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(57)【要約】
【課題】接合性の低下をすることなく、パッド間の絶縁
性を保つことができ、パッド周辺の保護膜のクラックも
防止することができる半導体装置及びその製造方法を提
供する。
【解決手段】半導体基板と、前記半導体基板上に形成さ
れた層間絶縁膜１と、層間絶縁膜１上に形成されたメタ
ル層５と、メタル層５と同じ層に形成された配線間絶縁
膜２と、メタル層５および配線間絶縁膜２の上に形成さ
れ、メタル層５を露出する開口部を有する第１保護膜８
と、前記開口部に露出したメタル層５と接続したパッド
メタル７とを備え、パッドメタル７の周辺に対応した部
分に、溝部１１が形成されており、溝部１１はパッドメ
タル７で覆われている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成された層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜上に形成されたメタル層と、
　前記メタル層と同じ層に形成された配線間絶縁膜と、
　前記メタル層および前記配線間絶縁膜の上に形成され、前記メタル層を露出する開口部
を有する第１保護膜と、
　前記開口部に露出した前記メタル層と接続したパッドメタルとを備え、
　前記パッドメタルの周辺に対応した部分に、溝部が形成されており、
　前記溝部は前記パッドメタルで覆われていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記溝部は、少なくとも隣接する前記パッドメタル間に形成されている請求項１に記載
の半導体装置。
【請求項３】
　前記溝部は、前記パッドメタルの全周にわたって形成されている請求項２に記載の半導
体装置。
【請求項４】
　前記パッドメタルの上に、前記第１保護膜と同じ又は異なる誘電率の第２保護膜を形成
し、前記第２保護膜は、前記パッドメタルを露出させる開口を形成している請求項１から
３のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記配線間絶縁膜は、誘電率の異なる２層で形成している請求項１から４のいずれかに
記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記溝部の一部が前記パッドメタルで覆われている請求項１から５のいずれかに記載の
半導体装置。
【請求項７】
　前記溝部のうち、前記パッドメタルで覆われていない部分に、前記配線間絶縁膜と同じ
又は異なる誘電率の絶縁膜が形成されている請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　半導体基板上に層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記層間絶縁膜上に配線間絶縁膜及びメタル層を形成する工程と、
　前記メタル層の上に第１保護膜を形成する工程と、
　前記第１保護膜に開口を形成する工程と、
　前記開口の位置にパッドメタルを形成する工程とを備え、
　前記開口を形成する工程において、前記パッドメタルの周辺に対応した部分に、溝部を
形成し、
　前記パッドメタルを形成する工程において、前記溝部を前記パッドメタルで覆うことを
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、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、半導体組立工程であるワイヤー
ボンドに用いる外部接続電極（以下「パッド」という。）の周辺の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体素子には、ワイヤーボンド等を介して外部へ接続するためにパッドを設け
ている。半導体装置の組立工程において、各パッド内にワイヤーボンドされ、ワイヤーボ
ンドのパッドからのはみ出しは防止できていた。
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【０００３】
　近年の微細化技術の進展に伴い、回路素子が縮小され、これに伴ってパッドサイズも縮
小し、ワイヤーボンド等の接合技術も狭ピッチ化が進み、もはや各パッド内に収まるよう
に接合することが困難になってきた。
【０００４】
　これに対し、各パッドを覆う保護膜は厚く、強度は保持されているため、たとえワイヤ
ーボンドが各パッドをはみ出しても、保護膜のクラック発生は防止できていた。
【０００５】
　一方、パッド周辺は、拡散プロセスの更なる微細化技術により、配線間遅延の問題が顕
著になってきている。この配線間遅延を縮小するため、配線間に挟まれている絶縁膜に誘
電率の低い絶縁膜（低誘電率膜）を採用してきてしている。
【０００６】
　しかしながら、誘電率が３．０以下を実現する低誘電率膜は、従来から採用されていた
シリコン酸化膜よりも機械的強度が大きく低下する。これは半導体の回路形成を担う拡散
工程が完了した後の半導体素子のパッケージングを担う組立工程、特にワイヤーボンド工
程で大きな問題となる。具体的には次のようなことである。
【０００７】
　層間絶縁膜の機械的強度が十分でなければ、半導体素子に形成されているパッド上にワ
イヤーボンドを行うと、ワイヤーボンドの衝撃荷重が層間絶縁膜や保護膜を大きく変形さ
