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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜に形成された配線開口部と、
　銅を主成分とする第１導体膜を有し、前記配線開口部に埋め込まれた配線と、
　前記配線上および前記第１絶縁膜上に形成された第１バリア絶縁膜と、
　前記第１バリア絶縁膜上に形成された第２バリア絶縁膜と、
　前記第２バリア絶縁膜上に形成され、酸化シリコン膜よりも低い誘電率を有する第２絶
縁膜と、
　を有し、
　前記第２絶縁膜はシリコン、炭素及び酸素を含む膜からなり、
　前記第２バリア絶縁膜はシリコン及び炭素を含む膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜はシリコン、炭素及び窒素を含む膜からなり、且つ、前記第２バ
リア絶縁膜よりも窒素濃度の高い膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜の銅に対するバリア性は、前記第２バリア絶縁膜の銅に対するバ
リア性よりも大きく、
　前記第２バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性が、前記第１バリア絶縁膜上に前記
第２絶縁膜を形成したときの前記第１バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性よりも大
きく、
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　前記第１バリア絶縁膜の膜厚は、前記第２バリア絶縁膜の膜厚よりも厚いことを特徴と
する半導体装置。
【請求項２】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜に形成された配線開口部と、
　銅を主成分とする第１導体膜を有し、前記配線開口部に埋め込まれた配線と、
　前記配線上および前記第１絶縁膜上に形成された第１バリア絶縁膜と、
　前記第１バリア絶縁膜上に形成された第２バリア絶縁膜と、
　前記第２バリア絶縁膜上に形成され、酸化シリコン膜よりも低い誘電率を有する第２絶
縁膜と、
　を有し、
　前記第２絶縁膜はシリコン、炭素及び酸素を含む膜からなり、
　前記第２バリア絶縁膜はシリコン及び炭素を含む膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜はシリコン、炭素、窒素及び酸素を含む膜からなり、且つ、前記
第２バリア絶縁膜よりも窒素濃度の高い膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜の銅に対するバリア性は、前記第２バリア絶縁膜の銅に対するバ
リア性よりも大きく、
　前記第２バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性が、前記第１バリア絶縁膜上に前記
第２絶縁膜を形成したときの前記第１バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性よりも大
きく、
　前記第１バリア絶縁膜の膜厚は、前記第２バリア絶縁膜の膜厚よりも厚いことを特徴と
する半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の半導体装置において、
　前記第１バリア絶縁膜の膜厚は４０ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２絶縁膜は、塗布法またはＣＶＤ法によって形成された膜であることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記配線は、前記配線開口部の底面および側面上に形成されたバリア導体膜と、前記バ
リア導体膜上に形成された前記第１導体膜とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２バリア絶縁膜は、炭化シリコンからなることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記配線の表面に、銅より拡散係数の小さい銅化合物膜または銅以外の金属膜が形成さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１～６の何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記配線の表面は窒化されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１絶縁膜と前記第１バリア絶縁膜との間に、第３絶縁膜が形成されていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置において、
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　前記第１絶縁膜と前記第３絶縁膜との間に、第４絶縁膜が形成されていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項１１】
　（ａ）半導体基板を準備する工程、
（ｂ）前記半導体基板上に第１絶縁膜を形成する工程、
（ｃ）前記第１絶縁膜に第１配線開口部を形成する工程、
（ｄ）前記第１配線開口部内に、銅を主成分とする第１導体膜を有する配線を形成する工
程、
（ｅ）前記配線が埋め込まれた前記第１絶縁膜上に第１バリア絶縁膜を形成する工程、
（ｆ）前記第１バリア絶縁膜上に第２バリア絶縁膜を形成する工程、
（ｇ）前記第２バリア絶縁膜上に、酸化シリコン膜よりも低い誘電率を有する第２絶縁膜
を形成する工程、
　を有し、
　前記第２絶縁膜はシリコン、炭素及び酸素を含む膜からなり、
　前記第２バリア絶縁膜はシリコン及び炭素を含む膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜はシリコン、炭素及び窒素を含む膜からなり、且つ、前記第２バ
リア絶縁膜よりも窒素濃度の高い膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜の銅に対するバリア性は、前記第２バリア絶縁膜の銅に対するバ
リア性よりも大きく、
　前記第２バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性が、前記第１バリア絶縁膜上に前記
第２絶縁膜を形成したときの前記第１バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性よりも大
きく、
　前記第１バリア絶縁膜の膜厚は、前記第２バリア絶縁膜の膜厚よりも厚いことを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　（ａ）半導体基板を準備する工程、
（ｂ）前記半導体基板上に第１絶縁膜を形成する工程、
（ｃ）前記第１絶縁膜に第１配線開口部を形成する工程、
（ｄ）前記第１配線開口部内に、銅を主成分とする第１導体膜を有する配線を形成する工
程、
（ｅ）前記配線が埋め込まれた前記第１絶縁膜上に第１バリア絶縁膜を形成する工程、
（ｆ）前記第１バリア絶縁膜上に第２バリア絶縁膜を形成する工程、
（ｇ）前記第２バリア絶縁膜上に、酸化シリコン膜よりも低い誘電率を有する第２絶縁膜
を形成する工程、
　を有し、
　前記第２絶縁膜はシリコン、炭素及び酸素を含む膜からなり、
　前記第２バリア絶縁膜はシリコン及び炭素を含む膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜はシリコン、炭素、窒素及び酸素を含む膜からなり、且つ、前記
第２バリア絶縁膜よりも窒素濃度の高い膜からなり、
　前記第１バリア絶縁膜の銅に対するバリア性は、前記第２バリア絶縁膜の銅に対するバ
リア性よりも大きく、
　前記第２バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性が、前記第１バリア絶縁膜上に前記
第２絶縁膜を形成したときの前記第１バリア絶縁膜と前記第２絶縁膜との密着性よりも大
きく、
　前記第１バリア絶縁膜の膜厚は、前記第２バリア絶縁膜の膜厚よりも厚いことを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１または１２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｇ）工程の後に、更に、
（ｈ）前記第１バリア絶縁膜、前記第２バリア絶縁膜および前記第２絶縁膜に、ドライエ
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ッチングにより第２開口部を形成する工程、
（ｉ）前記第２開口部に銅を主成分とする導体膜を埋め込む工程、
　を有し、
　前記第２バリア絶縁膜は、前記第２開口部を形成する際のエッチングストッパ膜として
機能することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１１～１３の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２絶縁膜は塗布法またはＣＶＤ法によって形成されることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１１～１４の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１バリア絶縁膜の膜厚は４０ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項１６】
　請求項１１～１５の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２バリア絶縁膜は、炭化シリコンからなることを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項１７】
　請求項１１～１６の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程の後で前記（ｅ）工程の前に、
　前記配線の表面に、銅より拡散係数の小さい銅化合物膜または銅以外の金属膜を形成す
る工程を更に有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１１～１６の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程の後で前記（ｅ）工程の前に、
　前記配線の表面を窒化させる工程を更に有することを特徴とする半導体装置の製造方法
。
【請求項１９】
　請求項１１～１８の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｂ）工程後に、更に前記第１絶縁膜上に第３絶縁膜を形成する工程を有し、且つ
、
　前記（ｄ）工程は、前記第１配線開口部内および前記第３絶縁膜上に前記第１導体膜を
堆積する工程と、前記第１配線開口部内に埋め込まれた前記第１導体膜以外の前記第１導
体膜を除去する工程とを有し、
　前記第１導体膜を除去する工程で前記第３絶縁膜は前記第１絶縁膜の保護膜としての機
能を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１１～１９の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
（ｊ）前記第２絶縁膜上に第３絶縁膜からなるマスクを形成する工程、
（ｋ）前記マスクによって前記第２絶縁膜をエッチングすることで前記配線に接続する孔
を形成する工程、
　を更に有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　請求項１１～１９の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
（ｊ）前記第２絶縁膜上に第３絶縁膜からなる第１マスクおよび第４絶縁膜からなる第２
マスクを形成する工程、
（ｋ）前記第１マスクによって前記第２絶縁膜をエッチングすることで前記配線に接続す
る孔を、前記第２マスクによって前記第２絶縁膜をエッチングすることで前記孔よりも口
径の大きい配線溝を形成する工程、
　を更に有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置およびその製造技術に関し、特に、銅を主成分とする主導体膜を含
む配線を有する半導体装置に適用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の素子間は、例えば多層配線構造により結線され回路が構成される。微細化に
伴い配線構造として埋込配線構造が開発されている。埋込配線構造は、例えば絶縁膜に形
成された配線溝や孔などのような配線開口部内に、ダマシン（Damascene）技術（シング
ルダマシン（Single-Damascene）技術およびデュアルダマシン（Dual-Damascene）技術）
によって、配線材料を埋め込むことで形成される。
【０００３】
特開２００２－４３４１９号公報には、下層配線としてのＣｕ層上にＣｕ原子の拡散防止
膜として膜厚５０ｎｍのＰ－ＳｉＣ膜を形成し、Ｐ－ＳｉＣ膜上に層間絶縁膜として低誘
電率層を形成する技術が記載されている（特許文献１参照）。
【０００４】
特開２００２－２７０６９１号公報には、銅配線を形成した後、ＣＭＰ法によって形成さ
れた平面上に炭化ケイ素（ＳｉＣ）、窒化ケイ素（ＳｉＮ）およびそれらの混合物（Ｓｉ
ＣＮ）などからなる５～５０ｎｍの膜厚の絶縁性バリア膜を形成する技術が記載されてい
る（特許文献２参照）。
【０００５】
また、非特許文献１には、バリア誘電体として、下層側のα－ＳｉＣ膜と上層側のα－Ｓ
ｉＣＮ膜の２層誘電体を用いる技術が記載されている（非特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－４３４１９号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開２００２－２７０６９１号公報
【０００８】
【非特許文献１】
シー・シー・チャン（C.C.Chiang）、エム・シー・チェン（M.C.Chen）、ゼット・シー・
ウー（Z.C.Wu）、エル・ジェイ・リー（L.J.Li）、エス・エム・ジャン（S.M.Jang）、シ
ー・エイチ・ユー（C.H.Yu）およびエム・エス・リャン（M.S.Liang），ティーディーデ
ィービー・リライアビリティ・インプルーブメント・イン・シーユー・ダマシン・バイ・
