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明 細 書

半導体装置及びその製造方、法

技術分野

０００1 本発明は、下部電極と上部電極との間に誘電体膜が挟持されてなるキャパシタ構

造を有する半導体装置及びその製造方法に関し、特に、誘電体膜が強誘電特性を

有する強誘電体膜である強誘電体キャパシタ構造を有する半導体装置に適用して

好適である。

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構造に保持する

強誘電体メモり( e )の開発が進められている。強誘電体メモりは、電源を断っ
ても保持された情報が消失しない不揮発メモりであり、高集積度、高速駆動、高耐久

性、及び低消費電力の実現が期待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構造を構成する強誘電体膜の材料としては、残留分極量が大
2きな、例えば ０( C c ～3 ( C 2

cC 程度のPZ (Pb (Z ) )膜、S

(S a 2 )膜などのぺロブスヵイト結品構造を有する強誘電体酸ィロ物が主と

して用いられている。

０００4 特許文献1 特開2０００ 5 6号公報

特許文献2 特開平 4 26号公報

特許文献3 特開平7 352 ０3号公報

特許文献4 特開平3 9 5０25号公報

発明の開示

０００5 キャパシタ構造、特に強誘電体キャパシタ構造では、シリコン酸ィロ膜などの水との

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、強誘電体膜の特性

が劣ィビすることが知られている。即ち、先ず、外部から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中で水素と酸素とに分解する。この水素が強誘電

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

され結品性が低下する。また、強誘電体メモり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

電体キヤパシタ構造の性能劣ィビが発生する。また、このよぅな水素の浸入により、強

誘電体キヤパシタ構造に限らず、トランジスタ等の性能が劣ィビすることがある。

０００6 この点、強誘電体キヤパシタ構造の上層にアルミナ等の水素防止膜を形成すること

により、水素の浸入を防止する試みがある。この水素防止膜により、ある程度の水素

遮断機能は期待できるのであるが、強誘電体キヤパシタ構造の高性能を保持するに

十分であるとは言えない。

０００7 そこで、水・水素の内部侵入を防止すべく、水分含有量の最も多い部位と考えられ

るパッド電極上やその周辺を耐湿性の金属保護膜 ( 等)で覆ぅ技術が、特許文献

～4に開示されている。このよぅな金属保護膜を形成することにより、水・水素が遮蔽

され、理論的には水・水素の内部侵入を防止することができると考えられ、実際にあ

る程度の効果は期待できる。しかしながらこの場合、主にパッケージング時に金属保

護膜にダメージが及ぼされて亀裂等が生じたり、絶縁膜の平坦ィビが行われていない
場合には、金属保護膜のカバレソジにムラが生じることが多く、キヤパシタ構造、特に

強誘電体キヤパシタ構造の高性能を十分に保持できるとは言い難い。

０００8 本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、比較的簡易な構成で水・水素

の内部侵入を確実に防止し、キヤパシタ構造、特に強誘電体キヤパシタ構造の高性

能を十分に保持する信頼性の高い半導体装置及びその製造方法を提供することを

目的とする。

０００9 本発明の半導体装置は、半導体基板と、前記半導体基板の上方に形成されており

、下部電極と上部電極とにより誘電体膜を挟持してなるキヤパシタ構造と、前記キヤ

パシタ構造の上方に形成されており、前記キヤパシタ構造と電気的に接続されてなる

配線構造と、前記配線構造と電気的に接続されており、外部との電気的接続を図る

ためのパッド電極と、前記パッド電極の一部を覆い、表面が平坦ィビされてなる絶縁膜

と、前記絶縁膜上に形成された耐湿性の金属材料からなる金属保護膜とを含む。

００1０ 本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板の上方に、下部電極と上部電極

とにより誘電体膜を挟持してなるキヤパシタ構造を形成する工程と、前記キヤパシタ

構造の上方に、前記キヤパシタ構造と電気的に接続されるよぅに配線構造を形成す



る工程と、前記配線構造と電気的に接続するよぅに、外部との電気的接続を図るため

のパッド電極を形成する工程と、前記パッド電極を覆ぅよぅに絶縁膜を堆積し、前記絶

縁膜の表面を平坦ィビする工程と、前記絶縁膜に前記パッド電極の表面の一部を露

出させる開口を形成する工程と、前記開口を充填して前記パッド電極と接続されるよ

ぅに、耐湿性の金属材料からなる金属保護膜を形成する工程とを含む。

００11 本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板の上方に、下部電極と上部電極

とにより誘電体膜を挟持してなるキャパシタ構造を形成する工程と、前記キャパシタ

構造の上方に、前記キャパシタ構造と電気的に接続されるよぅに配線構造を形成す

る工程と、前記配線構造と電気的に接続するよぅに、外部との電気的接続を図るため

のパッド電極を形成する工程と、前記パッド電極を覆ぅよぅに絶縁膜を堆積し、前記絶

縁膜の表面を平坦ィビする工程と、前記絶縁膜に前記パッド電極の表面の一部を露

出させる複数の接続孔を形成する工程と、前記接続孔を充填してなる導電プラグを

形成する工程と、前記導電プラグを介して前記パッド電極と接続されるよぅに、耐湿性

の金属材料からなる金属保護膜を形成する工程とを含む。

００12 図 A 図 は、第 の実施形態の e の製造方法を示す概略断面図である。

図 B 図 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図 C 図 Cは、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図 D 図 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図2A 図2 は、第 の実施形態の e の製造方法を示す概略断面図である。

図2B 図2 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図2C 図2Cは、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図2D 図2 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図3A 図3 は、第 の実施形態の e の製造方法を示す概略断面図である。

図3B 図3 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図4 図4は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図5A 図5 は、第 の実施形態の e の製造方法を示す概略断面図である。

図5B 図5 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。



図5C 図5Cは、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図5D 図5 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図5 図5 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図5 図5 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法を示す概略断面図である。

図5G 図5Gは、第 の実施形態の e の製造方法を示す概略断面図である。

図6A 図6 は、第 の実施形態の e の製造方法における他の例を示す概略

断面図である。

図6B 図6 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法における他の例を示す概略

断面図である。

図6 図6 は、第 の実施形態の e山女 の製造方法における他の例を示す概略

断面図である。

図7A 図7 は、第 の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図7B 図7 は、第 の実施形態における変形例 の e山牡 の製造方法を示す概

略断面図である。

図7 図7 は、第 の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図7D 図7 は、第 の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図7 図7 は、第 の実施形態における変形例 の e山牡 の製造方法を示す概

略断面図である。

図7 図7 は、第 の実施形態における変形例 の e山去 の製造方法を示す概

略断面図である。

図7G 図7Gは、第 の実施形態における変形例 の e A の製造方法を示す概

略断面図である。

図8 図8は、第 の実施形態の変形例 における金属保護膜の様子を示す概略平

面図である。

図gA 図g は、第 の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す概



略断面図である。

図gB 図g は、第 の実施形態における変形例2の eR の製造方法を示す概

略断面図である。

図gC 図gCは、第 の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図gD 図g は、第 の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図9 図9 は、第 の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図g 図g は、第 の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す概

略断面図である。

図 ０図 ０は、第 の実施形態の変形例2における金属保護膜の様子を示す概略

平面図である。

図1 A 図 は、第 の実施形態における変形例3の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図 B 図 は、第 の実施形態における変形例3の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 C 図 は、第 の実施形態における変形例3の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 D 図 は、第 の実施形態における変形例3の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 E 図 は、第 の実施形態における変形例3の eR の製造方法を示す

概略断面図である。

図 図 は、第 の実施形態における変形例3の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図11 図 eは、第 の実施形態における変形例3の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図 A 図 2 は、第 の実施形態における変形例4の e の製造方法を示す



概略断面図である。

図 2B 図 2 は、第 の実施形態における変形例4の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 2C 図 2 は、第 の実施形態における変形例4の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 2D 図 2 は、第 の実施形態における変形例4の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図12 図 2 は、第 の実施形態における変形例4の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図12 図 2 は、第 の実施形態における変形例4の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 図 3 は、第 の実施形態における変形例5の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図13B 図 3 は、第 の実施形態における変形例5の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図13C 図 3Cは、第 の実施形態における変形例5の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図13D 図 3 は、第 の実施形態における変形例5の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図13 図 3 は、第 の実施形態における変形例5の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図13 図 3 は、第 の実施形態における変形例5の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図13G 図 3Gは、第 の実施形態における変形例5の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図14A 図 4 は、第 の実施形態における変形例6の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図14B 図 4 は、第 の実施形態における変形例6の e山女 の製造方法を示す



概略断面図である。

図14C 図 Cは、第 の実施形態における変形例6の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図14D 図 は、第 の実施形態における変形例6の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図14E 図 は、第 の実施形態における変形例6の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図14 図 は、第 の実施形態における変形例6の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 図 は、第 の実施形態における変形例7の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図15 図 は、第 の実施形態における変形例7の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 5C 図 Cは、第 の実施形態における変形例7の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 5D 図 は、第 の実施形態における変形例7の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 5E 図 は、第 の実施形態における変形例7の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図15 図 は、第 の実施形態における変形例7の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 図 6 は、第2の実施形態における e山女 の製造方法を示す概略断面図

である。

図16B 図 は、第2の実施形態における e山女 の製造方法を示す概略断面図

である。

図16C 図 Cは、第2の実施形態における e の製造方法を示す概略断面図

である。

図16D 図 は、第2の実施形態における e の製造方法を示す概略断面図



である。

図16E 図 6 は、第2の実施形態における e山女 の製造方法を示す概略断面図

である。

図16 図 6 は、第2の実施形態における e山女 の製造方法を示す概略断面図

である。

図 A 図 7 は、第2の実施形態における変形例 の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図17B 図 7 は、第2の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図17C 図 7Cは、第2の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図17D 図 は、第2の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図17 図 7 は、第2の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図17 図 7 は、第2の実施形態における変形例 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図18 図 8は、第 の実施形態の変形例 における金属保護膜の様子を示す概略

平面図である。

図 A 図 g は、第2の実施形態における変形例2の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図 gB 図 g は、第2の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 gC 図 gCは、第2の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図 gD 図 g は、第2の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図19 図 9 は、第2の実施形態における変形例2の e山女 の製造方法を示す



概略断面図である。

図 g 図 g は、第2 の実施形態における変形例3 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０A 図2０ は、第2 の実施形態における変形例3 の e の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０B 図2０ は、第2 の実施形態における変形例3 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０C 図2０C は、第2 の実施形態における変形例3 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０D 図2０ は、第2 の実施形態における変形例3 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０ 図2０ は、第2 の実施形態における変形例3 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０ 図2０ は、第2 の実施形態における変形例3 の e山女 の製造方法を示す