せることになる。その変形が層間絶縁膜や保護膜にクラックを発生させ、パッド剥がれや
層間膜剥離による信頼性不良の原因となる。
【０００８】
　そこで、例えばパッド直下に層間絶縁膜を挟んでメタルを形成し、そのメタルとパッド
を多数のビアで接続した半導体装置が提案されていた（例えば特許文献１参照）。この構
成によれば、ワイヤーボンドにより層間絶縁膜へ与えられる衝撃をメタルが受け止め、さ
らに衝撃でメタルが衝撃の印加方向へ変形しようとするのを、ビアが支えるようになる。
このため、パッド直下に成膜された層間絶縁膜の機械的強度の低下を補うことができる。
【０００９】
　また、パッド間に矩形状の保護膜を形成し、パッドが隣接するパッドに伸びていくのを
遮断するようにした構成も提案されている（特許文献２参照）。
【００１０】
　これに対し、拡散プロセスは更なる微細化が進み、これに伴って平坦化技術が実現し、
平坦化するため機械的化学研磨（ＣＭＰ）により、保護膜の薄膜化が可能となってきた。
逆にこの保護膜が従来より更に厚くなると、保護膜は材質が他の絶縁膜やシリコン基板よ
り堅く、膨張係数も異なるため、保護膜を厚くすればするほどウェハー状態で反りが大き
くなる。そして、これに伴って発生する応力も大きくなる。この応力は微細プロセスに対
して与える影響度が大きい。したがって、保護膜の薄膜化は、微細プロセスにおいて非常
に有効である。このことから前記の従来のパッド構造では、保護膜のクラックを防止すこ
とが困難になってきたが、パッド上の保護膜を形成しないことにより、保護膜のクラック
を回避できる。
【特許文献１】特開２０００－１１４３０９号公報
【特許文献２】特開２００５－２９４６７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、アナログ等では、インダクタンスを形成する品種もあり、インダクタン
スを大きくするため、パッドに使用する最上層メタルを大幅に厚く形成しなければならな
い。この場合、パッド上の保護膜を形成しないことにより、保護膜のクラックを回避でき
ても、パッドに使用する最上層メタルが厚いため、ワイヤ－ボンド等の衝撃で最上層メタ
ルがはみ出し、隣接するパッドとショートする可能性が高くなる。前記特許文献２の構成
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は、このようなショートを防止するものではあるが、最上層メタルのはみ出しを抑えると
いうものではなかった。
【００１２】
　また、パッドピッチを広げることは、チップサイズを拡大することになり、パッドピッ
チも広げることは適当ではない。したがって、保護膜のクラック回避は困難であった。ま
た、狭パッドピッチ化に伴い、接合性の向上も同時に要求されてきている。
【００１３】
　本発明は前記のような従来の問題を解決するものであり、接合性の低下をすることなく
、パッド間の絶縁性を保つことができ、パッド周辺の保護膜のクラックも防止できる半導
体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を達成するために、本発明の半導体装置は、半導体基板と、前記半導体基板上
に形成された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成されたメタル層と、前記メタル層と
同じ層に形成された配線間絶縁膜と、前記メタル層および前記配線間絶縁膜の上に形成さ
れ、前記メタル層を露出する開口部を有する第１保護膜と、前記開口部に露出した前記メ
タル層と接続したパッドメタルとを備え、前記パッドメタルの周辺に対応した部分に、溝
部が形成されており、前記溝部は前記パッドメタルで覆われていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に層間絶縁膜を形成する工程と
、前記層間絶縁膜上に配線間絶縁膜及びメタル層を形成する工程と、前記メタル層の上に
第１保護膜を形成する工程と、前記第１保護膜に開口を形成する工程と、前記開口の位置
にパッドメタルを形成する工程とを備え、前記開口を形成する工程において、前記パッド
メタルの周辺に対応した部分に、溝部を形成し、前記パッドメタルを形成する工程におい
て、前記溝部を前記パッドメタルで覆うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、接合性の低下をすることなく、パッド間の絶縁性を保つことができ、
パッド周辺の保護膜のクラックも防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の半導体装置及び半導体装置の製造方法によれば、パッドメタルは溝部において
、必要な膜厚を確保しつつ、第１保護膜の表面から見た凸部分の膜厚は薄くなる。すなわ
ち、パッドメタルの周辺部においては、実質的な膜厚を確保しつつ、第１保護膜の表面か
ら見た見かけ上の膜厚は薄くなる。このことにより、ワイヤーボンドの衝撃によるパッド
メタルの横方向へのはみ出しを抑制することができ、パッド間の絶縁性を保つことができ
る。その結果、半導体の特性を向上することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、特別なプロセスを追加することなく、又は最
小限の追加に抑えつつ、マスクのみの変更により、従来と同様の拡散期間で本発明の半導
体装置を製造可能である。
【００１９】