ユージング・ア・バイレイヤ－ストラクチャード・ピーイーシーブイディー・エスアイシ
ー・ディエレクトリック・バリア（TDDB Reliability Improvement in Cu Damascene by 
using a Bilayer-Structured PECVD SiC Dielectric Barrier），「２００２アイアイテ
ィーシー（2002 IITC (International Interconnect Technology Conference)）」，（米
国），アイイーイーイー（IEEE），２００２年，ｐ．２００－２０２
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者の検討によれば、埋込銅配線を有する半導体装置においては、高温放置すること
などにより、ストレスマイグレーションによって埋込銅配線の電気抵抗が上昇することが
分かった。これは、埋込銅配線の信頼性を低下させる。
【００１０】
また、埋込銅配線を有する半導体装置においては、埋込銅配線のＴＤＤＢ（Time Depende
nce on Dielectric Breakdown）寿命を向上させることも要求される。本発明者の検討に
よれば、ＴＤＤＢ寿命試験においては、同層の埋込銅配線における隣接する配線間で、配
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線中の銅イオンが配線間の電界によりドリフトされ、絶縁破壊が引き起こされることが分
かった。
【００１１】
従って、埋込銅配線においては、ストレスマイグレーション特性の改善やＴＤＤＢ寿命の
向上など、更なる信頼性の向上が求められている。
【００１２】
本発明の目的は、銅を主成分とする主導体膜を含む配線の信頼性を向上させることができ
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。
【００１３】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から
明らかになるであろう。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとお
りである。
【００１５】
本発明の半導体装置は、埋込銅配線のバリア絶縁膜として、銅配線を埋め込んだ絶縁膜上
に形成され、銅に対するバリア性に優れた第１バリア絶縁膜と、第１バリア絶縁膜上に形
成され、低誘電率材料膜との密着性に優れた第２バリア絶縁膜との積層膜を用いるもので
ある。
【００１６】
また、本発明の半導体装置は、埋込銅配線のバリア絶縁膜として、銅配線を埋め込んだ絶
縁膜上に形成され、シリコンと炭素とを含み、かつ窒素または酸素の少なくとも一方を含
む材料からなる第１バリア絶縁膜と、第１バリア絶縁膜上に形成され、炭化シリコンから
なる第２バリア絶縁膜との積層膜を用いるものである。
【００１７】
また、本発明の半導体装置は、埋込銅配線のバリア絶縁膜において、銅配線とバリア絶縁
膜との界面近傍におけるバリア絶縁膜の窒素濃度が、バリア絶縁膜の上層の低誘電率材料
膜とバリア絶縁膜との界面近傍におけるバリア絶縁膜の窒素濃度よりも高いものである。
【００１８】
また、本発明の半導体装置は、銅配線を埋め込んだ絶縁膜上に、銅の拡散を抑制または防
止する機能を有する絶縁膜を形成し、その上に応力を制御する機能を有する絶縁膜を形成
し、銅の拡散を抑制または防止する機能を有する絶縁膜と応力を制御する機能を有する絶
縁膜との積層膜の応力が－１８０ＭＰａ以上であるものである。
【００１９】
また、本発明の半導体装置の製造方法は、銅配線を埋め込んだ絶縁膜上に銅に対するバリ
ア性に優れた第１バリア絶縁膜を形成し、第１バリア絶縁膜上に低誘電率材料膜との密着
性に優れた第２バリア絶縁膜を形成し、第２バリア絶縁膜上に低誘電率材料膜を形成する
ものである。
【００２０】
また、本発明の半導体装置の製造方法は、銅配線を埋め込んだ絶縁膜上にシリコンと炭素
とを含み、かつ窒素または酸素の少なくとも一方を含む材料からなる第１バリア絶縁膜を
形成し、第１バリア絶縁膜上に炭化シリコンからなる第２バリア絶縁膜を形成し、第２バ
リア絶縁膜上に低誘電率材料膜を形成するものである。
【００２１】
また、本発明の半導体装置の製造方法は、銅配線を埋め込んだ絶縁膜上にバリア絶縁膜を
形成し、バリア絶縁膜上に低誘電率材料膜を形成し、銅配線とバリア絶縁膜との界面近傍
におけるバリア絶縁膜の窒素濃度が、バリア絶縁膜の上層の低誘電率材料膜とバリア絶縁
膜との界面近傍におけるバリア絶縁膜の窒素濃度よりも高いものである。
【００２２】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明す
るための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なとき以外は同一または同様な
部分の説明を原則として繰り返さない。
【００２３】
（実施の形態１）
本実施の形態の半導体装置およびその製造工程を図面を参照して説明する。図１は、本発
明の一実施の形態である半導体装置、例えばＭＩＳＦＥＴ（Metal Insulator Semiconduc
tor Field Effect Transistor）、の製造工程中の要部断面図である。
【００２４】
図１に示すように、例えば１～１０Ωｃｍ程度の比抵抗を有するｐ型の単結晶シリコンな
どからなる半導体基板（半導体ウエハ）１の主面に素子分離領域２が形成される。素子分
離領域２は酸化シリコンなどからなり、例えばＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）法ま
たはＬＯＣＯＳ（Local Oxidization of Silicon ）法などにより形成される。
【００２５】
次に、半導体基板１のｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴを形成する領域にｐ型ウエル３を形成す
る。ｐ型ウエル３は、例えばホウ素（Ｂ）などの不純物をイオン注入することなどによっ
て形成される。
【００２６】
次に、ｐ型ウエル３の表面にゲート絶縁膜４が形成される。ゲート絶縁膜４は、例えば薄
い酸化シリコン膜などからなり、例えば熱酸化法などによって形成することができる。
【００２７】
次に、ｐ型ウエル３のゲート絶縁膜４上にゲート電極５が形成される。例えば、半導体基
板１上に多結晶シリコン膜を形成し、その多結晶シリコン膜にリン（Ｐ）などをイオン注
入して低抵抗のｎ型半導体膜とし、その多結晶シリコン膜をドライエッチングによってパ
ターニングすることにより、多結晶シリコン膜からなるゲート電極５を形成することがで
きる。
【００２８】
次に、ｐ型ウエル３のゲート電極５の両側の領域にリンなどの不純物をイオン注入するこ
とにより、ｎ-型半導体領域６が形成される。
【００２９】
次に、ゲート電極５の側壁上に、例えば酸化シリコンなどからなる側壁スペーサまたはサ
イドウォール７が形成される。サイドウォール７は、例えば、半導体基板１上に酸化シリ
コン膜を堆積し、この酸化シリコン膜を異方性エッチングすることによって形成すること
ができる。
【００３０】
サイドウォール７の形成後、ｎ+型半導体領域８（ソース、ドレイン）が、例えば、ｐ型
ウエル３のゲート電極５及びサイドウォール７の両側の領域にリンなどの不純物をイオン
注入することにより形成される。ｎ+型半導体領域８は、ｎ-型半導体領域６よりも不純物
濃度が高い。
【００３１】
次に、ゲート電極５およびｎ+型半導体領域８の表面を露出させ、例えばコバルト（Ｃｏ
）膜を堆積して熱処理することによって、ゲート電極５とｎ+型半導体領域８との表面に
、それぞれシリサイド膜５ａおよびシリサイド膜８ａを形成する。これにより、ｎ+型半
導体領域８の拡散抵抗と、コンタクト抵抗とを低抵抗化することができる。その後、未反
応のコバルト膜は除去する。
【００３２】
このようにして、ｐ型ウエル３にｎチャネル型のＭＩＳＦＥＴ（Metal Insulator Semico
nductor Field Effect Transistor）９が形成される。
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【００３３】
次に、半導体基板１上に窒化シリコンなどからなる絶縁膜１０と、酸化シリコンなどから
なる絶縁膜１１を順次堆積する。それから、絶縁膜１１および絶縁膜１０を順次ドライエ
ッチングすることにより、ｎ+型半導体領域（ソース、ドレイン）８の上部などにコンタ
クトホール１２を形成する。コンタクトホール１２の底部では、半導体基板１の主面の一
部、例えばｎ+型半導体領域８の一部、やゲート電極５の一部などが露出される。
【００３４】
次に、コンタクトホール１２内に、タングステン（Ｗ）などからなるプラグ１３が形成さ
れる。プラグ１３は、例えば、コンタクトホール１２の内部を含む絶縁膜１１上にバリア
膜として例えば窒化チタン膜１３ａを形成した後、タングステン膜をＣＶＤ（Chemical V
apor Deposition）法などによって窒化チタン膜１３ａ上にコンタクトホール１２を埋め
るように形成し、絶縁膜１１上の不要なタングステン膜および窒化チタン膜１３ａをＣＭ
Ｐ（Chemical Mechanical Polishing）法またはエッチバック法などによって除去するこ
とにより形成することができる。
【００３５】
図２～図１３は、図１に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図を示している。
なお、理解を簡単にするために、図２～図１３では、図１の絶縁膜１１より下の構造に対
応する部分は図示を省略している。
【００３６】
図２に示されるように、プラグ１３が埋め込まれた絶縁膜１１上に絶縁膜（エッチングス
トッパ膜）１４を形成する。絶縁膜１４は、例えば炭化シリコン（ＳｉＣ）膜からなる。
絶縁膜１４の他の材料として、窒化シリコン（ＳｉxＮy）膜などを用いることもできる。
絶縁膜１４は、炭化シリコン（ＳｉＣ）膜と窒化シリコン（ＳｉxＮy）膜との積層膜で構
成してもよい。絶縁膜１４は、その上層の絶縁膜（層間絶縁膜）１５に配線形成用の溝や
孔をエッチングにより形成する際に、その掘り過ぎにより下層に損傷を与えたり、加工寸
法精度が劣化したりすることを回避するために形成される。すなわち、絶縁膜１４は絶縁
膜（層間絶縁膜）１５をエッチングする際にエッチングストッパとして機能することがで
きる。
【００３７】
次に、絶縁膜１４上に絶縁膜（層間絶縁膜）１５が形成される。絶縁膜１５は、例えば有
機ポリマーまたは有機シリカガラスなどのような低誘電率材料（いわゆるＬｏｗ－Ｋ絶縁
膜、Ｌｏｗ－Ｋ材料）からなることが好ましい。なお、低誘電率な絶縁膜（Ｌｏｗ－Ｋ絶
縁膜）とは、パッシベーション膜に含まれる酸化シリコン膜（たとえばＴＥＯＳ（Tetrae
thoxysilane）酸化膜）の誘電率よりも低い誘電率を有する絶縁膜を例示できる。一般的
には、ＴＥＯＳ酸化膜の比誘電率ε＝４．１～４．２程度以下を低誘電率な絶縁膜と言う
。
【００３８】
上記低誘電率材料としての有機ポリマーには、例えばＳｉＬＫ（米The Dow Chemical Co.
製、比誘電率＝２．７、耐熱温度＝４９０℃以上、絶縁破壊耐圧＝４．０～５．０ＭＶ／
Ｖｍ）またはポリアリルエーテル（ＰＡＥ）系材料のＦＬＡＲＥ（米Honeywell Electron
ic Materials製、比誘電率＝２．８、耐熱温度＝４００℃以上）がある。このＰＡＥ系材
料は、基本性能が高く、機械的強度、熱的安定性および低コスト性に優れるという特徴を
有している。上記低誘電率材料としての有機シリカガラス（ＳｉＯＣ系材料）には、例え
ばＨＳＧ－Ｒ７（日立化成工業製、比誘電率＝２．８、耐熱温度＝６５０℃）、Ｂｌａｃ
ｋ Ｄｉａｍｏｎｄ（米Applied Materials，Inc.製、比誘電率＝３．０～２．４、耐熱温
度＝４５０℃）またはｐ－ＭＴＥＳ（日立開発製、比誘電率＝３．２）がある。この他の
ＳｉＯＣ系材料には、例えばＣＯＲＡＬ（米Novellus Systems, Inc.製、比誘電率＝２．
７～２．４、耐熱温度＝５００℃）、Ａｕｒｏｒａ２．７（日本エー・エス・エム社製、
比誘電率＝２．７、耐熱温度＝４５０℃）がある。
【００３９】
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また、上記低誘電率材料として、例えばＦＳＧ（ＳｉＯＦ系材料）、ＨＳＱ（hydrogen s
ilsesquioxane）系材料、ＭＳＱ（methyl silsesquioxane）系材料、ポーラスＨＳＱ系材
料、ポーラスＭＳＱ材料またはポーラス有機系材料を用いることもできる。上記ＨＳＱ系
材料には、例えばＯＣＤ Ｔ－１２（東京応化工業製、比誘電率＝３．４～２．９、耐熱
温度＝４５０℃）、ＦＯｘ（米Dow Corning Corp．製、比誘電率＝２．９）またはＯＣＬ
 Ｔ－３２（東京応化工業製、比誘電率＝２．５、耐熱温度＝４５０℃）などがある。上
記ＭＳＱ系材料には、例えばＯＣＤ Ｔ－９（東京応化工業製、比誘電率＝２．７、耐熱
温度＝６００℃）、ＬＫＤ－Ｔ２００（ＪＳＲ製、比誘電率＝２．７～２．５、耐熱温度
＝４５０℃）、ＨＯＳＰ（米Honeywell Electronic Materials製、比誘電率＝２．５、耐
熱温度＝５５０℃）、ＨＳＧ－ＲＺ２５（日立化成工業製、比誘電率＝２．５、耐熱温度
＝６５０℃）、ＯＣＬ Ｔ－３１（東京応化工業製、比誘電率＝２．３、耐熱温度＝５０
０℃）またはＬＫＤ－Ｔ４００（ＪＳＲ製、比誘電率＝２．２～２、耐熱温度＝４５０℃
）などがある。上記ポーラスＨＳＱ系材料には、例えばＸＬＫ（米Dow Corning Corp．製
、比誘電率＝２．５～２）、ＯＣＬ Ｔ－７２（東京応化工業製、比誘電率＝２．２～１
．９、耐熱温度＝４５０℃）、Ｎａｎｏｇｌａｓｓ（米Honeywell Electronic Materials
製、比誘電率＝２．２～１．８、耐熱温度＝５００℃以上）またはＭｅｓｏＥＬＫ（米Ai
r Productsand Chemicals, Inc.製、比誘電率＝２以下）がある。上記ポーラスＭＳＱ系
材料には、例えばＨＳＧ－６２１１Ｘ（日立化成工業製、比誘電率＝２．４、耐熱温度＝
６５０℃）、ＡＬＣＡＰ－Ｓ（旭化成工業製、比誘電率＝２．３～１．８、耐熱温度＝４
５０℃）、ＯＣＬ Ｔ－７７（東京応化工業製、比誘電率＝２．２～１．９、耐熱温度＝
６００℃）、ＨＳＧ－６２１０Ｘ（日立化成工業製、比誘電率＝２．１、耐熱温度＝６５
０℃）またはｓｉｌｉｃａ　ａｅｒｏｇｅｌ（神戸製鋼所製、比誘電率１．４～１．１）
