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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板およびその上に形成された強誘電体キャパシタを含む回路形成部と、
　前記回路形成部を覆うパッシベーション膜から露出すると共に、前記回路形成部の外側
に配置されて前記回路形成部と外部回路素子とが信号の送受信をするための電極パッド部
と、
　前記半導体基板表面からパッシベーション膜に達する高さで、前記電極パッド部の内側
に前記回路形成部を取り囲むように配置された耐湿リングとを備える半導体装置。
【請求項２】
　前記電極パッドの外側に配置され、該電極パッドと前記耐湿リングを取り囲む他の耐湿
リングを更に備えることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記強誘電体キャパシタを覆う層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜上に形成された配線層と、
　前記層間絶縁膜と前記配線層との間に配置されて水分の透過を遮断する第一のバリア層
と、
　前記第一のバリア層及び前記配線層の表面及び側壁面を覆う絶縁性金属酸化物膜を備え
ることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置。
【請求項４】
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　前記第一のバリア層と配線層および絶縁性金属酸化物膜との間に更にシリコン酸化膜を
備えることを特徴とする請求項３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第一のバリア層がシリコン酸窒化膜であることを特徴とする請求項３または４記載
の半導体装置。
【請求項６】
　前記回路形成部を覆う層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜の上方に形成された電極パッドと、
　前記層間絶縁膜の上方に形成された電極パッドの表面を露出する開口部を除いて前記層
間絶縁膜の全面を覆うパッシベーション膜と、をさらに備え、
　前記パッシベーション膜は水分の透過を遮断する第二のバリア層を含み、
　前記第二のバリア層は、前記開口部の内壁面の総てを覆ってなることを特徴とする請求
項１～５のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第二のバリア層と前記層間絶縁膜の上方に形成された電極パッド表面との間にＴｉ
Ｎ膜が挿入されていることを特徴とする請求項６記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記パッシベーション膜は、シリコン酸化膜と、該シリコン酸化膜上に形成された前記
第二のバリア層を含み、
　前記第二のバリア層は、前記シリコン酸化膜の表面および側壁面を覆うことを特徴とす
る請求項６または７記載の半導体装置。
【請求項９】
　強誘電体キャパシタを備える半導体装置の製造方法であって、
　前記強誘電体キャパシタを覆う層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記層間絶縁膜上にバリア層を形成する工程と、
　前記バリア層上に配線層を形成する工程と、
　前記バリア層の表面と前記配線層の表面及び側壁面を覆う絶縁性金属酸化物膜を形成す
る工程と、
　前記回路形成部と外部回路素子とが信号の送受信をするための電極パッドを形成する工
程と、
　前記配線層と同時に、前記電極パッドの内側に前記回路形成部を取り囲むように配置さ
れた耐湿リングを形成する工程と
を備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記バリア層の形成は、シリコン酸化膜を形成し、該シリコン酸化膜の表面を酸窒化処
理することを特徴とする請求項９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、半導体装置およびその製造方法に係り、特に強誘電体キャパシタを有する半
導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、強誘電体の分極反転を利用して情報を強誘電体キャパシタに保持する強誘電体メ
モリ（ＦｅＲＡＭ）の開発が進められている。強誘電体メモリは、電源を切っても保持さ
れた情報が消失しない不揮発メモリであり、高集積度、高速駆動、高耐久性、低消費電力
を実現できることから特に注目されている。
【０００３】
　強誘電体キャパシタを構成する強誘電体膜の材料としては、残留分極量が大きな、１０
～３０μＣ／ｃｍ2程度のＰＺＴ（Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ3）膜、ＳＢＴ（ＳｒＢｉ2Ｔａ2



(3) JP 4659355 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

Ｏ9）膜などのペロブスカイト結晶構造を有する強誘電体酸化物が主として用いられてい
る。
【０００４】
　このような強誘電体膜は、従来より、シリコン酸化膜などの水との親和性の高い層間絶
縁膜を介して外部から侵入した水分により強誘電体の特性が劣化することが知られている
。すなわち、侵入した水分が、層間絶縁膜やメタル配線成膜時の高温プロセスの中で水素
と酸素に分解し水素が強誘電体膜中に侵入すると、強誘電体膜の酸素と反応して強誘電体
膜に酸素欠陥が形成され結晶性が低下する。また、強誘電体メモリの長期間の使用によっ
ても同様の現象が発生する。その結果強誘電体膜の残留分極量や誘電率が低下するなどの
強誘電体キャパシタの性能劣化が発生する。また、強誘電体キャパシタに限らず、トラン
ジスタ等の性能が劣化することがある。
【０００５】
　このような劣化に対応するために、従来から水分の侵入を防止する耐湿リングを設けた
ＩＣチップが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。図１（Ａ）は従来のＩＣチ
ップを拡大して示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）に示すＡ－Ａ’線断面図である。図１
（Ａ）および（Ｂ）に示すように、ＩＣチップ１００は半導体基板１０１にトランジスタ
１０２や強誘電体キャパシタ１０３などの回路形成部１０４が形成され、回路形成部１０
４および半導体基板１０１はシリコン酸化膜などの層間絶縁膜１０５により覆われている
。ＩＣチップの周縁部１０６には、回路形成部１０４を囲むように、半導体基板１０１か
らＩＣチップ１００の表面からパッシベーション膜１１１に達する耐湿リング１０８が形
成されている。また、図示はしないがウェハから個々のＩＣチップにダイシングにより切
り出されて形成された層間絶縁膜１０５の側壁面１０９に金属膜からなる耐湿リングを設
けることも提案されている。このような耐湿リング１０８は、側壁面１０９から侵入した
水分をブロックして、回路形成部１０４に水分が侵入することにより起こる強誘電体キャ
パシタ１０３の性能劣化を防止しようとするものである。
【特許文献１】特開２０００－２７７４６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、図１（Ａ）の平面図に示すように、耐湿リング１０８の内側には、外部の回
路素子等と回路形成部１０４とが信号等の送受信をするために電極パッド１１０が形成さ
れており、電極パッド１１０にはワイヤ（不図示）がボンディングされるので、電極パッ