概略断面図である。

図2 ０G 図2０G は、第2 の実施形態における変形例3 の e の製造方法を示す

概略断面図である。

発明を実施するための最良の形態

一本発明の基本骨子一

上述したよぅに、 e山女 において、水・水素の内部侵入を防止することを目的とし

て水分含有量の最も多い部位と考えられるパッド電極上やその周辺を耐湿性の金属

保護膜で覆ぅ場合、主にパッケージング時に応力・ストレスにより金属保護膜にダメー

、ジが及ぼされて亀裂等が多発したり、パッド電極と金属保護膜とを隔てる絶縁膜の形

成状態にムラが生じて水・水素の内部侵入を助長することがある。本発明者は、この

事実に着 目し、金属保護膜のダメージに対する耐性を高め、絶縁膜の形成状態を均

一ィビすべく、当該絶縁膜、即ちパッド電極を覆ぅ絶縁膜の表面をィロ学機械研磨 ( C h e

m c a Mechan ca P o s h n C P)法等により平坦ィビし、この表面が平坦な絶縁膜

上に各種の金属保護膜を形成することに想到した。この構成によれば、金属保護膜



のカバレソジが可及的に向上するとともに、絶縁膜の形成状態が均一ィビされ、パッド

電極や配線等の段差に起因する金属保護膜や絶縁膜の水・水素の遮蔽機能の劣

化が抑止される。

００14 一本発明を適用した具体的な諸実施形態一

以下、本発明を適用した具体的な諸実施形態について、図面を参照しながら詳細

に説明する。以下の緒実施形態では、本発明を e に適用した場合について

例示するが、キヤパシタ構造に通常の誘電体膜を用いた半導体メモりにも適用可能

である。

００15 (第 の実施形態 )

