
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板上に形成され、比誘電率が２ .５未満の第１の絶縁膜及びこの第１の絶縁膜を
被覆する比誘電率が第１の絶縁膜より大きい第２の絶縁膜を有する層間絶縁膜と、この層
間絶縁膜内に埋め込み形成された配線とを具備する半導体装置であって、前記

に凹部が加工形成され、前記 が前記
第１の絶縁膜の凹部に嵌合して

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記凹部は、前記第１の絶縁膜の上面に規則的な配列で複数設けられていることを特徴と
する請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
前記第２の絶縁膜は、前記第１の絶縁膜の凹部の深さ方向に１０ｎｍ以上嵌合しているこ
とを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置。
【請求項４】
前記凹部は、径０ .０１μｍ以上０ .４μｍ以下の開口面を有することを特徴とする請求項
１記載の半導体装置。
【請求項５】
前記凹部は、０ .０２μｍ以上１００μｍ以下のピッチで配列されていることを特徴とす
る請求項２記載の半導体装置。
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第１の絶縁
膜の前記第２の絶縁膜との対向面 第２の絶縁膜の底面

嵌合部を形成しつつ、前記凹部はこの嵌合部下に空間部を
有する



【請求項６】
前記第１の絶縁膜は、シロキサン骨格を有する膜、有機樹脂を主成分とする膜、及びポー
ラス膜からなる群から選択される少なくとも１種であることを特徴とする請求項１乃至
のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項７】
前記第２の絶縁膜は、ＳｉＯ、ＳｉＯＰ、ＳｉＯＦ、ＳｉＯＮ、ＳｉＣ、ＳｉＣＨ、Ｓｉ
ＣＮ、ＳｉＯＣ、及びＳｉＯＣＨからなる群から選択される少なくとも１種の膜であるこ
とを特徴とする請求項１乃至 のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項８】
半導体基板上に比誘電率が２ .５未満の第１の絶縁膜を形成する工程と、この第１の絶縁
膜の表面に凹部を加工形成する工程と、前記凹部が形成された第１の絶縁膜上に比誘電率
が第１の絶縁膜より大きい第２の絶縁膜を

堆積する工程と、これら第１及び第２の絶縁膜に配線埋め込み用の溝
を形成する工程と、前記溝を埋め込むように前記第２の絶縁膜上に配線材料を堆積する工
程と、前記配線材料を研磨することで配線材料を前記溝内に選択的に残置させて埋め込み
配線を形成する工程とを具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
前記凹部は、第１の絶縁膜の表面に複数加工形成されるとともに、これら複数の凹部の開
口面の総面積が前記第１の絶縁膜の表面の０ .０００１％以上５０％以下に設定されるこ
とを特徴とする請求項 記載の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、半導体装置及び半導体装置の製造方法に係り、特に、比誘電率２．５未満の低
誘電率絶縁材料を層間絶縁膜に用いた埋め込み配線構造を有する半導体装置及び半導体装
置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＵＬＳＩの高密度化に伴なって配線の伝播遅延が問題となりつつあり、この問題を
解決するため、層間絶縁膜の低誘電率化、及び配線材料の低抵抗化が進められている。層
間絶縁膜の低誘電率化は、比誘電率が２．５未満の低誘電率絶縁材料を用いることにより