ド１１０毎にパッシベーション膜１１１に開口部１１１－１が形成されている。パッシベ
ーション膜には、水分をブロックする非透水性のシリコン窒化膜やポリイミド膜が用いら
れているが、電極パッド１１０とパッシベーション膜１０８との間の微小な空隙や、パッ
シベーション膜１０８のシリコン窒化膜等の下地に用いられているシリコン酸化膜が開口
部１１１－１の側壁面１１１ａに露出している場合は、上述した耐湿リング１０８を設け
ていても、電極パッド１１０の空隙や露出面を通じて水分が侵入して強誘電体キャパシタ
１０３の性能劣化が発生するという問題がある。
【０００７】
　また、本願発明者の検討によれば、図２に示すように、図１に示すＩＣチップ１００を
、ベース１１５上にボンディングし、ワイヤ１１６により電極パッド１１０とインナーリ
ード１１８を配線し、さらに樹脂１１９により覆ったデバイスについて温湿度圧力ストレ
ス環境に保存後（いわゆるＰＴＨＳ（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｈｕｍｉｄｉ
ｔｙ　Ｓｔｒｅｓｓ）試験）、読み出し試験を行ったところ、エラーを発生したメモリー
セルが電極パッド１１０付近に多数発生しており、図１に示すような従来の耐湿リング１
０８を備えたＩＣチップ１００では、電極パッド１１０付近に耐湿性の問題があることが
分かっている。
【０００８】
　また、強誘電キャパシタ１０３を覆う層間絶縁膜１０５としてのシリコン酸化膜は、上
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述したように水分との親和性が良いため水分が浸透・透過し易く、一旦外部から水分が侵
入すると容易に半導体基板表面付近に形成されている強誘電体キャパシタまで到達して性
能劣化を招くという問題がある。これと同様に、トランジスタ等の素子性能劣化を招くと
いう問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、本発明の目的は、水分の侵入に
起因する性能劣化を効果的に防止して優れた長期信頼性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である。本発明のより具体的な目的は、水分の侵入に起因する強誘
電体キャパシタの性能劣化を防止した半導体装置およびその製造方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一観点によれば、半導体基板と、前記半導体基板およびその上に形成された回
路形成部と、前記回路形成部を覆うパッシベーション膜から露出すると共に、前記回路形
成部の外側に配置された電極パッド部と、前記半導体基板表面からパッシベーション膜に
達する高さで、前記電極パッド部の内側に前記回路形成部をほぼ取り囲むように配置され
た耐湿リングとを備える半導体装置が提供される。
【００１１】
　本発明によれば、電極パッド部の内側に回路形成部をほぼ取り囲むように耐湿リングを
形成することにより、電極パッド部から侵入する水分を遮断し、回路形成部の素子の性能
劣化を防止することができる。特に回路形成部に形成された強誘電体キャパシタの減極等
の劣化を防止することができる。
【００１２】
　本発明の他の観点によれば、半導体基板と、前記半導体基板上に形成され、強誘電体キ
ャパシタ膜を有する強誘電体キャパシタと、前記強誘電体キャパシタを覆う層間絶縁膜と
、前記層間絶縁膜上に形成された配線層とを備える半導体装置であって、前記層間絶縁膜
と前記配線層との間に、水分の透過を遮断するバリア層と、前記バリア層及び配線層を覆
う絶縁性金属酸化物膜を備えることを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１３】
　本発明によれば、強誘電体キャパシタを覆う層間絶縁膜上に水分を遮断するバリア層と
バリア層及び配線層を覆う絶縁性金属酸化物膜を形成することにより、半導体装置の表面
から侵入する水分をバリア層により完全に遮断し、水分が強誘電体キャパシタに到達する
ことを防止できる。
【００１４】
　本発明のその他の観点によれば、半導体基板と、半導体基板の上方に形成された強誘電
体キャパシタを有する回路形成部と、前記回路形成部を覆う層間絶縁膜と、前記層間絶縁
膜の上方に形成された電極パッドと、前記電極パッドの表面を露出する開口部を除いて前
記層間絶縁膜の全面を覆うパッシベーション膜とを備え、前記パッシベーション膜は水分
の透過を遮断するバリア層よりなり、前記バリア層は、前記開口部の内壁面の総てを覆っ
てなることを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１５】
　本発明によれば、電極パッドを露出するパッシベーション膜の開口部において、その側
壁面の全面を水分の透過を遮断するバリア層により覆うことにより、開口部内壁からの水
分の侵入を防止し、水分が強誘電体膜に到達することを防止する。その結果、ＰＴＨＳ試
験等の高温多湿・高圧力の加速環境に保存してもキャパシタ劣化による不良の発生を一層
防止することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、半導体装置の表面および側壁面、特に電極パッド部およびその周辺か
らの水分の侵入を防止し、素子の性能劣化、特に強誘電体キャパシタの性能劣化を防止し



(5) JP 4659355 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

、優れた長期信頼性を有する半導体装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
　（第１の実施の形態）
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の平面図である。図３を参照する
に、本実施の形態に係る半導体装置１０は、回路形成部１１、複数の電極パッド部１２、
第１耐湿リング１３、第２耐湿リング１４、配線１５等から構成されている。
【００１９】
　回路形成部１１は、後述する半導体基板にトランジスタ、強誘電体キャパシタ、配線層
等から構成されている。電極パッド部１２は、半導体装置１０の周縁部１６に配置され、
例えば図示されないインナーリード等と接続されるワイヤがボンディングされ、後述する
半導体装置１０内部のプラグ、導電性パッド、及び配線層を介して回路形成部１１と電気
的に接続される。
【００２０】
　第１耐湿リング１３は、回路形成部１１と電極パッド部１２との間に設けられ、回路形
成部１１を連続して取り囲むように配置されている。第２耐湿リング１４は、電極パッド
部１２の外側に配置され、回路形成部１１、第１耐湿リング１３、電極パッド部１２を取
り囲むように、半導体装置１０の側壁面２６に沿って配置されている。以下、第１および
第２耐湿リング１３、１４の配置及び構成について詳細に説明する。
【００２１】
　図４は、図３に示す半導体装置の要部を拡大して示す平面図であり、図５は、図４に示
すＡ－Ａ’線に沿った断面図および回路形成部の断面図を合わせて示す図である。なお、
回路形成部の断面図は説明の便宜のため適切な断面図を示したものであり、Ａ－Ａ’線に
沿ったものとは限らない。
【００２２】
　図４および図５を参照するに、半導体装置１０は、大略して、回路素子等が形成される
回路形成部１１と、回路形成部１１の周囲に配置された電極パッド部１２、第１耐湿リン
グ１３、および第２耐湿リング１４等からなる周縁部１６から構成されている。
【００２３】
　回路形成部１１は、半導体基板２１と、半導体基板２１に形成されたトランジスタ２２
