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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線と、該第１の配線に接続されたビアと、該ビアに接続された第２の配線とを
有する半導体装置の製造方法であって、
　前記第１の配線上に第１の金属拡散防止膜、層間絶縁膜、エッチングストッパ膜および
層内絶縁膜を順に形成し、
　公知のリソグラフィ工程およびエッチング工程により、前記層間絶縁膜、前記エッチン
グストッパ膜および前記層内絶縁膜に所定の開孔パターンの第１の開孔を形成し、
　前記第１の配線により光が反射するのを防ぐための反射防止膜を塗布して、該反射防止
膜の上面の位置が前記エッチングストッパ膜の下面よりも低くなるように前記第１の開孔
内に該反射防止膜を埋め込んだ第２の開孔を形成し、
　前記層内絶縁膜上に所定のパターンの溝状開孔を有するレジストを形成し、
　前記反射防止膜でエッチングストッパ膜の下面よりも下側の、前記第１の開孔の側壁の
一部を保護しつつ、前記レジストをマスクにしてエッチングを行って、前記層内絶縁膜に
溝状開孔を形成し、前記第２の開孔の前記層間絶縁膜の側壁を該第２の開孔の底部側より
も頂部側ほど該第２の開孔の直径が大きくなるように前記ビアを形成することにより、該
ビアの断面形状において、該ビアの側壁の任意の点における前記第１の配線の表面と平行
な線が前記ビアの中心軸と交わる点と該任意の点と該任意の点における接線が前記中心軸
と交わる点とを結んで形成される角度であるビア側壁角について、前記第１の配線の表面
と平行な線からの俯角を正の角度とし、該第１の配線と平行な線からの仰角を負の角度と
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すると、該ビア側壁角が正の角度であり、かつ前記ビアの断面形状の２つの側壁のうち少
なくとも一方の側壁における該ビアの頂部から底部の間に該ビア側壁角が極大値となる点
を少なくとも２つ有する形状にし、
　前記レジストおよび前記反射防止膜を除去し、
　前記層内絶縁膜に形成された溝状開孔からエッチングすることにより、露出した前記エ
ッチングストッパ膜および前記第１の金属拡散防止膜を除去して前記第２の開孔を含む前
記ビアの開孔と前記第２の配線の溝状開孔を形成し、
　前記ビアの開孔と前記第２の配線の溝状開孔に金属を埋め込んで前記ビアと前記第２の
配線を形成した後、第２の金属拡散防止膜を形成する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、配線と、配線同士を接続するためのビアとを有する半導体装置およびその製造
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
メモリやロジック等の半導体装置には、配線同士をビアで接続した配線構造を有するもの
がある。そして、その配線構造におけるビアの形状がストレスマイグレーションに影響を
及ぼすことについて開示されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
【非特許文献１】
Ｔ．Ｏｓｈｉｍａ，ｅｔ　ａｌ．，“Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆＳｔｒｅｓｓ－Ｉｎ
ｄｕｃｅｄ　Ｖｏｉｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｃｏｐｐｅｒ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｓ”，Ｉ
ＥＤＭ（２００２）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の文献では、ビアの形状がストレスマイグレーションに影響することが言及
されているものの、その解決方法は一切開示されておらず、どのようにすればストレスマ
イグレーションを低減できるのかが不明である。
【０００５】
本発明は上記したような従来の技術が有する問題点を解決するためになされたものであり
、ストレスマイグレーションを低減した半導体装置およびその製造方法を提供することを