達成することができ、また配線材料の低抵抗化を図るためには、銅配線が注目されている
。
【０００３】
銅配線は、配線材料の低抵抗化には有利なものの微細加工が非常に難しいため、銅配線を
用いた多層配線構造を形成する場合には、一般にダマシン法が用いられている。ダマシン
法においては、まず層間絶縁膜を形成して、所望される配線と同一の幅の溝を設け、その
溝に配線材料を埋め込む。次いで、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉ
ｓｈｉｎｇ（ＣＭＰ）法により余分な金属を層間絶縁膜表面から取り除くことによって、
多層配線構造が形成される。
【０００４】
ここで、層間絶縁膜として機械的強度の小さい低誘電率絶縁材料を用いる場合には、ドラ
イエッチング（プラズマ）耐性、ＣＭＰ耐性などを高めるために、機械的強度のより大き
な絶縁材料を低誘電率絶縁材料上にキャップ層として積層して用いることがある。すなわ
ち、低誘電率絶縁膜とキャップ絶縁膜との積層構造の層間絶縁膜に対し配線溝を設けた後
に、配線材料を埋め込み、ＣＭＰ処理を施して埋め込み配線が形成される（例えば特開２
００１－３５８２１８号）。しかしながら、ＣＭＰ処理や熱処理などの際に、低誘電率絶
縁膜とキャップ絶縁膜との界面で剥離が生じることがあり、半導体装置の信頼性の低下を
引き起こしていた。
【０００５】
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５

５

前記凹部の下方に空間を残しながら前記凹部の
上方を埋めるように

８



【発明が解決しようとする課題】
上述した通り、低誘電率絶縁材料を用いた層間絶縁膜に配線材料を埋め込んで埋め込み配
線を形成する際に、従来の半導体装置では積層構造の層間絶縁膜の剥離が生じることがあ
った。従って、こうした層間絶縁膜の低誘電率化による高性能化を図った半導体装置にお
いて、積層構造の層間絶縁膜に生じる剥離を防止して信頼性を向上することが求められて
いた。
【０００６】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、低誘電率絶縁材料を用いた層間絶
縁膜において、剥離など生じることなく埋め込み配線の形成された高性能な半導体装置を
提供することをその目的としている。さらに本発明の別の目的は、低誘電率絶縁材料を用
いた層間絶縁膜への埋め込み配線の形成に当って、積層構造の層間絶縁膜の剥離を回避で
きる信頼性の高い半導体装置の製造方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するためになされた本発明の一態様は、半導体基板上に形成され、比誘電
率２．５未満の第１の絶縁膜及びこの第１の絶縁膜を被覆する比誘電率が第１の絶縁膜よ
り大きい第２の絶縁膜を有する層間絶縁膜と、この層間絶縁膜内に埋め込み形成された配
線とを具備する半導体装置であって、前記第１の絶縁膜の上面に凹部が加工形成され、前
記第２の絶縁膜の底面が前記第１の絶縁膜の凹部に嵌合してなることを特徴とする。
【０００８】
また本発明の別の態様では、半導体基板上に比誘電率２．５未満の第１の絶縁膜を形成す
る工程と、この第１の絶縁膜の表面に凹部を加工形成する工程と、前記凹部が形成された
第１の絶縁膜上に比誘電率が第１の絶縁膜より大きい第２の絶縁膜を堆積する工程と、こ
れら第１及び第２の絶縁膜に配線埋め込み用の溝を形成する工程と、前記溝を埋め込むよ
うに前記第２の絶縁膜上に配線材料を堆積する工程と、前記配線材料を研磨することで配
線材料を前記溝内に選択的に残置させて埋め込み配線を形成する工程とを具備することを
特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１０】
図１は、本発明の第１実施形態の半導体装置の縦断面図である。図１には、半導体基板上