　前記本発明の半導体装置においては、前記溝部は、少なくとも隣接する前記パッドメタ
ル間に形成されていることが好ましい。この構成は、パッド列が一列の場合に適している
。
【００２０】
　また、前記溝部は、前記パッドメタルの全周にわたって形成されていることが好ましい
。この構成によれば、パッド列が複数の場合においても、隣接するパッド間の絶縁性を保
つことができる。
【００２１】
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　また、前記パッドメタルの上に、前記第１保護膜と同じ又は異なる誘電率の第２保護膜
を形成し、前記第２保護膜は、前記パッドメタルを露出させる開口を形成していることが
好ましい。この構成によれば、パッドメタルの横方向へのはみ出しを抑制する効果をより
高めることができる。また、第２保護膜を追加しても、溝部の形成によるパッドメタルの
はみ出し抑制の効果により、第２保護膜が割れることも抑制することができる。
【００２２】
　また、前記配線間絶縁膜は、誘電率の異なる２層で形成していることが好ましい。
【００２３】
　また、前記溝部の一部が前記パッドメタルで覆われていることが好ましい。
【００２４】
　また、前記溝部のうち、前記パッドメタルで覆われていない部分に、前記配線間絶縁膜
と同じ又は異なる誘電率の絶縁膜が形成されていることが好ましい。
【００２５】
　次に、本発明の各実施の形態の理解を容易にするために、まず比較例について説明する
。図１１は、従来の半導体装置の一例を示す図であり、図１１（ａ）は平面図であり、図
１１（ｂ）は図１１（ａ）のＸＹ線における断面図である。
【００２６】
　図１１において、１０１は層間絶縁膜、１０２は第１配線間絶縁膜、１０５は下層メタ
ル、１０６はバリアメタル、１０７は最上層メタル、１０８は第１保護膜、１０９は第２
保護膜である。
【００２７】
　平坦な第１保護膜１０８上に、最上層メタル１０７の周辺部を形成している。この構成
では、最上層メタル１０７が厚くなると、ワイヤーボンドの衝撃により、最上層メタル１
０７が横方向へ大幅にはみ出してくるおそれがある。
【００２８】
　また、第２保護膜１０９を形成しても、最上層メタル１０７の厚膜に対して第２保護膜
９の膜厚を応力の関係から厚膜化できないため、第２保護膜９がワイヤーボンドの衝撃に
より割れる恐れがあった。
【００２９】
　以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る半導体装置を示す図であり、拡散プロセスの配線
工程が完了した後の半導体ウェハーの構造を示している。図１は、パッド構造を複数個並
べた図であり、実際にこのように並べられることが多い。図２は、図１のパッド構造の１
個分を示す図である。図１、２共に、（ａ）図は平面図であり、（ｂ）図は（ａ）図のＸ
Ｙ線における断面図である。
【００３１】
　図１において、１は層間絶縁膜、２は第１配線間絶縁膜、５は下層メタル、６はバリア
メタル、７は最上層メタル（パッドメタル）、８は第１保護膜、１１は溝部を示している
。
【００３２】
　図１、２に示した半導体装置について、製造方法を説明しながら説明する。図１（ｂ）
に示すように、半導体基板（図示せず）上に層間絶縁膜１を形成し、その上に第１配線間
絶縁膜２を形成する。その後、エッチングによって、パッドを構成する下層メタル５の部
分を開口し、この開口に、下層メタル５を埋め込み、ダマシン配線形成を行う。
【００３３】
　次に、第１保護膜８を形成する。この第１保護膜８に、エッチングにより開口を形成す
ると同時に、パッドを構成する最上層メタル７の周辺部に対応する位置に、溝部１１を形
成する。本実施の形態では、図１（ａ）に示したように、最上層メタル７の全周のうち、
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２辺が隣接する最上層メタル７に対向している。溝１１はこの２辺に対応する部分に形成
している。溝部１１の幅は、最上層メタル７の膜厚や拡散プロセスによって異なるが、１
－１０μｍ程度であり、下層メタル５からの距離は、０－３０μｍ程度である。
【００３４】
　そして、前記の開口及び溝部１１に、パッドを構成するバリアメタル６と最上層メタル
７を形成する。このことにより、最上層メタル７の全周のうち、隣接する最上層メタル７
に対向する２辺に対応した部分が溝部１１を覆っていることになる。
【００３５】
　図１１に示した従来の構成では、図１のような最上層メタル７で覆われている溝部１１
が無く、図１１の構成では第１保護膜１０８（図１１）は平坦であったため、最上層メタ
ル１０７が厚くなると、ワイヤーボンドの衝撃により、最上層メタル１０７が横方向に大
幅にはみ出してくるおそれがあった。
【００３６】
　また、図１１のように、第２保護膜１０９を形成した場合においても、最上層メタル１
０７の厚膜に対して、第２保護膜１０９の膜厚を応力の関係から厚膜化できないため、第
２保護膜１０９がワイヤーボンドの衝撃により割れるおそれがあった。
【００３７】
　本実施の形態の構成では、前記の通り、最上層メタル７の周辺部に対応する位置に溝部
１１を設け、この溝部１１に最上層メタル７を沈み込ませている。この構成によれば、溝
部１１においては、必要な膜厚を確保しつつ、第１保護膜８の表面から見た凸部分の膜厚
は薄くなる。すなわち、最上層メタル７の周辺部においては、実質的な膜厚を確保しつつ