目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明の半導体装置は、第１の配線と、該第１の配線に接続さ
れたビアと、該ビアと一体に形成された第２の配線とを有する半導体装置であって、
前記ビアの断面形状において、該ビアの側壁の任意の点における前記第１の配線の表面と
平行な線が前記ビアの中心軸と交わる点と該任意の点と該任意の点における接線が前記中
心軸と交わる点とを結んで形成される角度であるビア側壁角について、前記第１の配線の
表面と平行な線からの俯角を正の角度とし、該第１の配線と平行な線からの仰角を負の角
度とすると、前記ビア側壁角が正の角度であり、かつ前記ビアの断面形状の２つの側壁の
うち少なくとも一方の側壁における該ビアの頂部から底部の間に該ビア側壁角が極大値と
なる点を少なくとも２つ有する構成である。この場合、前記ビアの側壁の任意の点におけ
る前記ビア側壁角が正の角度であることとしてもよい。
【０００７】
また、上記本発明の半導体装置において、前記ビア側壁角が９０度以下であることとして
もよく、前記ビア側壁角が前記極大値の間で連続的な値であることとしてもよく、前記ビ
ア側壁角が前記極大値の間の極小値となる前記ビアの側壁上の点と前記ビアの底部との間
における該ビア側壁角が９０度よりも小さいこととしてもよい。
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【０００８】
さらに、上記本発明の半導体装置において、前記第１の配線上に形成された金属拡散防止
膜を有し、
前記金属拡散防止膜における前記ビア側壁角が９０度よりも小さいこととしてもよい。
【０００９】
　一方、上記目的を達成するための本発明の半導体装置の製造方法は、第１の配線と、該
第１の配線に接続されたビアと、該ビアに接続された第２の配線とを有する半導体装置の
製造方法であって、
　前記第１の配線上に第１の金属拡散防止膜、層間絶縁膜、エッチングストッパ膜および
層内絶縁膜を順に形成し、
　公知のリソグラフィ工程およびエッチング工程により、前記層間絶縁膜、前記エッチン
グストッパ膜および前記層内絶縁膜に所定の開孔パターンの第１の開孔を形成し、
　前記第１の配線により光が反射するのを防ぐための反射防止膜を塗布して、該反射防止
膜の上面の位置が前記エッチングストッパ膜の下面よりも低くなるように前記第１の開孔
内に該反射防止膜を埋め込んだ第２の開孔を形成し、
　前記層内絶縁膜上に所定のパターンの溝状開孔を有するレジストを形成し、
　前記反射防止膜でエッチングストッパ膜の下面よりも下側の、前記第１の開孔の側壁の
一部を保護しつつ、前記レジストをマスクにしてエッチングを行って、前記層内絶縁膜に
溝状開孔を形成し、前記第２の開孔の前記層間絶縁膜の側壁を該第２の開孔の底部側より
も頂部側ほど該第２の開孔の直径が大きくなるようにビアを形成することにより、該ビア
の断面形状において、該ビアの側壁の任意の点における前記第１の配線の表面と平行な線
が前記ビアの中心軸と交わる点と該任意の点と該任意の点における接線が前記中心軸と交
わる点とを結んで形成される角度であるビア側壁角について、前記第１の配線の表面と平
行な線からの俯角を正の角度とし、該第１の配線と平行な線からの仰角を負の角度とする
と、該ビア側壁角が正の角度であり、かつ前記ビアの断面形状の２つの側壁のうち少なく
とも一方の側壁における該ビアの頂部から底部の間に該ビア側壁角が極大値となる点を少
なくとも２つ有する形状にし、
　前記レジストおよび前記反射防止膜を除去し、
　前記層内絶縁膜に形成された溝状開孔からエッチングすることにより、露出した前記エ
ッチングストッパ膜および前記第１の金属拡散防止膜を除去して前記第２の開孔を含む前
記ビアの開孔と前記第２の配線の溝状開孔を形成し、
　前記ビアの開孔と前記第２の配線の溝状開孔に金属を埋め込んで前記ビアと前記第２の
配線を形成した後、第２の金属拡散防止膜を形成するものである。
【００１１】
（作用）
上記本発明では、ビア側壁角が負の角度にならないため、応力の集中を発生させる原因と
なる形状がビア側壁になく、ストレスマイグレーションを低減し、配線の信頼性がより高
くなる。また、ビア側壁角に少なくとも２つの極大値を持ち、これらの極大値間に極小値