図 ～図5は、本実施形態の 。 の構成をその製造方法と共に工程順に示す

概略断面図である。

００16 先ず、図 に示すよぅに、シリコン半導体基板 ０上に選択トランジスタとして機能

する S トランジスタ2０を形成する。

詳細には、シリコン半導体基板 ０の表層に例えばS ( ha ow T ench

so a on)法により素子分離構造皿を形成し、素子活性領域を確定する。

次に、素子活性領域に不純物、ここでは を例えばドーズ量3 ・０X ０ c 、加

速ェネルギー3００e の条件でイオン注入し、ウェル 2を形成する。

００17 次に、素子活性領域に熱酸化等により膜厚3 ・ 程度の薄いゲート絶縁膜 3を

形成し、ゲート絶縁膜 3上にC 法により膜厚 8０ 程度の多結品シリコン膜及

び膜厚2 g 程度の例えばシリコン窒化膜を堆積し、シリコン窒ィロ膜、多結品シリコ

ン膜、及びゲート絶縁膜 3をリソグラフィー及びそれに続くドライエッチングにより電

極形状に加工することにより、ゲート絶縁膜 3上にゲート電極 4をパターン形成す

る。このとき同時に、ゲート電極 4ｱにはシリコン窒ィロ膜からなるキヤ、ソプ膜 5 がパタ

ーン形成される。

００18 次に、キヤップ膜 5をマスクとして素子活性領域に不純物、ここでは sを例えばド

ーズ量5 ・０X ０ c 、加速ェネルギー O e の条件でイオン注入し、いわゆる

領域 6を形成する。

００19 次に、全面に例えばシリコン酸ィロ膜をC 法により堆積し、このシリコン酸ィロ膜を



いわゆるエッチバックすることにより、ゲート電極 4及びキャップ膜 5の側面のみに

シリコン酸ィロ膜を残してサイドウォール絶縁膜 7を形成する。

００2０ 次に、キャップ膜 5及びサイドウォール絶縁膜 7をマスクとして素子活性領域に不

純物、ここではPを 領域 6よりも不純物濃度が高くなる条件、例えばドーズ量5

０X ０ c 、加速ェネルギー 3 e の条件でイオン注入し、 領域 6と重

畳されるソースノドレイン領域 8を形成して、 OSトラン、ジスタ2０を完成させる。な

お、図 以降では、シリコン半導体基板 ０、ウェル 2、素子分離構造 、 領

域 6、及びソースノドレイン領域 8の図示を省略する。

００2 1 続いて、図 に示すよぅに、 OSトランジスタ ０の保護膜2 及び第 の層間絶縁

膜2 2を形成する。

詳細には、 OSトランジスタ2０を覆ぅよぅに、保護膜2 及び第 の層間絶縁膜2 2

を順次堆積する。ここで、保護膜2 としては、シリコン酸ィロ膜を材料とし、C 法によ

り膜厚2０ 程度に堆積する。第 の層間絶縁膜2 2としては、例えばプラズマS O膜

(膜厚2０ 程度)、プラズマS 膜 (膜厚8０ 程度)及びプラズマ OS膜 (膜厚 ０

O O 程度)を順次成膜した積層構造を形成し、積層後、C P法により膜厚が7００

程度となるまで研磨する。

００2 2 続いて、図 Cに示すよぅに、後述する強誘電体キャパシタ構造3０の下部電極の配

向性向上膜2 3を形成する。

詳細には、第 の層間絶縁膜2 2上に例えばシリコン酸ィロ膜を堆積し、配向性向上

膜2 3を形成する。

００2 3 続いて、図 に示すよぅに、下部電極層24、強誘電体膜2 5及び上部電極層26を

順次形成する。

詳細には、先ずスパッタ法により例えば膜厚が 2０ 程度の 膜及び膜厚が 5０

程度のP 膜を順次堆積させ、 膜及びP 膜の積層構造に下部電極層24を形成

する。次に、 スパッタ法により、下部電極層24上に強誘電体である例えばPZ か

らなる強誘電体膜2 5を膜厚2００ 程度に堆積する。そして、強誘電体膜2 5に

処理を施して当該強誘電体膜2 5を結品化する。次に、反応性スパッタ法により、強

誘電体膜2 5上に例えば導電性酸ィロ物である O を材料とする上部電極層26を膜



厚2００ 程度に堆積する。なお、上部電極層26の材料として、 O の代わりに

R O S O 、その他の導電性酸ィロ物やこれらの積層構造としても良い。

００24 続いて、図2 に示すよぅに、上部電極3 をパターン形成する。

詳細には、上部電極層26をリソグラフィー及びそれに続くドライェッチングにより複

数の電極形状に加工して、上部電極3 をパターン形成する。

００25 続いて、図2 に示すよぅに、強誘電体膜25及び下部電極層24を加工して強誘電

体キヤパシタ構造3０を形成する。

詳細には、先ず強誘電体膜25を上部電極3 に整合させて若干上部電極3 よりも

大きいサイズとなるよぅに、リソグラフィー及びそれに続くドライェッチングにより加工す

る。

００26 次に、下部電極層24を、加工された強誘電体膜25に整合させて若干強誘電体膜

25よりも大きいサイズとなるよぅに、リソグラフィー及びそれに続くドライェッチングによ

り加工し、下部電極32をパターン形成する。これにより、下部電極32上に強誘電体

膜25、上部電極3 が順次積層され、強誘電体膜25を介して下部電極32と上部電

極3 とが容量結合する強誘電体キヤパシタ構造3０を完成させる。

００27 続いて、図2Cに示すよぅに、第2の層間絶縁膜33を成膜する。

詳細には、強誘電体キヤパシタ構造3０を覆ぅよぅに、第2の層間絶縁膜33を形成

する。ここで、第2の層間絶縁膜34としては、例えばプラズマ S膜を膜厚 4００

程度に堆積した後、C P法により膜厚が OO 程度となるまで研磨する。C

Pの後に、第2の層間絶縁膜33の脱水を目的として、例えば Oのプラズマアニー

ル処理を施す。

００28 続いて、図2 に示すよぅに、強誘電体キヤパシタ構造3０の導電プラグ34 35及び

トラン、ジスタ構造 ０のソースノドレイン領域 8と接続される導電プラグ36を形成する

先ず、強誘電体キヤパシタ構造3０へのビア孔34a 35a を形成する。

詳細には、リソグラフィー及びそれに続くドライェッチングとして、上部電極3 の表

面の一部が露出するまで第2の層間絶縁膜33に施す加工と、下部電極32の表面の

一部が露出するまで第2の層間絶縁膜33に施す加工とを同時に実行し、それぞれ



の部位に例えば約０・5 径のビア孔34a 35aを同時形成する。これらビア孔34a

35aの形成時には、上部電極3 及び下部電極32がそれぞれェッチングストッパ一

となる。

００29 次に、強誘電体キヤパシタ構造3０の形成後の諸工程により強誘電体キヤパシタ構

造3０の受けたダメージを回復するためのアニール処理を行ぅ。ここでは、処理温度5

００C、酸素雰囲気で6０分間のアニール処理を実行する。

００3０ 次に、トランジスタ構造 ０のソースノドレイン領域 8へのビア孔36aを形成する。

詳細には、ソースノドレイン領域 8をェッチングストッパ一として、当該ソースノドレ

イン領域 8の表面の一部が露出するまで第2の層間絶縁膜33、配向性向上膜23

第 の層間絶縁膜22、及び保護膜2 をリソグラフィー及びそれに続くドライェッチン

グにより加工し、例えば約０・3 径のビア孔36aを形成する。

００31 次に、導電プラグ34 35 36を形成する。

先ず、通常の酸化膜のェッチング換算で数 O 、ここでは O 程度に相当する

前処理を行った後、ビア孔34a 35a 36aの各壁面を覆ぅよぅに、スパッタ法によ

り例えば 膜を膜厚 程度に堆積して、下地膜 (グルー膜)4 を形成する。そ

して、C 法によりグルー膜4 を介してビア孔34a 35a 36aを埋め込むよぅに例

えばW膜を形成する。その後、C P法により第2の層間絶縁膜33をストッパ一として

W膜及びグルー膜4 を研磨し、ビア孔34"，35"，36"内をグルー膜4 を介してW

で埋め込む導電プラグ34 35 36を形成する。

００32 続いて、図3 に示すよぅに、導電プラグ34 35 36とそれぞれ接続される第 の配

線45を形成する。

詳細には、先ず、全面にスパッタ法等によりバリアメタル膜42、配線膜43及びバリ

アメタル膜44を堆積する。バリアメタル膜42としては、スパッタ法により例えぼ 膜 (

膜厚6０ 程度)及び 膜 (膜厚3０ 程度)を順次成膜する。配線膜43としては

、例えば 合金膜にこでは 膜)を膜厚36０ 程度に成膜する。バリアメタ

ル膜44としては、スパッタ法により例えば 膜 (膜厚 程度)及び (膜厚7０

程度)を順次成膜する。ここで、配線膜43の構造は、同一ルールの e山女 以外

のロ、がソク部と同じ構造とされているため、配線の加工や信頼性上の問題はない。



００3 3 次に、反射防止膜として例えばS O 膜 (不図示) を成膜した後、リソグラフイ一及び

それに続くドライェッチングにより反射防止膜、バリアメタル膜44、配線膜4 3及びバリ

アメタル膜4 2を配線形状に加工し、第 の配線4 5をパターン形成する。なお、配線

膜4 3として 合金膜を形成する代わりに、いわゆるダマシン法等を利用してC 膜 (

又はC 合金膜 ) を形成し、第 の配線4 5としてC 線を形成しても良い。

００34 続いて、図3 に示すよぅに、強誘電体キャパシタ構造3０の特性劣ィビを防止するた

めの保護膜4 6を形成する。

詳細には、第 の配線4 5を覆ぅよぅに、第2の層間絶縁膜3 3上に保護膜4 6を成膜

する。保護膜4 6は、強誘電体キャパシタ構造3０を形成した後の多層工程により当該

強誘電体キャパシタ3０の受けるダメージを抑制するためのものであり、金属酸ィロ膜、

例えばアルミナを材料として例えばスパッタ法により膜厚2０ 程度に形成する。

００3 5 続いて、図4に示すよぅに、第 の配線4 5と接続される第2の配線54を形成する。

詳細には、先ず、保護膜4 6を介して配線4 5を覆ぅよぅに第3の層間絶縁膜4 7を形

成する。第3の層間絶縁膜4 7としては、シリコン酸ィロ膜を膜厚7００ 程度に成膜し

、プラズマ OSを形成して膜厚を全体で O O 程度とした後に、C P法により

表面を研磨して、膜厚を7 5０ 程度に形成する。

００3 6 次に、配線4 5と接続される導電プラグ4 8を形成する。

配線4 5の表面の一部が露出するまで、第3の層間絶縁膜4 7及び保護膜4 6をリソ

グラフイ一及びそれに続くドライェッチングにより加工して、例えば約０・2 5 径の

ビア孔48a を形成する。次に、このビア孔48a の壁面を覆ぅよぅに下地膜 (グルー膜 ) 4

9を形成した後、C 法によりグルー膜4 9を介してビア孔48a を埋め込むよぅにW膜

を形成する。そして、第3の層間絶縁膜4 7をストッパ一として例えばW膜及びグルー

膜4 9を研磨し、ビア孔4 8 内をグルー膜4 9を介してWで埋め込む導電プラグ4 8を

形成する。

００3 7 次に、導電プラグ4 8とそれぞれ接続される第2の配線54を形成する。

先ず、全面にスパッタ法等によりバリアメタル膜5 、配線膜5 2及びバリアメタル膜5

3を堆積する。バリアメタル膜5 としては、スパッタ法により例えば 膜 (膜厚 程

度)及び 膜 (膜厚3０ 程度) を順次成膜する。配線膜5 2としては、例えば 合



金膜にこでは 膜)を膜厚36０ 程度に成膜する。バリアメタル膜53として

は、スパッタ法により例えば 膜 (膜厚 程度)及び (膜厚7０ 程度)を順次

成膜する。ここで、配線膜52の構造は、同一ルールの e 以外のロ、がソク部と同

じ構造とされているため、配線の加工や信頼性上の問題はない。

００38 次に、反射防止膜として例えばS 膜 (不図示)を成膜した後、リソグラフィー及び

それに続くドライェッチングにより反射防止膜、バリアメタル膜53、配線膜52及びバリ

アメタル膜 5 を配線形状に加工し、第2の配線54をパターン形成する。なお、配線

膜52として 合金膜を形成する代わりに、いわゆるダマシン法等を利用してC 膜 (

又はC 合金膜)を形成し、第2の配線54としてC 配線を形成しても良い。

００39 なお、本実施形態では、配線構造として第 の配線45及び第2の配線54からなる2

層構造を例示したが、3層構造乃至はそれ以上の多層構造としても良い。

００4０ このときの様子を図5 に示す。図5 では、図4と同一の状態を表しており、図4の

第3の層間絶縁膜47より上層の部分のみを示す(バリアメタル膜5 53及び導電プ

ラグ48の記載を省略する)。なお、図5 以下の各図では、図示の便宜上、第3の層

間絶縁膜47より下層の部分を省略する。ここで、本実施形態では、複数の第2の配

線54のぅち、図中右端の第2の配線54が外部との電気的接続を得るためのパッド電

極 (以下、パッド電極54aと称する) とされる。

００41 続いて、図5 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜55を形成する。下層絶縁膜55と

しては、例えば Sを用いたC 法により、シリコン酸化膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜55の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。

００42 続いて、図5Cに示すよぅに、下層絶縁膜55の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。このC Pに

おいて、第2の配線54の表面が露出しない限度で下層絶縁膜55が所定膜厚、例え

ば OO 程度となるよぅに、下層絶縁膜55を表面研磨する。

００43 ここで、表面が平坦な下層絶縁膜 55を形成する際に、図5 及び図5Cの工程に代

わって図6のよぅにしても良い。



先ず、図6 に示すよぅに、例えば OSを用ぃたC 法により、シリコン酸ィロ膜を

第2の配線54を埋め込む膜厚に堆積して絶縁膜55a を形成する。このとき、絶縁膜5

5aの表面は第2の配線54の形状を反映した凹凸状とされてぃる。

００44 次に、図6 に示すよぅに、例えばC P法により第2の配線54をストッパ一として、

第2の配線54の表面が露出するまで絶縁膜55a の表面を平坦ィビする。

００45 次に、図6Cに示すよぅに、表面が平坦ィビされた絶縁膜55a 上に絶縁膜5 5bを形成

する。絶縁膜55b としては、例えば OSを用ぃたC 法により、シリコン酸化膜を

形成する。絶縁膜5 5a 55b により、第2の配線54を覆ぅ膜厚 OO 程度の下層絶

縁膜5 5が構成される。

００46 続ぃて、図5 に示すよぅに、上層絶縁膜56及びいジストパターン58を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜56を形成する。上層絶縁膜56と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒ィロ膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜56から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

００47 次に、上層絶縁膜56の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフィーにより

加工して、上層絶縁膜56のパッド電極54aの上方に整合する部位を露出させる開口

58a を有するレジストパターン58を形成する。

００48 続ぃて、図5 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜5 7を加工する。

詳細には、レジストパターン58をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、第4の層間絶縁膜5 7、ここでは上層絶縁膜56及び下層絶縁膜5 5の

上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜5 7には、レジストパターン58の開口58a に倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる開口57a が形成される。

その後、灰化処理等によりレジストパターン58を除去する。

００49 続ぃて、図5 に示すよぅに、金属保護膜5 9をパターン形成する。

詳細には、先ず、開口57a 内を含む第4の層間絶縁膜5 7上に、耐湿性の金属、こ

こでは を材料として、例えばスパ、ソタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、

膜を形成する。ここで、耐湿性の金属としては、 の代わりに 等の 合金



や C 、又はこれらの積層膜等を用ぃても良ぃ。

００5０ 次に、この 膜をいジストパターン (不図示) を用ぃたドライェッチングにより、上層

絶縁膜 5 6をェッチングストッパ一として用ぃて加工し、パッド電極54 a上でこれと電気

的に接続されてなる金属保護膜 5 9をパターン形成する。ここで、外部との電気的接

続を図るためのパッド電極が、パッド電極54 aと金属保護膜 5 9 とが積層された2層構

造に形成されており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜 5 9 が担ぅこと

になる。

その後、灰化処理等により上記のレジストパターンを除去する。

００5 1 本実施形態では、下層絶縁膜 5 5の表面が平坦ィビされてぃるため、下層絶縁膜 5 5

上に形成される上層絶縁膜 5 6 はカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。これ

と共に、金属保護膜 5 9も同様にカバレソジに優れ、例えばパッケージング時におけ

るダメージに対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、上層絶縁膜 5 6及び金属保

護膜 5 9 がカバレソジに優れた状態に形成されることにより、上層絶縁膜 5 6及び金属

保護膜 5 9の水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮させることができる。この構成により

、強誘電体キヤパシタ構造3０の特性劣ィビを確実に防止することが可能となる。

００5 2 続ぃて、図5 G に示すよぅに、金属保護膜 5 9の周囲を覆ぅ上部保護層6 を形成す
る。

詳細には、先ず、金属保護膜 5 9を覆ぅよぅに上層絶縁膜 5 6上に上部保護層6 を

形成する。上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用ぃて堆積する。

次に、金属保護膜 5 9の表面の一部を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 a

を形成する。以上により、 eR 去 を完成させる。

００5 3 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部

侵入を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高

ぃ e山女 が実現する。

００5 4 (変形例)

以下、第 の実施形態の緒変形例につぃて説明する。これらの変形例では、第 の

実施形態で開示した構成部材等と同様のものにつぃては、同符号を付して詳 、い 説

明を省略する。



００5 5 変形例

本例では、第 の実施形態で開示した e山女 の構成において、金属保護膜がパ

、ソド電極54aの周囲を囲むよぅに形成されている。

図7は、変形例 による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図で

ある。

００5 6 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

００5 7 続いて、図5 と同様、図7 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5

5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えぼ OSを用いたC 法により、シリコン酸ィロ膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。

００5 8 続いて、図7 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おいて、第2の配線54の表面が露出しない限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図7 及び図7 の工程に代わって図6のよぅにしても良い。

００5 9 続いて、図7Cに示すよぅに、上層絶縁膜5 6及び 膜6０を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層絶縁膜5 6 と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒化膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

００6０ 次に、第4の層間絶縁膜5 7上に、耐湿性の金属、ここでは 1を材料として、例えば

スパッタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、 1膜6０を形成する。ここで、

耐湿性の金属としては、 の代わりに 等の 合金、 や O C



又はこれらの積層膜等を用いても良い。

００6 1 続いて、図7 に示すよぅに、 膜6０上にレ、ジストパターン6 2を形成する。

詳細には、 1膜6０の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフィーにより加

エして、 1膜6０のパッド電極54aの上方に整合する部位を露出させる開口62a を有

するレジストパターン62を形成する。

００62 続いて、図7 に示すよぅに、 1膜6０を加工して金属保護膜63をパターン形成する

詳細には、レジストパターン62をマスクとし、上層絶縁膜56をェッチングストッパ一

として用いて、 1膜6０をドライェッチングする。このとき、上層絶縁膜56上でいジスト

パターン62の開口62a に倣って 1膜6０が除去され、パッド電極54aを露出させる開

口63a が形成される。このェッチングにより、パッド電極54aと電気的に絶縁した状態

で当該パ、ソド電極54aの周囲を囲む金属保護膜63がパターン形成される。

００63 金属保護膜63を平面視した様子を図8に示す。

このよぅに、金属保護膜63は、パッド電極54aの形成部位を除くシリコン半導体基

板 ０の上方全面を覆ぅよぅに形成されており、パッド電極54aの周囲を覆ぅよぅに、パ

、ソド電極54aと電気的に絶縁した状態とされている。ここで、水・水素が最も浸入し易

いと考えられるパッド電極54aの周囲が耐湿性を有する金属保護膜63により覆われ

ることにより、水・水素の内部への侵入が効率的に遮断される。

その後、レジストパターン62を灰ィロ処理等により除去する。

００64 続いて、図7 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜57を加工する。

詳細には、パッド電極54aをェッチングストッパ一として用い、第4の層間絶縁膜57

、ここでは上層絶縁膜56及び下層絶縁膜55の上層部位 (図6Cの例では絶縁膜55

b)をいジストパターン (不図示)を用いたドライェッチングにより、レジストパターンに倣

ってパッド電極54aの表面の一部を露出させる開口57a が形成される。この開口57a

から露出するパッド電極54aの表面が、外部との電気的接続のための部位となる。

００65 変形例 では、下層絶縁膜55の表面が平坦ィビされているため、下層絶縁膜55上

に形成される上層絶縁膜56はカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。これと

共に、上層絶縁膜56に形成された金属保護膜63も同様にカバレソジに優れ、例え



ばパッケージング時におけるダメージに対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、

上層絶縁膜5 6及び金属保護膜5 9がカバレソジに優れた状態に形成されることにより

、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜5 9の水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮させるこ

とができる。この構成により、強誘電体キヤパシタ構造3０の特性劣ィビを確実に防止す

ることが可能となる。

００66 続いて、図7Gに示すよぅに、金属保護膜6 3を覆ぅ上部保護層6 を形成する。

詳細には、先ず、全面に上部保護層6 を形成する。上部保護層6 としては、例え

ば材料としてポリイミドを用いて堆積する。

次に、開口57a からパッド電極54 aの表面の一部を露出させるよぅに、上部保護層6

の開口57a に整合した部位に開口6 aを形成する。以上により、 e山女 を完成さ

せる。

００6 7 以上説明したよぅに、変形例 によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。

００68 変形例2

本例では、第 の実施形態で開示した e山女 の構成に加え、金属保護膜がパッ
ド電極54aの周囲を囲むよぅに形成されている。

図9は、変形例2による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図で

ある。

００69 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトラン、ジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

００7０ 続いて、図5 と同様、図9 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5

5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えば OSを用いたC 法により、シリコン酸化膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。



００7 1 続ぃて、図9 に示すよぅに、下層絶縁膜55の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜55が所定膜厚、例え

ば OO 程度となるよぅに、下層絶縁膜55を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜55を形成する際に、

図g 及び図g の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

００72 続ぃて、図9Cに示すよぅに、上層絶縁膜56及びいジストパターン58を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜55上に上層絶縁膜56を形成する。上層絶縁膜56と

しては、下層絶縁膜55よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒化膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜55及び上層絶縁膜56から、第4の層間絶縁膜57が構成される。

００73 次に、上層絶縁膜56の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフィーにより

加工して、上層絶縁膜56のパッド電極54aの上方に整合する部位を露出させる開口

58a を有するレジストパターン58を形成する。

００74 続ぃて、図9 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜57を加工する。

詳細には、レジストパターン58をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、第4の層間絶縁膜57、ここでは上層絶縁膜56及び下層絶縁膜55の

上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜55b)をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜57には、レジストパターン58の開口58a に倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる開口57a が形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレジストパターン58を除去する。

００75 続ぃて、図9 に示すよぅに、金属保護膜59 63を同時にパターン形成する。

詳細には、先ず、開口57a 内を含む第4の層間絶縁膜57上に、耐湿性の金属、こ

こでは を材料として、例えばスパッタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、

膜を形成する。ここで、耐湿性の金属としては、 の代わりに 等の 合金

や O C 、又はこれらの積層膜等を用ぃても良ぃ。

００76 次に、この 1膜をいジストパターン (不図示)を用ぃたドライェッチングにより、上層

絶縁膜56をェッチングストッパ一として用ぃて加工する。このとき、上層絶縁膜56上



でレジストパターンに倣って 膜が除去され、開口63a が形成される。このェッチング

により、パッド電極54 a上でこれと電気的に接続されてなる金属保護膜 5 9 と、上層絶

縁膜 5 6上で金属保護膜 5 9 (パッド電極54a) と電気的に絶縁した状態で当該パッド

電極54 aの周囲を囲む金属保護膜6 3とが同時にパターン形成される。ここで、外部

との電気的接続を図るためのパッド電極が、パッド電極54 aと金属保護膜 5 9 とが積層

された2層構造に形成されており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜

5 9 が担ぅことになる。

その後、灰化処理等により上記のいジストパターンを除去する。

００7 7 金属保護膜 5 9 6 3を平面視した様子を図 ０に示す。

このよぅに、金属保護膜 5 9 がパッド電極54 aを覆ぃ、金属保護膜6 3がパッド電極5

4 aの形成部位を除くシリコン半導体基板 ０の上方全面を覆ぅよぅに形成されてぃる。

ここで、水・水素が最も浸入し易ぃと考えられるパッド電極54 aの形成部位及びその

周囲が、耐湿性を有する金属保護膜 5 9 6 3により覆われることにより、水・水素の内

部への侵入が効率的に遮断される。

００7 8 変形例2では、下層絶縁膜 5 5の表面が平坦ィビされてぃるため、下層絶縁膜 5 5上

に形成される上層絶縁膜 5 6 はカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。これと

共に、金属保護膜 5 9及び上層絶縁膜 5 6 に形成された金属保護膜6 3も同様にカバ

レソジに優れ、例えばパッケージング時におけるダメージに対する耐性が大幅に向

上する。このよぅに、上層絶縁膜 5 6及び金属保護膜 5 9 6 3がカバレソジに優れた状

態に形成されることにより、上層絶縁膜 5 6及び金属保護膜 5 9 6 3の水・水素の遮蔽

機能を最大限に発揮させることができる。この構成により、強誘電体キヤパシタ構造3

の特性劣ィビを確実に防止することが可能となる。

００7 9 続ぃて、図9 に示すよぅに、金属保護膜 5 9の周囲を覆ぅ上部保護層6 を形成す
る。

詳細には、先ず、金属保護膜 5 9を覆ぅよぅに金属保護膜6 3上に上部保護層6 を

形成する。上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用ぃて堆積する。

次に、金属保護膜5 9の表面の一部を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 a

を形成する。以上により、 eR 去 を完成させる。



００8０ 以上説明したよぅに、変形例2によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高ぃ e

が実現する。

００8 1 変形例3

本例では、第 の実施形態で開示した e山女 の構成におぃて、金属保護膜の形

成態様が異なる。

図 、変形例3による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

００82 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

００83 続ぃて、図5 と同様、図 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えば OSを用ぃたC 法により、シリコン酸化膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされてぃる。

００84 続ぃて、図 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 及び図 の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

００85 続ぃて、図 Cに示すよぅに、上層絶縁膜5 6及びいジストパターン5 8を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層絶縁膜5 6 と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒化膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。



００86 次に、上層絶縁膜56の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフィーにより

加工して、上層絶縁膜56のパッド電極54aの上方に整合する部位を露出させる開口

58aを有するレジストパターン58を形成する。

００87 続ぃて、図 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜57を加工する。

詳細には、レジストパターン58をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、第4の層間絶縁膜57、ここでは上層絶縁膜56及び下層絶縁膜55の

上層部位 (図6Cの例では絶縁膜55b) をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜57には、レジストパターン58の開口58aに倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる開口57aが形成される。

その後、灰化処理等によりレジストパターン58を除去する。

００88 続ぃて、図 に示すよぅに、 膜6０を形成する。

詳細には、開口57a内を含む第4の層間絶縁膜57上に、耐湿性の金属、ここでは

を材料として、例えば蒸着法により を堆積して 1膜6０を形成する。この場合、

1膜6０を開口57aの深さよりも厚ぃ膜厚、例えば ば 程度に形成する。ここで、耐湿

性の金属としては、 の代わりに 等の 合金、 や O C 等を用

ぃても良ぃ。

００89 続ぃて、図 に示すよぅに、 1膜6０を加工して金属保護膜64を形成する。

詳細には、例えばC P法により上層絶縁膜56をストッパ一として、上層絶縁膜56

の表面が露出するまで 1膜6０を表面研磨する。このとき、開口57a内のみを充填す

るよぅに 1膜6０が残り、パッド電極54a上でこれと電気的に接続されてなる金属保護

膜64が形成される。ここで、外部との電気的接続を図るためのパッド電極が、パッド

電極54aと金属保護膜64とが積層された2層構造に形成されており、パッド電極とし

ての機能は実際上では金属保護膜64が担ぅことになる。

００9０ 変形例3では、下層絶縁膜55の表面が平坦ィビされており、金属保護膜64を形成

する際に上記のよぅにC P法を用ぃることができる。この場合、下層絶縁膜55上に

形成される上層絶縁膜56と、金属保護膜64とが同一平面を形成するよぅに表面平

坦化される。そのため、上層絶縁膜56及び金属保護膜64は共にカバレソジに優れ、

均一な膜厚に形成される。この場合、金属保護膜64の例えばパッケージング時にお



けるダメージに対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、上層絶縁膜5 6及び金属

保護膜64 がカバレソジに優れた状態に形成されることにより、上層絶縁膜5 6及び金

属保護膜64の水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮させることができる。この構成に

より、強誘電体キャパシタ構造3０の特性劣ィビを確実に防止することが可能となる。

００9 1 続いて、図 G に示すよぅに、金属保護膜64の周囲を覆ぅ上部保護層6 を形成す

る。

詳細には、先ず、金属保護膜64を覆ぅよぅに上層絶縁膜5 6上に上部保護層6 を

形成する。上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用いて堆積する。

次に、金属保護膜64の表面を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 aを形成

する。以上により、 e山女 を完成させる。

００92 以上説明したよぅに、変形例3によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キャパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。

００93 変形例4

本例では、第 の実施形態で開示した e山女 の構成において、金属保護膜の形

成態様が異なる。

図 2は、変形例4による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

００94 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図 (図5 )の各工程を経て、 OSトラン、ジスタ2０、強誘電体キャパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

００95 続いて、図5 と同様、図 2 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えぼ OSを用いたC 法により、シリコン酸ィロ膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。

００96 続いて、図 2 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。



詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜55が所定膜厚、例え

ば OO 程度となるよぅに、下層絶縁膜55を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜55を形成する際に、

図 2 及び図 2 の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

００97 続ぃて、図 2Cに示すよぅに、上層絶縁膜56、上部保護層6 及びいジストパター

ン58を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜55上に上層絶縁膜56を形成する。上層絶縁膜56と

しては、下層絶縁膜55よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒化膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜55及び上層絶縁膜56から、第4の層間絶縁膜57が構成される。

００98 次に、上層絶縁膜56上に上部保護層6 を形成する。上部保護層6 としては、例

えば材料としてポリイミドを用ぃて堆積する。

００99 次に、上部保護層6 の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフィーにより

加工して、上部保護層6 のパッド電極54aの上方に整合する部位を露出させる開口

58a を有するレジストパターン58を形成する。

０1００ 続ぃて、図 2 に示すよぅに、上部保護層6 及び第4の層間絶縁膜57を加工する

詳細には、レジストパターン58をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、上部保護層6 及び第4の層間絶縁膜57をドライェッチングする。ここ

で、第4の層間絶縁膜57につぃては、上層絶縁膜56及び下層絶縁膜55の上層部

位 (図6Cの例では絶縁膜55b) がェッチングされる。このとき上部保護層6 及び第4

の層間絶縁膜57には、レジストパターン58の開口58a に倣ってパッド電極54aの表

面の一部を露出させる開口57bが形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレジストパターン58を除去する。