に形成された（ｎ－１）層から（ｎ＋１）層（ｎは２以上の正数）までの多層配線構造が
示されている。
【００１１】
すなわち、図示しない素子などが形成された半導体基板１０上に、（ｎ－１）層層間絶縁
膜１１が３００ｎｍの厚さで形成され、この層間絶縁膜１１に２０ｎｍの厚さのバリアメ
タル層１２を有する（ｎ－１）層の配線１３が２００ｎｍの厚さで埋め込み形成されてい
る。なお特に図示していないが、配線１３はプラグを介して半導体基板１０の素子などと
電気的に接続されてもよい。
【００１２】
ここで層間絶縁膜１１には、比誘電率２．５未満の低誘電率絶縁材料、比誘電率２．５以
上の絶縁材料のいずれを用いることもできる。また、比誘電率２．５未満の低誘電率絶縁
材料上に、比誘電率のより大きな絶縁材料がキャップ層として設けられた積層構造の層間
絶縁膜であってもよい。これら比誘電率２．５未満の低誘電率絶縁材料や、比誘電率のよ
り大きな絶縁材料については後述する。
【００１３】
またここでのバリアメタル層１２は、Ｔａ、Ｔｉ、Ｎｂや、さらにはこれらの合金、化合
物の単層膜あるいは積層膜で形成することができる。一方配線１３については、Ｃｕ、Ａ
ｌ、Ｗやこれらの合金を用いることが可能である。
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【００１４】
このような配線１３が埋め込まれた層間絶縁膜１１の上には、配線１３の拡散防止膜１４
が５０ｎｍの厚さで形成されている。ここで拡散防止膜１４には、例えばＳｉＮ、ＳｉＣ
、ＳｉＣＮなどを用いることができる。
【００１５】
拡散防止膜１４上には、比誘電率２．５未満の低誘電率絶縁材料からなる２００ｎｍの厚
さの低誘電率絶縁膜１５、及び比誘電率のより大きな絶縁材料からなる１００ｎｍの厚さ
のキャップ絶縁膜１６の積層構造を有するｎ層層間絶縁膜が形成されている。このような
層間絶縁膜において、低誘電率絶縁膜１５には実質的に矩形の開口面を有し、開口径が０
．１μｍで０．２μｍピッチの多数の凹部１７が拡散防止膜１４に達する深さで加工形成
され、これら凹部１７内をキャップ絶縁膜１６が上方から埋めることで、キャップ絶縁膜
１６の底面が凹部１７に嵌合している。さらにこの積層構造の層間絶縁膜には、２０ｎｍ
の厚さのバリアメタル層１８を有するｎ層の配線１９が２００ｎｍの厚さで埋め込み形成
されている。なお、上述した（ｎ－１）層の配線１３とｎ層の配線１９とは、ビアプラグ
を介して電気的に接続されていてもよい。
【００１６】
すなわち図１に示す半導体装置では、キャップ絶縁膜１６の底面が低誘電率絶縁膜１５の
凹部１７に嵌合することで、低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁膜１６との密着強度がア
ンカー効果に基づき向上している。このときキャップ絶縁膜１６は、低誘電率絶縁膜１５
の凹部１７の深さ方向に１０ｎｍ以上嵌合すれば十分なアンカー効果を得ることができる
。従って凹部１７は、１０ｎｍ以上の深さがあれば拡散防止膜１４に達する深さで形成さ
れなくてもよいが、図１に示されるように凹部１７を深く形成し、その底部近傍がキャッ
プ絶縁膜１６で埋め込まれず空間部１７’となる構造とすれば、ｎ層層間絶縁膜の低誘電
率化に有利となる。
【００１７】
ここで凹部１７は、その開口面の径が０．０１μｍ以上０．４μｍ以下程度に設定されれ
ばよい。開口面の径が０．０１μｍ未満だと加工そのものが困難となるうえ、凹部１７内
を上方からキャップ絶縁膜１６で埋めることでキャップ絶縁膜１６の底面を凹部１７に嵌
合させることが難しく、０．４μｍを超えるとキャップ絶縁膜１６の上面に段差が生じる
おそれがある。
【００１８】
なお凹部１７の開口面の形状は、特に上述したような矩形に限定されない。例えば、線幅
が０．０１μｍ以上０．４μｍ以下程度のライン状とすることもできる。また、フォトリ