、情報を分極方向として保持する強誘電体キャパシタ膜２３を有する強誘電体キャパシタ
２４、配線層１５、トランジスタの不純物拡散領域と配線層１５ａを電気的に接続するコ
ンタクト１８、および配線層１５間を接続するプラグ１９、トランジスタ２２や強誘電体
キャパシタ２４を覆う多層からなる層間絶縁膜２５等から構成され、例えば１Ｔ１Ｃ（１
トランジスタ・１キャパシタ）セルのＦｅＲＡＭが形成されている。強誘電体キャパシタ
２４は、例えば第２の実施の形態において説明する強誘電体キャパシタと同様であるので
説明を省略する。
【００２４】
　なお、本実施の形態では、層間絶縁膜２５は半導体基板２１上に第１～第３層間絶縁層
２５の３層が積層され、配線層１５は第１～第３配線層１５ａ～１５ｃの３層として説明
する。なお、以下、第１～第３の各層を示す符号を「ａ～ｃ」とするが、「ａ～ｃ」の符
号で特に指定しない限り３層総てあるいは任意の層を表すこととする。以下、周縁部１６
の構成について詳述する。
【００２５】
　電極パッド部１２は、導電性パッド２９と、第１～第３層間絶縁層２５を貫通して上下
の導電性パッド２９を接続するプラグ３０などから構成されている。各々の導電性パッド
２９は、第１～第３層間絶縁層２５の表面に互いにほぼ同様の大きさで、例えば上下の表
面にＴｉＮ膜が形成されたアルミニウム膜により形成されている。導電性パッド２９は、
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回路形成部１１の配線層１５と層ごとに同時に形成されている。
【００２６】
　また、第１層間絶縁層２５ａの表面に形成された導電性パッド２９ａは配線１５ａ－１
を介して回路形成部１１に接続されている。また、第３層間絶縁層２５ｃの表面に形成さ
れた導電性パッド２９ｃは、パッシベーション膜２８の開口部を介して露出して形成され
ている。この導電性パッド２９ｃはワイヤーボンディングパッドとして用いられる。
【００２７】
　プラグ３０ｂ、３０ｃは、矩形あるいは楕円形の形状を有し、第２及び第３層間絶縁膜
２５ｂ、２５ｃを貫通し、導電性パッド２９間を電気的に接続している。プラグ３０ｂ、
３０ｃはＴｉＮ膜を介してタングステン膜、アルミニウム膜などの導電膜が積層して構成
されている。プラグ３０は、回路形成部１１のプラグ１９と層ごとに同時に形成される。
プラグ３０は１層の層間絶縁膜２５に複数設けてもよく、１つでもよい。
【００２８】
　電極パッド部１２は、このような構成によりボンディングされたワイヤを介して外部か
らの信号等を回路形成部に送信し、また、回路形成部１１から外部に信号等を送信する。
なお、電極パッド１２部は上記の構成に限定されず、公知の電極パッド部の構成でもよい
。
【００２９】
　第１耐湿リング１３は、上述したように、回路形成部１１と電極パッド部１２との間に
設けられ、回路形成部１１を取り囲むように配置され、リングパッド３１、リングコンタ
クト３２、およびリングプラグ３３から構成されている。
【００３０】
　図６（Ａ）～（Ｃ）は、半導体装置の周縁部の各層を拡大して示す平面図である。図６
（Ａ）～（Ｃ）を参照するに、リングパッド３１は、第１～第３層間絶縁膜２５の表面に
図６（Ａ）～（Ｃ）にそれぞれ示されるパターンの形状に形成されている。すなわち、図
６（Ａ）に示すように、第１層のリングパッド３１ａは、導電性パッド２９ａの回路形成
部側に帯状に形成され、その幅は例えば１．０μｍ～５．０μｍの範囲に設定される。リ
ングパッド３１ａは、導電性パッド２９ａの形状に沿って近接して形成する方がよい。電
極パッド部１２の周辺を伝わって流入する水分を含む層間絶縁膜２５の体積を低減し、ま
た、回路形成部１１の面積効率の低下を抑制することができる。また、配線１５ａが形成
された部分ではリングパッド３１ａは切断され、配線１５ａからの信号等がリングパッド
３１ａに流入しないようになっている。
【００３１】
　また、第２及び第３層間絶縁層２５ｂ、２５ｃの表面に形成されたリングパッド３１ｂ
、３１ｃは、図６（Ｂ）及び（Ｃ）にそれぞれ示すように、導電性パッド２９ｂ、２９ｃ
の回路形成部側に帯状に切断されることなく形成されている。リングパッド３１ｂ、３１
ｃは、第１層のリングパッド２９ａと同様に導電性パッドに沿って近接して形成する方が
よい。なお、第３層のリングパッド２９ｃは、パッシベーション膜２８に覆われている。
【００３２】
　これらのリングパッドの材料は水分を透過しないもので有れば特に制限はなく、金属、
合金、シリコン窒化膜などでもよい。また、導電性パッドと同様の材料とすることで、同
時に形成して工程数を低減することができる。
【００３３】
　図４および図５に戻り、リングコンタクト３２は、半導体基板２１の表面とリングパッ
ド３１ａを接続し、壁状に連続して形成される。但し、配線１５ａ－１によりリングパッ
ド３１ａが切断されている部分では、リングコンタクト３２も切断されて不連続となって
いる。リングコンタクト３２は、回路形成部１１のコンタクト１８と同様に、外側からＴ
ｉ膜およびＴｉＮ膜を介してタングステンが充填されている。
【００３４】
　リングプラグ３３は、第２および第３層間絶縁層２５ｂ、２５ｃの各々を貫通して上下
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のリングパッド３１を接続すると共に、リングコンタクト３２と同様に壁状に連続して形
成する。但し、リングプラグ３３は、図６（Ａ）に示すリングパッド３１ａと同様に配線
１５ａ－１の周辺では切断される。配線１５ａ－１との接触を防止することができる。リ
ングプラグ３３の幅はリングパッド３１の幅より小さく形成される。このようにするとリ
ングプラグ３３をリングパッド３１に確実に接続することができる。
【００３５】
　このように第１耐湿リング１３を設けることで、配線１５ａ－１および配線１５ａ－１
の上下のリングコンタクト３２およびリングプラグ３３ｂで切断されている以外は、回路
形成部１１を取り囲むように連続して形成されているので、半導体装置の側壁面２６から
侵入した水分が第１～第３層間絶縁膜２５を伝わって、回路形成部１１に到達することを
ほぼ防止することができ、さらに、電極パッド部１２と層間絶縁膜２５との空隙等から侵
入した水分が、回路形成部１１に到達することをほぼ防止することができる。
【００３６】
　また、第２耐湿リング１４は、電極パッド部１２と半導体装置１０の側壁面２６との間
に配置され、回路形成部１１、第１耐湿リング１３、及び電極パッド部１２を取り囲むよ
うに形成されている。第２耐湿リング１４は、第１耐湿リング１３と同様に、リングパッ
ド３４、リングコンタクト３５、リングプラグ３６から構成され、それらの材料及び寸法
は第１耐湿リング１３とほぼ同様であるので説明を省略する。第２耐湿リング１４を設け
ることにより、半導体装置１０の側壁面２６から侵入した水分が第１～第３層間絶縁膜２
５を伝わって、回路形成部１１に到達することを防止する。特に、第１耐湿リング１３は
第１層の配線１５ａおよび第２層間絶縁膜２５ｂにおいて切断されているので、第２耐湿
リング１４を設けることで、水分侵入を一層防止することができる。なお、第２耐湿リン
グ１４は必須のものではなく、設けなくともよい。
【００３７】
　第１～第３層間絶縁膜２５は、例えばスパッタ法やＣＶＤ法を用いたシリコン酸化膜か
ら形成される。さらにＣＶＤ法によりＴＥＯＳを用いてシリコン酸化膜を形成してもよい
。また、第２の実施の形態において説明する水分の侵入を遮断するバリア層（例えば、シ
リコン酸窒化膜）を第１～第３層間絶縁膜２５上に形成してもよい。さらに、パッシベー
ション膜２８は、シリコン窒化膜やポリイミド膜などの非透水性の材料よりなる。このパ