を有することから、ビア側壁の中間部でビア開孔径が急激に大きくなり、単純なテーパー
形状よりもビア開孔の実質的なアスペクト比が小さくなる。そのため、金属の埋め込み性
が改善する。
【００１２】
また、本発明では、ビアの側壁の任意の点についてビア側壁角が正の角度であるため、ビ
ア側壁に沿った全周にわたって応力の集中を発生させる原因となる形状がない。
【００１３】
また、本発明では、ビア側壁角が９０度以下であるため、ビア側壁がビア内への金属の埋
め込み性のよい形状になる。そのため、ボイドの発生が抑制される。
【００１４】
また、本発明では、ビア側壁角が極大値の間で連続的な値をとるため、ビア側壁角が９０
度により近くなる極大値をとっても、ビア側壁角が極大値となる側壁上の点の間でビア側
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壁はなだらかな形状になる。そのため、９０度により近い異なる傾斜の間に応力の集中を
発生させる原因となる形状がなく、ストレスマイグレーションがさらに低減される。
【００１５】
また、本発明では、ビア側壁角が極小値となるビアの側壁の点とビアの底部の間における
ビア側壁角が９０度よりも小さいため、ビア内への金属の埋め込み性がより向上する。そ
のため、ボイドの発生をより防止できる。
【００１６】
また、本発明では、第１の配線上の金属拡散防止膜でのビア側壁角が９０度よりも小さい
ため、ビア内への金属の埋め込み性がさらに向上する。そのため、ボイドの発生をさらに
防止できる。
【００１７】
さらに、本発明では、第１の開孔内に反射防止膜を反射防止膜の上面の位置がエッチング
ストッパ膜の下面よりも低くなるように埋め込んだ第２の開孔を形成し、その後のエッチ
ング工程により第２の開孔の側壁が開孔の底部側よりも頂部側ほど開孔の直径が大きくな
るように形成されるため、第２の開孔を含んで形成されるビア開孔への金属の埋め込み性
がよくなる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の半導体装置は、配線と、配線下面に接続されたビアとが一体に形成された配線構
造において、ビア側壁面に応力の集中の原因となる形状を有しないことを特徴とする。
【００１９】
（第１実施例）
本発明の半導体装置の構成について説明する。なお、半導体基板上には、トランジスタ、
抵抗、容量等の半導体素子が形成されるが、半導体素子の構成については従来の半導体装
置と同様なため、その構成についての詳細な説明を省略する。
【００２０】
図１（ａ）は本発明の半導体装置の一構成例を示す断面図であり、図１（ｂ）はその平面
図である。
【００２１】
図１（ａ）に示すように、半導体装置は、図に示さない半導体基板上に形成された下地絶
縁膜１１０上に第１の配線１２０と、第１の配線１２０に接続されたビア１３０と、ビア
１３０に接続された第２の配線１４０とを有する構成である。ビア１３０と第２の配線１
４０は一体となって形成されている。第１の配線１２０、ビア１３０および第２の配線１
４０は、導電性材料の銅（Ｃｕ）と、銅の拡散を防止するためのバリアメタル膜とを有す
る。
【００２２】
第１の配線１２０と同一層に形成される配線同士を絶縁するための第１の層内絶縁膜１１
２が下地絶縁膜１１０上に形成されている。第１の配線１２０上面は、ビア１３０との接
続部位を除いて銅拡散防止のための金属拡散防止膜となるＣａｐ－ＳｉＣＮ膜１５２で覆
われている。第２の配線１４０は第２の層内絶縁膜１１６に形成され、第１の配線１２０
と第２の配線１４０の間には層間絶縁膜１１４が形成されている。第２の配線１４０の上
には金属拡散防止膜のＣａｐ－ＳｉＣＮ膜１５６が形成されている。
【００２３】
下地絶縁膜１１０と第１の層内絶縁膜１１２の間にはエッチングストッパ膜としての役目
を果たすＳｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１５０が形成され、層間絶縁膜１１４と第２の層内絶
縁膜１１６の間にもエッチングストッパ膜となるＳｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１５４が形成
されている。