０1０1 続ぃて、図 2 に示すよぅに、 膜6０を形成する。

詳細には、開口57b内を含む上部保護層6 上に、耐湿性の金属、ここでは を材

料として、例えば蒸着法により を堆積して 1膜6０を形成する。この場合、 1膜6０



を開口57bの深さよりも厚い膜厚、例えば ００ 程度に形成する。ここで、耐湿性

の金属としては、 の代わりに 等の 合金、 や C 等を用い
ても良い。

０1０2 続いて、図 2 に示すよぅに、 1膜6０を加工して金属保護膜65を形成する。

詳細には、例えばC P法により上部保護層6 をストッパ一として、上部保護層6

の表面が露出するまで 1膜6０を表面研磨する。このとき、開口57b内のみを充填す

るよぅに 1膜6０が残り、パッド電極54a上でこれと電気的に接続されてなる金属保護

膜65が形成される。ここで、外部との電気的接続を図るためのパッド電極が、パッド

電極54aと金属保護膜65とが積層された2層構造に形成されており、パッド電極とし

ての機能は実際上では金属保護膜65が担ぅことになる。

以上により、 e山女 を完成させる。

０1０3 変形例4では、下層絶縁膜55の表面が平坦ィビされており、金属保護膜65を形成

する際に上記のよぅにC P法を用いることができる。この場合、下層絶縁膜55上に

上層絶縁膜56を介して形成される上部保護層6 と、金属保護膜65とが同一平面を

形成するよぅに表面平坦ィビされる。そのため、上層絶縁膜56、上部保護層6 及び金

属保護膜65は共にカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。従って、金属保護

膜65の例えばパッケージング時におけるダメージに対する耐性が大幅に向上する。

このよぅに、上層絶縁膜56、上部保護層6 及び金属保護膜65がカバレソジに優れ

た状態に形成されることにより、上層絶縁膜56及び金属保護膜65の水・水素の遮蔽

機能を最大限に発揮させることができる。この構成により、強誘電体キヤパシタ構造3

の特性劣化を確実に防止することが可能となる。

０1０4 ところで、 e の製造工程において、パッド電極の機能を検査するためにプロ

ーブ針をパッド電極 (本例の場合、金属保護膜65) に当接させること(針当て) が必要

である。この針当てにより、パッド電極の表面に若干傷等の当接痕が付くことがある。

この当接痕が付いてもパッド電極の導電性及び配線との接続性を十分に確保するに

は、パッド電極をある程度厚く形成する必要がある。

０1０5 変形例4では、金属保護膜65は、下層絶縁膜55の上層部位、上層絶縁膜56及び

上部保護層6 の総計膜厚と同等の深さに形成された開口57bと同一の膜厚に形成



されている。このよぅに、金属保護膜6 5は積極的に厚く形成されており、針当てにより

金属保護膜6 5の表面に当接痕が付いたとしても、金属保護膜6 5の導電性及び配線

との接続性を十分に確保することができる。

０1０6 以上説明したよぅに、変形例4によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。

０1０7 変形例5

本例では、第 の実施形態で開示した eR の構成において、金属保護膜の形

成態様が異なる。

図 3は、変形例5による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

０1０8 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図 (図5 )の各工程を経て、 S トランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０1０9 続いて、図5 と同様、図 3 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えぼ Sを用いたC 法により、シリコン酸ィロ膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。

０11０ 続いて、図 3 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おいて、第2の配線54の表面が露出しない限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 3 及び図 3 の工程に代わって図6のよぅにしても良い。

０111 続いて、図 3Cに示すよぅに、レ、ジストパターン66を形成する。

詳細には、下層絶縁膜5 5の全面にレジストを塗布し、このレ、ジストをリソグラフイ一



により加工して、下層絶縁膜5 5のパッド電極54aの上方に整合する部位に複数の微

細な開口66a を有するレジストパターン66を形成する。

０112 続ぃて、図 3 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5を加工する。

詳細には、レジストパターン66をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、下層絶縁膜5 5の上層部位 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライェッチ

ングする。このとき下層絶縁膜5 5には、レジストパターン66の開口66a に倣ってパッ
ド電極54aの表面の一部を露出させる微細な複数の第 の開口67a が形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレジストパターン66を除去する。

０113 続ぃて、図 3 に示すよぅに、第2の開口67b を有する上層絶縁膜56を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜56を形成する。上層絶縁膜56と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒化膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜56から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

０114 次に、この上層絶縁膜5 6をレジストパターン (不図示) を用ぃたドライェッチングによ

り加工し、第 の開口67a と整合した部位でこれら第 の開口67a と一体化する第2の

開口67b を形成する。

その後、灰ィロ処理等により上記のいジストパターンを除去する。

０115 続ぃて、図 3 に示すよぅに、金属保護膜68を形成する。

変形例5では、上述した第 及び第2の開口67a 67b の形成工程を含むぃわゆる

ダマシン法にこではデュアルダマシン法) により金属保護膜68を形成する。

０116 詳細には、先ず、一体の溝とされてなる第 及び第2の開口67a 67b の壁面に例

えぼ を例えば OC 法により堆積してバリア膜 (不図示) を形成し、続ぃてバリ

ア膜上にメッキシード膜 (不図示) を形成した後、メッキ法により第 及び第2の開口6

7a 67b 内を埋め込むよぅに耐湿性の金属、ここではC (又はC 合金等) を堆積す

る。その後、上層絶縁膜56をストッパ一としてC の表層 (及びメッキシード膜 ) をC

P法により除去し、C により第 及び第2の開口6 7a 67b 内を充填し、パッド電極54

a上でこれと電気的に接続されてなる金属保護膜68を形成する。ここで、外部との電

気的接続を図るためのパッド電極が、パッド電極54aと金属保護膜68とが積層された



2層構造に形成されており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜68が

担ぅことになる。

０117 変形例5では、下層絶縁膜5 5の表面が平坦ィビされており、金属保護膜68を形成

する際に上記のよぅにダマシン法を用いることができる。この場合、下層絶縁膜5 5上

に形成される上層絶縁膜5 6と、金属保護膜68とが同一平面を形成するよぅに表面

平坦ィビされる。そのため、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜68は共にカバレソジに優

れ、均一な膜厚に形成される。この場合、金属保護膜68の例えばパッケージング時

におけるダメージに対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、上層絶縁膜5 6及び

金属保護膜68がカバレソジに優れた状態に形成されることにより、上層絶縁膜5 6及

び金属保護膜68の水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮させることができる。この構

成により、強誘電体キヤパシタ構造3０の特性劣ィビを確実に防止することが可能とな

る。

０118 更に、変形例5では、金属保護膜68は、下層絶縁膜5 5の上層き日ィ立 (図6Cの例で

は絶縁膜5 5b) に形成された第 の開口67a 内のC を介してパッド電極54aと接続さ

れている。このよぅに、金属保護膜68はパッド電極54aと積極的に離間するよぅに形

成されており、パッド電極の機能検査時の針当てにより金属保護膜6 5の表面に当接

痕が付いたとしても、第 の開口67a 内のC にまで当接痕が及ぶ懸念はなく、パッド

電極54a及び金属保護膜6 5のパッド電極としての導電性及び配線との接続性を十

分に確保することができる。

０119 続いて、図 3 に示すよぅに、金属保護膜68の周囲を覆ぅ上部保護層6 を形成す
る。

詳細には、先ず、金属保護膜68を覆ぅよぅに上層絶縁膜5 6上に上部保護層6 を

形成する。上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用いて堆積する。

次に、金属保護膜68の表面を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 aを形成

する。以上により、 e山女 を完成させる。

０12０ 以上説明したよぅに、変形例5によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。



０121 変形例6

本例では、第 の実施形態で開示した e山女 の構成におぃて、金属保護膜の形

成態様が異なる。

図 4は、変形例6による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

０122 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０123 続ぃて、図5 と同様、図 4 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えば OSを用ぃたC 法により、シリコン酸化膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされてぃる。

０124 続ぃて、図 4 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 4 及び図 4 の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

０125 続ぃて、図 4Cに示すよぅに、上層絶縁膜5 6及びいジストパターン6 6を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層絶縁膜5 6と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒ィロ膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

０126 次に、上層絶縁膜5 6の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフイ一により

加工して、上層絶縁膜 5 6のパッド電極54 の上方に整合する部位に複数の微細な

開口66a を有するレジストパターン6 6を形成する。



０127 続いて、図 4 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜5 7を加工する。

詳細には、レジストパターン66をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用いて、第4の層間絶縁膜5 7、ここでは上層絶縁膜56及び下層絶縁膜5 5の

上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜5 7には、レジストパターン66の開口66a に倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる微細な複数の第 の開口67c が形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレジストパターン66を除去する。

０128 続いて、図 4 に示すよぅに、複数の第 の開口67c の周囲を覆ぅ上部保護層6 を

形成する。

詳細には、先ず、全面に上部保護層6 を形成する。上部保護層6 としては、例え

ば材料としてポリイミドを用いて堆積する。

次に、第 の開口67c の形成部位を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口を形

成する。この開口が第2の開口6 7dとなり、第 の開口67c と整合した部位でこれら第

の開口67c と一体ィヒしている。

０129 続いて、図 4 に示すよぅに、金属保護膜6 9を形成する。

変形例6では、上述した第 及び第2の開口67c 67d の形成工程を含むいわゆる

ダマシン法にこではデュアルダマシン法) により金属保護膜6 9を形成する。以上によ

り、 e を完成させる。

０13０ 詳細には、先ず、一体の溝とされてなる第 及び第2の開口67c 67d の壁面に例

えぼ を例えば OC 法により堆積してバリア膜 (不図示) を形成し、続いてバリ

ア膜上にメッキシード膜 (不図示) を形成した後、メッキ法により第 及び第2の開口6

7c 67d 内を埋め込むよぅに耐湿性の金属、ここではC (又はC 合金等) を堆積す

る。その後、上部保護層6 をストッパ一としてC の表層 (及びメッキシード膜 ) をC

P法により除去し、C により第 及び第2の開口6 7c 67d 内を充填し、パッド電極54

a上でこれと電気的に接続されてなる金属保護膜6 9を形成する。ここで、外部との電

気的接続を図るためのパッド電極が、パッド電極54aと金属保護膜6 9とが積層された

2層構造に形成されており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜6 9が

担ぅことになる。



０131 更に、変形例6では、金属保護膜6 9は、厚い(例えば ００ 程度)ｱ部保護層6

と同等の深さに形成された開口 dと同一の膜厚に形成されており、更には上層絶

縁膜5 6及び下層絶縁膜5 5の上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜5 5b) に形成された

第 の開口67c 内のC を介してパッド電極54aと接続されている。このよぅに、金属保

護膜6 9はパッド電極54aと積極的に離間するよぅに形成されており、パッド電極の機

能検査時の針当てにより金属保護膜6 9の表面に当接痕が付いたとしても、パッド電

極54 a及び金属保護膜6 9のパッド電極としての導電性及び配線との接続性を十分

に確保することができる。

０132 以上説明したよぅに、変形例6によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。

０133 変形例7

本例では、第 の実施形態の変形例2で開示した e山女 の構成に加え、上層絶

縁膜5 6の形成態様が異なる。

図 5は、変形例7による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

０134 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０135 続いて、図5 と同様、図 5 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えば OSを用いたC 法により、シリコン酸化膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。