ッシベーション膜２８に第３の実施の形態の半導体装置を構成するパッシベーション膜を
用いてもよい。電極パッド部付近からの水分侵入を一層防止することができる。
【００３８】
　また、第１～第３層間絶縁膜２５の表面、あるいは配線層１５を覆うようにアルミナ膜
を形成してもよい。電極パッド部１２の周辺から侵入してきた水分をアルミナ膜により遮
断することができる。
【００３９】
　本実施の形態によれば、第１耐湿リングを電極パッド部の回路形成部側に、回路形成部
を囲むように形成することにより、水分の侵入を防止してトランジスタなどの素子の劣化
を防止し、特に強誘電体キャパシタの劣化を防止することができる。
【００４０】
　なお、本実施の形態においてＦｅＲＡＭを例として説明したが、本発明はＦｅＲＡＭの
換わりにＳＲＡＭやＤＲＡＭなどのＲＡＭあるいは、フラッシュメモリ等のＲＯＭ、更に
ＣＰＵ等の半導体装置全般に適用可能である。
【００４１】
　（第２の実施の形態）
　図７は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。図７を参照する
に、本実施の形態に係る半導体装置５０は、半導体基板５１に形成されたトランジスタ５
２と、トランジスタ５２を覆う絶縁膜５３ａ、５３ｂ上に、下部電極５４、強誘電体キャ
パシタ膜５５、上部電極５６が順次積層されなる強誘電体キャパシタ５８と、強誘電体キ
ャパシタ５８を覆う第１層間絶縁膜５９と、第１層間絶縁膜５９上に形成されたバリア層
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６０と、バリア層６０上にトランジスタ５２の不純物拡散領域５２ａとコンタクト６１に
より接続された配線６２ａ、および下部電極５４や上部電極５６とそれぞれプラグ６３ａ
、６３ｂにより接続された配線６２ｂ、６２ｃなどからなる配線層６２と、配線層６２ａ
～６２ｃおよびバリア層６０の表面を覆う絶縁性金属酸化物膜６４などから構成されてい
る。
【００４２】
　半導体装置５０は、例えば１Ｔ１ＣセルタイプのＦｅＲＡＭを形成しており、下部電極
５４に接続された配線６２ｂがプレート線として、上部電極５６は配線６２ｃを介してト
ランジスタ５２の一方の不純物拡散領域５２ａにコンタクト６１を介して接続され、トラ
ンジスタ５２を構成するゲート５２－１がワード線を兼ね、また図示されていないが、ト
ランジスタ５２の他方の不純物拡散領域にビット線が接続されている。
【００４３】
　強誘電体キャパシタ５８を構成する強誘電体キャパシタ膜５５は、例えばＰＺＴ膜、Ｐ
ＬＺＴ（（Ｐｂ，Ｌａ）（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ3）膜、ＳＢＴ膜などのペロブスカイト結晶構
造を有する強誘電体酸化物から構成されている。これらの強誘電体酸化物は残留分極率お
よび比誘電率が高く、リテンションやファティーグにおいて有利となる。一方、強誘電体
酸化物は、上述したように、水分が侵入すると水分が分解して生成された水素により強誘
電体酸化物の酸素欠損が生じ結晶性が低下して、残留分極率および比誘電率が低下する。
【００４４】
　また、下部電極５４および上部電極５６は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕなどの白金族元素や、Ｉ
ｒＯ2、ＲｕＯ2などの導電性酸化物、あるいはこれらの積層体から構成されている。
【００４５】
　第１層間絶縁膜５９は、例えば、スパッタ法やＣＶＤ法などを用いて形成された例えば
膜厚が５００ｎｍのシリコン酸化膜から構成されている。シリコン酸化膜は、Ｐ、Ｂ、Ａ
ｓがドープされたＰＳＧ膜、ＢＳＧ膜、ＡｓＳＧ膜でもよい。なお、以下、本実施の形態
では、これらの不純物がドープされたシリコン酸化膜を含めて「シリコン酸化膜」と称す
る。
【００４６】
　また、バリア層６０は、スパッタ法やＣＶＤ法などを用いて形成されたシリコン酸窒化
膜、あるいは、シリコン酸化膜を酸窒化処理して変換されたシリコン酸窒化膜から構成さ
れている。シリコン酸窒化膜は水分を遮断する機能を有し、半導体装置５０の表面側など
のバリア層６０の上側から強誘電体キャパシタ５８への水分の侵入を防止する。その結果
、水分が高温になると水素と酸素に分解し、水素が強誘電体キャパシタ膜５５の酸素と結
合し、強誘電体キャパシタ膜５５中の酸素欠損の発生を防止することができる。
【００４７】
　図８はシリコン酸窒化膜の水分遮断性能を説明するための図であり、サンプルＡおよび
Ｂを所定の速度で昇温しながら表面から発生する水をＤＴＡ－Ｍａｓｓ（示査熱質量分析
）法により測定したものである。サンプルＡは、シリコンウェハ上にＰＳＧ膜（膜厚５０
０ｎｍ、Ｐ濃度５重量％）を形成したものであり、サンプルＢは、サンプルＡのＰＳＧ膜
の表面をＮ2Ｏガスを用いて４分間プラズマ酸窒化処理を行い、表面をＰ含有シリコン酸
窒化膜に改質したものである。
【００４８】
　図８を参照するに、サンプルＡでは約１２０℃から水が検出され始め、約４２０℃付近
で検出量が最大となりそれより高温では次第に低下する。一方、サンプルＡの表面がＰ含
有シリコン酸窒化膜に変換されたサンプルＢでは、１２０℃～３５０℃では水は検出され
ない。すなわち、３５０℃以下の温度範囲ではＰＳＧ膜に含まれている水分は、Ｐ含有シ
リコン酸窒化膜により完全に遮断されていることが分かる。さらに、３５０℃を超えて４
６０℃までは検出量の増加は少なく、４６０℃以下の温度では水分の遮断性能が十分とい
える。さらに、図８の結果からは２０℃～１２０℃の温度範囲ではＰ含有シリコン酸窒化
膜の水分遮断性能については直接明らかではないが、１２０℃～３５０℃における優れた
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水分遮断性能から考えると、この温度範囲より低い３０℃～１２０℃においても優れた水
分遮断性能を有することは十分に推察できる。したがって、かかるＰ含有シリコン酸窒化
膜を形成した後の工程を４６０℃以下の温度に設定することにより、水分の侵入による強
誘電体キャパシタ５８の劣化を防止することができる。
【００４９】
　図９はシリコン酸窒化膜の水分遮断性能の他の例を説明するための図である。サンプル
Ｃは、シリコンウェハ上にプラズマＣＶＤ法によりＴＥＯＳを用いてシリコン酸化膜（膜
厚５００ｎｍ）を形成したものであり、サンプルＤは、サンプルＣのシリコン酸化膜上に
ＣＶＤ法によりシリコン酸窒化膜（膜厚５０ｎｍ）を形成したものであり、サンプルＥは
サンプルＤのシリコン酸窒化膜の膜厚を１００ｎｍとしたものである。このシリコン酸化
膜およびシリコン窒化膜はそれぞれ後述する図１１（Ａ）および図１１（Ｂ）の製造工程
での形成条件と同様して形成したものである。
【００５０】
　図９を参照するに、サンプルＣでは約１２０℃から水が検出され始め、約３５０℃付近
で検出量が最大となりそれより高温では次第に低下し、さらに６００℃以上で増加してい
る。一方、サンプルＤおよびＥでは、測定を行った温度範囲３０℃～７８０℃の範囲で水
が検出されていない。すなわち、サンプルＣで検出された水はシリコン酸窒化膜により遮
断されていることが分かる。さらに、シリコン酸窒化膜の膜厚は５０ｎｍで優れた水分遮
断性能があり、さらに薄膜でも良いことは十分推察できる。したがって、第１層間絶縁膜
５９上にシリコン酸窒化膜を形成することにより、水分の侵入を防止して強誘電体キャパ
シタ５８の劣化を防止することができる。なお、シリコン酸窒化膜は後述するエッチング
の際にコンタクトの酸化を防止する機能も有している。
【００５１】
　図１０～図１２は、本実施の形態に係る半導体装置の製造工程を説明するための図であ
る。
【００５２】