、第１保護膜８の表面から見た見かけ上の膜厚は薄くなる。このことにより、ワイヤーボ
ンドの衝撃による最上層メタル７の横方向へのはみ出しを抑制することができ、パッド間
の絶縁性を保つことができる。
【００３８】
　（実施の形態２）
　図３は、実施の形態２に係る半導体装置を示す図である。図３（ａ）は平面図であり、
図３（ｂ）は図３（ａ）のＡ部の拡大図であり、図３（ｃ）は図３（ｂ）のＸＹ線におけ
る断面図である。図４は、図３のパッド構造の１個分を示す図である。図４（ａ）は平面
図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）のＸＹ線における断面図である。実施の形態１と同一
構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００３９】
　本実施の形態の構成が、実施の形態１の構成と異なっているのは、溝部１１が最上層メ
タル７の全周に対応する部分に形成されている点である。この構成は、図３（ａ）に示し
たように、パッドが複数列に配置されている場合に適している。本実施の形態によれば、
複数列のパッド構造において、同一列の電極パッドの方向のみならず、隣接する列におけ
るパッドの方向に対しても、ワイヤーボンドの衝撃による最上層メタル７の横方向へのは
み出しを抑制することができる。すなわち、パッドの全周において、パッド間の絶縁性確
保に有利になる。
【００４０】
　（実施の形態３）
　図５は、実施の形態３に係る半導体装置において、パッド構造の１個分を示す図である
。図５（ａ）は平面図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）のＸＹ線における断面図である。
実施の形態１と同一構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００４１】
　最上層メタル７の上に、第２保護膜９を形成している。第２保護膜９には、最上層メタ
ル７を露出するために、開口部１０を形成している。第２保護膜９は、第１保護膜８と同
じ又は異なる誘電率の保護膜である。
【００４２】
　本実施の形態は、実施の形態１と同様に、溝部１１の形成による最上層メタル７の横方
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向へのはみ出しを抑制する効果が得られる。この効果は、第２保護膜９を形成しているこ
とにより、より高まることになる。一方、第２保護膜９を追加しても、前記の溝部１１の
形成による最上層メタル７のはみ出し抑制の効果により、第２保護膜９が割れることも抑
制することができる。
【００４３】
　（実施の形態４）
　図６は、実施の形態４に係る半導体装置において、パッド構造の１個分を示す図である
。図６（ａ）は平面図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）のＸＹ線における断面図である。
実施の形態１と同一構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００４４】
　図６の構成では、下層メタル５の側面が溝部１１の内周面にもなっている。すなわち、
下層メタル５と溝部１１との間には、第１保護膜８及び第１配線間絶縁膜２のいずれも介
在していない。この構成によれば、最上層メタル７を平坦化でき、前記各実施の形態１と
同等以上に、溝部１１の形成による最上層メタル７のはみ出し抑制の効果が得られる。
【００４５】
　（実施の形態５）
　図７は、実施の形態５に係る半導体装置において、パッド構造の１個分を示す図である
。図７（ａ）は平面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）のＸＹ線における断面図である。
実施の形態１と同一構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００４６】
　図７の構成は、図６の構成において、最上層メタル７の上に、第２保護膜９を形成した
ものである。図７の構成は、第２保護膜９を形成していることにより、図６の構成に比べ
、最上層メタル７のはみ出し抑制の効果がより高まることになる。一方、第２保護膜９を
追加しても、溝部１１の形成による最上層メタル７のはみ出し抑制の効果により、第２保
護膜９が割れることも抑制することができる。
【００４７】
　（実施の形態６）
　図８は、実施の形態６に係る半導体装置において、パッド構造の１個分を示す図である
。図８（ａ）は平面図であり、図８（ｂ）は図８（ａ）のＸＹ線における断面図である。
実施の形態１と同一構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００４８】
　図７の構成では、溝部１１の全体が最上層メタル７で覆われている。これに対し、図８
の構成では、溝部１１を最上層メタル７に加えて、第３配線間絶縁膜４で覆い、最上層メ
タル７と第１保護膜８との間に、第３配線間絶縁膜４を介在させている。第３配線間絶縁
膜４は、第１配線間絶縁膜２と同じ又は異なった誘電率の絶縁膜である。
【００４９】
　この構成によれば、図７の構成と同等以上に、溝部１１の形成による最上層メタル７の
はみ出し抑制の効果が得られる。
【００５０】
　（実施の形態７）
　図９は、実施の形態７に係る半導体装置において、パッド構造の１個分を示す図である