０136 続いて、図 5 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜 5 5の表面を平坦化する。このC Pに

おいて、第2の配線54の表面が露出しない限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え



ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 5 及び図 5 の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

０137 続ぃて、図 5C に示すよぅに、下層絶縁膜5 5に開口55a を形成した後、上層絶縁

膜5 6を形成する。

詳細には、先ず、所定のいジストパターン (不図示) を用ぃて下層絶縁膜5 5を加工

し、パッド電極54aの表面の一部を露出させる開口8０を形成する。

次に、開口8０の内壁面を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する

。上層絶縁膜5 6としては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機

能を有する材料の膜、例えばシリコン窒ィロ膜をC 法により例えば4００ 程度の

膜厚に形成する。

その後、上記のいジストパターンを灰化処理等により除去する。

０138 続ぃて、図 5 に示すよぅに、上層絶縁膜5 6を加工する。

詳細には、所定のいジストパターン (不図示) を用ぃて上層絶縁膜5 6を加工し、下

層絶縁膜5 5の開口8０と整合した部位で、当該開口8０よりも 心ぃサイズでパッド電

極54aの表面の一部を露出させる開口8 を形成する。このとき、上層絶縁膜5 6は、

下層絶縁膜5 5上から開口8０の側壁面にかけて覆ぅよぅに形成される。下層絶縁膜5

5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

その後、上記のいジストパターンを灰化処理等により除去する。

０139 続ぃて、図 5 に示すよぅに、金属保護膜5 9 63を同時にパターン形成する。

詳細には、先ず、開口8 内を含む第4の層間絶縁膜5 7上に、耐湿性の金属、ここ

では を材料として、例えばスパッタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、

1膜を形成する。ここで、耐湿性の金属としては、 の代わりに 等の 合金、

や O C 、又はこれらの積層膜等を用ぃても良ぃ。

０14０ 次に、この 1膜をいジストパターン (不図示) を用ぃたドライェッチングにより、上層

絶縁膜5 6をェッチングストッパ一として用ぃて加工し、パッド電極54a上でこれと電気

的に接続されてなる金属保護膜5 9と、上層絶縁膜5 6上で金属保護膜5 9 (パッド電

極54a) と電気的に絶縁した状態で当該パッド電極54aの周囲を囲む金属保護膜6 3



とを同時にパターン形成する。ここで、外部との電気的接続を図るためのパッド電極

が、パッド電極54aと金属保護膜5 9とが積層された2層構造に形成されており、パッ
ド電極としての機能は実際上では金属保護膜5 9が担ぅことになる。

その後、灰ィロ処理等により上記のいジストパターンを除去する。

０14 1 このよぅに、金属保護膜5 9がパッド電極54aを覆ぃ、金属保護膜6 3がパッド電極5

4aの形成部位を除くシリコン半導体基板 ０の上方全面を覆ぅよぅに形成されてぃる。

ここで、水・水素が最も浸入し易ぃと考えられるパッド電極54aの形成部位及びその

周囲が、耐湿性を有する金属保護膜5 9 6 3により覆われることにより、水・水素の内

部への侵入が効率的に遮断される。

０142 変形例7では、下層絶縁膜5 5の表面が平坦ィビされてぃるため、下層絶縁膜5 5上

に形成される上層絶縁膜5 6 はカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。これと

共に、金属保護膜5 9及び上層絶縁膜5 6 に形成された金属保護膜6 3も同様にカバ

レソジに優れ、例えばパッケージング時におけるダメージに対する耐性が大幅に向

上する。更に、上層絶縁膜5 6 が下層絶縁膜5 5の開口8０の側壁面まで覆ぅよぅに形

成されてぃるため、当該側壁面の露出に起因する水素の内部への浸入が可及的に

防止される。このよぅに、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜5 9 6 3がカバレソジに優れ

た状態に形成され、上層絶縁膜5 6 が開口8０の側壁面に亘るまで形成されることによ

り、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜5 9 6 3の水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮さ

せることができる。この構成により、強誘電体キヤパシタ構造3０の特性劣化を確実に

防止することが可能となる。

０143 続ぃて、図 5 に示すよぅに、金属保護膜5 9の周囲を覆ぅ上部保護層6 を形成す
る。

詳細には、先ず、金属保護膜5 9を覆ぅよぅに金属保護膜6 3上に上部保護層6 を

形成する。上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用ぃて堆積する。

次に、金属保護膜5 9の表面の一部を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 a

を形成する。以上により、 eR 去 を完成させる。

０144 以上説明したよぅに、変形例7によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高ぃ e



が実現する。

０145 なお、変形例7では、変形例2の構成を前提として上層絶縁膜5 6を下層絶縁膜5 5

の開口8０の側壁面に亘るまで形成した場合を例示したが、この構成に限定されるこ

となく、例えば第 の実施形態、変形例 ，3，4等の構成を前提として適用しても好適

である。

０146 (第2の実施形態)

本実施形態では、第 の実施形態で開示した e山女 におぃて、金属保護膜のパ

、ソド電極54 との接続態様が異なる。

図 6は、第2の実施形態による e山女 の製造方法のぅち、主要工程を示す概略

断面図である。

０147 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０148 続ぃて、図5 と同様、図 6 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えぼ OSを用ぃたC 法により、シリコン酸ィロ膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされてぃる。

０149 続ぃて、図 6 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 6 及び図 6 の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

０15０ 続ぃて、図 6Cに示すよぅに、上層絶縁膜5 6及びいジストパターン6 6を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層絶縁膜5 6と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の



膜、例えばシリコン窒ィロ膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

０151 次に、上層絶縁膜5 6の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフイ一により

加工して、上層絶縁膜5 6のパッド電極54aの上方に整合する部位に複数の微細な

開口66a を有するレジストパターン66を形成する。

０152 続ぃて、図 6 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜5 7を加工する。

詳細には、レ、ジストパターン66をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、第4の層間絶縁膜5 7、ここでは上層絶縁膜5 6及び下層絶縁膜5 5の

上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜5 7 には、レジストパターン66の開口66a に倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる微細な複数のビア孔7０が形成される。

その後、灰化処理等によりレジストパターン66を除去する。

０153 続ぃて、図 6 に示すよぅに、パッド電極54aと接続される導電プラグ7 を形成す
る。

詳細には、ビア孔7０を埋め込むよぅに例えばW膜を形成する。その後、C P法に

より上層絶縁膜5 6をストッパ一としてW膜を研磨し、ビア孔7０をWで埋め込む導電プ

ラグ7 を形成する。

０154 続ぃて、図 6 に示すよぅに、金属保護膜72及び上部保護層6 を形成する。

詳細には、先ず、上層絶縁膜5 6上に、耐湿性の金属、ここでは を材料として、例

えばスパッタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、 膜を形成する。ここで、

耐湿性の金属としては、A の代わりに 等の 合金、 や C

又はこれらの積層膜等を用ぃても良ぃ。

０155 次に、この 1膜をいジストパターン (不図示) を用ぃたドライェッチングにより、上層

絶縁膜5 6をェッチングストッパ一として用ぃて加工し、上層絶縁膜5 6上で導電プラ

グ7 を介してパッド電極54 と電気的に接続されてなる金属保護膜72をパターン形

成する。ここで、外部との電気的接続を図るためのパッド電極が、パッド電極54aと金

属保護膜72とが導電プラグ7 を介して積層された2層構造に形成されており、パッド

電極としての機能は実際上では金属保護膜72が担ぅことになる。



その後、灰ィロ処理等により上記のいジストパターンを除去する。

０156 次に、金属保護膜72を覆ぅよぅに上層絶縁膜5 6上に上部保護層6 を形成する。

上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用ぃて堆積する。

次に、金属保護膜72の表面を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 aを形成

する。以上により、 e山女 を完成させる。

０157 本実施形態では、下層絶縁膜5 5の表面が平坦ィビされてぃるため、下層絶縁膜5 5

上に形成される上層絶縁膜5 6はカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。これ

と共に、平坦な上層絶縁膜5 6上に導電プラグ7 と接続されるよぅに形成される金属

保護膜72も同様にカバレソジに優れ、例えばパッケージング時におけるダメージに

対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜72がカ

バレソジに優れた状態に形成されることにより、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜72の

水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮させることができる。この構成により、強誘電体

キヤパシタ構造3０の特性劣ィビを確実に防止することが可能となる。

０158 更に、本実施形態では、金属保護膜72は、導電プラグ7 を介してパッド電極54a

と接続されてぃる。このよぅに、金属保護膜72はパッド電極54aと積極的に離間する

よぅに形成されており、パッド電極の機能検査時の針当てにより金属保護膜72の表

面に当接痕が付ぃたとしても、導電プラグ7 にまで当接痕が及ぶ懸念はなく、パッド

電極54a及び金属保護膜72のパッド電極としての導電性及び配線との接続性を十

分に確保することができる。

０159 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部

侵入を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高

ぃ e山女 が実現する。

０16０ (変形例)

以下、第2の実施形態の緒変形例につぃて説明する。これらの変形例では、第2の

実施形態で開示した構成部材等と同様のものにつぃては、同符号を付して詳しぃ説

明を省略する。

０161 変形例

本例では、第2の実施形態で開示した e山女 の構成に加え、金属保護膜がパッ



ド電極54aの周囲を囲むよぅに形成されてぃる。

図 7は、変形例 による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

０162 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０ 63 続ぃて、図5 と同様、図 7 に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えば OSを用ぃたC 法により、シリコン酸化膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされてぃる。

０164 続ぃて、図 7 に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 7 及び図 7 の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

０165 続ぃて、図 7Cに示すよぅに、上層絶縁膜5 6及びいジストパターン6 6を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層絶縁膜5 6と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒ィロ膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

０166 次に、上層絶縁膜5 6の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフイ一により

加工して、上層絶縁膜5 6のパッド電極54aの上方に整合する部位に複数の微細な

開口66a を有するレジストパターン6 6を形成する。

０ 67 続ぃて、図 7 に示すよぅに、第4の層間絶縁膜 5 7を加工する。

詳細には、レジストパターン6 6をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一



として用いて、第4の層間絶縁膜5 7、ここでは上層絶縁膜5 6及び下層絶縁膜5 5の

上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜5 7 には、レジストパターン66の開口66a に倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる微細な複数のビア孔7０が形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレジストパターン66を除去する。