　まず、図１０（Ａ）の工程では、半導体基板５１に、素子分離領域５７、ウェル５２－
２、不純物拡散領域５２ａ、およびワード線を兼ねるゲート５２－１等からなるトランジ
スタ５２を形成し、さらに半導体基板５１、素子分離領域５７、およびトランジスタ５２
を覆う絶縁膜５３ａ、５３ｂを形成する。トランジスタ５２等は公知の方法を用いること
ができ、その説明を省略する。なお、絶縁膜５３ｂの表面はＣＭＰ法により平坦化しても
よい。次の工程において形成される強誘電体キャパシタ５８を構成する下部電極５４およ
び強誘電体キャパシタ膜５５中の結晶粒界の発生を抑制し結晶性を向上することができる
。
【００５３】
　次いで、図１０（Ｂ）の工程では、図１０（Ａ）の構造体上に、下部電極層５４ａ、強
誘電体膜５５ａ、上部電極層５６ａを順次形成する。下部電極層５４ａは、スパッタ法や
真空蒸着法などにより、白金族元素、例えば、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、あ
るいはこれらの合金、ＩｒＯ2、ＲｕＯ2、ＳｒＲｕＯ3などの導電性酸化物、あるいはこ
れらの白金族元素、合金、導電性酸化物の積層体により形成し膜厚は例えば１００ｎｍに
設定する。
【００５４】
　強誘電体膜５５ａは、スパッタ法、ＭＯＣＶＤ法、ゾル・ゲル法、ＭＯＤ（Ｍｅｔａｌ
　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等により、ＰＺＴ膜、ＰＬＺＴ膜、
ＳＢＴ膜などの強誘電体酸化物から選択される。ＰＺＴ膜やＰＬＺＴ膜では成膜時にＰｂ
原子が脱離し易いため、予め化学量論的組成よりＰｂを多く添加する。強誘電体膜５５ａ
は、ＲＦスパッタ法によりＰｂ原子を過剰に含んだＰＺＴからなるスパッタターゲットを
用いて例えば膜厚２００ｎｍのＰＺＴ膜を形成し、例えばハロゲンランプアニール装置に
より酸素雰囲気中で加熱処理して結晶性を向上する。
【００５５】
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　上部電極層５６ａは、下部電極層５４ａと同様の材料を用いることができ、特にＩｒＯ

2、ＲｕＯ2、ＳｒＲｕＯ3が好ましく、膜厚は例えば１００ｎｍとする。
【００５６】
　次いで、図１０（Ｃ）の工程では、上部電極層５６ａをパターニングして、強誘電体キ
ャパシタ５８の上部電極５６を形成する。次いで、強誘電体膜５５ａをパターニングして
強誘電体キャパシタ膜５５を形成する。次いで、強誘電体キャパシタ膜５５および上部電
極５６を酸素雰囲気中でアニールし、パターニングにより生じたダメージを回復させると
ともに、絶縁膜５３ａ、５３ｂ等に含まれる水分を蒸発させる。
【００５７】
　図１０（Ｃ）の工程ではさらに、スパッタ法を用いて、下部電極層５４ａ、強誘電体キ
ャパシタ膜５５、および上部電極５６の表面および側壁面を覆うようにキャパシタ保護膜
６６を形成する。キャパシタ保護膜６６は、例えば、アルミナ膜、ＴｉＯ2膜、ＰＺＴ膜
などを用いることができる。次いで、キャパシタ保護膜６６と下部電極層５４ａをパター
ニングして下部電極を形成する。キャパシタ保護膜６６により強誘電体キャパシタ膜５５
の水分や水素の侵入を防止することができる。
【００５８】
　次いで、図１１（Ａ）の工程では、図１０（Ｃ）の構造体を覆うように、スパッタ法や
ＣＶＤ法により、厚さ１１００ｎｍのシリコン酸化膜よりなる第１層間絶縁膜５９を形成
し、その表面をＣＭＰ法により平坦化する。シリコン酸化膜は、例えば、プラズマＣＶＤ
法により半導体基板５１を加熱（３３０℃～４００℃）して、成膜ガスとしてＴＥＯＳと
酸素ガス、キャリアガスとしてＨｅガスを用いて形成する。この際、シリコン酸化膜と共
に水が生成されシリコン酸化膜中に取り込まれるので、過剰の酸素ガスを供給することが
好ましい。酸素ガス流量としては、例えば通常の形成条件の２倍程度の流量とする。また
、成膜ガスにシランや、Ｓｉ2Ｆ6、Ｓｉ3Ｆ8、Ｓｉ2Ｆ3Ｃｌ等のポリシラン化合物を用い
てもよい。
【００５９】
　なお、ここで加熱処理（温度３００℃～３５０℃）により第１層間絶縁膜５９中の水分
を蒸発させてもよい。加熱処理は例えばハロゲンランプアニール装置を用いて行ない、酸
素雰囲気下が好ましい。
【００６０】
　図１１（Ａ）の工程ではさらに、第１層間絶縁膜５９上にレジスト膜（不図示）を形成
しパターニングして開口部を形成する。次いで、レジスト膜をマスクとしてエッチングし
、第１層間絶縁膜５９および絶縁膜５３ａ、５３ｂを貫通し、トランジスタ５２の不純物
拡散領域５２ａを露出するコンタクトホール６１－１を形成する。次いで、コンタクトホ
ール６１－１の内壁および第１層間絶縁膜５９上にスパッタ法によりＴｉ膜（膜厚２０ｎ
ｍ）、ＴｉＮ膜（膜厚５０ｎｍ）を順次形成し、さらに、スパッタ法やＣＶＤ法により例
えばタングステン（Ｗ）膜によりコンタクトホール６１－１を充填する。Ｗ膜はコンタク
トホールを完全に埋め込むだけの膜厚、例えば第１層間絶縁膜５９上で１０００ｎｍに形
成する。次いで、第１層間絶縁膜５９上のＴｉ膜、ＴｉＮ膜、およびＷ膜をＣＭＰ法によ
り除去し、コンタクト６１が形成される。
【００６１】
　次いで、図１１（Ｂ）の工程では、図１１（Ａ）の構造体上にスパッタ法やＣＶＤ法に
より、例えば膜厚５０ｎｍ～５００ｎｍのバリア層６０を形成する。バリア層６０は、上
述したようにその優れた水分遮断性能によりシリコン酸窒化膜を用いることができる。シ
リコン酸窒化膜は、上述した２つの方法のいずれを用いてもよい。ここでは、プラズマＣ
ＶＤ法により成膜ガスにシランとＮ2Ｏガスを用いてシリコン酸窒化膜を形成する。なお
、後の工程の配線層をパターニングする際に、バリア層６０表面も同時にエッチングされ
るので、エッチング量を見込んで厚く形成することが好ましい。
【００６２】
　次いで、図１１（Ｃ）の工程では、バリア層６０上にレジスト膜（不図示）を形成し、
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パターニングして開口部を形成する。次いで、レジスト膜をマスクとしてエッチングし、
バリア層６０、第１層間絶縁膜５９、およびキャパシタ保護膜６６を貫通し、下部電極５
４および上部電極５６の表面の一部と、コンタクト６１の表面を開口する開口部６３ａ－
１、６３ｂ－１、６０－１を形成する。
【００６３】
　図１１（Ｃ）の工程ではさらに、開口部６３ａ－１、６３ｂ－１、６０－１の内側を覆
うように、スパッタ法によりＴｉＮ膜（膜厚１００ｎｍ）を形成し、さらにスパッタ法ま
たはＣＶＤ法によりアルミニウム膜（例えば膜厚５００ｎｍ）を形成し開口部を充填して
プラグ６３ａ、６３ｂを形成すると共に、バリア層６０上に配線層６２を構成する。
【００６４】
　次いで、図１２の工程では、配線層６２のアルミニウム膜をフォトリソグラフィ法によ
りパターニングして配線６２ａ～６２ｃを形成する。次いで、バリア層６０および配線６
２ａ～６２ｃの表面および側壁面を覆うように絶縁性金属酸化物膜６４を形成する。絶縁
性金属酸化物膜６４は、例えばアルミナ膜、ＴｉＯ2膜等を用いることができ、膜厚を１
０ｎｍ～３００ｎｍ、好ましくは２０ｎｍ～７０ｎｍの範囲に設定する。これらの絶縁性
金属酸化物膜６４を用いることにより、強誘電体キャパシタ５８への水分の侵入を遮断す
ることができる。アルミナ膜やＴｉＯ2膜は、例えば、スパッタ法によりアルミナあるい
はＴｉＯ2からなるスパッタターゲットを用いて形成してもよく、あるいはＣＶＤ法によ
り半導体基板５１を４００℃に加熱して、Ａｌ（ｉ－ＯＣ3Ｈ7）3などの有機アルミニウ
ムおよび窒素ガスを用いて形成してもよい。
【００６５】
　図１２の工程ではさらに、絶縁性金属酸化物膜６４を覆う、例えば膜厚が７００ｎｍの