【００２４】
第１の層内絶縁膜１１２および第２の層内絶縁膜１１６は梯子型の水素化シロキサン（Ｈ
ｙｄｒｏｇｅｎ　Ｓｉｌｏｘａｎｅ）であるＬａｄｄｅｒ　Ｏｘｉｄｅ（以下、Ｌ－Ｏｘ
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（ＮＥＣエレクトロニクス株式会社の商標（出願中））と称する）膜であり、層間絶縁膜
１１４はシリコン酸化膜である。
【００２５】
次に、図１に示した半導体装置の断面形状においてビア側壁の角度について説明する。
【００２６】
図２はビアの断面形状を示す模式図である。
【００２７】
図２では、第１の配線１２０にビア１３０が接続されている。ビア側壁の任意の点ｄにお
ける接線をＬｔとし、点ｄにおける第１の配線の表面と平行な線をＬｐとしている。また
、Ｌｃはビア１３０の中心軸である。点ｄにおける直線Ｌｐが中心軸Ｌｃと交わる点を点
ｅとし、点ｄにおける接線Ｌｔが中心軸Ｌｃと交わる点を点ｆとする。そして、点ｅと点
ｄと点ｆとを結んで形成される角度をビア側壁角θとする。また、このビア側壁角につい
て、直線Ｌｐからの俯角を正の角度とし、直線Ｌｐからの仰角を負の角度とする。
【００２８】
上記ビア側壁角は、図１に示した半導体装置で、第２の配線底部のビア頂部からビア底部
まで０度よりも大きく正の角度の９０度以下になっている。このことを、ビア側壁形状を
示すグラフを用いて以下に説明する。
【００２９】
図３は図１に示した半導体装置のビア側壁形状を示すグラフである。縦軸はビア側壁角の
値を示し、横軸は、図１（ａ）に示したビア側壁をなぞったときのビア頂部からの距離を
示す。点ａはビア頂部を示し、点ｃはビア底部を示す。点ｂは点ａと点ｃの間の中継点を
示す。
【００３０】
図３のグラフに示すように、ビア側壁角は点ａの０度から少しずつ大きくなり、極大値を
過ぎると少しずつ小さくなる。点ｂで極小値になった後、再び少しずつ大きくなって極大
値を過ぎると小さくなって点ｃに至る。このようにビア側壁角は負の角度になることがな
いため、ビア側壁がなめらかに形成されている。また、グラフに示すように、ビア側壁角
は２つの極大値を有し、２つの極大値の間では連続的な値をとり、不連続点を持たない。
ビア側壁角が極小値となる点ｂにおいても、急激に変化することなく、点ｂの前後でなだ
らかに変化している。なお、このグラフでは９０度に達していないが、９０度になる点が
あってもよい。
【００３１】
上記ビア側壁形状のように、ビア側壁角が負の角度にならないため、応力集中の原因とな
る部位が存在しない。そのため、ストレスマイグレーションが低減される。また、ビア側
壁角に少なくとも２つの極大値を持ち、これらの極大値間に極小値を有することから、ビ
ア側壁の中間部でビア開孔の直径（以下、「ビア開孔径」と称する）が急激に大きくなり
、単純なテーパー形状よりもビア開孔の実質的なアスペクト比が小さくなる。そのため、
ビア開孔への銅の埋め込みの際に埋め込み性がよくなる。これらのことから、ビア内のス
トレスマイグレーションを低減し、高信頼性を有する配線が得られる。
【００３２】
なお、図１（ｂ）は第２の配線とビアのパターンを示す平面図である。図１（ｂ）の点ａ
はビア頂部を示し、点ｃはビア底部を示す。図１（ｂ）に示すように、上述したビア側壁
角が同心円上に形成されている。
【００３３】
上記ビア側壁形状について従来の場合について説明する。
【００３４】
図４は従来の半導体装置の一構成例を示す断面図である。なお、従来の半導体装置の膜構
成は図１に示した本発明の半導体装置と同様なため、その詳細な説明を省略する。
【００３５】
図４に示すように、ビア２３０の側壁には、点ｂ’で示す位置に突起が形成されている。
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この形状についてビア側壁角を示すグラフで説明する。
【００３６】
図５は図４に示した半導体装置のビア側壁形状を示すグラフである。
【００３７】
図５に示すように、ビア側壁角は、ビア頂部を示す点ａ’から一旦大きくなるが極大値を
過ぎると小さくなって点ｂ’で負の角度になる。点ｂ’からは再び大きくなってほぼ一定
の値が続いた後、急激に下がって点ｃ’（０度）に至る。このように、ビア側壁角が負の