などがある。上記ポーラス有機系材料には、例えばＰｏｌｙＥＬＫ（米Air Productsand 
Chemicals, Inc.製、比誘電率＝２以下、耐熱温度＝４９０℃）などがある。上記ＳｉＯ
Ｃ系材料、ＳｉＯＦ系材料は、例えばＣＶＤ法によって形成されている。例えば上記Ｂｌ
ａｃｋ　Ｄｉａｍｏｎｄは、トリメチルシランと酸素との混合ガスを用いたＣＶＤ法など
によって形成される。また、上記ｐ－ＭＴＥＳは、例えばメチルトリエトキシシランとＮ

2Ｏとの混合ガスを用いたＣＶＤ法などによって形成される。それ以外の上記低誘電率の
絶縁材料は、例えば塗布法で形成されている。
【００４０】
このようなＬｏｗ－Ｋ材料からなる絶縁膜１５上に、例えばＣＶＤ法などを用いて絶縁膜
１６を形成する。絶縁膜１６は、例えば二酸化シリコン（ＳｉＯ2）に代表される酸化シ
リコン（ＳｉＯx）膜からなる。絶縁膜１６の他の材料として、酸窒化シリコン（ＳｉＯ
Ｎ）膜を用いることもできる。また、絶縁膜１６は、例えばＣＭＰ処理時における絶縁膜
１５の機械的強度の確保、表面保護および耐湿性の確保等のような機能を有することがで
きる。また、絶縁膜１５が例えばフッ素（Ｆ）を含む酸化シリコン膜（ＳｉＯＦ）膜から
なる場合は、絶縁膜１６は、絶縁膜１５中のフッ素の拡散を防止するように機能すること
もできる。また、絶縁膜１５が、例えばＣＭＰ工程における耐性を有する場合などは、絶
縁膜１６の形成を省略することもできる。
【００４１】
次に、図３に示されるように、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法を用いて
、絶縁膜１６、絶縁膜１５および絶縁膜１４を選択的に除去して開口部（配線開口部、配
線溝）１７を形成する。このとき、開口部１７の底部では、プラグ１３の上面が露出され
る。その後、エッチングマスクとして用いた図示しないフォトレジストパターン（および
反射防止膜）をアッシングなどにより除去する。絶縁膜１５が、例えば有機ポリマー系の
材料（例えば上記ＳｉＬＫ）やポーラス有機系材料（例えば上記ＰｏｌｙＥＬＫ）などの
ように酸素プラズマによりダメージを受け得る材料からなる場合は、絶縁膜１５をＮＨ3

プラズマ処理またはＮ2／Ｈ2プラズマ処理などの還元性プラズマ処理によってエッチング
しながら、フォトレジストパターン（および反射防止膜）をアッシングして除去すること
もできる。
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【００４２】
次に、図４に示されるように、半導体基板１の主面上の全面（すなわち開口部１７の底部
および側壁上を含む絶縁膜１６上）に、例えば窒化チタン（ＴｉＮ）などからなる厚さ５
０ｎｍ程度の比較的薄い導電性バリア膜１８を形成する。導電性バリア膜１８の成膜には
、スパッタリング法やＣＶＤ法などを用いることができる。導電性バリア膜１８は、例え
ば後述の主導体膜形成用の銅の拡散を抑制または防止する機能や主導体膜のリフロー時に
銅の濡れ性を向上させる機能などを有している。このような導電性バリア膜１８の材料と
しては、窒化チタンに代えて、銅と殆ど反応しない窒化タングステン（ＷＮ）または窒化
タンタル（ＴａＮ）などのような高融点金属窒化物を用いることもできる。また、導電性
バリア膜１８の材料として、高融点金属窒化物にシリコン（Ｓｉ）を添加した材料や、銅
と反応し難いタンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、チタンタングス
テン（ＴｉＷ）合金などのような高融点金属を用いることもできる。また、導電性バリア
膜１８としては、上記材料膜の単体膜だけでなく積層膜を用いることもできる。
【００４３】
次に、導電性バリア膜１８上に、例えば厚さ８００～１６００ｎｍ程度の相対的に厚い銅
からなる主導体膜１９を形成する。主導体膜１９は、例えばＣＶＤ法、スパッタリング法
またはめっき法などを用いて形成することができる。また、主導体膜１９は銅を主成分と
する導体膜、例えば銅または銅合金（Ｃｕを主成分とし、例えばＭｇ，Ａｇ，Ｐｄ，Ｔｉ
，Ｔａ，Ａｌ，Ｎｂ，ＺｒまたはＺｎなどを含む）により形成することができる。また、
導電性バリア膜１８上に、相対的に薄い銅（または銅合金）などからなるシード膜をスパ
ッタリング法などによって形成し、その後、シード膜上に相対的に厚い銅（または銅合金
）などからなる主導体膜１９をめっき法などによって形成することもできる。その後、例
えば４７５℃程度の非酸化性雰囲気（例えば水素雰囲気）中において半導体基板１に対し
て熱処理を施すことにより主導体膜１９をリフローさせ、銅を開口部１７の内部に隙間な
く埋め込む。
【００４４】
次に、図５に示されるように、主導体膜１９および導電性バリア膜１８を例えばＣＭＰ法
によって、絶縁膜１６の上面が露出するまで研磨する。絶縁膜１６上の不要な導電性バリ
ア膜１８および主導体膜１９を除去し、配線開口部としての開口部１７内に導電性バリア
膜１８および主導体膜１９を残すことにより、図５に示されるように、相対的に薄い導電
性バリア膜１８と相対的に厚い主導体膜１９とからなる配線（第１層配線）２０を開口部
１７内に形成する。形成された配線２０は、プラグ１３を介してｎ+型半導体領域（ソー
ス、ドレイン）８やゲート電極５と電気的に接続されている。あるいはエッチング（電解
エッチングなど）により、不要な導電性バリア膜１８および主導体膜１９を除去すること
もできる。
【００４５】
次に、半導体基板１をプラズマＣＶＤ装置の処理室内に配置し、アンモニアガスを導入し
てプラズマ電源を印加することにより、半導体基板１（特に配線２０が露出するＣＭＰ面
）に対して、アンモニア（ＮＨ3）プラズマ処理を施す。あるいは、Ｎ2ガスおよびＨ2ガ
スを導入して、Ｎ2／Ｈ2プラズマ処理を施す。このような還元性プラズマ処理により、Ｃ
ＭＰで酸化された銅配線表面の酸化銅（ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、ＣｕＯ2）を銅（Ｃｕ）に還元
し、更に、窒化銅（ＣｕＮ）層が配線２０の表面（ごく薄い領域）に形成される。
【００４６】
それから、必要に応じて洗浄を行った後、図６に示されるように、半導体基板１の主面の
全面上に絶縁膜２１および絶縁膜２２を、例えばプラズマＣＶＤ法などによって順に形成
する。すなわち、配線２０の上面上を含む絶縁膜１６上に、絶縁膜２１および絶縁膜２２
を順に形成する。
【００４７】
絶縁膜２１は、銅配線のバリア絶縁膜として機能する。従って、絶縁膜２１は、配線２０
の主導体膜１９中の銅が、後で形成される絶縁膜（層間絶縁膜）２３中に拡散するのを抑
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制または防止する。絶縁膜２１は、銅に対するバリア性に優れた（銅の拡散を抑制または
防止する機能が高い）材料膜を用いることが好ましく、例えば炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ
）膜を用いることが好ましい。絶縁膜２１としての炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜は、例
えばトリメチルシランガスおよびアンモニアガスを用いたプラズマＣＶＤ法により形成す
ることができる。炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜は、銅に対するバリア性に優れており、
リーク電流が低く、耐圧性も高いので、配線２０の主導体膜１９中の銅の拡散を的確に防
止することが可能となる。
【００４８】
本実施の形態では、絶縁膜２１上に、絶縁膜２２を形成する。絶縁膜２２は、図７に示す
ように、絶縁膜２２上に形成する絶縁膜（低誘電率材料膜）２３との密着性に優れた材料
膜を用いることが好ましく、例えば炭化シリコン（ＳｉＣ）膜を用いることが好ましい。
すなわち、絶縁膜２２は接着層として機能する。絶縁膜２２としての炭化シリコン（Ｓｉ
Ｃ）膜は、例えばトリメチルシランガスを用いたプラズマＣＶＤ法により形成することが
できる。このため、絶縁膜２１および絶縁膜２２を同じプラズマＣＶＤ成膜装置を用いて
成膜ガスを切り換えることで形成でき、製造工程数を抑制できる。絶縁膜２２（ＳｉＣ）
も銅（Ｃｕ）に対するバリア性を有するが、絶縁膜２１（ＳｉＣＮ）のバリア性よりもそ
の効果は小さい。すなわち、本実施の形態では、絶縁膜２１の銅に対するバリア性は、絶
縁膜２２の銅に対するバリア性よりも大きい。また、絶縁膜２２と絶縁膜（低誘電率材料
膜）２３との密着性（接着性）は、（絶縁膜２２を形成することなく）絶縁膜２１上に絶
縁膜２３を形成したときの絶縁膜２１と絶縁膜２３との間の密着性（接着性）よりも大き
い。
【００４９】
以下、本実施の形態では、これら絶縁膜２１および絶縁膜２２をそれぞれ便宜上第１バリ
ア絶縁膜および第２バリア絶縁膜と称する場合もある。
【００５０】
窒素や炭素を含有しない炭化シリコン（ＳｉＣ）膜により絶縁膜２２を形成すれば、絶縁
膜２２と後述する絶縁膜２３との間の密着性（接着性）を向上することが可能となる。ま
た、絶縁膜２２も銅に対するバリア性（銅の拡散を抑制または防止する機能）を有してい
るので、絶縁膜２１上に絶縁膜２２を形成することで、配線２０の主導体膜１９中の銅の
拡散をより的確に防止することができる。また、絶縁膜２１と絶縁膜２２のうち、配線２
０に接する絶縁膜２１を銅のバリア性により優れた材料膜（例えば炭窒化シリコン（Ｓｉ
ＣＮ）膜）により形成し、絶縁膜２１よりも銅のバリア性は若干低くても、層間絶縁膜と
しての絶縁膜２３との密着性（接着性）により優れた材料膜（例えば炭化シリコン（Ｓｉ
Ｃ）膜）により、絶縁膜２１と絶縁膜２３との間に絶縁膜２２を形成すれば、配線２０の
主導体膜１９中の銅の拡散をより的確に防止し、かつ膜（絶縁膜）間の密着性をより的確
に向上することができる。従って、絶縁膜２１（第１バリア絶縁膜）と絶縁膜２２（第２
バリア絶縁膜）を積層に形成し、絶縁膜２１は配線２０側に形成し、絶縁膜２２は絶縁膜
２３側に形成することで、配線の信頼性をより向上することができる。
【００５１】
また、下層のバリア絶縁膜（第１バリア絶縁膜）としての絶縁膜２１の膜厚が、上層のバ
リア絶縁膜（第２バリア絶縁膜）としての絶縁膜２２の膜厚よりも厚ければより好ましい
。銅に対するバリア性が相対的に大きい（あるいは耐圧が相対的に高い）絶縁膜２１の膜
厚を絶縁膜２２の膜厚よりも厚くすることで、配線２０の主導体膜１９中の銅の拡散防止
機能を高めることができ、また絶縁膜２１および絶縁膜２２からなる積層膜全体の耐圧を
高めることができる。また、絶縁膜２１の膜厚は４０ｎｍ以下であればより好ましく、例
えば２５～３０ｎｍ程度であれば更に好ましい。これにより、銅に対する高いバリア性を
確保できるとともに、配線間容量の低減も可能となる。また、絶縁膜２２の膜厚は、１０
ｎｍ以下であればより好ましく、例えば５～１０ｎｍ程度であれば更に好ましい。これに
より、絶縁膜２２と絶縁膜２３との間の密着性を確保できるとともに、配線間容量の低減
も可能となる。
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【００５２】
また、絶縁膜２１として、上記のように銅のバリア性に優れ、耐圧の高い炭窒化シリコン
（ＳｉＣＮ）膜を用いることで、配線２０の主導体膜１９中の銅の拡散をより的確に防止
し、配線の信頼性を向上することができる。
【００５３】
また、他の形態として、絶縁膜２１の材料に、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）に酸素が添加
された膜（ＳｉＣＯＮ膜）、あるいは炭化シリコン（ＳｉＣ）に酸素（Ｏ）が添加された
膜（ＳｉＯＣ膜）などを用いることもできる。これにより、絶縁膜２１の誘電率を小さく
することができるので、配線間容量を低減することができる。また、配線間のリーク電流
をより低減することができる。従って、絶縁膜２１の材料としては、シリコンと炭素とを
含み、かつ窒素または酸素の少なくとも一方を含む材料を用いることができる。絶縁膜２
１として炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜を用いた場合は、銅の拡散防止機能をより高め、
配線の耐圧性もより向上することができ、絶縁膜２１として炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）
に酸素が添加された膜（ＳｉＣＯＮ膜）または炭化シリコン（ＳｉＣ）に酸素（Ｏ）が添
加された膜（ＳｉＯＣ膜）を用いた場合は、配線間容量をより低減し、リーク電流もより
低減することができる。
【００５４】
次に、図７に示されるように、絶縁膜２２上に、絶縁膜（層間絶縁膜）２３、絶縁膜（エ
ッチングストッパ膜）２４、絶縁膜（層間絶縁膜）２５、絶縁膜（ＣＭＰ保護膜）２６お
よび絶縁膜（ハードマスク層）２７を順に形成する。絶縁膜（層間絶縁膜）２３は、上記
絶縁膜１５と同様の材料（低誘電率材料）により形成することができ、塗布法またはＣＶ
Ｄ法などにより形成することができる。絶縁膜（エッチングストッパ膜）２４は、上記絶
縁膜１６と同様の材料（例えば酸化シリコン膜）により形成することができる。絶縁膜（
層間絶縁膜）２５は、上記絶縁膜１５と同様の材料（低誘電率材料）により形成すること
ができ、塗布法またはＣＶＤ法などにより形成することができる。絶縁膜（ＣＭＰ保護膜
）２６は、上記絶縁膜１６と同様の材料（例えば酸化シリコン膜）により形成することが
できる。絶縁膜２６は、例えばＣＭＰ処理時における絶縁膜２５の機械的強度の確保、表
面保護および耐湿性の確保等のような機能を有することができるが、絶縁膜２５が、例え
ばＣＭＰ工程における耐性を有する場合などは、絶縁膜２６の形成を省略することもでき
る。絶縁膜（ハードマスク層）２７は、例えば窒化シリコン膜（ＳｉＮ）、炭化シリコン
（ＳｉＣ）膜、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜、または酸化アルミニウム（ＡｌＯ）膜に
より形成することができる。
【００５５】
絶縁膜２３は上記のような低誘電率材料からなるが、例えば炭化シリコン（ＳｉＣ）に窒
素（Ｎ）または酸素（Ｏ）を添加した材料膜（例えばＳｉＣＮ膜、ＳｉＯＣ膜またはＳｉ
ＣＯＮ膜）のように窒素（Ｎ）または酸素（Ｏ）を含む材料膜（絶縁膜２１に対応）上に
上記のような低誘電率材料膜を形成した場合、下地膜（窒素（Ｎ）または酸素（Ｏ）を含
む材料膜）と低誘電率材料膜との密着性（接着性）が低下する恐れがある。これは、膜間
の剥離などを引き起こす恐れがあり、特に上層配線と下層配線とを接続するビアの底部近