シリコン酸化膜からなる第２層間絶縁膜６５を形成する。以下、説明および図示を省略す
るが、第２層間絶縁膜６５を貫通し配線６２ａ～６２ｃと上部の配線（例えばビット線）
とを接続するプラグ等や第２層間絶縁膜上に配線層を形成し、さらに電極パッドやパッシ
ベーション膜を形成して半導体装置５０を完成する。
【００６６】
　本実施の形態に係る半導体装置は、強誘電体キャパシタを覆う第１層間絶縁膜５９上に
優れた水分遮断性能を有するシリコン酸窒化膜よりなるバリア層６０が形成されているの
で、バリア層６０の上側から侵入する水分を遮断することができ、ＰＴＨＳ試験のような
過酷な条件下でも強誘電体キャパシタ５８の性能劣化を防止することができ、優れた長期
信頼性を有する。
【００６７】
　図１３は、第２の実施の形態の変形例に係る半導体装置の断面図である。図中、先に説
明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００６８】
　図１３を参照するに、本変形例に係る半導体装置７０は、第２の実施の形態のバリア層
６０上にＴＥＯＳによるシリコン酸化膜７１を設けた以外は第２の実施の形態と同様に構
成されている。
【００６９】
　バリア層６０上のシリコン酸化膜７１は、例えば、上述したようにＴＥＯＳおよび酸素
ガスを成膜ガスとして用いて形成される。膜厚は例えば５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に設
定する。このようにすることで、第２の実施の形態においてバリア層６０上にプラグ６３
ａ、６３ｂおよび配線層６２をアルミニウム膜を用いてスパッタ法により形成する際に、
プラズマを形成し易くする。したがって、成膜安定性を向上することができるので、均質
なアルミニウム膜を形成することができ、配線抵抗の抵抗値やそのバラツキを低減するこ
とができる。
【００７０】
　以下、本実施の形態の実施例および比較例を説明する。
【００７１】
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　［実施例１］
　実施例１に係る半導体装置は、図７に示す構造において、本実施の形態において説明し
た製造方法を用いてＦｅＲＡＭを形成した。具体的には、強誘電体キャパシタをＰｔ膜（
膜厚：１００ｎｍ）／ＰＺＴ膜（膜厚：２００ｎｍ）／ＩｒＯ2膜（１００ｎｍ）をスパ
ッタ法により形成し、第１層間絶縁膜５９をプラズマＣＶＤ法により基板温度を３５０℃
、ＴＥＯＳ（流量４６６ｓｃｃｍ）と酸素ガス（流量７００ｓｃｃｍ）を用いて、圧力１
．２×１０3Ｐａ（９．０Ｔｏｒｒ）に設定して膜厚１０００ｎｍのシリコン酸化膜を形
成し、ＣＭＰ法により研磨後、バリア層６０として、プラズマＣＶＤ法により基板温度を
３４０℃、成膜ガスにシランとＮ2Ｏガスを用いて膜厚２００ｎｍのシリコン酸窒化膜を
形成した。なお、シリコン酸窒化膜は配線のパターニング後の膜厚が１００ｎｍとなった
。また、絶縁性金属酸化物膜をアルミナ膜（膜厚５０ｎｍ）により形成した。
【００７２】
　［実施例２］
　実施例２に係る半導体装置は、実施例１において第１層間絶縁膜のＴＥＯＳによるシリ
コン酸化膜を膜厚３００ｎｍ形成し、最終的な膜厚を２００ｎｍとした以外は実施例１と
同様とした。
【００７３】
　［実施例３］
　実施例３に係る半導体装置は、実施例１において、第１層間絶縁膜のＴＥＯＳによるシ
リコン酸化膜を形成する際に、酸素ガス流量を１４００ｓｃｃｍとした以外は実施例１と
同様とした。
【００７４】
　［実施例４］
　実施例４に係る半導体装置は、実施例１において、シリコン酸窒化膜上にプラズマＣＶ
Ｄ法によりＴＥＯＳにより膜厚５０ｎｍのシリコン酸化膜を形成した。作製条件は第１層
間絶縁膜と同様とした。なお、シリコン酸窒化膜上にシリコン酸化膜を形成したので、配
線のパターニングによるシリコン酸窒化膜のエッチングは防止され、最終的な膜厚は２０
０ｎｍであった。
【００７５】
　［比較例１］
　比較例１に係る半導体装置は、実施例１においてバリア層（シリコン酸窒化膜）を形成
しなかった以外は実施例１と同様とした。
【００７６】
　［比較例２］
　比較例２に係る半導体装置は、比較例１において絶縁性金属酸化物膜（アルミナ膜）を
形成しなかった以外は比較例１と同様とした。
【００７７】
　図１４は、実施例および比較例のＦｅＲＡＭを構成する強誘電体キャパシタのスイッチ
ング電極量（Ｑｓｗ）を示す図である。ここで、Ｑｓｗが大きいほど加速試験であるＰＴ
ＨＳ試験（保存条件：温度１２１℃、湿度１００％ＲＨ、圧力２．０３×１０5Ｐａ、保
存時間１６８時間）後の動作特性の合格率が高いことが分かっており、長期信頼性が高い
ことを意味する。
【００７８】
　図１４を参照するに、比較例１および２に対して、実施例１～３のＱｓｗが増加してい
る。このことにより、シリコン酸窒化膜を第１層間絶縁膜上に形成することにより、Ｆｅ
ＲＡＭの長期信頼性が向上することが分かる。
【００７９】
　さらに詳しく見ると、シリコン酸窒化膜は厚いほどＱｓｗが増加しており、さらに実施
例３のようにシリコン酸化膜を形成する際にＴＥＯＳに過剰に酸素ガスを添加する方がＱ
ｓｗが増加することが分かる。シリコン酸化膜中の含水量が低減されることにより、強誘
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電体キャパシタへの水分の影響が抑制されたためである。
【００８０】
　なお、Ｑｓｗは、強誘電体キャパシタの電極（Ｐｔ膜およびＩｒＯ2膜）に、ＰＺＴ膜
の分極量が十分飽和する電圧（約±５Ｖ）を印加し、正および負の残留分極量を測定し、
それぞれの残留分極量の絶対値の和をＱｓｗとした。
【００８１】
　図１５は、実施例および比較例の他の例のＱｓｗを示す図である。ここで、実施例およ
び比較例は上記と同様の構成であるが、別に作製したものである。
【００８２】
　図１５を参照するに、比較例１に対して、実施例１、２、および４の総てがＱｓｗが増
加している。具体的には、比較例１に対して実施例１が増加しており、シリコン酸窒化膜
の水分遮断性能の効果が現れていることが分かる。また特に実施例４が実施例の中で高く
なっており、アルミニウム膜形成時の成膜条件による強誘電体キャパシタ５８への影響が
低減されていることが分かる。
【００８３】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置は、半導体装置の表面を覆うパッシベーシ
ョン膜に主な特徴を有するものである。
【００８４】
　図１６は、本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の要部を拡大して示す断面図で
ある。
【００８５】
　図１６を参照するに、本実施の形態の半導体装置８０を構成するパッシベーション膜８
１は、層間絶縁膜８２上に形成されたシリコン酸化膜８４と、シリコン酸化膜８４上に形
成された第１および第２シリコン窒化膜８５、８６から構成されている。パッシベーショ
ン膜８１には、電極パッド８３の表面８３－１の一部を底とする開口部８１－１が形成さ
れ、開口部８１－１を囲む側壁面８１－２は、シリコン酸化膜８４の側壁面を覆う第２シ
リコン窒化膜８６に覆われて構成されている。さらに、電極パッド８３の表面８３－１の
一部と第２シリコン窒化膜８６との間には、ＴｉＮ膜８８が形成されている。
【００８６】
　図１７に示すように、従来の半導体装置１２０のパッシベーション膜１２１は、シリコ
ン酸化膜１２２が非透水性のシリコン窒化膜１２３やポリイミド膜１２４に覆われている
が、電極パッド１２５の表面を露出する開口部１２１－１にシリコン酸化膜１２２の側壁
面１２２ａが露出しているため、外部からの水分が側壁面１２２ａからシリコン酸化膜１