角度になる位置に突起が形成されている。そのため、突起に応力が集中してストレスマイ
グレーションが起こりやすくなる。また、ビア開孔への銅の埋め込み性が悪くなるため、
ボイドが発生しやすくなる。ボイドが形成されてしまうと、製品の歩留まりが低下したり
、半導体装置の長期間使用によりボイドが成長し、第１の配線１２０と第２の配線１４０
とが断線に至るおそれがある。
【００３８】
次に、図１に示した半導体装置と図４に示した半導体装置の配線構造についてストレスマ
イグレーションの評価を行ったので説明する。なお、ここでは、図１に示した半導体装置
の配線構造による試料を試料Ａとし、図４に示した半導体装置の配線構造による試料を試
料Ｂとする。また、第１の配線を下層配線と称し、第２の配線を上層配線（Ｕｐｐｅｒ－
ｍｅｔａｌ）と称する。
【００３９】
評価には、下層配線、ビア、および上層配線の接続を所定の回数繰り返して形成されたビ
アチェーンＴＥＧ（Ｔｅｓｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）を用いた。また、配線の平
面パターンにおいて配線の長手方向と垂直な方向を配線幅とすると、上層配線の配線幅に
０．２～１０μｍの範囲から数通りの条件を設定した。なお、下層配線の配線幅は一定と
した。
【００４０】
上記条件毎にビアチェーンＴＥＧを複数形成した試料Ａと試料Ｂを温度１５０℃で１６８
時間保管した後、ビアチェーンＴＥＧに電圧を印加して電流が流れるか否かを調べ、電流
が流れない場合をストレスマイグレーション不良とした。
【００４１】
ここで、上層配線の配線幅に上記条件を設けて評価を行うのは、上層配線の配線幅が大き
いほどストレスマイグレーション不良が発生しやすくなるためである。その理由について
以下に説明する。
【００４２】
半導体装置の製造段階における熱処理によって、配線には引っ張り応力が残留する。この
引っ張り応力を緩和するために、金属原子が配線やビアを移動する現象がストレスマイグ
レーションである。ビア内にボイドが発生して上層配線の応力を緩和しようとするが、上
層配線の配線幅が小さい場合にはボイドの体積が小さくても応力が緩和されるのに対して
、配線幅が大きい場合には応力を緩和するために体積のより大きいボイドが必要となる。
そして、ビア内に体積の大きいボイドが発生すると、ビアの断線不良を起こすことになる
。
【００４３】
次に、ストレスマイグレーションの評価結果について説明する。
【００４４】
図６はストレスマイグレーション不良率についての上層配線の配線幅依存性を示すグラフ
である。横軸は上層配線の配線幅であり、縦軸はストレスマイグレーション不良率（以下
、単に「不良率」と称する）である。不良率の値を、試料Ａについては「▽」でプロット
し、試料Ｂについては「●」でプロットした。
【００４５】
図６に示すように、試料Ａでは、上層配線の配線幅が０．２μｍから１０μｍまで大きく
なっても、不良率は０であった。これに対して、試料Ｂでは、上層配線の配線幅が１μｍ
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より大きくなると不良が発生し、配線幅が大きくなるにしたがって不良率も増加している
。上述の理由から、試料Ｂでは上層配線の配線幅が１μｍを超えるとビアの断線を招くボ
イドが発生していると考えられる。
【００４６】
図６に示した結果から、試料Ａの方が試料Ｂよりもストレスマイグレーション特性に優れ
ていることがわかる。これは、試料Ａはビア側壁角が負の角度にならないため応力集中の
原因となる部位が存在しないのに対し、試料Ｂはビア側壁角が負の角度になる位置に突起
が形成されているためである。
【００４７】
次に、図１に示した半導体装置の製造方法について説明する。ここでは、ビア１３０と第
２の配線１４０が一体に形成されるデュアルダマシン法の場合で説明する。
【００４８】
図７乃至図１１は本発明の半導体装置の製造方法を示す断面図である。なお、図に示さな
い半導体基板上にトランジスタおよび抵抗等の半導体素子を形成しているが、半導体素子
の構成については従来と同様なため、その形成方法についての説明を省略する。
【００４９】
図７（ａ）に示すように、上記半導体素子を形成した後、下地絶縁膜１１０としてプラズ
マＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法によりシリコン酸
化膜を４００～７００ｎｍ形成する。続いて、Ｓｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１５０を５０～
７０ｎｍ、第１の層内絶縁膜１１２としてＬ－Ｏｘ膜を４００～７００ｎｍ順に形成し、
その上にレジストを塗布する。そして、公知のリソグラフィ工程によりレジストに溝状開
孔を形成した後、レジストをマスクにして公知のエッチング工程によりＳｔｏｐｐｅｒ－
ＳｉＣ膜１５０と第１の層内絶縁膜１１２を除去し、その後、レジストを除去する。
【００５０】
続いて、バリアメタル膜１２２を形成した後（図７（ｂ））、Ｃｕシード層を形成し、電
解メッキ法によりＣｕシード層の上に銅１２４を形成する（図７（ｃ））。
【００５１】
図７（ｄ）に示すように、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＭｅｃｈａｎｉｃａｌＰｏｌｉｓ
ｈｉｎｇ）法により第１の層内絶縁膜１１２上面が露出するまで銅１２４を研磨して第１
の配線１２０を形成する。
【００５２】
続いて、図８（ｅ）に示すように、Ｃａｐ－ＳｉＣＮ膜１５２を５０～７０ｎｍ、層間絶
縁膜１１４としてシリコン酸化膜を４００～７００ｎｍ、Ｓｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１５
４を５０～７０ｎｍ、第２の層内絶縁膜１１６としてＬ－Ｏｘ膜を４００～７００ｎｍ順
に形成する。
【００５３】
図８（ｆ）に示すように、公知のリソグラフィ工程とエッチング工程により、Ｃａｐ－Ｓ
ｉＣＮ膜１５２の上面の所定の部位が露出するまで、層間絶縁膜１１４、Ｓｔｏｐｐｅｒ
－ＳｉＣ膜１５４および第２の層内絶縁膜１１６を除去して、ビア形成のための第１の開
孔１３４を形成する。
【００５４】
続いて、この後のリソグラフィ工程で第１の配線１２０による反射光がレジストを感光し
ないようにするために、反射防止膜（Ａｎｔｉ－Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｃｏａｔｉｎｇ
：以下、単にＡＲＣと称する）１６０を塗布する（図８（ｇ））。その際、図８（ｆ）に
示した第１の開孔１３４内ではＡＲＣ１６０の上面の位置がＳｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１
５４の下面よりも低くなるようにする。以下では、このようにして第１の開孔１３４にＡ
ＲＣ１６０が埋め込まれた開孔を第２の開孔１３５と称する。また、ＡＲＣ１６０は、ポ
リイミドやノボラック等をベース樹脂にポリビニルフェノールやポリメチルメタクリレー
トを添加した有機膜である。
【００５５】
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図９（ｈ）に示すように公知のリソグラフィ工程によりレジスト１６２を塗布した後、レ
ジスト１６２に第２の配線形成のための溝状開孔１４８を形成する（図９（ｉ））。
【００５６】
レジスト１６２をマスクにして溝状開孔１４８から、ＣＦ4とＡｒの混合ガスを用いて、
ガス混合比ＣＦ4：Ａｒ＝１：５、圧力１３．３～５３．２Ｐａ（１００～４００ｍＴｏ
ｒｒ）の条件でプラズマエッチングすることにより、Ｓｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１５４上
面が露出するまで溝状開孔１４８の第２の層内絶縁膜１１６を除去し、第２の開孔１３５
の層間絶縁膜１１４の側壁が開孔の底部側よりも頂部側ほど開孔径が大きくなるように層
間絶縁膜１１４を削る（図９（ｊ））。その際、層間絶縁膜１１４をＡＲＣ１６０上面よ
りも低い位置までエッチングしないようにする。なお、第２の開孔下のＡＲＣ１６０はビ
ア側壁へのエッチングによる削れを防ぐための保護膜となる。
【００５７】
その後、図１０（ｋ）に示すように、Ｏ2プラズマアッシング処理と有機剥離液処理を行
って、レジスト１６２とＡＲＣ１６０を除去する。続いて、第２の層内絶縁膜１１６に形