ソグラフィ技術を利用したパターン形成時の光近接効果などに基づき、矩形の角部が丸み
を帯びた形状であってもよいことは勿論である。
【００１９】
さらに凹部１７は、０．０２μｍ以上１００μｍ以下のピッチで形成されるとよい。この
理由は、０．０２μｍ未満だと低誘電率絶縁膜１５の機械的強度が確保できなくなるおそ
れがあり、１００μｍを超えると低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁膜１６との密着強度
を十分に高めて、界面での剥離を抑えることが困難になるためである。
【００２０】
本発明の第１実施形態において、比誘電率２．５未満の低誘電率絶縁材料からなる低誘電
率絶縁膜１５としては、例えばポリシロキサン、ハイドロジェンシロセスキオキサン、ポ
リメチルシロキサン、メチルシロセスキオキサンなどのシロキサン骨格を有する膜、ポリ
アリーレンエーテル、ポリベンゾオキサゾール、ポリベンゾシクロブテンなどの有機樹脂
を主成分とする膜、多孔質シリカ膜などのポーラス膜で形成することができる。またキャ
ップ絶縁膜１６には、ＳｉＯ、ＳｉＯＰ、ＳｉＯＦ、ＳｉＯＮ、ＳｉＣ、ＳｉＣＨ、Ｓｉ
ＣＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＣＨなどの比誘電率２．５以上の絶縁材料を用いることができる
。
【００２１】
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なおキャップ絶縁膜１６は、ｎ層層間絶縁膜の低誘電率化の観点から２００ｎｍ未満の厚
さで形成されることが好ましい。ただし、低誘電率絶縁膜１５の小さな機械的強度を補っ
てｎ層層間絶縁膜のドライエッチング（プラズマ）耐性、ＣＭＰ耐性を十分高めることが
できるものであれば、キャップ絶縁膜１６として比誘電率２．５未満の絶縁材料を用いる
こともでき、その場合キャップ絶縁膜１６の厚さを２００ｎｍ以上としてもよい。また、
こうしたｎ層層間絶縁膜中に形成されるバリアメタル層１８と配線１９については、（ｎ
－１）層の場合と同様にそれぞれ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｎｂや、さらにはこれらの合金、化合物
の単層膜あるいは積層膜、及びＣｕ、Ａｌ、Ｗやこれらの合金を用いることが可能である
。
【００２２】
さらに、配線１９が埋め込まれた積層構造の層間絶縁膜の上には、例えばＳｉＮ、ＳｉＣ
、ＳｉＣＮなどからなる配線１９の拡散防止膜２０が５０ｎｍの厚さで形成されている。
拡散防止膜２０上には、（ｎ＋１）層層間絶縁膜２１が３００ｎｍの厚さで形成され、こ
の層間絶縁膜２１に、２０ｎｍの厚さのバリアメタル層２２を有する（ｎ＋１）層の配線
２３が２００ｎｍの厚さで埋め込み形成されている。
【００２３】
これら（ｎ＋１）層の層間絶縁膜２１やバリアメタル層２２を有する配線２３についても
、それぞれ（ｎ－１）層の層間絶縁膜１１及びバリアメタル層１２を有する配線１３と同
様の材料を用いることができる。なお、（ｎ＋１）層の配線２３とｎ層の配線１９とは、
ビアプラグを介して電気的に接続されていてもよい。
【００２４】
次に、上述したような本発明の第１実施形態の半導体装置の製造方法について説明する。
図２は、図１に示す半導体装置の製造工程断面図である。
【００２５】
まず、図２（ａ）に示すように、図示しない素子などが形成された半導体基板１０上に、
（ｎ－１）層層間絶縁膜１１を３００ｎｍ塗布法により成膜し、この層間絶縁膜１１に、
Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ（ＲＩＥ）法により図示しない接続孔と深さ
２００ｎｍの配線溝を形成した。次いで、これら接続孔及び配線溝内に、バリアメタル層
１２としてＴａＮ／Ｔａをスパッタリング法により形成し、さらにＣｕをスパッタリング