２２中を通じて半導体装置１２０の内部に浸透してしまい、強誘電体キャパシタの劣化の
原因となっていた。
【００８７】
　図１６に戻り、本実施の形態の半導体装置８０では、パッシベーション膜８１の開口部
８１－１において、シリコン酸化膜８４を第１および第２シリコン窒化膜８５、８６によ
り覆って、開口部８１－１から半導体装置内部への水分の侵入を防止し、不良発生を防止
することができる。ここで、第１および第２シリコン窒化膜８５、８６は水分を遮断する
バリア層として機能する。バリア層としては、シリコン窒化膜８５、８６の換わりに、ポ
リイミド膜や第２の実施の形態で説明したシリコン酸窒化膜の非透水性材料を用いてもよ
く、これらを組み合わせて用いてもよい。
【００８８】
　なお、本実施の形態の半導体装置８０は、図１６において図示が省略されているが、半
導体基板上に例えば図７に示す第２の実施の形態に係る１Ｔ１ＣセルのＦｅＲＡＭが形成
されている。ただし、図７に示すバリア層６０と絶縁性金属酸化物膜６４はあってもよく
なくてもよい。もちろん、本実施の形態の半導体装置８０は、バリア層６０および／また
は絶縁性金属酸化物膜６４を有することにより強誘電体キャパシタの劣化を一層防止する
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ことができる。特に、第１および第２シリコン窒化膜８５、８６を形成する際に、Ｈ2ガ
スを用いる場合、あるいは反応によりＨ2ガスが生成する場合は、バリア層６０としてア
ルミナ膜を用いることが好ましい。Ｈ2ガスあるいはプロトンをアルミナ膜により遮断し
、強誘電体キャパシタの強誘電体膜中に発生する酸素欠陥を防止することができる。
【００８９】
　図１８（Ａ）～図１９（Ｂ）は、本実施の形態の半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。
【００９０】
　まず、図１８（Ａ）の工程では、プラグ８９とその周辺の層間絶縁膜８２上にスパッタ
法、ＣＶＤ法によりアルミニウム膜８３ａ（膜厚８００ｎｍ）を形成し、さらにアルミニ
ウム膜８３ａ上にスパッタ法によりＴｉＮ膜８８ａ（膜厚５０ｎｍ）を形成し、パターニ
ングして層間絶縁膜８２上にプラグ８９と接続する電極パッド８３を形成する。ＴｉＮ膜
８８ａはアルミニウム膜８３ａの保護膜として機能し、後の工程のエッチング等によりア
ルミニウム膜８３ａの表面が酸化することを防止できる。なお、以前の工程において、層
間絶縁膜８２の下方に例えば第２の実施の形態において説明したＦｅＲＡＭ等を予め形成
する。もちろんＦｅＲＡＭは、第２の実施の形態に限定されず公知の構成および形成方法
を用いてもよい。
【００９１】
　図１８（Ａ）の工程ではさらに、電極パッド８３および層間絶縁膜８２の表面を覆うよ
うにスパッタ法、ＣＶＤ法を用いてシリコン酸化膜８４を形成し、ＣＭＰ法によりその表
面を平坦化する。シリコン酸化膜８４の膜厚は例えば１０５０ｎｍとし、電極パッド８３
のＴｉＮ膜８８ａの表面から例えば２００ｎｍが残るようにする。
【００９２】
　図１８（Ａ）の工程ではさらに、シリコン酸化膜８４上にＣＶＤ法により第１シリコン
窒化膜８５を形成する。第１シリコン窒化膜８５は、プロセスガスにシラン、ＳｉＨ2Ｃ
ｌ2、またはＳｉＣｌ4ガスと、ＮＨ3ガスを用いて例えば膜厚２００ｎｍに形成する。具
体的には、プラズマＣＶＤ法を用いて、基板温度４００℃、シランガス流量５００ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量３８００ｓｃｃｍ、チャンバー内圧力２００Ｐａ、ＲＦ周波数１３．
５６ＭＨｚ、ＲＦパワー５００Ｗ、ＬＦ周波数２５０ｋＨｚ、ＬＦパワー２５０Ｗとする
。
【００９３】
　次いで図１８（Ｂ）の工程では、第１シリコン窒化膜８４上にレジスト膜９０を形成し
、パターニングして電極パッド８３上に、例えば通常の電極パッドの開口部直径より４μ
ｍ大きい開口部９０－１を形成する。次いで、レジスト膜９０をマスクとしてＲＩＥ法に
より、例えばＣＦ4と酸素の混合ガスを用いて第１シリコン窒化膜８５をエッチングし、
さらにＣ2Ｆ6ガスを用いてシリコン酸化膜８４をエッチングし、ＴｉＮ膜８８ａを露出さ
せる。
【００９４】
　次いで図１８（Ｃ）の工程では、図１８（Ｂ）のレジスト膜９０を除去し、ＴｉＮ膜８
８ａと第１シリコン窒化膜８５を覆うように、第２シリコン窒化膜８６を形成する。第２
シリコン窒化膜８６は、第１シリコン窒化膜８５と同様にして形成し、膜厚は例えば２０
０ｎｍとする。
【００９５】
　次いで図１９（Ａ）の工程では、図１８（Ｃ）の構造体の表面を覆うレジスト膜９１を
形成しパターニングして、通常の電極パッドの開口部程度の直径の開口部９１－１を形成
する。すなわち、レジスト膜９１が、開口部９１－１において第２シリコン窒化膜８６の
側壁面を覆う大きさの開口部を形成する。次いで、レジスト膜９１をマスクとしてＲＩＥ
法により、ＴｉＮ膜８８ａと比較してエッチング選択比の大きな例えばＣ2Ｃｌ2Ｆ4ガス
を用いて第２シリコン窒化膜８６をエッチングしてＴｉＮ膜８８ａを露出させる。
【００９６】
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　次いで図１９（Ｂ）の工程では、レジスト膜をマスクとして等方性エッチングによりＴ
ｉＮ膜８８ａをエッチングし電極パッド８３のアルミニウム膜を露出させる。ここで、第
２シリコン窒化膜とアルミニウム膜との間のＴｉＮ膜８８の側壁面がわずかに後退する。
次いで、レジスト膜９１を除去し、以上により、図１６に示すパッシベーション膜８１が
完成される。
【００９７】
　本実施の形態によれば、電極パッド８３が設けられた、パッシベーション膜８１の開口
部８１－１において、その側壁面８１－２が非透水性のシリコン窒化膜により覆われ、シ
リコン酸化膜が露出していないので、外部からの水分の侵入経路が遮断される。その結果
、強誘電体キャパシタの劣化を防止することができる。
【００９８】
　以上本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施の形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内において、種々
の変形・変更が可能である。
【００９９】
　例えば、本発明の半導体装置は、第１の実施の形態と第２の実施の形態（その変形例を
含む）を組み合わせてもよく、さらに第３の実施の形態を組み合わせてもよい。また、第
１の実施の形態と第３の実施の形態、第２の実施の形態（その変形例を含む）と第３の実
施の形態を組み合わせてもよい。より一層完全に回路形成部の素子に水分が到達すること
を防止できる。
【０１００】
　なお、以上の実施の形態の説明に関して更に以下の付記を開示する。
（付記１）　半導体基板と、
　前記半導体基板およびその上に形成された回路形成部と、
　前記回路形成部を覆うパッシベーション膜から露出すると共に、前記回路形成部の外側
に配置された電極パッド部と、
　前記半導体基板表面からパッシベーション膜に達する高さで、前記電極パッド部の内側
に前記回路形成部をほぼ取り囲むように配置された耐湿リングとを備える半導体装置。
（付記２）　前記耐湿リングは金属または合金材料よりなることを特徴とする付記１記載
の半導体装置。
（付記３）　前記耐湿リングは、前記回路形成部と電極パッド部とを接続する配線との接
触を回避して連続して形成されてなることを特徴とする付記１または２記載の半導体装置
。
（付記４）　前記電極パッドの外側に配置され、該電極パッドと前記耐湿リングを取り囲
む他の耐湿リングを更に備えることを特徴とする付記１～３のうち、いずれか一項記載の