傍において剥離が生じた場合には、配線の信頼性を低下させる恐れがある。このような現
象は、上記低誘電率材料全般において生じ得るが、低誘電率材料として、シリコン（Ｓｉ
）と酸素（Ｏ）と炭素（Ｃ）とを含む材料を用いた場合に顕著であり、例えば、酸炭化シ
リコン（有機シリカガラス、ＳｉＯＣ系材料、例えば上記Ｂｌａｃｋ Ｄｉａｍｏｎｄな
ど）、ＭＳＱ（メチルシルセスキオキサン；methyl silsesquioxane）系材料またはＨＳ
Ｑ（水素シルセスキオキサン；hydrogen silsesquioxane）系材料（それらのポーラス材
料も含む）を低誘電率材料として用いた場合により顕著となる。
【００５６】
本実施の形態では、窒素（Ｎ）または酸素（Ｏ）を含まない炭化シリコン（ＳｉＣ）膜か
らなる絶縁膜２２上に、低誘電率材料からなる絶縁膜２３を形成するので、下地の絶縁膜
２２と低誘電率材料からなる絶縁膜２３との間の密着性（接着性）を向上することができ
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る。このため、絶縁膜２３の材料として低誘電率材料、特にシリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ
）と炭素（Ｃ）とを含む低誘電率材料を用いたとしても、絶縁膜２３が下地層（絶縁膜２
２）から剥離するのを防止することができる。このため、配線の信頼性を向上できる。
【００５７】
次に、図８に示されるように、フォトリソグラフィ法を用いて絶縁膜２７上にフォトレジ
ストパターン２８を形成する。それから、図９に示されるように、フォトレジストパター
ン２８をエッチングマスクとして用いて絶縁膜２７をドライエッチングする。これにより
、絶縁膜２７に開口部２９が形成される。開口部２９は、配線溝の形成予定領域に形成さ
れる。その後、フォトレジストパターン２８を除去する。
【００５８】
次に、図１０に示されるように、開口部２９を埋めるように絶縁膜２７上にフォトレジス
ト膜を形成し、そのフォトレジスト膜を露光、現像してパターン化することにより、フォ
トレジストパターン３０を形成する。それから、フォトレジストパターン３０をエッチン
グマスクとして用いて絶縁膜２６、絶縁膜２５、絶縁膜２４および絶縁膜２３をドライエ
ッチングする。これにより、絶縁膜２３～２６に開口部３１が形成される。開口部３１は
、ビア（孔）の形成予定領域に形成される。従って、開口部３１の平面領域は、開口部２
９の平面領域に含まれる。また、このドライエッチングの際には、絶縁膜２２（および絶
縁膜２１）をエッチングストッパ膜として機能させることで、開口部３１の底部で絶縁膜
２２および絶縁膜２１を残存させ、配線２０の上面が露出しないようにすることができる
。これにより、配線２０上面の自然酸化膜の形成を防止できる。また、ドライエッチング
によって配線２０の主導体膜１９の銅が飛散するのを防止することができる。その後、フ
ォトレジストパターン３０を除去する。
【００５９】
次に、図１１に示されるように、絶縁膜２７をエッチングマスク（ハードマスク）として
用いて絶縁膜２６および絶縁膜２５をドライエッチングする。これにより、絶縁膜２４～
２７に開口部２９が形成される。このドライエッチングの際、開口部３１の底部では絶縁
膜２１，２２が存在（残存）するので、配線２０がエッチングされるのを防止することが
できる。
【００６０】
次に、図１２に示されるように、開口部２９の底部で絶縁膜２４をドライエッチングによ
り除去し、開口部３１の底部で絶縁膜２２および絶縁膜２１をドライエッチングにより除
去する。これにより、開口部３１の底部で配線２０の上面が露出される。そして、絶縁膜
２７をドライエッチングにより除去する。絶縁膜２７は、開口部３１の底部で絶縁膜２２
および絶縁膜２１を除去する工程と同じドライエッチング工程、あるいはそれとは別のド
ライエッチング工程によって除去することができる。絶縁膜２７を除去した後に残存する
絶縁膜２６は、ＣＭＰ工程の保護膜などとして機能することができる。
【００６１】
次に、開口部３１の底部で露出する配線２０（下層銅配線）の表面に形成された酸化銅を
除去して配線２０の露出した上面を清浄化（クリーニング）する処理を行う。これは、例
えば水素（Ｈ2）プラズマ処理のような還元性プラズマ処理により、銅配線表面の酸化銅
（ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、ＣｕＯ2）を銅（Ｃｕ）に還元することにより行うことができる。
【００６２】
次に、図１３に示されるように、開口部２９および開口部３１の底部および側面を含む絶
縁膜２６上に、導電性バリア膜１８と同様の材料からなる導電性バリア膜３２を同様の手
法を用いて形成し、それから、導電性バリア膜３２上に、開口部２９および開口部３１内
を埋めるように、主導体膜１９と同様の材料からなる主導体膜３３を同様の手法を用いて
形成し、そして、主導体膜３３および導電性バリア膜３２を例えばＣＭＰ法によって、絶
縁膜２６の上面が露出するまで研磨する。絶縁膜２６上の不要な導電性バリア膜３２およ
び主導体膜３３を除去し、配線開口部としての開口部２９,３１内に導電性バリア膜３２
および主導体膜３３を残すことにより、図１３に示されるように、相対的に薄い導電性バ
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リア膜３２と相対的に厚い主導体膜３３とからなる配線（第２層配線）３４を開口部２９
および開口部３１内に形成する。開口部（配線溝）２９に埋め込まれた導電性バリア膜３
２と主導体膜３３とからなる配線部は、開口部（ビア）３１に埋め込まれた導電性バリア
膜３２と主導体膜３３とからなるビア部を介して下層配線である配線２０と電気的に接続
されている。
【００６３】
本実施の形態では、低誘電率材料からなる絶縁膜１５，２３，２５上には酸化シリコン（
または酸窒化シリコン）などからなる絶縁膜１６，２４，２６が形成されている。他の形
態として、例えば絶縁膜１５，２３，２５が酸素プラズマによりダメージを受け得る低誘
電率材料からなる場合などは、絶縁膜１５，２３，２５上に酸素（Ｏ2）プラズマなどの
酸化性プラズマを用いることなく形成した薄い絶縁膜、例えば炭化シリコン（ＳｉＣ）膜
を形成し、その上に絶縁膜１６，２４，２６を形成することもできる。図１４は、他の形
態の半導体装置の製造工程中の要部断面図であり、図１３に対応する。図１４では、低誘
電率材料からなる絶縁膜１５，２３，２５上に、酸素（Ｏ2）プラズマなどの酸化性プラ
ズマを用いることなく形成した薄い絶縁膜、例えば炭化シリコン（ＳｉＣ）膜からなる絶
縁膜１６ａ，２４ａ，２６ａが形成され、絶縁膜１６ａ，２４ａ，２６ａ上に酸化シリコ
ン（または酸窒化シリコン）などからなる絶縁膜１６，２４，２６が形成されている。こ
れにより、絶縁膜１５，２３，２５のダメージ（変質）を防止し、絶縁膜１５，２３，２
５と絶縁膜１６，２４，２６との密着性を向上させることができる。
【００６４】
図１５および図１６は、図１３に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図を示し
ている。なお、図１５および図１６においても、図１の絶縁膜１１より下の構造に対応す
る部分は図示を省略している。
【００６５】
図１３の構造が得られた後、半導体基板１をプラズマＣＶＤ装置の処理室内に配置し、ア
ンモニアガスを導入してプラズマ電源を印加することにより、半導体基板１（特に配線３
４が露出するＣＭＰ面）に対して、アンモニア（ＮＨ3）プラズマ処理を施す。あるいは
、Ｎ2ガスおよびＨ2ガスを導入して、Ｎ2／Ｈ2プラズマ処理を施す。このような還元性プ
ラズマ処理により、ＣＭＰで酸化された銅配線表面の酸化銅（ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、ＣｕＯ2

）を銅（Ｃｕ）に還元し、更に、窒化銅（ＣｕＮ）層が配線２０の表面（ごく薄い領域）
に形成される。
【００６６】
それから、必要に応じて洗浄を行った後、図１５に示されるように、半導体基板１の主面
の全面上に、上記絶縁膜２１および絶縁膜２２と同様の材料からなり、同様の機能を有す
る絶縁膜（第１バリア絶縁膜）３５および絶縁膜（第２バリア絶縁膜）３６を、同様の手
法を用いて順に形成する。すなわち、配線３４の上面上を含む絶縁膜２６上に、絶縁膜３
５および絶縁膜３６を順に形成する。これにより、配線３４の主導体膜３３中の銅の拡散
を的確に防止できるとともに、絶縁膜３６上に形成される絶縁膜３７（層間絶縁膜、低誘
電率材料膜）との密着性を向上することができる。
【００６７】
それから、図１６に示されるように、絶縁膜３６上に、絶縁膜２３，２４，２５，２６と
同様にして絶縁膜（低誘電率材料膜）３７、絶縁膜（酸化シリコン膜）３８、絶縁膜（低
誘電率材料膜）３９および絶縁膜（酸化シリコン膜）４０を形成し、開口部２９および開
口部３１と同様にして絶縁膜３８，３９，４０における開口部（配線溝）４１と絶縁膜３
５，３６，３７における開口部（ビア）４２とを形成し、配線３４と同様にして、開口部
４１および開口部４２を埋める、導電性バリア膜４３および主導体膜（銅膜）４４からな
る配線（第３層配線）４５を形成する。その後、配線４５の上面上を含む絶縁膜４０上に
、上記絶縁膜２１および絶縁膜２２と同様にしてバリア絶縁膜を形成し、バリア絶縁膜上
に層間絶縁膜（低誘電率材料膜）などが形成されて更に上層配線が形成され得るが、ここ
ではその説明は省略する。
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【００６８】
本発明者の検討によれば、埋込銅配線を有する半導体装置においては、高温放置すること
などにより、ストレスマイグレーションによって埋込銅配線の電気抵抗が上昇することが
分かった。この際、下層埋込銅配線の上面と、上層埋込銅配線のビア部との間に、空隙ま
たはボイドが形成される。このため、下層埋込銅配線と上層埋込銅配線の間の接続面積が
低減し、電気抵抗の上昇が生じてしまう。また、ボイドが形成されたことにより下層埋込
銅配線と上層埋込銅配線との間で断線が生じる恐れもある。これらは、配線の信頼性を低
下させ、半導体装置の製造歩留まりを低減させ、製造コストを増大させる。
【００６９】
また、埋込銅配線を有する半導体装置においては、埋込銅配線のＴＤＤＢ（Time Depende
nce on Dielectric Breakdown）寿命を向上させることも要求される。なお、ＴＤＤＢ（T
ime Dependence on Dielectric Breakdown）寿命とは、絶縁破壊の時間的依存性を客観的
に計る尺度であって、所定の温度（例えば１４０℃）の測定条件下で電極間に比較的高い
電圧を加え、電圧印加から絶縁破壊までの時間を印加電界に対してプロットしたグラフを
作成し、このグラフから実際の使用電界強度（例えば０．２ＭＶ／ｃｍ）に外挿して求め
た時間（寿命）をいう。本発明者の検討によれば、ＴＤＤＢ寿命試験においては、同層の
埋込銅配線における隣接する配線間で、配線中の銅イオンが配線間の電界によりドリフト
され、絶縁破壊が引き起こされることが分かった。
【００７０】
従って、埋込銅配線のストレスマイグレーションによる劣化防止とＴＤＤＢ寿命の向上の
両立が求められる。
【００７１】
本実施の形態では上層銅配線（例えば配線３４）のビア部（例えば開口部３１に埋め込ま
れた導電性バリア膜３２と主導体膜３３）の底部近傍において、下層銅配線（例えば配線
２０）の上面を覆うバリア絶縁膜として、第１バリア絶縁膜（例えば絶縁膜２１）と第２
バリア絶縁膜（例えば絶縁膜２２）とを用いている。下層側の第１バリア絶縁膜（例えば
絶縁膜２１）として、銅のバリア性に優れた材料膜（例えば炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）
膜）を用い、上層側の第２バリア絶縁膜（例えば絶縁膜２２）として層間絶縁膜（低誘電
率材料膜、例えば絶縁膜２３）との密着性に優れた材料膜（例えば炭化シリコン（ＳｉＣ
）膜）を用いている。これにより、銅配線（例えば配線２０）の銅の拡散を防止できると
ともに、バリア絶縁膜（例えば絶縁膜２１，２２）と層間絶縁膜（低誘電率材料膜、例え
ば絶縁膜２３）との密着性を向上することができる。
【００７２】
図１７は、埋込銅配線のＴＤＤＢ寿命試験の結果を示すグラフである。図１７のグラフの
横軸は、配線間に印加した電界強度に対応し、縦軸は電圧印加から絶縁破壊までの時間に
対応する。このグラフから実際の使用電界強度（例えば０．２ＭＶ／ｃｍ）に外挿して求
めた時間（寿命）をＴＤＤＢ寿命とすることができる。
【００７３】
図１７では、本実施の形態のように第１バリア絶縁膜（下層）として２５ｎｍの膜厚の炭
窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜と第２バリア絶縁膜（上層）として２５ｎｍの膜厚の炭化シ
リコン（ＳｉＣ）膜とを用いた場合（図１７のグラフにおける白丸に対応）だけでなく、
第１の比較例として、バリア絶縁膜として５０ｎｍの膜厚の炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）
膜の単層を用いた場合（図１７のグラフにおける白四角に対応し、本実施の形態と比較し
て第２バリア絶縁膜の形成を省略した場合に相当する）、第２の比較例としてバリア絶縁
膜として５０ｎｍの膜厚の炭化シリコン（ＳｉＣ）膜の単層を用いた場合（図１７のグラ
フにおける黒四角に対応し、本実施の形態と比較して第１バリア絶縁膜の形成を省略した
場合に相当する）、および第３の比較例として、第１バリア絶縁膜（下層）として２５ｎ
ｍの膜厚の炭化シリコン（ＳｉＣ）膜と第２バリア絶縁膜（上層）として２５ｎｍの膜厚
の炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜とを用いた場合（図１７のグラフにおける黒丸に対応し
、本実施の形態と比較して第１バリア絶縁膜と第２バリア絶縁膜とが逆になった場合に相
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当する）についても記載してある。
【００７４】
図１７のグラフから分かるように、本実施の形態では、バリア絶縁膜を積層構造とし、埋
込銅配線に接する第１バリア絶縁膜に銅のバリア性に優れた炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）
膜を用いているので、配線中の銅の拡散を的確に抑制または防止でき、配線のＴＤＤＢ寿
命を比較的長く（良好に）することができる。一方、埋込銅配線に接するバリア絶縁膜に