成された溝状開孔から、ＣＨＦ3とＯ2とＡｒの混合ガスを用いたプラズマエッチングをす
ることにより、露出したＳｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜１５４とＣａｐ－ＳｉＣＮ膜１５２を
除去してビア開孔１３７と第２の配線の溝状開孔を形成する（図１０（ｌ））。このとき
、Ｃａｐ－ＳｉＣＮ膜１５２におけるビア開孔１３７の側壁について上記ビア側壁角が正
の角度の９０度よりも小さくなってもよい。
【００５８】
そして、バリアメタル膜１４２とＣｕシード層を順に形成し、電解メッキ法により銅１４
４をビア開孔１３７と第２の配線の溝状開孔に埋め込む（図１０（ｍ））。このとき、ビ
ア開孔径はビア底部よりもビア頂部側ほど大きいため、ビア開孔内に形成されたＣｕシー
ド層およびバリアメタル膜１４２のステップカバレッジ（段差被覆性）がよく、銅１４４
の埋め込み性がよい。
【００５９】
続いて、第２の層内絶縁膜１１６の上面が露出するまでＣＭＰ法により銅１４４を研磨し
て第２の配線１４０を形成した後、第２の配線１４０の上面を覆うＣａｐ－ＳｉＣＮ膜１
５６を形成する（図１１（ｎ））。このようにして、図１に示した半導体装置が形成され
る。なお、図１に示した構造を形成した後、さらに層間絶縁膜を形成して、上層に配線を
形成してもよい。
【００６０】
上述の製造方法により、ビア開孔の側壁がビア頂部からビア底部に向かって単調に落ちて
ゆく形状になっている。そのため、ビア底部へ向かって落ちてゆく側壁の途中で水平方向
より上を向くような形状が存在しない。さらに、ビア側壁の中間部でビア開孔径を急激に
大きくできる。
【００６１】
上記本実施例の半導体装置は、ビア側壁がより滑らかになり、かつビア開孔の実質的なア
スペクト比が小さくなることにより、バリアメタル膜形成時のステップカバレッジが向上
し、銅の埋め込みが良好でボイドが内在しないビアおよび配線が形成される。また、この
ような構造ではビア内部での応力集中が発生しにくく、ボイド核生成の起点をなくすこと
ができると考えられる。そのため、ビア内のストレスマイグレーションを低減し、信頼性
のより高い配線が得られる。特に、第２の配線の幅が大きいことにより応力が大きくなっ
ても、応力集中が発生しにくいため、ストレスマイグレーション不良が発生しない。さら
に、ビア側壁の任意の点についてビア側壁角が正の角度になるようにすることで、ビア側
壁に沿った全周にわたって応力の集中を発生させる原因となる形状が形成されない。
【００６２】
なお、図９（ｊ）に示したエッチング工程において、エッチングレートが層間絶縁膜１１
４よりもＡＲＣ１６０の方が大きくなるエッチングガスとしてＣＦ4とＡｒの混合ガスを
用いたが、エッチングレートが層間絶縁膜１１４よりもＡＲＣ１６０の方が小さくなるＣ
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4Ｆ8とＡｒの混合ガスを用いてもよい。また、ＣＦ4のガスに代えてＣ2Ｆ6のガスであっ
てもよい。
【００６３】
（第２実施例）
本実施例は、第１実施例のビア側壁形状を一部に有するビアを備えた半導体装置である。
【００６４】
本実施例の半導体装置について説明する。なお、第１実施例と同様の構成については同一
の符号を付し、その詳細な説明を省略する。また、製造方法については、第１実施例と同
様なため、その説明を省略する。
【００６５】
図１２（ａ）は本実施例の半導体装置の構成を示す断面図であり、図１２（ｂ）はその平
面図である。
【００６６】
図１２（ａ）に示すように、本実施例の半導体装置は、第１の配線１２０と、第１の配線
１２０に接続されたビア１３６と、ビア１３６と一体に形成された第２の配線１４６とを
有する構成である。図１２（ａ）に示すビア側壁の断面形状について、図の左側は第１実
施例と同様な形状であるが、図の右側は第２の配線１４６の上面からビア１３６の底部ま
でビア側壁角が一定である。なお、図の右側の側壁のビア側壁角は０度よりも大きく正の
９０度以下の範囲であればよい。
【００６７】
図１２（ｂ）は第２の配線とビアのパターンを示す平面図である。図１２（ｂ）の点ａ’
’はビア頂部を示し、点ｃ’’はビア底部を示す。図１２（ｂ）に示すように、第２の配