法及びめっき法により埋め込んだ。
【００２６】
続いて、接続孔及び配線溝外にある層間絶縁膜１１上の余分な金属部分をＣＭＰ法により
取り除き、配線１３を得た。すなわち、ＣＭＰスラリーとしてまずＣＭＳ７３０３／７３
０４（ＪＳＲ社製）を使用して、層間絶縁膜１１上の余分なＣｕを除去し（１ｓｔポリッ
シュ）、この後ＣＭＳ８３０１（ＪＳＲ社製）を使用して、層間絶縁膜１１上の余分なＴ
ａＮ／Ｔａを除去した（２ｎｄポリッシュ）。なお、ここでの具体的な研磨条件は以下の
通りである。
【００２７】
１ｓｔポリッシュの研磨条件
スラリー流量：２５０ｃｃ／ｍｉｎ
研磨パッド：ＩＣ１０００（ＲＯＤＥＬ社製）
荷重：３００ｇ／ｃｍ２

キャリア及びテーブルの回転数：ともに１００ｒｐｍ
研磨時間：２分
２ｎｄポリッシュの研磨条件
スラリー流量：２００ｃｃ／ｍｉｎ
研磨パッド：ＩＣ１０００（ＲＯＤＥＬ社製）
荷重：３００ｇ／ｃｍ２

キャリア及びテーブルの回転数：ともに１００ｒｐｍ
研磨時間：１分
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次に図２（ｂ）に示される通り、配線１３が埋め込まれた層間絶縁膜１１上に、拡散防止
膜１４としてＳｉＣ膜をＣＶＤ法により５０ｎｍ成膜し、続いて拡散防止膜１４上に、低
誘電率絶縁膜１５を２００ｎｍ形成した。具体的には、半導体基板１０を載置したステー
ジを室温下回転数２５００ｒｐｍで回転させながら、メチルシロキサンの溶液を拡散防止
膜１４上に塗布し、大気中８０℃で１分、さらに２００℃で１分と段階的に加熱して溶液
中の溶媒を揮発させた後、窒素雰囲気中４００℃で３０分間加熱して脱水縮合させ、低誘
電率絶縁膜１５としてのポリメチルシロキサン膜（比誘電率２．４）を得た。
【００２８】
次いで、低誘電率絶縁膜１５上に図示しないレジストパターンを形成し、このレジストパ
ターンをマスクとしたＲＩＥ法により、低誘電率絶縁膜１５に開口径０．１μｍの多数の
凹部１７を加工した。エッチングガスとしては、Ｃ４ Ｆ８ ／ＣＯ／Ａｒ／Ｏ２ 混合ガス系
を使用し、凹部１７の底に拡散防止膜１４が露出した時点でエッチングを停止した。
【００２９】
なおここでは、開口径０．１μｍの凹部１７を０．２μｍのピッチで形成したが、凹部１
７の開口パターンはこれに限定されるものではない。例えば、凹部１７の開口面の総面積
が低誘電率絶縁膜１５の表面積の０．０００１％以上５０％以下となる範囲内で、望まし
くはパターン設計を簡便化できるような規則的な配列で形成すればよい。何となれば、開
口面の総面積が０．０００１％未満だと、キャップ絶縁膜を低誘電率絶縁膜１５の凹部１
７に嵌合させてもアンカー効果に基づく密着強度の向上は小さく、逆に５０％を超えると
、低誘電率絶縁膜１５の機械的強度が確保できなくなるおそれが生じることによる。
【００３０】
続いて図２（ｃ）に示される通り、凹部１７を形成した低誘電率絶縁膜１５上に、キャッ
プ絶縁膜１６としてＳｉＣ膜（比誘電率２．９）をＣＶＤ法により１００ｎｍ成膜した。
このときＳｉＣ膜は、凹部１７の底面部近傍に空間部１７’を残しつつ、凹部１７の開口
面付近を埋めるように形成されていた。なおここで、低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁
膜１６との密着強度を十分に高めるうえでは、キャップ絶縁膜１６の下面が凹部１７の開
口面下で凹部１７の内壁面と深さ方向に１０ｎｍ以上連続的に接触するように、少なくと
も凹部１７の開口面付近をキャップ絶縁膜１６で埋めることが望ましい。
【００３１】
次に図２（ｄ）に示すように、こうして形成した低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁膜１
６の積層構造を有するｎ層層間絶縁膜に対し、ＲＩＥ法により接続孔と深さ２００ｎｍの