銅のバリア性が相対的に劣る炭化シリコン（ＳｉＣ）膜を用いた場合（上記第２の比較例
および第３の比較例に対応）では、配線中の銅が拡散しやすくなり、配線のＴＤＤＢ寿命
が劣化してしまう。このように、〔非特許文献１〕に示されるような、埋込銅配線に接す
るバリア絶縁膜に炭化シリコン（ＳｉＣ）膜を用いた場合よりも、銅のバリア性が相対的
に優れている窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜を用いることで、配線のＴＤＤＢ寿命を向上さ
せることができる。
【００７５】
図１８～図２０は、埋込銅配線の高温放置試験（例えば１５０℃で１００時間放置）後の
抵抗上昇率を示すグラフである。図１８～図２０のグラフの横軸が高温放置試験後の埋込
銅配線の電気抵抗の変化率または上昇率（高温放置試験前の電気抵抗を基準とした電気抵
抗の増加率）に対応し、図１８～図２０のグラフの縦軸が累積分布または累積確率（Cumu
lative Probability）に対応する。図１８は、埋込銅配線のバリア絶縁膜として、本実施
の形態のように、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜（ここでは膜厚２５ｎｍ）からなる第１
バリア絶縁膜（下層）と、その上の炭化シリコン（ＳｉＣ）膜（ここでは膜厚２５ｎｍ）
からなる第２バリア絶縁膜（上層）との積層膜を用いた場合に対応する。また、図１９は
、埋込銅配線のバリア絶縁膜として、５０ｎｍの膜厚の炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜の
単層を用いた上記第１の比較例の場合に対応する。また、図２０は、埋込銅配線のバリア
絶縁膜として、５０ｎｍの膜厚の炭化シリコン（ＳｉＣ）膜の単層を用いた上記第２の比
較例の場合に対応する。また、図１８～図２０のそれぞれでは、配線幅を種々の値に変え
た場合について実験が行われ、結果がプロットされている。
【００７６】
図１８～図２０から分かるように、高温放置することにより埋込銅配線の電気抵抗が上昇
している。また、図１８～図２０のそれぞれにおいて、配線幅を大きくすることにより、
埋込銅配線の電気抵抗の上昇率は大きくなる傾向にある。
【００７７】
バリア絶縁膜として低誘電率材料膜との密着性が相対的に低い炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ
）膜を用い、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜上に層間絶縁膜として低誘電率材料膜を形成
した上記第１の比較例の場合は、図１９に示されるように、高温放置による埋込銅配線の
電気抵抗の上昇率が大きい。これは、バリア絶縁膜としての炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）
膜上に層間絶縁膜としての低誘電率材料膜を形成すると、上層銅配線のビア部の底部近傍
においてバリア絶縁膜と低誘電率材料膜との間の密着性（接着性）が低下し、ストレスマ
イグレーションによる不良が生じやすくなるためと考えられる。
【００７８】
それに対して、本実施の形態では、図１８に示されるように、高温放置による埋込銅配線
の電気抵抗の上昇を抑制することができ、ストレスマイグレーションによる不良の発生を
抑制または防止することができる。
【００７９】
本実施の形態では、バリア絶縁膜を積層構造とし、低誘電率材料膜に接する側の第２バリ
ア絶縁膜に低誘電率材料膜との密着性に優れた膜（炭化シリコン（ＳｉＣ）膜）を用いる
ことにより、バリア絶縁膜（例えば絶縁膜２１，２２）と層間絶縁膜（低誘電率材料膜、
例えば絶縁膜２３）との密着性を向上できるので、上層銅配線（例えば配線３４）のビア
部（例えば開口部３１に埋め込まれた導電性バリア膜３２および主導体膜３３）の底部近
傍におけるバリア絶縁膜（例えば絶縁膜２１，２２）と層間絶縁膜（例えば絶縁膜２３）
との間の密着性（接着強度）を向上でき、上記のようなストレスマイグレーションによる
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不具合、例えば上層銅配線（例えば配線３４）のビア部と下層銅配線（例えば配線２０）
の上面との間における空隙またはボイドの発生や上層銅配線（例えば配線３４）と下層銅
配線（例えば配線２０）との間の抵抗上昇など、を抑制または防止することができる。
【００８０】
なお、上記のような効果は、下層銅配線として配線２０を適用し上層銅配線として配線３
４を適用した場合、下層銅配線として配線３４を適用し上層銅配線として配線４５を適用
した場合、および下層銅配線として配線４５を適用し上層銅配線として配線４５の更に上
層の配線（図示せず）を適用した場合のいずれについても得ることができる。
【００８１】
本実施の形態では、銅配線とバリア絶縁膜との間の銅のバリア性（銅の拡散防止）の向上
と、バリア絶縁膜と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との密着性向上との両立が可能となり
、配線のＴＤＤＢ寿命の向上とストレスマイグレーション特性の向上とを実現できる。こ
れにより、配線の信頼性を向上することができる。また、半導体装置の製造歩留まりを低
減し、製造コストも低減できる。
【００８２】
（実施の形態２）
図２１および図２２は、本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断
面図である。図５までの製造工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここではその説
明は省略し、図５に続く製造工程について説明する。なお、図２１および図２２において
も、図１の絶縁膜１１より下の構造に対応する部分は図示を省略している。
【００８３】
図５に示される構造が得られた後、上記実施の形態１と同様にして還元性プラズマ処理を
施し、更に必要に応じて洗浄を行った後、図２１に示されるように、半導体基板１の主面
の全面上に絶縁膜（バリア絶縁膜）５１を例えばプラズマＣＶＤ法などによって形成する
。すなわち、配線２０の上面上を含む絶縁膜１６上に、絶縁膜５１を形成する。
【００８４】
絶縁膜５１は、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜により形成されるが、絶縁膜５１中の厚み
方向の窒素（Ｎ）濃度分布は後述するように均一ではない。
【００８５】
それから、図２２に示されるように、絶縁膜５１上に、上記実施の形態１と同様に絶縁膜
２３，２４，２５，２６，２７を形成する。
【００８６】
図２３は、絶縁膜５１の厚み方向（半導体基板１の主面に垂直な方向）における窒素（Ｎ
）濃度分布を模式的に示すグラフである。図２３のグラフの横軸は、絶縁膜５１の下層で
ある配線２０（または絶縁膜１６）の上部領域から絶縁膜５１の上層である絶縁膜２３の
下部領域にかけての厚み（膜厚）方向の位置（arbitrary unit：任意単位）に対応し、図
２３のグラフの縦軸は、膜中の窒素（Ｎ）濃度（arbitrary unit：任意単位）に対応する
。
【００８７】
図２３のグラフに示されるように、本実施の形態では、配線２０と絶縁膜５１との界面近
傍領域における絶縁膜５１の窒素（Ｎ）濃度は、絶縁膜５１とその上層の絶縁膜２３との
界面近傍領域における絶縁膜５１の窒素（Ｎ）濃度よりも大きい。例えば、絶縁膜５１に
おいて、下部（配線２０または絶縁膜１６側）の高窒素（Ｎ）濃度領域５１ａとその上部
（絶縁膜２３側）の低窒素（Ｎ）濃度領域５１ｂとを有している。
【００８８】
絶縁膜５１は、例えば窒素ガスを用いたＣＶＤ法によって連続的に形成することができる
。例えば、絶縁膜５１の成膜初期段階では成膜装置へ導入する窒素ガスの流量を相対的に
多くして高窒素濃度領域５１ａの絶縁膜５１を形成し、絶縁膜５１の成膜後期段階では成
膜装置へ導入する窒素ガスの流量を相対的に少なくして低窒素濃度領域５１ｂの絶縁膜５
１を形成することができる。また、絶縁膜５１の成膜後期段階では成膜装置への窒素ガス
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の導入を停止（流量をゼロに）して、絶縁膜５１の低窒素濃度領域５１ｂにおける窒素濃
度を非常に小さなもの（あるいはゼロ）とすることもできる。
【００８９】
炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜は、窒素濃度を高くすることで、銅のバリア性（銅の拡散
を抑制または防止する機能）を向上させ、また耐圧を高めることができる。一方、炭窒化
シリコン（ＳｉＣＮ）膜は、窒素濃度を低くすることで、低誘電率材料膜との密着性（接
着性）を向上させることができる。窒素濃度が高い炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜上に低
誘電率材料膜を形成すると、下地膜（窒素濃度が高い膜）と低誘電率材料膜との密着性（
接着性）が低下する恐れがある。これは、膜間の剥離などを引き起こす恐れがあり、配線
の信頼性を低下させる。このような現象は、上記低誘電率材料全般において生じ得るが、
低誘電率材料として、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）と炭素（Ｃ）とを含む材料を用いた
場合に顕著であり、例えば、酸炭化シリコン（有機シリカガラス、ＳｉＯＣ系材料、例え
ば上記Ｂｌａｃｋ Ｄｉａｍｏｎｄなど）、ＭＳＱ（メチルシルセスキオキサン；methyl 
silsesquioxane）系材料またはＨＳＱ（水素シルセスキオキサン；hydrogen silsesquiox
ane）系材料（それらのポーラス材料も含む）を低誘電率材料として用いた場合により顕
著となる。
【００９０】
本実施の形態では、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）からなる絶縁膜５１の配線２０と接する
領域を高窒素（Ｎ）濃度領域５１ａとすることで、配線２０の銅の拡散を絶縁膜５１に的
確に防止でき、絶縁膜５１の絶縁膜（低誘電率材料膜）２３と接する領域を低窒素（Ｎ）
濃度領域５１ｂとすることで、絶縁膜５１と絶縁膜（低誘電率材料膜）２３との密着性を
向上することができる。このように、配線２０と絶縁膜５１との界面近傍領域における絶
縁膜５１の窒素（Ｎ）濃度を、絶縁膜５１とその上層の絶縁膜２３との界面近傍領域にお
ける絶縁膜５１の窒素（Ｎ）濃度よりも大きくすることで、絶縁膜５１における銅のバリ
ア性と上層の低誘電率材料膜との密着性の両立を図ることが可能となる。また、絶縁膜５
１の絶縁膜（低誘電率材料膜）２３と接する領域を、窒素を含まない炭化シリコンではな
く、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）によって構成しているので、バリア絶縁膜５１全体の銅
の拡散防止機能や耐圧性をより高めることができる。
【００９１】
図２４および図２５は、図２２に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図を示し
ている。なお、図２４および図２５においても、図１の絶縁膜１１より下の構造に対応す
る部分は図示を省略している。
【００９２】
図２２の構造が得られた後、上記実施の形態１における図８～図１３に対応する工程と同
様の工程などが行われて、開口部２９および開口部３１やそこに埋め込まれた配線３４が
形成され、図２４の構造が得られる。それから、図２５に示されるように、絶縁膜５１と
同様の材料からなり同様の窒素（Ｎ）濃度分布を有する絶縁膜５２をバリア絶縁膜として
配線３４の上面上を含む絶縁膜２６上に形成する。そして、バリア絶縁膜としての絶縁膜
５２上に、上記実施の形態１と同様にして絶縁膜３７，３８，３９，４０を形成し、開口
部４１，４２を形成し、開口部４１，４２に埋め込まれた導電性バリア膜４３および銅の
主導体膜４４からなる配線４５を形成する。その後、配線４５の上面上を含む絶縁膜４０
上に、絶縁膜５１と同様にしてバリア絶縁膜を形成し、バリア絶縁膜上に層間絶縁膜（低
誘電率材料膜）などが形成されて更に上層配線が形成され得るが、ここではその説明は省
略する。
【００９３】
本実施の形態では、上層銅配線（配線３４）のビア部（開口部３１に埋め込まれた導電性
バリア膜３２と主導体膜３３）の底部近傍において、下層銅配線（配線２０）の上面を覆
うバリア絶縁膜として、絶縁膜５１を用いている。絶縁膜５１は、炭窒化シリコン（Ｓｉ
ＣＮ）膜からなるが、膜厚方向の窒素（Ｎ）濃度分布は均一ではない。本実施の形態では
、配線２０と絶縁膜５１との界面近傍領域における絶縁膜５１の窒素（Ｎ）濃度は、絶縁
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膜５１とその上層の絶縁膜２３との界面近傍領域における絶縁膜５１の窒素（Ｎ）濃度よ
りも大きい。これにより、銅配線（配線２０）とバリア絶縁膜（絶縁膜５１）との間の銅
のバリア性（銅の拡散防止）の向上と、バリア絶縁膜（絶縁膜５１）と層間絶縁膜（低誘
電率材料膜、絶縁膜２３）との密着性向上との両立が可能となる。このような効果は、配
線２０のバリア絶縁膜としての絶縁膜５１、配線３４のバリア絶縁膜としての絶縁膜５２
、および配線４５のバリア絶縁膜（図示せず）のいずれについても得ることができる。こ
のため、配線のＴＤＤＢ寿命の向上とストレスマイグレーション特性の向上とを実現でき
る。これにより、配線の信頼性を向上することができる。また、半導体装置の製造歩留ま
りを低減し、製造コストも低減できる。
【００９４】
また、上記実施の形態１と本実施の形態とを組み合わせることも可能である。すなわち、
上記実施の形態１のように絶縁膜２１および絶縁膜２２（または絶縁膜３５および絶縁膜
３６）の積層膜からなるバリア絶縁膜を用いた配線（配線層）と、本実施の形態のような
絶縁膜５１（または絶縁膜５２）からなるバリア絶縁膜を用いた配線（配線層）とを混在
させることもできる。
【００９５】
（実施の形態３）
図２６～図３２は、本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図
である。図９までの製造工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここではその説明は
省略し、図９に続く製造工程について説明する。なお、図２６～図３２においても、図１
の絶縁膜１１より下の構造に対応する部分は図示を省略している。
【００９６】
