する複数のトランジスタが設けられている。
　このように、一つの層内ではトランジスタの作り分けは行わず、異なる層の間において
トランジスタの作り分けを行う形態をとることにより、作り分けに伴って配線層内レイア
ウトが煩雑となることを抑制することができる。また、作り分けに伴ってトランジスタ素
子の特性劣化が生じることを抑制することもできる。
　多層配線層を構成する複数の配線層のうちの一部は、例えばロジック回路としての機能
を有している。また、多層配線層を構成する複数の配線層のうちの他の一部は、例えば記
憶回路としての機能を有している。本実施形態に係る半導体装置３３４は、例えば基板上
に第１記憶回路、ロジック回路、第２記憶回路、ならびに電源系およびＩ／Ｏ回路を順に
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積層してなる多層配線構造を有する。
【０１６６】
　本実施形態において、基板は、例えば絶縁性基板、または半導体基板により構成するこ
とができる。絶縁性基板は、例えばガラス基板、または樹脂基板等である。
【０１６７】
　図６２に示すように、ロジック回路および記憶回路は、複数のトランジスタ層を積層し
て構成されている。ロジック回路および記憶回路を構成する複数のトランジスタ層は、し
きい値電圧または導電型が互いに異なるトランジスタによりそれぞれ構成されている。本
実施形態における半導体装置３３４を構成する各トランジスタ層は、第１ないし第１０い
ずれかの実施形態に係る配線層１００および配線層２００により構成される。
【０１６８】
　本実施形態に係る半導体装置３３４において、ロジック回路は、例えばＭＶｔ－ＰＭＯ
Ｓトランジスタ層、ＭＶｔ－ＮＭＯＳトランジスタ層、ＬＶｔ－ＰＭＯＳトランジスタ層
、およびＬＶｔ－ＮＭＯＳトランジスタ層を順に積層して構成されている。
　本実施形態におけるトランジスタ層は、ＬＶｔ、ＭＶｔ、ＨＶｔの順にしきい値電圧が
高くなる。各しきい値電圧の値は、例えばＬＶｔが０．３Ｖ程度、ＭＶｔが０．４Ｖ程度
、ＨＶｔが０．５Ｖ程度である。
【０１６９】
　本実施形態に係る半導体装置３３４において、第１記憶回路は、例えばアクセストラン
ジスタ層、ＨＶｔ－ＰＭＯＳトランジスタ層、およびＨＶｔ－ＮＭＯＳトランジスタ層を
順に積層してなる積層構造を含んでいる。アクセストランジスタ層は、例えばＨＶｔ－Ｎ
ＭＯＳトランジスタ層により構成される。
　第１記憶回路は、ＳＲＡＭセルを備えている。ＳＲＡＭセルは、アクセストランジスタ
層に設けられたアクセストランジスタ、およびアクセストランジスタ層上に設けられたイ
ンバータを用いて、第１３の実施形態と同様に形成される
　また、第１記憶回路は、アクセストランジスタ層下に設けられた容量層を備えている。
アクセストランジスタ層に設けられたアクセストランジスタ、および当該容量層を用いて
、第１４の実施形態と同様に、ＤＲＡＭセルが形成される。
　また、第１記憶回路は、アクセストランジスタ層下に設けられた抵抗変化素子層を備え
ている。アクセストランジスタ層に設けられたアクセストランジスタ、および当該抵抗変
化素子層を用いて、第１５の実施形態と同様に、抵抗変化素子セルが形成される。
　図６２に示すように、第１記憶回路は、受動素子を含んでいる。受動素子は、例えば抵
抗素子等である。また、受動素子は、例えばアクセストランジスタ層の下層に位置する。
【０１７０】
　第２記憶回路は、Ｆｌａｓｈメモリ層により構成される。Ｆｌａｓｈメモリ層は、第１
６の実施形態、または第１７の実施形態におけるＦｌａｓｈメモリを有する。
【０１７１】
　第２記憶回路上には、電源系配線およびＩ／Ｏ回路が形成されている。電源系配線は、
外部から供給される電源電位およびＧＮＤ電位を、各回路に供給している。
【０１７２】
　なお、本実施形態に係る半導体装置３３４を構成する各配線層は、図６２に示す順に積
層されていてもよく、図６２とは異なる順に積層されていてもよい。
【０１７３】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
　互いに特性の異なる複数のトランジスタを形成する場合、各トランジスタは、それぞれ
別工程により形成される必要がある。このため、互いに特性の異なる複数のトランジスタ
を同一配線層内に設ける場合、一方のトランジスタを形成する際に、例えばハードマスク
を形成して他方のトランジスタを保護する必要がある。すなわち、複数のトランジスタを
作り分けるための工程を追加する必要がある。この場合、半導体装置の製造は、煩雑とな
ってしまう。
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　本実施形態によれば、異なる特性を有する複数のトランジスタを、異なる配線層にそれ
ぞれ設けている。これにより、互いに異なる配線層に設けられ、かつ互いに異なる機能を
有する複数のデバイスを備えた三次元ＬＳＩ構造を実現している。この場合、異なる特性
を有する複数のトランジスタを形成するための作り分け工程を追加する必要がない。従っ
て、互いに異なる機能を有する複数のデバイスを備えた半導体装置の製造を容易とするこ
とができる。
【０１７５】
　また、本実施形態によれば、半導体層をチャネルとして各配線層中にトランジスタを形
成している。このため、絶縁性基板や半導体基板等、基板の種類を任意に選択することが
可能となる。これにより、半導体装置の低コスト化を図ることができる。
【０１７６】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【０１７７】
１０、１２、１４、１５、１６、７０、７２　トランジスタ
１８、１９　メモリ素子
２０、４４０　ゲート電極
２１　フローティングゲート膜
２２、４２２　ゲート絶縁膜
２４、４２４　半導体層
２３、２６、３０、４０、２２４、２２６　絶縁膜
３２、３８、２５２、２５８、２６４、２６５、２６６　開口部
３４、４４　下層絶縁膜
３６、４６　上層絶縁膜
５０、５２　チャネル領域
６０　基板
６２　素子分離膜
７４　受動素子
８０　ローカル配線層
８２　グローバル配線層
９０、１２０、２２０　層間絶縁膜
９２、１１２、１１４、１１６、１１８、２１２、２１４、２１６、２１８、４３１　ビ
ア
９４、１０２、１０４、１０６、１０８、２０２、２０４、２０６、２０８、４２０、４
３０　配線
１００、２００　配線層
１２２、２２２　拡散防止膜
２３２、２３４、２３６、２３８、４２１、４３２　バリアメタル膜
２５０、２５４、２５６、２７２　レジスト膜
２６０、２６２、２７０　導電膜
３００、３０２、３０４、３０６、３０８、３１０、３１２、３１４、３１６、３１８、
３２０、３２２、３２４、３２６、３２８、３３０、３３２、３３４　半導体装置
４００、５００、６００、７００、８００、９００、９５０　機能層
４２８　ハードマスク膜
７１０　容量素子
８１０　抵抗変化素子