配線溝を形成した。次いで、接続孔下の拡散防止膜１４をＲＩＥ法により除去したうえで
、（ｎ－１）層層間絶縁膜１１に（ｎ－１）層の配線１３を形成したのと同様の方法によ
り、これら接続孔と配線溝内をバリアメタル層１８としてのＴａＮ／Ｔａを介してＣｕで
埋め込み、余分な金属部分をＣＭＰ法により取り除いて、ｎ層の配線１９を形成した。
【００３２】
さらに、ｎ層の配線１９及びキャップ絶縁膜１６上に、拡散防止膜２０としてＳｉＣ膜を
ＣＶＤ法により５０ｎｍ、（ｎ＋１）層層間絶縁膜２１を塗布法により３００ｎｍ成膜し
た。続いて、層間絶縁膜２１にＲＩＥ法により接続孔と深さ２００ｎｍの配線溝を形成し
、接続孔下の拡散防止膜２０をＲＩＥ法により除去したうえで、（ｎ－１）層層間絶縁膜
１１に（ｎ－１）層の配線１３を形成したのと同様の方法により、これら接続孔と配線溝
内をバリアメタル層２２としてのＴａＮ／Ｔａを介してＣｕで埋め込み、余分な金属部分
をＣＭＰ法により取り除いて（ｎ＋１）層の配線２３を形成し、図１に示される多層配線
構造を得た。この後は、特に図示しないが、全面を図示しない拡散防止膜及び絶縁膜で被
覆し、パッド形成などを行なうことで半導体装置を完成させた。
【００３３】
上述したような本発明の第１実施形態の半導体装置の製造工程において、ＣＭＰ法により
ｎ層の配線１９を形成した際に、低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁膜１６との界面での
剥離は全く発生しなかった。また、ＣＭＰ法により（ｎ＋１）層の配線２３を形成した際
にも、低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁膜１６との界面での剥離の発生は、同様に確認
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されなかった。一方、低誘電率絶縁膜１５に凹部１７を形成しないことを除いて全く同様
に半導体装置を製造した場合は、ＣＭＰ法によるｎ層、（ｎ＋１）層の配線形成の際、ｎ
層の配線が１００μｍ×１００μｍ以上の範囲にわたって存在しないフィールド領域で、
低誘電率絶縁膜とキャップ絶縁膜との界面での剥離が観察された。
【００３４】
すなわち本発明の第１実施形態では、低誘電率絶縁膜及びキャップ絶縁膜の積層構造を有
するｎ層層間絶縁膜において、ｎ層の配線が広範囲にわたって存在しないフィールド領域
でも、低誘電率絶縁膜とキャップ絶縁膜との界面での剥離を防止して信頼性を高めること
ができた。なお、ｎ層の配線が広範囲にわたって存在しないｎ層層間絶縁膜のフィールド
領域にダミー配線を配することによっても、低誘電率絶縁膜とキャップ絶縁膜との界面で
の剥離が抑えられるが、この場合こうしたダミー配線を介した配線間、配線層間の結合容
量の増大を招くことになり、多層配線構造における配線の伝播遅延が懸念される。これに
対し本発明の第１実施形態によると、配線間、配線層間の結合容量を殆ど増大させること
なく、低誘電率絶縁膜とキャップ絶縁膜との界面での剥離の発生が抑制されるので、高性
能で信頼性の高い半導体装置を得ることが可能となる。
【００３５】
さらに、本発明の第２実施形態の半導体装置の縦断面図を図３に示す。この第２実施形態
の半導体装置は、凹部が形成された低誘電率絶縁膜に対し、キャップ絶縁膜が凹部内に空
間部を残すことなく凹部の底面部まで埋めるように積層されている点で図１に示す半導体
装置とは異なっており、それ以外は同様である。以下、図３において図１と同一部分には
同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００３６】
図３に示す半導体装置においては、拡散防止膜１４に達する深さで低誘電率絶縁膜１５に
加工形成された凹部１７に対し、この凹部１７と嵌合しているキャップ絶縁膜１６の底面