半導体装置。
（付記５）　前記回路形成部は強誘電体キャパシタを含むことを特徴とする付記１～４の
うち、いずれか一項記載の半導体装置。
（付記６）　半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成され、強誘電体キャパシタ膜を有する強誘電体キャパシタと、
　前記強誘電体キャパシタを覆う層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜上に形成された配線層とを備える半導体装置であって、
　前記層間絶縁膜と前記配線層との間に、水分の透過を遮断するバリア層と、
　前記バリア層及び配線層を覆う絶縁性金属酸化物膜を備えることを特徴とする半導体装
置。
（付記７）　前記バリア層と配線層および絶縁性金属酸化物膜との間に更にシリコン酸化
膜を備えることを特徴とする付記６記載の半導体装置。
（付記８）　前記バリア層がシリコン酸窒化膜であることを特徴とする付記６または７記
載の半導体装置。
（付記９）　前記バリア層がシリコン酸化膜を酸窒化処理により変換したシリコン酸窒化
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膜であることを特徴とする付記８記載の半導体装置。
（付記１０）　前記シリコン酸窒化膜はシリコン酸化膜の表面を変換して形成されてなる
ことを特徴とする付記９記載の半導体装置。
（付記１１）　強誘電体キャパシタを備える半導体装置の製造方法であって、
　前記強誘電体キャパシタを覆う層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記層間絶縁膜上にバリア層を形成する工程と、
　前記バリア層上に配線層を形成する工程と、
　前記バリア層と配線層を覆う絶縁性金属酸化物膜を形成する工程とを備えることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
（付記１２）　前記バリア層の形成は、シリコン酸化膜を形成し、該シリコン酸化膜の表
面を酸窒化処理を行うことを特徴とする付記１１記載の半導体装置の製造方法。
（付記１３）　前記層間絶縁膜を形成する工程と前記バリア層を形成する工程との間に、
　前記層間絶縁膜を加熱処理する工程を更に備えることを特徴とする付記１１記載の半導
体装置の製造方法。
（付記１４）　前記層間絶縁膜の形成は、ＣＶＤ法によりＴＥＯＳと層間絶縁膜中の含水
量を低減するように過剰の酸素ガスを供給して行うことを特徴とする付記１１～１３のう
ちいずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
（付記１５）　半導体基板と、
　半導体基板の上方に形成された強誘電体キャパシタを有する回路形成部と、
　前記回路形成部を覆う層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜の上方に形成された電極パッドと、
　前記電極パッドの表面を露出する開口部を除いて前記層間絶縁膜の全面を覆うパッシベ
ーション膜とを備え、
　前記パッシベーション膜は水分の透過を遮断するバリア層よりなり、
　前記バリア層は、前記開口部の内壁面の総てを覆ってなることを特徴とする半導体装置
。
（付記１６）　前記パッシベーション膜は、シリコン酸化膜と、該シリコン酸化膜上に形
成されたバリア層よりなり、
　前記バリア層は、シリコン酸化膜の表面および側壁面を覆ってなることを特徴とする付
記１５記載の半導体装置。
（付記１７）　前記バリア層は、前記シリコン酸化膜の表面を覆う第の１シリコン窒化膜
と、前記シリコン酸化膜の側壁面を覆う第２のシリコン窒化膜よりなることを特徴とする
付記１５または１６記載の半導体装置。
（付記１８）　前記バリア層と電極パッド表面との間にＴｉＮ膜が挿入されていることを
特徴とする付記１５記載の半導体装置。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】（Ａ）は従来のＩＣチップの周縁部を拡大して示す平面図、（Ｂ）は（Ａ）に示
すＡ－Ａ’線断面図である。
【図２】従来のＩＣチップの問題点を説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の平面図である。
【図４】図３に示す半導体装置の要部を拡大して示す平面図である。
【図５】図４に示すＡ－Ａ’線に沿った断面図および回路形成部の断面図を合わせて示す
図である。
【図６】（Ａ）～（Ｃ）は半導体装置の周縁部の各層を拡大して示す平面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【図８】シリコン酸窒化膜の水分遮断性能を説明するための図である。
【図９】シリコン酸窒化膜の他の例の水分遮断性能を説明するための図である。
【図１０】（Ａ）～（Ｃ）は第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程（その１）を
説明するための図である。
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【図１１】（Ａ）～（Ｃ）は第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程（その２）を
説明するための図である。
【図１２】第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程（その３）を説明するための図
である。
【図１３】第２の実施の形態の変形例に係る半導体装置の断面図である。
【図１４】実施例および比較例のスイッチング電極量（Ｑｓｗ）を示す図である。
【図１５】実施例および比較例の他の例のスイッチング電極量（Ｑｓｗ）を示す図である
。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の要部を拡大して示す断面図であ
る。
【図１７】従来のパッシベーション膜の例を示す断面図である。
【図１８】（Ａ）～（Ｃ）は第３の実施の形態の半導体装置の製造工程（その１）を示す
断面図である。
【図１９】（Ａ）および（Ｂ）は第３の実施の形態の半導体装置の製造工程（その２）を
示す断面図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０、５０、７０　　　半導体装置
　１１　　　　　　　　　回路形成部
　１２　　　　　　　　　電極パッド部
　１３　　　　　　　　　第１耐湿リング
　１４　　　　　　　　　第２耐湿リング
　１５ａ～１５ｃ　　　　配線層
　１６　　　　　　　　　周縁部
　２１、５１　　　　　　半導体基板
　２３、５５　　　　　　強誘電体キャパシタ膜
　２４、５８　　　　　　強誘電体キャパシタ
　２５ａ～２５ｃ　　　　層間絶縁膜
　２８、８１　　　　　　パッシベーション膜
　２９　　　　　　　　　導電性パッド
　３０、６３ａ、６３ｂ　プラグ
　３１、３４　　　　　　リングパッド
　３２、３５　　　　　　リングコンタクト
　３３、３６　　　　　　リングプラグ
　５９　　　　　　　　　第１層間絶縁膜
　６０　　　　　　　　　バリア層
　６２　　　　　　　　　配線層
　６４　　　　　　　　　絶縁性金属酸化物膜
　７１　　　　　　　　　シリコン酸化膜
　８２　　　　　　　　　層間絶縁膜
　８３　　　　　　　　　電極パッド
　８４　　　　　　　　　シリコン酸化膜
　８５　　　　　　　　　第１シリコン窒化膜
　８６　　　　　　　　　第２シリコン窒化膜
　８８、８８ａ　　　　　ＴｉＮ膜
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