図９に示される構造が得られた後、図２６に示されるように、第２のハードマスク層とし
て、開口部２９を埋めるように絶縁膜２７上に、絶縁膜６１を形成する。絶縁膜６１は、
例えば酸化シリコン（ＳｉＯ）膜、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）膜または酸炭化シリコン
（ＳｉＯＣ）膜などの、エッチングの選択比が絶縁膜２４および絶縁膜２７とは異なり、
更に絶縁膜２５とのエッチングの選択比も異なる材料により形成することができる。
【００９７】
次に、図２７に示されるように、絶縁膜６１上にフォトレジスト膜を形成し、そのフォト
レジスト膜を露光、現像してパターン化することにより、フォトレジストパターン６２を
形成する。それから、フォトレジストパターン６２をエッチングマスクとして用いて絶縁
膜６１をドライエッチングして、絶縁膜６１に開口部３１を形成する。なお、開口部３１
はビアの形成予定領域に形成され、開口部（ビア）３１の平面領域は、開口部（配線溝）
２９の平面領域に含まれる。その後、フォトレジストパターン６２をアッシングなどによ
り除去する。
【００９８】
それから、図２８に示されるように、絶縁膜６１をエッチングマスク（ハードマスク）と
して用いて、開口部３１の底部において絶縁膜２６および絶縁膜２５をドライエッチング
する。その後、絶縁膜６１をドライエッチングなどにより除去する。
【００９９】
次に、図２９に示されるように、絶縁膜２７をエッチングマスク（ハードマスク）として
用いて、開口部２９の底部において絶縁膜２６および絶縁膜２５をドライエッチングし、
開口部３１の底部において絶縁膜２４および絶縁膜２３をドライエッチングする。このド
ライエッチングの際、絶縁膜２２（および絶縁膜２１）がエッチングストッパ膜として機
能し、開口部３１の底部では絶縁膜２１，２２が存在（残存）するので、配線２０がエッ
チングされるのを防止することができる。
【０１００】
次に、図３０に示されるように、開口部２９の底部で絶縁膜２４をドライエッチングによ
り除去し、開口部３１の底部で絶縁膜２２および絶縁膜２１をドライエッチングにより除
去する。これにより、開口部３１の底部で配線２０の上面が露出される。そして、絶縁膜
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２７をドライエッチングにより除去する。絶縁膜２７は、開口部３１の底部で絶縁膜２２
および絶縁膜２１を除去する工程と同じドライエッチング工程、あるいはそれとは別のド
ライエッチング工程によって除去することができる。絶縁膜２７を除去した後に残存する
絶縁膜２６は、ＣＭＰ工程の保護膜などとして機能することができる。
【０１０１】
次に、図３１に示されるように、上記実施の形態１と同様にして、開口部２９，３１内に
、導電性バリア膜３２および銅の主導体膜３３からなる配線３４を形成する。その後、図
３２に示されるように、配線３４の上面を含む絶縁膜２６上に、上記実施の形態１と同様
にして絶縁膜３５，３６，３７，３８，３９，４０が形成され、本実施の形態における開
口部２９，３１の形成工程と同様の手法を用いて、絶縁膜３５～４０に開口部４１，４２
を形成し、上記実施の形態１と同様にして開口部４１，４２内に導電性バリア膜４３およ
び銅の主導体膜４４からなる配線４５を形成する。その後、配線４５の上面上を含む絶縁
膜４０上に、上記絶縁膜２１および絶縁膜２２と同様にしてバリア絶縁膜を形成し、バリ
ア絶縁膜上に層間絶縁膜（低誘電率材料膜）などが形成されて更に上層配線が形成され得
るが、ここではその説明は省略する。
【０１０２】
本実施の形態では、上記実施の形態１と同様の効果を得ることができる。更に、本実施の
形態では、開口部２９，３１を形成するために低誘電率材料からなる絶縁膜２３，２５を
ドライエッチングする際に、エッチングマスクとしてフォトレジストパターンを用いずに
、ハードマスクとしての絶縁膜６１と絶縁膜２７とを用いている。このため、低誘電率材
料からなる絶縁膜２３，２５が露出した状態でフォトレジストパターンを除去（アッシン
グ）することがない。このため、フォトレジストパターンのアッシングなどにより低誘電
率材料膜（絶縁膜２３，２５）が変質（またはダメージを受ける）するのを防止すること
ができる。これにより、半導体装置の信頼性をより向上することができる。
【０１０３】
また、上記実施の形態２と本実施の形態とを組み合わせることも可能である。
【０１０４】
（実施の形態４）
図３３～図４２は、本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図
である。図６までの製造工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここではその説明は
省略し、図６に続く製造工程について説明する。なお、図３３～図４２においても、図１
の絶縁膜１１より下の構造に対応する部分は図示を省略している。
【０１０５】
上記実施の形態１～３では、いわゆるデュアルダマシン（Dual-Damascene）技術を用いて
配線３４（配線４５）を形成した。本実施の形態では、いわゆるシングルダマシン（Sing
le-Damascene）技術を用いて配線３４（配線４５）を形成する。
【０１０６】
図６の構造が得られた後、図３３に示されるように、絶縁膜２２上に、上記実施の形態１
と同様にして絶縁膜２３および絶縁膜２４を形成する。それから、本実施の形態では、絶
縁膜２４上に、例えば窒化シリコン膜（ＳｉＮ）、炭化シリコン（ＳｉＣ）膜、炭窒化シ
リコン（ＳｉＣＮ）膜または酸化アルミニウム（ＡｌＯ）膜などからなる絶縁膜（ハード
マスク層）７１を形成する。そして、絶縁膜７１上にフォトリソグラフィ法を用いてフォ
トレジストパターン７２を形成する。
【０１０７】
次に、図３４に示されるように、フォトレジストパターン７２をエッチングマスクとして
用いて絶縁膜７１をドライエッチングして、絶縁膜７１に開口部３１ａを形成する。なお
、開口部３１ａはビアの形成予定領域に形成され、上記実施の形態１の開口部３１に対応
する。その後、フォトレジストパターン７２をアッシングなどにより除去する。
【０１０８】
次に、図３５に示されるように、絶縁膜７１をエッチングマスク（ハードマスク）として
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用いて絶縁膜２４および絶縁膜２３をドライエッチングする。低誘電率材料膜からなる絶
縁膜２３をドライエッチングする際にフォトレジストパターンを用いないので、フォトレ
ジストパターンの除去（アッシング）による絶縁膜（低誘電率材料膜）２３の変質（ダメ
ージ）を防止できる。また、このドライエッチングの際には、絶縁膜２２（および絶縁膜
２１）をエッチングストッパ膜として機能させることで、開口部３１ａの底部で絶縁膜２
２および絶縁膜２１を残存させ、配線２０がエッチングされるのを防止することができる
。
【０１０９】
次に、図３６に示されるように、開口部３１ａの底部で絶縁膜２２および絶縁膜２１をド
ライエッチングにより除去する。これにより、開口部３１ａの底部で配線２０の上面が露
出される。そして、絶縁膜７１をドライエッチングにより除去する。絶縁膜７１は、開口
部３１ａの底部で絶縁膜２２および絶縁膜２１を除去する工程と同じドライエッチング工
程、あるいはそれとは別のドライエッチング工程によって除去することができる。絶縁膜
７１を除去した後に残存する絶縁膜２４は、実施の形態１における絶縁膜１６，２６と同
様にＣＭＰ工程の保護膜などとして機能することができ、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ）
膜で形成することができる。
【０１１０】
次に、図３７に示されるように、配線２０形成工程と同様にして、開口部３１ａ内に、導
電性バリア膜７３および銅の主導体膜７４からなるプラグ７５を形成する。例えば、半導
体基板１の主面上の全面（開口部３１ａの底部および側壁上を含む絶縁膜２４上）に、例
えば窒化チタン（ＴｉＮ）などからなる導電性バリア膜７３を形成し、導電性バリア膜７
３上に開口部３１ａ内を満たす（埋める）ように銅（または銅合金）からなる主導体膜７
４を形成し、主導体膜７４および導電性バリア膜７３を例えばＣＭＰ法によって、絶縁膜
２４の上面が露出するまで研磨する。このようにして、絶縁膜２４上の不要な導電性バリ
ア膜７３および主導体膜７４を除去し、開口部３１ａ内に導電性バリア膜７３および主導
体膜７４を残すことにより、相対的に薄い導電性バリア膜７３と相対的に厚い主導体膜７
４とからなるプラグ７５を形成する。形成されたプラグ７５は、配線２０と電気的に接続
されている。
【０１１１】
それから、還元性プラズマ処理や必要に応じて洗浄を行った後、図３８に示されるように
、半導体基板１の主面の全面上（プラグ７５の上面を含む絶縁膜２４上）に例えば窒化シ
リコン膜などからなる絶縁膜７６を形成し、絶縁膜７６上に、上記実施の形態１と同様に
して絶縁膜２５，２６，２７を形成する。不要であれば、絶縁膜７６の形成を省略するこ
ともできる。そして、絶縁膜２７上に、フォトリソグラフィ法を用いてフォトレジストパ
ターン７７を形成する。
【０１１２】
次に、図３９に示されるように、フォトレジストパターン７７をエッチングマスクとして
用いて絶縁膜２７をドライエッチングして、絶縁膜２７に開口部２９ａを形成する。なお
、開口部２９ａは配線溝の形成予定領域に形成され、上記実施の形態１の開口部２９に対
応する。従って、開口部２９ａの平面領域は開口部３１ａの平面領域を含む。その後、フ
ォトレジストパターン７７をアッシングなどにより除去する。
【０１１３】
次に、図４０に示されるように、絶縁膜２７をエッチングマスク（ハードマスク）として
用いて絶縁膜２６および絶縁膜２５をドライエッチングする。低誘電率材料膜からなる絶
縁膜２５をドライエッチングする際にフォトレジストパターンを用いないので、フォトレ
ジストパターンの除去（アッシング）による絶縁膜（低誘電率材料膜）２５の変質（ダメ
ージ）を防止できる。それから、開口部２９ａの底部で絶縁膜７６をドライエッチングに
より除去する。これにより、開口部２９ａの底部で配線２０の上面が露出される。なお、
絶縁膜７６の形成を省略した場合は、上記絶縁膜２６および絶縁膜２５のドライエッチン
グにより、開口部２９ａの底部で配線２０の上面が露出される。そして、絶縁膜２７をド
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ライエッチングにより除去する。絶縁膜２７は、開口部２９ａの底部で絶縁膜７６を除去
する工程と同じドライエッチング工程、あるいはそれとは別のドライエッチング工程によ
って除去することができる。絶縁膜２７を除去した後に残存する絶縁膜２６は、ＣＭＰ工
程の保護膜などとして機能することができる。
【０１１４】
次に、図４１に示されるように、配線２０形成工程と同様にして、開口部２９ａ内に、導
電性バリア膜７８および銅の主導体膜７９からなる配線（第２層配線）８０を形成する。
例えば、半導体基板１の主面上の全面（開口部２９ａの底部および側壁上を含む絶縁膜２
６上）に、例えば窒化チタン（ＴｉＮ）などからなる導電性バリア膜７８を形成し、導電
性バリア膜７８上に開口部２９ａ内を満たす（埋める）ように銅（または銅合金）からな
る主導体膜７９を形成し、主導体膜７９および導電性バリア膜７８を例えばＣＭＰ法によ
って、絶縁膜２６の上面が露出するまで研磨する。このようにして、絶縁膜２６上の不要
な導電性バリア膜７８および主導体膜７９を除去し、開口部２９ａ内に導電性バリア膜７
８および主導体膜７９を残すことにより、相対的に薄い導電性バリア膜７８と相対的に厚
い主導体膜７９とからなる配線８０を形成する。形成された配線８０は、プラグ７５を介
して配線２０と電気的に接続されている。
【０１１５】
それから、図４２に示されるように、配線８０上に、バリア絶縁膜として上記実施の形態
１と同様にして絶縁膜３５および絶縁膜３６が形成される。その後、本実施の形態のよう
なプラグ７５および配線８０の形成工程と同様にして、配線８０に電気的に接続された更
に上層のプラグおよび配線が形成され得るが、ここではその説明は省略する。
【０１１６】
本実施の形態では、上記実施の形態１と同様の効果を得ることができる。更に、本実施の
形態では、開口部３１ａ，２９ａを形成するために低誘電率材料からなる絶縁膜２３，２
５をドライエッチングする際に、エッチングマスクとしてフォトレジストパターンを用い
ずに、ハードマスクとしての絶縁膜７１と絶縁膜２７とを用いている。このため、低誘電
率材料からなる絶縁膜２３，２５が露出した状態でフォトレジストパターンを除去（アッ
シング）することがない。このため、フォトレジストパターンのアッシングなどにより低
誘電率材料膜（絶縁膜２３，２５）が変質（またはダメージを受ける）するのを防止する
ことができる。これにより、半導体装置の信頼性をより向上することができる。
【０１１７】
また、上記実施の形態２と本実施の形態とを組み合わせることも可能である。
【０１１８】
（実施の形態５）
図４３～図４６は、本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図
である。図５までの製造工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここではその説明は
省略し、図５に続く製造工程について説明する。なお、図４３～図４６においても、図１
の絶縁膜１１より下の構造に対応する部分は図示を省略している。
【０１１９】
図５の構造が得られた後、図４３に示されるように、配線２０の主導体膜１９の表面近傍
（例えば２０ｎｍ以下程度）に膜９１を形成する。膜９１は、銅（Ｃｕ）より拡散係数の
小さい銅（Ｃｕ）化合物あるいは銅（Ｃｕ）以外の金属からなる。
【０１２０】
膜９１は、例えば次のようにして形成することができる。図５の構造が得られた後、配線
２０の表面が露出した状態で、半導体基板１に対して、アンモニア（ＮＨ3）プラズマ処
理など施すことにより、配線２０の表面に窒化銅（ＣｕＮ）層を形成して、窒化銅（Ｃｕ
Ｎ）からなる膜９１を形成することができる。この際、配線２０の表面（および絶縁膜１
６の表面）を洗浄する処理を行って、配線２０の表面を清浄化た後に、清浄化された配線
２０の表面に窒化銅（ＣｕＮ）からなる膜９１を形成すれば、より好ましい。
【０１２１】
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あるいは、膜９１は、次のようにして形成することもできる。配線２０の表面が露出した
状態で、半導体基板１に対して、アンモニア（ＮＨ3）プラズマ処理などを施した後、モ