が凹部１７の底面部まで到るように、凹部１７をキャップ絶縁膜１６が埋め込んでいる。
ここで、凹部１７の底面部までキャップ絶縁膜１６を埋め込むには、例えば、キャップ絶
縁膜１６を凹部１７内に流動させることが容易な塗布法により、低誘電率絶縁膜１５上に
キャップ絶縁膜１６を成膜すればよい。なお凹部１７は、第１実施形態と同様に、１０ｎ
ｍ以上の深さであれば拡散防止膜１４に達する深さで形成されなくてもよい。
【００３７】
本発明の第２実施形態の構造は、キャップ絶縁膜１６の下面と凹部１７の内壁面との接触
面積が増大しているため、アンカー効果に基づいて低誘電率絶縁膜１５とキャップ絶縁膜
１６との界面での密着強度を高めるうえで、特に有効である。一方で、低誘電率絶縁膜１
５に形成された凹部１７が空間部を残すことなくキャップ絶縁膜１６で埋め込まれる分、
配線間、配線層間の結合容量は多少増大するものの、例えばフィールド領域にダミー配線
を配して層間絶縁膜の密着強度を高める場合などと比べても、こうした結合容量の増大を
実用上問題がない程度に抑えることは十分可能である。
【００３８】
なお、低誘電率絶縁膜及びキャップ絶縁膜の積層構造を有する層間絶縁膜に対し、凹部を
低誘電率絶縁膜の全面でなく、配線が広範囲にわたって存在しないフィールド領域に限っ
て選択的に形成してもよい。この場合、たとえ第２実施形態のように、低誘電率絶縁膜に
形成された凹部が空間部を残すことなくキャップ絶縁膜で埋め込まれたとしても、配線間
、配線層間の結合容量による配線の伝播遅延が最も問題となり易い配線のパターン密度が
高い領域では、低誘電率絶縁膜に凹部が形成されていないため、配線間、配線層間の結合
容量の増大を回避することができる。
【００３９】
さらに本発明は、上述したような各実施形態に何ら限定されるものではない。例えば、第
１、第２実施形態ではいずれもｎ層層間絶縁膜について、キャップ絶縁膜の底面を低誘電
率絶縁膜の凹部と嵌合させた例を示したが、（ｎ－１）層層間絶縁膜あるいは（ｎ＋１）
層層間絶縁膜やその他の任意の層間絶縁膜に対し、同様の低誘電率絶縁膜及びキャップ絶
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縁膜の積層構造を適用することが可能である。また、第１実施形態は低誘電率絶縁膜を塗
布法、キャップ絶縁膜をＣＶＤ法により形成し、第２実施形態は低誘電率絶縁膜、キャッ
プ絶縁膜とも塗布法により形成したが、低誘電率絶縁膜をＣＶＤ法により形成してもよく
、その他本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々変形して実施することができる。
【００４０】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、層間絶縁膜における剥離の発生などを回避しながら
低誘電率絶縁材料を用いた層間絶縁膜に埋め込み配線を形成でき、高性能で信頼性の高い
半導体装置の提供が可能となる。従って、特にシステムＬＳＩや高速ロジックＬＳＩに搭
載される多層埋め込み配線構造を実現するうえで、非常に有効である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の半導体装置の縦断面図。
【図２】図１に示す半導体装置の製造工程断面図。
【図３】本発明の第２実施形態の半導体装置の縦断面図。
【符号の説明】
１０…半導体基板、１１，２１…層間絶縁膜、１２，１８，２２…バリアメタル層、１３
，１９，２３…配線、１４，２０…拡散防止膜、１５…低誘電率絶縁膜、１６…キャップ
絶縁膜、１７…凹部、１７’　…空間部。
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【 図 ３ 】
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