(34) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(35) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(36) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(37) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(38) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(39) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(40) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(41) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】



(42) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】



(43) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】



(44) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】



(45) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図４５】 【図４６】

【図４７】 【図４８】



(46) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図４９】 【図５０】

【図５１】 【図５２】



(47) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図５３】 【図５４】

【図５５】 【図５６】



(48) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図５７】 【図５８】

【図５９】 【図６０】



(49) JP 2013-161878 A 2013.8.19

【図６１】 【図６２】

【図６３】



(50) JP 2013-161878 A 2013.8.19

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  21/8244   (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ４４８　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/11     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ４３４　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/10     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ３８１　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ４８１　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ４６１　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/78    ３７１　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/8242   (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ａ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/108    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ６７１Ｃ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/8238   (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ６７１Ｚ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/092    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/10    ４４１　          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/00     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/08    ３２１Ｇ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/08    ３２１Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/00    ３０１Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/00    ３０１Ｃ          　　　　　

(72)発明者  金子　貴昭
            神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３番地　ルネサスエレクトロニクス株式会社内
Ｆターム(参考) 5F033 GG01  GG04  HH08  HH12  HH15  HH18  HH19  HH21  HH33  HH34 
　　　　 　　        HH35  JJ01  JJ08  JJ12  JJ18  JJ19  JJ21  JJ33  JJ34  JJ35 
　　　　 　　        KK01  KK08  KK12  KK18  KK19  KK21  KK33  KK34  KK35  LL03 
　　　　 　　        MM02  MM08  MM12  MM13  NN06  NN07  NN08  NN13  NN20  NN33 
　　　　 　　        NN38  NN40  QQ08  QQ09  QQ10  QQ11  QQ21  QQ25  QQ28  QQ29 
　　　　 　　        QQ30  QQ31  QQ39  QQ48  RR03  RR04  RR06  RR09  RR12  RR25 
　　　　 　　        RR29  TT04  TT08  VV06  VV07  VV15  VV16  XX03  XX15  XX28 
　　　　 　　        XX33 
　　　　 　　  5F048 AA07  AA09  AB01  AB03  AC04  AC10  BA01  BA14  BA16  BB01 
　　　　 　　        BB09  BB11  BB13  BB14  BC03  BD07  BF02  BF07  BF12  BF15 
　　　　 　　        BF16  BG13  CB02  CB03  CB07 
　　　　 　　  5F083 AD02  BS01  BS19  BS20  BS22  BS27  BS32  BS41  BS44  BS47 
　　　　 　　        EP02  EP18  EP23  EP76  EP77  ER22  FZ10  GA10  GA12  GA24 
　　　　 　　        GA25  GA28  HA02  HA06  JA12  JA19  JA36  JA37  JA38  JA39 
　　　　 　　        JA40  JA43  KA01  KA05  KA19  KA20  LA02  LA12  LA16  LA19 
　　　　 　　        LA21  MA04  MA05  MA06  MA16  MA20  PR07  PR09  PR40  ZA12 
　　　　 　　        ZA14  ZA29 
　　　　 　　  5F101 BA14  BA45  BA54  BB05  BD10  BD16  BD30  BD34  BD39  BE07 
　　　　 　　        BF01 
　　　　 　　  5F110 AA08  AA16  BB04  BB07  BB08  BB11  CC07  CC09  DD05  EE03 
　　　　 　　        EE04  EE14  EE22  EE24  EE31  EE36  EE38  FF02  FF03  GG01 
　　　　 　　        GG22  GG23  GG25  HK03  HK04  HM02  HM12  HM17  NN72  NN77 
　　　　 　　        NN78  QQ19 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