０168 続いて、図 7 に示すよぅに、パッド電極54aと接続される導電プラグ7 を形成す
る。

詳細には、ビア孔7０を埋め込むよぅに例えばW膜を形成する。その後、C P法に

より上層絶縁膜5 6をストッパ一としてW膜を研磨し、ビア孔77をWで埋め込む導電プ

ラグ7 を形成する。

０169 続いて、図 7 に示すよぅに、金属保護膜72 73を同時にパターン形成した後、

上部保護層6 を形成する。

詳細には、先ず、上層絶縁膜5 6上に、耐湿性の金属、ここでは を材料として、例

えばスパッタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、 膜を形成する。ここで、

耐湿性の金属としては、A の代わりに 等の 合金、 や O C

又はこれらの積層膜等を用いても良い。

０17０ 次に、この 1膜をいジストパターン (不図示) を用いたドライェッチングにより、上層

絶縁膜5 6をェッチングストッパ一として用いて加工する。このとき、上層絶縁膜5 6上

でいジストパターンに倣って 膜が除去され、開ロ73a が形成される。このェッチング

により、上層絶縁膜5 6上で導電プラグ7 を介してパッド電極54aと電気的に接続さ

れてなる金属保護膜72と、上層絶縁膜5 6上で金属保護膜72 (パッド電極54a) と電

気的に絶縁した状態で当該パッド電極54aの周囲を囲む金属保護膜73とが同時に

パターン形成される。ここで、外部との電気的接続を図るためのパッド電極が、パッド

電極54aと金属保護膜72とが導電プラグ7 を介して積層された2層構造に形成され

ており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜72が担ぅことになる。

その後、灰化処理等により上記のいジストパターンを除去する。

０171 次に、金属保護膜72を覆ぅよぅに金属保護膜73上に上部保護層6 を形成する。

上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用いて堆積する。



次に、金属保護膜72の表面を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 aを形成

する。以上により、 e山女 を完成させる。

０172 金属保護膜72 73を平面視した様子を図 8に示す。

このよぅに、金属保護膜72がパッド電極54aを覆い、金属保護膜73がパッド電極5

4aの形成部位を除くシリコン半導体基板 ０の上方全面を覆ぅよぅに形成されている。

ここで、水・水素が最も浸入し易いと考えられるパッド電極54aの形成部位及びその

周囲が、耐湿性を有する金属保護膜72 73により覆われることにより、水・水素の内

部への侵入が効率的に遮断される。

０173 変形例 では、下層絶縁膜5 5の表面が平坦ィビされているため、下層絶縁膜5 5上

に形成される上層絶縁膜5 6はカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。これと

共に、平坦な上層絶縁膜5 6上に導電プラグ7 を介して形成される金属保護膜72

及び上層絶縁膜5 6上に形成される金属保護膜73も同様にカバレソジに優れ、例え

ばパッケージング時におけるダメージに対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、

上層絶縁膜5 6及び金属保護膜72 73がカバレソジに優れた状態に形成されること

により、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜72 73の水・水素の遮蔽機能を最大限に発

揮させることができる。この構成により、強誘電体キヤパシタ構造3０の特性劣ィビを確

実に防止することが可能となる。

０174 更に、変形例 では、金属保護膜72は、導電プラグ7 を介してパッド電極54aと接

続されている。このよぅに、金属保護膜72はパッド電極54aと積極的に離間するよぅに

形成されており、パッド電極の機能検査時の針当てにより金属保護膜72の表面に当

接痕が付いたとしても、導電プラグ7 にまで当接痕が及ぶ懸念はなく、パッド電極54

及び金属保護膜72のパッド電極としての導電性及び配線との接続性を十分に確保

することができる。

０175 以上説明したよぅに、変形例 によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。

０176 変形例2

本例では、第2の実施形態で開示した e山女 の構成において、金属保護膜の形



成態様が異なる。

図 9は、変形例2による e の製造方法のうち、主要工程を示す概略断面図

である。

０177 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図4 (図5 )の各工程を経て、 OSトランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０178 続いて、図5 と同様、図 g に示すように、第2の配線54を覆うように下層絶縁膜

5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆うように下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えぼ OSを用いたC 法により、シリコン酸ィロ膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされている。

０179 続いて、図 9 に示すように、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おいて、第2の配線54の表面が露出しない限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるように、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図 g 及び図 g の工程に代わって図6のようにしても良い。

０18０ 続いて、図 9C に示すように、レ、ジストパターン6 6を形成する。

詳細には、下層絶縁膜5 5の全面にレジストを塗布し、このレ、ジストをリソグラフィー

により加工して、下層絶縁膜5 5のパッド電極54aの上方に整合するき日ィ立に複数の微

細な開口66a を有するレジストパターン6 6を形成する。

０181 続いて、図 9 に示すように、下層絶縁膜5 5を加工する。

詳細には、レジストパターン6 6をマスクとし、パッド電極54aをエッチングストッパ一

として用いて、下層絶縁膜5 5の上層部位 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライエッチ

ングする。このとき下層絶縁膜5 5には、レジストパターン6 6の開口66a に倣ってパッ
ド電極54aの表面の一部を露出させる微細な複数のビア孔75が形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレ、ジストパターン6 6を除去する。



０182 続ぃて、図 9 に示すよぅに、パッド電極54aと接続される導電プラグ76及び第2の

開口67b を有する上層絶縁膜5 6を形成する。

詳細には、先ず、ビア孔75を埋め込むよぅに例えばW膜を形成する。その後、C

P法により下層絶縁膜5 5をスト、ソパ一としてW膜を研磨し、ビア孔75をWで埋め込む

導電プラグ76を形成する。

０183 次に、導電プラグ76上を含む下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層

絶縁膜5 6 としては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有

する材料の膜、例えばシリコン窒ィロ膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に

形成する。下層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成され

る。

０184 次に、この上層絶縁膜5 6をいジストパターン (不図示) を用ぃたドライェッチングによ

り加工し、パッド電極54aの上方に整合した部位で複数のビア孔76を露出させる開

口5 7bを形成する。

その後、灰ィロ処理等により上記のいジストパターンを除去する。

０185 続ぃて、図 9 に示すよぅに、金属保護膜77及び上部保護層6 を形成する。

詳細には、開口5 7bを埋め込むよぅに上層絶縁膜5 6上に、耐湿性の金属、ここで

は を材料として、例えばスパッタ法により例えば8００ 程度の膜厚に堆積し、

膜を形成する。ここで、耐湿性の金属としては、 の代わりに 等の 合金、

や O C 等を用ぃても良ぃ。

０186 次に、例えばC P法により上層絶縁膜5 6をストッパ一として、上層絶縁膜5 6の表

面が露出するまで 膜を表面研磨する。このとき、開口5 7b内のみを充填するよぅに

膜が残り、パッド電極54aと導電プラグ76を介して電気的に接続されてなる金属保

護膜77が形成される。ここで、外部との電気的接続を図るためのパッド電極が、パッ
ド電極54aと金属保護膜77とが導電プラグ76を介して積層された2層構造に形成さ

れており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜7 7が担ぅことになる。

０187 次に、金属保護膜77を覆ぅよぅに上層絶縁膜5 6上に上部保護層6 を形成する。

上部保護層6 としては、例えば材料としてポリイミドを用ぃて堆積する。

次に、金属保護膜77の表面を露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 aを形成



する。以上により、 e山女 を完成させる。

０188 変形例2では、下層絶縁膜5 5の表面が平坦ィビされており、金属保護膜77を形成

する際に上記のよぅにC P法を用いることができる。この場合、下層絶縁膜5 5上に

形成される上層絶縁膜5 6と、金属保護膜7 7とが同一平面を形成するよぅに表面平

坦ィビされる。そのため、上層絶縁膜5 6及び金属保護膜77は共にカバレソジに優れ、

均一な膜厚に形成される。従って、金属保護膜77の例えばパッケージング時におけ

るダメージに対する耐性が大幅に向上する。このよぅに、上層絶縁膜5 6及び金属保

護膜77がカバレソジに優れた状態に形成されることにより、上層絶縁膜5 6及び金属

保護膜77の水・水素の遮蔽機能を最大限に発揮させることができる。この構成により

、強誘電体キヤパシタ構造3０の特性劣ィビを確実に防止することが可能となる。

０189 更に、変形例2では、金属保護膜77は、導電プラグ76を介してパッド電極54aと接

続されている。このよぅに、金属保護膜77はパッド電極54aと積極的に離間するよぅに

形成されており、パッド電極の機能検査時の針当てにより金属保護膜77の表面に当

接痕が付いたとしても、導電プラグ76にまで当接痕が及ぶ懸念はなく、パッド電極54

及び金属保護膜77のパッド電極としての導電性及び配線との接続性を十分に確保

することができる。

０19０ 以上説明したよぅに、変形例2によれば、比較的簡易な構成で水・水素の内部侵入

を確実に防止し、強誘電体キヤパシタ構造3０の高性能を保持する信頼性の高い e

が実現する。

０191 変形例3

本例では、第2の実施形態で開示した e山女 の構成において、金属保護膜の形

成態様が異なる。

図2０は、変形例3による e の製造方法のぅち、主要工程を示す概略断面図

である。

０192 先ず、第 の実施形態と同様に、図 ～図 ，図2 ～図2 ，図3 ，図3 及び

図 (図5 )の各工程を経て、 S トランジスタ2０、強誘電体キヤパシタ構造3０、第

の配線4 5、第2の配線54等を形成する。

０193 続いて、図5 と同様、図2０ に示すよぅに、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜



5 5を形成する。

詳細には、第2の配線54を覆ぅよぅに下層絶縁膜5 5を形成する。下層絶縁膜5 5と

しては、例えぼ OSを用ぃたC 法により、シリコン酸ィロ膜を第2の配線54を埋め

込む膜厚に堆積する。このとき、下層絶縁膜5 5の表面は第2の配線54の形状を反

映した凹凸状とされてぃる。

０194 続ぃて、図2０ に示すよぅに、下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィビする。

詳細には、例えばC P法により下層絶縁膜5 5の表面を平坦ィトする。このC Pに

おぃて、第2の配線54の表面が露出しなぃ限度で下層絶縁膜5 5が所定膜厚、例え

ば O O 程度となるよぅに、下層絶縁膜5 5を表面研磨する。

ここで、第 の実施形態と同様に、表面が平坦な下層絶縁膜5 5を形成する際に、

図2０ 及び図2０ の工程に代わって図6のよぅにしても良ぃ。

０195 続ぃて、図2０Cに示すよぅに、上層絶縁膜5 6及びいジストパターン6 6を形成する。

詳細には、先ず、下層絶縁膜5 5上に上層絶縁膜5 6を形成する。上層絶縁膜5 6と

しては、下層絶縁膜5 5よりもェッチングレートが低く水素の遮蔽機能を有する材料の

膜、例えばシリコン窒化膜をC 法により例えば4００ 程度の膜厚に形成する。下

層絶縁膜5 5及び上層絶縁膜5 6から、第4の層間絶縁膜5 7が構成される。

０196 次に、上層絶縁膜5 6の全面にいジストを塗布し、このいジストをリソグラフィーにより

加工して、上層絶縁膜5 6のパッド電極54aの上方に整合する部位に複数の微細な

開口66a を有するレジストパターン6 6を形成する。

０197 続ぃて、図2０ に示すよぅに、第4の層間絶縁膜5 7を加工する。

詳細には、レジストパターン6 6をマスクとし、パッド電極54aをェッチングストッパ一

として用ぃて、第4の層間絶縁膜5 7、ここでは上層絶縁膜5 6及び下層絶縁膜5 5の

上層き日ィ立 (図6Cの例では絶縁膜5 5b)をドライェッチングする。このとき第4の層間絶

縁膜5 7 には、レジストパターン6 6の開口66a に倣ってパッド電極54aの表面の一部

を露出させる微細な複数のビア孔7０が形成される。

その後、灰ィロ処理等によりレジストパターン6 6を除去する。

０198 続ぃて、図2０ に示すよぅに、パッド電極54aと接続される導電プラグ7 を形成す

る。



詳細には、ビア孔7０を埋め込むよぅに例えばW膜を形成する。その後、C P法に

より上層絶縁膜5 6をストッパ一としてW膜を研磨し、ビア孔7０をWで埋め込む導電プ

ラグ7 を形成する。

０199 続いて、図2０ に示すよぅに、複数の導電プラグ7 の周囲を覆ぅ上部保護層6 を

形成する。

詳細には、先ず、全面に上部保護層6 を形成する。上部保護層6 としては、例え

ば材料としてポリイミドを用いて堆積する。

次に、パッド電極54aの上方に整合した部位で複数の導電プラグ7 の形成部位を

露出させるよぅに、上部保護層6 に開口6 aを形成する。

０2００ 続いて、図2０ に示すよぅに、金属保護膜78を形成する。

詳細には、先ず、開口6 a 内を含む上部保護層6 上に、耐湿性の金属、ここでは

を材料として、例えばスパッタ法により を堆積して 膜を形成する。この場合、

1膜を開口6 aの深さよりも厚い膜厚、例えば ００ 程度に形成する。ここで、耐湿

性の金属としては、 の代わりに 等の 合金、 や C 、又は

これらの積層膜等を用いても良い。

０2０1 次に、例えばC P法により上部保護層6 をストッパ一として、上部保護層6 の表

面が露出するまで 膜を表面研磨する。このとき、開口6 a内のみを充填するよぅに

膜が残り、上層絶縁膜5 6上で導電プラグ7 を介してパッド電極54aと電気的に接

続されてなる金属保護膜78が形成される。ここで、外部との電気的接続を図るための

パッド電極が、パッド電極54aと金属保護膜78とが導電プラグ7 を介して積層された

2層構造に形成されており、パッド電極としての機能は実際上では金属保護膜78が

担ぅことになる。

以上により、 e山女 を完成させる。

０2０2 変形例3では、下層絶縁膜5 5の表面が平坦ィビされており、金属保護膜78を形成

する際に上記のよぅにC P法を用いることができる。この場合、下層絶縁膜5 5上に

上層絶縁膜5 6を介して形成される上部保護層6 と、金属保護膜78とが同一平面を

形成するよぅに表面平坦ィビされる。そのため、上層絶縁膜5 6、上部保護層6 及び金

属保護膜78は共にカバレソジに優れ、均一な膜厚に形成される。従って、金属保護



膜78の例えばパッケージング時におけるダメージに対する耐性が大幅に向上する。

このよぅに、上層絶縁膜56、上部保護層6 及び金属保護膜78がカバレソジに優れ

た状態に形成されることにより、上層絶縁膜56及び金属保護膜78の水・水素の遮蔽

機能を最大限に発揮させることができる。この構成により、強誘電体キヤパシタ構造3

の特性劣ィビを確実に防止することが可能となる。

０2０3 更に、変形例3では、金属保護膜78は、導電プラグ7 を介してパッド電極54aと接

続されている。このよぅに、金属保護膜78はパッド電極54aと積極的に離間するよぅに

形成されており、パッド電極の機能検査時の針当てにより金属保護膜78の表面に当

接痕が付いたとしても、導電プラグ7 にまで当接痕が及ぶ懸念はなく、パッド電極54

及び金属保護膜78のパッド電極としての導電性及び配線との接続性を十分に確保

することができる。

産業上の利用可能，性

０2０4 本発明によれば、比較的簡易な構成で十分な水・水素の内部侵入を確実に防止し

、キヤパシタ構造、特に強誘電体キヤパシタ構造の高性能を保持する信頼性の高い
半導体装置を実現することができる。



請求の範囲

半導体基板と、

前記半導体基板の上方に形成されており、下部電極と上部電極とにより誘電体膜

を挟持してなるキヤパシタ構造と、

前記キヤパシタ構造の上方に形成されており、前記キヤパシタ構造と電気的に接続

されてなる配線構造と、

前記配線構造と電気的に接続されており、外部との電気的接続を図るためのパッド

電極と、

前記パッド電極の一部を覆い、表面が平坦ィビされてなる絶縁膜と、

前記絶縁膜上に形成された耐湿性の金属材料からなる金属保護膜と

を含むことを特徴とする半導体装置。

2 前記金属保護膜は、前記パッド電極上で当該パッド電極と接続されており、前記パ

、ソド電極と共に2層パッド構造を構成することを特徴とする請求項 に記載の半導体

3 前記金属保護膜は、前記パッド電極上で当該パッド電極と接続されており、前記パ

、ソド電極と共に2層パッド構造を構成する第 の保護膜と、前記絶縁膜上で前記第

の保護膜の周囲を当該第 の保護膜と電気的に絶縁した状態で覆ぅ第2の保護膜と

からなることを特徴とする請求項 に記載の半導体装置。

4 前記絶縁膜は、下層部分と、シリコン窒ィロ物からなる上層部分とから構成されてい
ることを特徴とする請求項 に記載の半導体装置。

5 前記上層部分は、前記下層部分に形成された前記パッド電極の一部を露出させる

開口の内壁面を覆ぅよぅに形成されていることを特徴とする請求項4に記載の半導体

6 前記金属保護膜は、前記パッド電極と直接的に接続されていることを特徴とする請

求項2に記載の半導体装置。

7 前記絶縁膜上に絶縁材料からなる上部保護層が形成されており、前記上部保護層

及び前記絶縁膜に形成された前記パッド電極の一部を露出させる開口を充填するよ

ぅに、前記金属保護膜が形成されていることを特徴とする請求項6に記載の半導体装



8 前記絶縁膜は、下層部分と、シリコン窒ィロ物からなる上層部分とから構成されており

前記下層部分に形成された前記パッド電極の一部を露出させる複数の第 の開口

と、前記第 の開口に整合するよぅに前記上層部分に形成された第2の開口とを充填

するよぅに、前記金属保護膜が形成されていることを特徴とする請求項6に記載の半

9 前記金属保護膜は、前記パッド電極と導電プラグを介して接続されていることを特

徴とする請求項2に記載の半導体装置。

０ 前記絶縁膜上に絶縁材料からなる上部保護層が形成されており、前記上部保護層

に形成された開口を充填するよぅに、前記金属保護膜が形成されていることを特徴と

する請求項9に記載の半導体装置。

半導体基板の上方に、下部電極と上部電極とにより誘電体膜を挟持してなるキャパ

シタ構造を形成する工程と、

前記キャパシタ構造の上方に、前記キャパシタ構造と電気的に接続されるよぅに配

線構造を形成する工程と、

前記配線構造と電気的に接続するよぅに、外部との電気的接続を図るためのパッド

電極を形成する工程と、

前記パッド電極を覆ぅよぅに絶縁膜を堆積し、前記絶縁膜の表面を平坦ィビする工程

と、

前記絶縁膜に前記パッド電極の表面の一部を露出させる開口を形成する工程と、

前記開口を充填して前記パッド電極と接続されるよぅに、耐湿性の金属材料からな

る金属保護膜を形成する工程と

を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

2 前記金属保護膜を形成する工程において、前記金属保護膜を、前記開口を充填し

て前記パッド電極と接続される第 の保護膜と、前記絶縁膜上で前記第 の保護膜の

周囲を当該第 の保護膜と電気的に絶縁した状態で覆ぅ第2の保護膜とから構成す
ることを特徴とする請求項皿に記載の半導体装置の製造方法。



3 前記金属保護膜を形成する工程において、前記金属保護膜を、前記開口を充填

するのみの形状に形成することを特徴とする請求項皿に記載の半導体装置の製造

方法。

4 前記絶縁膜を形成する工程の後、前記開口を形成する工程の前に、前記絶縁膜

上に絶縁材料からなる上部保護層を形成する工程を更に含み、

前記開口を形成する工程において、前記上部保護層及び前記絶縁膜に前記パッ
ド電極の表面の一部を露出させるよぅに前記開口を形成し、

前記金属保護膜を形成する工程において、前記金属保護膜を、前記開口を充填

するのみの形状に形成することを特徴とする請求項皿に記載の半導体装置の製造

方法。

5 前記絶縁膜を、下層部分と、シリコン窒ィロ物からなる上層部分とから構成し、

前記開口を、前記下層部分に形成された前記パッド電極の一部を露出させる複数

の第 の開口と、前記第 の開口に整合するよぅに前記上層部分に形成された第2の

開口とから構成し、

前記金属保護膜を形成する工程において、前記第 及び第2の開口を充填するよ

ぅに、前記金属保護膜を形成することを特徴とする請求項皿に記載の半導体装置の

製造方法。

6 半導体基板の上方に、下部電極と上部電極とにより誘電体膜を挟持してなるキヤパ

シタ構造を形成する工程と、

前記キヤパシタ構造の上方に、前記キヤパシタ構造と電気的に接続されるよぅに配

線構造を形成する工程と、

前記配線構造と電気的に接続するよぅに、外部との電気的接続を図るためのパッド

電極を形成する工程と、

前記パッド電極を覆ぅよぅに絶縁膜を堆積し、前記絶縁膜の表面を平坦ィトする工程

と、

前記絶縁膜に前記パッド電極の表面の一部を露出させる複数の接続孔を形成する

工程と、

前記接続孔を充填してなる導電プラグを形成する工程と、



前記導電プラグを介して前記パッド電極と接続されるよぅに、耐湿性の金属材料か

らなる金属保護膜を形成する工程と

を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

7 前記金属保護膜を形成する工程において、前記金属保護膜を、前記導電プラグを

介して前記パッド電極と接続される第 の保護膜と、前記絶縁膜上で前記第 の保護

膜の周囲を当該第 の保護膜と電気的に絶縁した状態で覆ぅ第2の保護膜とから構

成することを特徴とする請求項 6に記載の半導体装置の製造方法。

8 前記絶縁膜を、下層部分と、シリコン窒化物からなる上層部分とから構成し、

前記接続孔を、前記下層部分のみに形成し、

前記上層部分の前記接続孔に整合した部位に開口を形成する工程を更に含み、

前記金属保護膜を形成する工程において、前記金属保護膜を、前記開口を充填

するのみの形状に形成することを特徴とする請求項 6に記載の半導体装置の製造

方法。

9 前記導電プラグを形成する工程の後、前記金属保護膜を形成する工程の前に、前

記絶縁膜上に絶縁材料からなる上部保護層を形成する工程と、

前記上部保護層の前記導電プラグに整合した部位に開口を形成する工程と

を更に含み、

前記金属保護膜を形成する工程において、前記金属保護膜を、前記開口を充填

するのみの形状に形成することを特徴とする請求項 6に記載の半導体装置の製造

方法。
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