ノシランガスを吹き付けることなどにより、微量（例えば１～２原子％程度）のシリコン
（Ｓｉ）を含む（添加した）銅層（ＣｕＳｉx層）を配線２０の表面に形成して、シリコ
ンを添加した銅からなる膜９１を形成することができる。また、少量のアルミニウム（Ａ
ｌ）を添加した銅層（ＣｕＡｌx層）により膜９１を形成することもできる。
【０１２２】
あるいは、膜９１は、選択タングステンＣＶＤ法などを用いて形成することもできる。例
えば、図５の構造が得られた後、六フッ化タングステン（ＷＦ6）および水素（Ｈ2）ガス
を用いたＣＶＤ法により、絶縁膜１６から露出した配線２０の上面上にタングステン膜を
選択的に堆積することにより、タングステンからなる膜９１を形成することができる。
【０１２３】
あるいは、膜９１は、選択めっき法などを用いて形成することもできる。例えば、図５の
構造が得られた後、絶縁膜１６から露出した配線２０の上面上にＣｏ膜またはＷＢ膜など
のめっき層を選択的に形成することにより、めっき層（例えばＣｏまたはＷＢ膜）からな
る膜９１を形成することができる。
【０１２４】
膜９１の形成後、上記実施の形態１における図６～図１３に対応する工程と同様の工程を
行って、図４４の構造が得られる。それから、図４５に示されるように、配線３４の主導
体膜３３の表面近傍（例えば２０ｎｍ以下程度）に、膜９１と同様の材料からなる膜９２
を同様の手法を用いて形成する。膜９２の形成後、上記実施の形態１における図１５およ
び図１６に対応する工程と同様の工程を行って、図４６の構造を得ることができるが、本
実施の形態では、配線４５についても、配線４５の主導体膜４４の表面近傍に膜９１と同
様の材料からなる膜９３を同様の手法を用いて形成する。
【０１２５】
本実施の形態では、配線２０の表面に膜９１を形成し、膜９１上にバリア絶縁膜として絶
縁膜２１を形成している。膜９１が存在しない場合の銅膜（主導体膜１９）とバリア絶縁
膜（絶縁膜２１）との界面の結合状態に起因する銅（Ｃｕ）の拡散係数より低い拡散係数
を有する銅化合物（または銅以外の金属）により膜９１を形成し、そのような膜９１を銅
膜（主導体膜１９）とバリア絶縁膜（絶縁膜２１）との間に介在させる。配線３４，４５
についても同様である。これにより、配線とバリア絶縁膜との間の界面における銅の拡散
をより抑制することができ、配線のストレスマイグレーション特性などをより向上するこ
とが可能となる。
【０１２６】
また、上記実施の形態１～４と本実施の形態とを組み合わせることも可能である。
【０１２７】
（実施の形態６）
図４７は、本発明の他の実施の形態である半導体装置の要部断面図である。図４７は、上
記実施の形態１の図１６に対応する。なお、図４７においても、図１の絶縁膜１１より下
の構造に対応する部分は図示を省略している。
【０１２８】
図４７に示される半導体装置は、図１６の半導体装置と同様の構造を有している。本実施
の形態では、埋込銅配線（例えば配線２０）のバリア絶縁膜を第１バリア絶縁膜（例えば
絶縁膜２１）と第２バリア絶縁膜（例えば絶縁膜２２）の積層膜により形成し、その積層
膜の応力Ｓ1を－１８０ＭＰａ以上（Ｓ1≧―１８０ＭＰａ）とする。なお、本実施の形態
において、ある膜の応力（応力値）について言及するときは、シリコン基板からなる半導
体基板１上に直接その膜を形成したときに生じる応力（膜応力）のことをいう。従って、
第１バリア絶縁膜と第２バリア絶縁膜の積層膜の応力が－１８０ＭＰａ以上というときは
、半導体基板１上に直接第１バリア絶縁膜と第２バリア絶縁膜とを形成したときに、その
積層膜に生じる応力に対応する。また、積層膜の応力Ｓ1が－１８０ＭＰａ以上というと
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きは、－１８０ＭＰａ≦Ｓ1≦０および０≦Ｓ1を合わせたものに対応する。
【０１２９】
図４８は、絶縁膜２１を炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜により形成し、絶縁膜２２を炭化
シリコン（ＳｉＣ）膜により形成し、絶縁膜２１と絶縁膜２２との積層膜の全体の膜厚を
５０ｎｍ（固定）とし、絶縁膜２１と絶縁膜２２との膜厚の比率を変化させたときの絶縁
膜２１と絶縁膜２２との積層膜の応力（応力値）Ｓ1を示すグラフである。図４８のグラ
フの横軸は、炭窒化シリコン膜（絶縁膜２１）と炭化シリコン膜（絶縁膜２２）との積層
膜の全体の膜厚を５０ｎｍ（固定）としたときの炭窒化シリコン膜（絶縁膜２１）の膜厚
に対応し、図４８のグラフの縦軸は、その積層膜の応力（応力値）Ｓ1に対応する。
【０１３０】
図４８からも分かるように、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜の単独膜（図４８の横軸の炭
窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜の膜厚が５０ｎｍの場合に対応）は、その応力は負であり、
圧縮応力が発生する。また、炭化シリコン（ＳｉＣ）膜の単独膜（図４８の横軸の炭窒化
シリコン（ＳｉＣＮ）膜の膜厚が０ｎｍの場合に対応）は、その応力は正であり、引張応
力が発生する。炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜の単独膜ではかなり大きな負の応力が発生
するが、図４８に示されるように、炭窒化シリコン（ＳｉＣＮ）膜の膜厚を減らして炭化
シリコン（ＳｉＣ）膜の膜厚の割合を増やすことで、積層膜全体の応力が正の方向に移行
する。
【０１３１】
本発明者の実験によれば、絶縁膜２１の膜厚が４０ｎｍ以下となり、絶縁膜２１および絶
縁膜２２の積層膜の応力が－１８０ＭＰａ以上となると、良好なストレスマイグレーショ
ン特性を得られることが分かった。例えば、応力が－１８０ＭＰａ以上となる積層膜を下
層銅配線と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との間のバリア絶縁膜として用いれば、１５０
℃で１００時間の放置試験で埋込銅配線の電気抵抗の変化率（上昇率）を２％以内に抑え
ることができた。一方、応力が－１８０ＭＰａより小さな（Ｓ1＜－１８０ＭＰａ）積層
膜を下層銅配線と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との間のバリア絶縁膜として用いた場合
、１５０℃で１００時間の放置試験で埋込銅配線の電気抵抗の変化率（上昇率）が２％を
越えるものが生じた。下層銅配線と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との間のバリア絶縁膜
に積層膜を用いた場合、その積層膜の応力が－１８０ＭＰａ以上であれば、高温放置によ
って引き起こされる応力の緩和が生じにくくなり、ストレスマイグレーションに起因した
不具合の発生を防止することが可能となる。
【０１３２】
本実施の形態では、（絶縁膜２２よりも）銅に対するバリア性に優れた絶縁膜２１は、配
線２０のバリア絶縁膜（銅の拡散防止膜）として機能し、絶縁膜２２は、応力を制御する
膜として機能することができる。例えば、絶縁膜２２は、絶縁膜２１の発生させる応力を
緩和させるように機能することができる。銅のバリア性に優れた絶縁膜２１の単独膜では
、応力が好ましい範囲内（応力が－１８０ＭＰａ以上）になかったとしても、絶縁膜２１
上に絶縁膜２２を形成して積層膜全体の応力を制御することで、例えば絶縁膜２１が発生
する負の応力（圧縮応力）を絶縁膜２２が生じ得る正の応力（引張応力）により緩和する
ことで、積層膜（バリア絶縁膜）全体の応力を－１８０ＭＰａ以上に制御でき、積層膜（
バリア絶縁膜）と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との間の密着性（接着性）を向上するこ
とができる。これにより、ストレスマイグレーションに起因する不良（例えば高温放置に
よる下層埋込銅配線の上面と上層埋込銅配線のビア部との間のボイドの発生や、埋込銅配
線の電気抵抗の上昇など）を抑制し、配線の信頼性を向上することができる。このため、
半導体装置の信頼性を向上できる。また、半導体装置の製造歩留まりを向上し、製造コス
トを低減できる。
【０１３３】
また、上記実施の形態１～５と本実施の形態とを組み合わせることも可能である。
【０１３４】
（実施の形態７）
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図４９～図５１は、実施の形態１とは別の製造工程を用いた場合の半導体装置の製造工程
中の要部断面図である。図６までの製造工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここ
ではその説明は省略し、図６に続く製造工程について説明する。なお、図４９～図５１に
おいても、図１の絶縁膜１１より下の構造に対応する部分は図示を省略している。
【０１３５】
図４９に示されるように、絶縁膜２２上に、絶縁膜（層間絶縁膜）２３、絶縁膜（エッチ
ングストッパ膜）２４、絶縁膜（層間絶縁膜）２５および絶縁膜（ＣＭＰ保護膜）２６を
順に形成する。これらの絶縁膜２３～２６は実施の形態１で示したものと同様の材料を用
いて形成することができる。
【０１３６】
次に、絶縁膜２６上にフォトレジスト膜を形成し、そのフォトレジスト膜を露光、現像し
てパターン化することにより、フォトレジストパターン１０１を形成する。それから、フ
ォトレジストパターン１０１をエッチングマスクとして用いて絶縁膜２６および絶縁膜２
５をドライエッチングする。これにより、絶縁膜２５および絶縁膜２６に開口部３１が形
成される。開口部３１は、ビアの形成予定領域に形成される。従って、開口部３１の平面
領域は、以降に示す開口部２９の平面領域に含まれる。また、このドライエッチングの際
には、絶縁膜２４はエッチングストッパ膜として機能する。
【０１３７】
次にフォトレジストパターン１０１を除去した後、図５０に示されるように、絶縁膜２６
上にフォトレジスト膜を形成し、そのフォトレジスト膜を露光、現像してパターン化する
ことにより、フォトレジストパターン１０２を形成する。それから、フォトレジストパタ
ーン１０２をエッチングマスクとして用いて、まず絶縁膜２４および絶縁膜２６をドライ
エッチングする。その後、絶縁膜２５および開口部３１内の絶縁膜２３をドライエッチン
グすることにより絶縁膜２３に開口部３１を、また、絶縁膜２５に開口部２９を形成する
ことができる。このドライエッチングの際には、開口部２９においては絶縁膜２４エッチ
ングストッパ膜として機能し、開口部３１においては絶縁膜２２，２１がエッチングスト
ッパ膜として機能している。
【０１３８】
次に、図５１に示されるように、開口部２９の底部で絶縁膜２４をドライエッチングによ
り除去し、開口部３１の底部で絶縁膜２２および絶縁膜２１をドライエッチングにより除
去する。その後にフォトレジストパターン１０２を除去する。これにより、開口部３１の
底部で配線２０の上面が露出される。なお、残存する絶縁膜２６は、後で行うＣＭＰ工程
の保護膜などとして機能することができる。
【０１３９】
次に、開口部３１の底部で露出する配線２０（下層銅配線）の表面に形成された酸化銅を
除去して配線２０の露出した上面を清浄化（クリーニング）する処理を行う。これは、例
えば水素（Ｈ2）プラズマ処理のような還元性プラズマ処理により、銅配線表面の酸化銅
（ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、ＣｕＯ2）を銅（Ｃｕ）に還元することにより行うことができる。
【０１４０】
以降の製造工程は実施の形態１の図１３以降の工程と同様にして、開口部２９および開口
部３１内に、導電性バリア膜１８と同様の材料からなる導電性バリア膜３２および主導体
膜１９と同様の材料からなる主導体膜３３を埋め込んで配線３４を形成することができる
。
【０１４１】
このように、本実施の形態に示したような製造工程を用いて形成した場合でも、実施の形
態１と同様に、銅配線とバリア絶縁膜との間の銅のバリア性（銅の拡散防止）の向上と、
バリア絶縁膜と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との密着性向上との両立が可能となり、配
線のＴＤＤＢ寿命の向上とストレスマイグレーション特性の向上とを実現できる。これに
より、配線の信頼性を向上することができる。また、半導体装置の製造歩留まりを低減し
、製造コストも低減できる。
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【０１４２】
また、上記実施の形態２、５または６と本実施の形態とを組み合わせることも可能である
。
【０１４３】
（実施の形態８）
図５２～図５５は、実施の形態７で使用したマスク（フォトレジストパターン）を用いて
別の製造工程を用いた場合の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。実施の形態７
と同様に、図６までの製造工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここではその説明
は省略し、図６に続く製造工程について説明する。なお、図５２～図５５においても、図
１の絶縁膜１１より下の構造に対応する部分は図示を省略している。
【０１４４】
図５２に示されるように、絶縁膜２２上に、絶縁膜（層間絶縁膜）２３および絶縁膜（Ｃ
ＭＰ保護膜）２６を順に形成する。これらの絶縁膜２３および２６は実施の形態１で示し
たものと同様の材料を用いて形成することができる。また、本実施の形態における絶縁膜
２３の厚みは、上記実施の形態１における絶縁膜２３の厚みよりも相対的に厚く、例えば
上記実施の形態１における絶縁膜２３，２５（または絶縁膜２３～２５）の合計の厚みに
ほぼ対応する。本実施の形態においては、絶縁膜２４の形成を省略している。これは、後
に示すように配線間の容量低減を図るものである。すなわち、絶縁膜２３は実施の形態１
で示したような低誘電率材料膜であるが、絶縁膜２４は酸化シリコン膜などから形成され
るため、絶縁膜２３よりも高い誘電率を有してしまう。従ってこの絶縁膜２４の形成を省
略することで配線間の容量低減を図ることができる。
【０１４５】
次に、絶縁膜２６上にフォトレジスト膜を形成し、そのフォトレジスト膜を露光、現像し
てパターン化することにより、フォトレジストパターン１０１を形成する。それから、フ
ォトレジストパターン１０１をエッチングマスクとして用いて絶縁膜２６および絶縁膜２
３をドライエッチングする。これにより、絶縁膜２３および絶縁膜２６に、絶縁膜２２ま