線１４６のパターンがビア１３６から図の左側に伸びている。そのため、第１実施例で示
したようなビア側壁形状が図の右側の側壁部には形成されていない。
【００６８】
本実施例のように、ビア側壁において少なくともビア頂部からビア底部にかけて第１実施
例と同様の形状を有していれば、第１実施例と同様の効果が得られる。
【００６９】
なお、上記第１実施例および第２実施例において、上記第１の配線、ビア、および第２の
配線の材料に銅の金属を用いたが、金属は銅を含む合金であってもよく、また、アルミニ
ウムやタングステン等の他の金属であってもよい。
【００７０】
また、層内絶縁膜に、シリコン酸化膜よりも誘電率の低い低誘電率絶縁膜としてＬ－Ｏｘ
膜を用いたが、Ｌ－Ｏｘ膜に限らず、ＳｉＯＦ膜およびカーボン含有シリコン酸化膜（Ｓ
ｉＯＣ膜）等の無機絶縁膜ならびにメチル基含有シリコン酸化膜および高分子膜等の有機
絶縁膜のうちいずれかであってもよく、これらの低誘電率絶縁膜を含む積層膜であっても
よい。また、層間絶縁膜１１４をシリコン酸化膜としたが、層間絶縁膜１１４が上記低誘
電率絶縁膜を含む膜であってもよい。層内絶縁膜や層間絶縁膜に低誘電率絶縁膜を用いる
ことで、配線間の容量が低減される。
【００７１】
また、エッチングストッパ膜は上記ＳｉＣ膜に限らず、層内絶縁膜とのエッチング選択比
の大きいＳｉＣＮ膜やシリコン窒化膜であってもよい。さらに、金属拡散防止膜は上記Ｓ
ｉＣＮ膜に限らず、金属の拡散を防止する役目を果たすＳｉＣ膜やシリコン窒化膜等の絶
縁膜であってもよい。
【００７２】
【発明の効果】
本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載する効果を奏する。
【００７３】
本発明の半導体装置では、応力の集中を発生させる原因となる形状がビア側壁に形成され
ていないため、ビア内への金属の埋め込み性がよくなり、ボイドの発生を防げる。
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【００７４】
また、ビア側壁に応力の集中を発生させる原因となる形状が形成されないため、ストレス
マイグレーションを低減し、配線の信頼性がより高くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体装置の一構成例を示す断面図および平面図である。
【図２】ビアの断面形状を示す模式図である。
【図３】図１に示した半導体装置のビア側壁形状を示すグラフである。
【図４】従来の半導体装置の一構成例を示す断面図である。
【図５】図４に示した半導体装置のビア側壁形状を示すグラフである。
【図６】ストレスマイグレーション不良率についての上層配線の配線幅依存性を示すグラ
フである。
【図７】本発明の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図８】本発明の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図９】本発明の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１０】本発明の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１１】本発明の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１２】第２実施例の半導体装置の構成を示す断面図および平面図である。
【符号の説明】
１１０　　下地絶縁膜
１１２　　第１の層内絶縁膜
１１４　　層間絶縁膜
１１６　　第２の層内絶縁膜
１２０　　第１の配線
１２２、１４２　　バリアメタル膜
１２４、１４４　　銅
１３０、１３６、２３０　　ビア
１３４　　第１の開孔
１３５　　第２の開孔
１３７　　ビア開孔
１４０、１４６　　第２の配線
１４８　　溝状開孔
１５０、１５４　　Ｓｔｏｐｐｅｒ－ＳｉＣ膜
１５２、１５６　　Ｃａｐ－ＳｉＣＮ膜
１６０　　ＡＲＣ（反射防止膜）
１６２　　レジスト
Ｌｐ　　第１の配線の表面と平行な線
Ｌｃ　　中心軸
Ｌｔ　　接線
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