。図９（ａ）は平面図であり、図９（ｂ）は図９（ａ）のＸＹ線における断面図である。
実施の形態１と同一構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００５１】
　図９の構成は、図６の構成において、第１配線間絶縁膜２の１層を２層にしたものであ
る。すなわち、層間絶縁膜１と第１保護膜８との間には、第１配線間絶縁膜２及び第２配
線間絶縁膜３の２層の絶縁膜が形成されている。
【００５２】
　この構成は、図６の構成と同様に、溝部１１の形成による最上層メタル７の横方向への
はみ出しを抑制する効果を得つつ、信頼性向上を図るようにしたものである。
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【００５３】
　（実施の形態８）
　図１０は、実施の形態８に係る半導体装置において、パッド構造の１個分を示す図であ
る。図９（ａ）は平面図であり、図９（ｂ）は図９（ａ）のＸＹ線における断面図である
。実施の形態１と同一構成のものは、同一符号を付して重複した説明は省略する。
【００５４】
　図１０の構成は、図９の構成において、溝部１１の幅を大きくし、かつ溝部１１と最上
層メタル７との間の隙間を拡大させたものである。絶縁膜を２層にすることにより高信頼
性を維持できることは実施の形態７と同様である。また、前記各実施の形態と同様に、溝
部１１を最上層メタル７で覆っているので、最上層メタル７のはみ出し抑制の効果も得ら
れる。
【００５５】
　本実施の形態は、溝部１１と最上層メタル７との間の隙間を拡大させているので、最上
層メタル７が横方向にはみ出しても、この隙間に最上層メタル７が収まっていれば、パッ
ド間の絶縁性を確保することができる。
【００５６】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の実施の形態は、前記各実施の
形態に限られるにものではなく、各実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成の一
部と置換えたものであってもよい。例えば、図２の構成において、図８の構成のように、
最上層メタル７と第１保護膜８との間に、第３配線間絶縁膜４を介在させてもよい。また
、図７の構成において、第１配線間絶縁膜２及び第２配線間絶縁膜３の２層の絶縁膜を一
層としてもよい。
【００５７】
　さらに、実施の形態３－８において、溝部１１を最上層メタル７の全周に対応する部分
に形成するのではなく、実施の形態１のように、最上層メタル７の対向する２辺部分に形
成したものでもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、組立の衝撃によるパッド間ショートやパッド周辺領域の保護膜クラックを防
止することができるので、パッドを備えた半導体装置に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ
）は（ａ）図のＸＹ線における断面図。
【図２】図１のパッド構造の１個分を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）図
のＸＹ線における断面図。
【図３】実施の形態２に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＡ部の拡大図であり、（ｃ）は（ｂ）図のＸＹ線における断面図。
【図４】図３のパッド構造の１個分を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）図
のＸＹ線における断面図。
【図５】実施の形態３に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＡ部の拡大図。
【図６】実施の形態４に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＸＹ線における断面図。
【図７】実施の形態５に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＸＹ線における断面図。
【図８】実施の形態６に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＸＹ線における断面図。
【図９】実施の形態７に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＸＹ線における断面図。
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【図１０】実施の形態８に係る半導体装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（
ａ）図のＸＹ線における断面図。
【図１１】従来の半導体装置の一例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）図
のＸＹ線における断面図。
【符号の説明】
【００６０】
　１　層間絶縁膜
　２　第1配線間絶縁膜
　３　第２配線間絶縁膜
　４　第３配線間絶縁膜
　５　下層メタル
　６　バリアメタル
　７　最上層メタル
　８　第１保護膜
　９　第２保護膜
　１０　第２保護膜の開口部
　１１　溝部

【図１】 【図２】
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