で貫通する（到達する）開口部３１が形成される。このときエッチングガスの選択比が絶
縁膜２２と絶縁膜２３とで異なるようなエッチングガスを使用することで、絶縁膜２２が
エッチングストッパとして機能し、配線２０へのオーバーエッチングを防ぐことができる
。
【０１４６】
次にフォトレジストパターン１０１を除去した後、図５３に示されるように、絶縁膜２６
上にフォトレジスト膜を形成し、そのフォトレジスト膜を露光、現像してパターン化する
ことにより、フォトレジストパターン１０２を形成する。それから、フォトレジストパタ
ーン１０２をエッチングマスクとして用いて、絶縁膜２６および絶縁膜２３をドライエッ
チングする。このときのエッチング時間を上述の開口部３１の形成時よりも短く制御する
ことで開口部２９を形成することができる。また、このときも絶縁膜２２がエッチングス
トッパとして機能している。
【０１４７】
次に、図５４に示されるように、開口部３１の底部で絶縁膜２２および絶縁膜２１をエッ
チング除去する。その後にフォトレジストパターン１０２を除去する。これにより、開口
部３１の底部で配線２０の上面が露出される。なお、残存する絶縁膜２６は、後で行うＣ
ＭＰ工程の保護膜などとして機能することができる。
【０１４８】
次に、開口部３１の底部で露出する配線２０（下層銅配線）の表面に形成された酸化銅を
除去して配線２０の露出した上面を清浄化（クリーニング）する処理を行う。これは、例
えば水素（Ｈ2）プラズマ処理のような還元性プラズマ処理により、銅配線表面の酸化銅
（ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、ＣｕＯ2）を銅（Ｃｕ）に還元することにより行うことができる。
【０１４９】
以降の製造工程は実施の形態１の図１３以降の工程と同様にして、開口部２９および開口
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部３１内に、導電性バリア膜１８と同様の材料からなる導電性バリア膜３２および主導体
膜１９と同様の材料からなる主導体膜３３を埋め込むことで、図５５に示すような配線３
４を形成することができる。
【０１５０】
このように、本実施の形態においては絶縁膜２３よりも誘電率の高い絶縁膜２４が形成さ
れておらず、開口部２９の形成をエッチングガスの時間制御により行なっているため、配
線間の容量を低減することができる。また絶縁膜２４の形成を省略することができるので
、製造工程の簡略化を図ることができる。
【０１５１】
また、本実施の形態に示したような製造工程を用いて形成した場合でも、実施の形態１と
同様に、銅配線とバリア絶縁膜との間の銅のバリア性（銅の拡散防止）の向上と、バリア
絶縁膜と層間絶縁膜（低誘電率材料膜）との密着性向上との両立が可能となり、配線のＴ
ＤＤＢ寿命の向上とストレスマイグレーション特性の向上とを実現できる。これにより、
配線の信頼性を向上することができる。また、半導体装置の製造歩留まりを低減し、製造
コストも低減できる。
【０１５２】
また、本実施の形態の開口部２９および３１の形成に際し、実施の形態３で示したような
絶縁膜２７および６１をマスクとして用いて形成することもできる。その場合、低誘電率
材料からなる絶縁膜２３が露出した状態でフォトレジストパターンを除去（アッシング）
することがないため、フォトレジストパターンのアッシングなどにより低誘電率材料膜（
絶縁膜２３）が変質（またはダメージを受ける）するのを防止することができる。
【０１５３】
更に、上記実施の形態２、５または６と本実施の形態とを組み合わせることも可能である
。
【０１５４】
以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更
可能であることは言うまでもない。
【０１５５】
前記実施の形態では、ＭＩＳＦＥＴを有する半導体装置について説明したが、本発明は、
これに限定されるものではなく、銅を主成分とする主導体膜を含む配線を有する種々の半
導体装置に適用することができる。
【０１５６】
本願において開示される発明の実施形態のうち、代表的なものによって得られる効果を簡
単に説明すれば以下のとおりである。
【０１５７】
埋込銅配線のバリア絶縁膜として、銅配線を埋め込んだ絶縁膜上に形成され、銅に対する
バリア性に優れた第１バリア絶縁膜と、第１バリア絶縁膜上に形成され、低誘電率材料膜
との密着性に優れた第２バリア絶縁膜との積層膜を用いることにより、銅配線の信頼性を
向上することができる。更に、そのような第１、第２バリア絶縁膜を銅配線表面上に形成
することで、ＴＤＤＢ寿命を向上することができる。
【０１５８】
また、銅配線とバリア絶縁膜との界面近傍におけるバリア絶縁膜の窒素濃度を、バリア絶
縁膜の上層の低誘電率材料膜とバリア絶縁膜との界面近傍におけるバリア絶縁膜の窒素濃
度よりも高くしたことにより、銅配線の信頼性を向上することができる。更に、そのよう
なバリア絶縁膜を銅配線表面上に形成することで、ＴＤＤＢ寿命を向上することができる
。
【０１５９】
また、銅（Ｃｕ）の拡散係数より低い拡散係数を有する銅化合物（または銅以外の金属）
により膜を形成し、そのような膜を銅膜とバリア絶縁膜との間に介在させる。これにより
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、配線とバリア絶縁膜との間の界面における銅の拡散をより抑制することができ、配線の
ストレスマイグレーション特性などをより向上することが可能となる。
【０１６０】
また、配線表面に形成する積層膜（バリア絶縁膜）全体の応力を－１８０ＭＰａ以上に制
御することで、ストレスマイグレーションに起因する不良を抑制することができる。
【０１６１】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば以下のとおりである。
【０１６２】
銅を主成分とする主導体膜を含む配線の信頼性を向上させることができる。
【０１６３】
また、半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図２】図１に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３】図２に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４】図３に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図５】図４に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図６】図５に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図７】図６に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図８】図７に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図９】図８に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１０】図９に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１１】図１０に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１２】図１１に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１３】図１２に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１４】他の形態の半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１５】図１３に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１６】図１５に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図１７】埋込銅配線のＴＤＤＢ寿命試験の結果を示すグラフである。
【図１８】埋込銅配線の高温放置試験後の抵抗上昇率を示すグラフである。
【図１９】埋込銅配線の高温放置試験後の抵抗上昇率を示すグラフである。
【図２０】埋込銅配線の高温放置試験後の抵抗上昇率を示すグラフである。
【図２１】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図２２】図２１に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図２３】絶縁膜の厚み方向における窒素（Ｎ）濃度分布を示すグラフである。
【図２４】図２２に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図２５】図２４に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図２６】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図２７】図２６に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図２８】図２７に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図２９】図２８に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３０】図２９に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３１】図３０に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３２】図３１に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３３】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３４】図３３に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３５】図３４に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３６】図３５に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
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【図３７】図３６に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３８】図３７に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図３９】図３８に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４０】図３９に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４１】図４０に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４２】図４１に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４３】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４４】図４３に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４５】図４４に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４６】図４５に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図４７】本発明の他の実施の形態である半導体装置の要部断面図である。
【図４８】積層膜の応力を示すグラフである。
【図４９】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図５０】図４９に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図５１】図５０に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図５２】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図５３】図５２に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図５４】図５３に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【図５５】図５４に続く半導体装置の製造工程中における要部断面図である。
【符号の説明】
１　半導体基板
２　素子分離領域
３　ｐ型ウエル
４　ゲート絶縁膜
５　ゲート電極
５ａ　シリサイド膜
６　ｎ-型半導体領域
７　サイドウォール
８　ｎ+型半導体領域
８ａ　シリサイド膜
９　ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ
１０　絶縁膜
１１　絶縁膜
１２　コンタクトホール
１３　プラグ
１３ａ　窒化チタン膜
１４　絶縁膜
１５　絶縁膜
１６　絶縁膜
１７　開口部
１８　導電性バリア膜
１９　主導体膜
２０　配線
２１　絶縁膜
２２　絶縁膜
２３　絶縁膜
２４　絶縁膜
２５　絶縁膜
２６　絶縁膜
２７　絶縁膜
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２８　フォトレジストパターン
２９　開口部
２９ａ　開口部
３０　フォトレジストパターン
３１　開口部
３１ａ　開口部
３２　導電性バリア膜
３３　主導体膜
３４　配線
３５　絶縁膜
３６　絶縁膜
３７　絶縁膜
３８　絶縁膜
３９　絶縁膜
４０　絶縁膜
４１　開口部
４２　開口部
４３　導電性バリア膜
４４　主導体膜
４５　配線
５１　絶縁膜
５２　絶縁膜
６１　絶縁膜
６２　フォトレジストパターン
７１　絶縁膜
７２　フォトレジストパターン
７３　導電性バリア膜
７４　主導体膜
７５　プラグ
７６　絶縁膜
７７　フォトレジストパターン
７８　導電性バリア膜
７９　主導体膜
８０　配線
９１　膜
９２　膜
９３　膜
１０１　フォトレジストパターン
１０２　フォトレジストパターン
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