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(57)【要約】
　キャパシタおよび金属配線が同じ誘電体層に集積され
る半導体構造について記載する。例えば、半導体構造は
、基板内にまたは基板上に設けられる複数の半導体デバ
イスを備える。１以上の誘電体層が、複数の半導体デバ
イスの上に設けられる。金属配線が、複数の誘電体層の
それぞれに設けられる。金属配線は、複数の半導体デバ
イスのうちの１以上に電気的に接続される。金属－絶縁
体－金属（ＭＩＭ）キャパシタが、複数の誘電体層のう
ちの１つに、複数の誘電体層のうちの少なくとも１つの
金属配線に隣接して設けられる。ＭＩＭキャパシタは、
複数の半導体デバイスの１以上に電気的に接続される。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板内にまたは基板上に設けられる複数の半導体デバイスと、
　前記複数の半導体デバイスの上に設けられる１以上の誘電体層と、
　前記１以上の誘電体層のそれぞれに設けられ、前記複数の半導体デバイスのうちの１以
上に電気的に接続される金属配線と、
　前記１以上の誘電体層のうちの少なくとも１つの誘電体層の前記金属配線に隣接して、
前記少なくとも１つの誘電体層内に設けられ、前記複数の半導体デバイスの１以上に電気
的に接続される金属－絶縁体－金属キャパシタ（（ＭＩＭキャパシタ）とを備える半導体
構造。
【請求項２】
　前記金属配線の少なくとも一部は、ロジック回路に含まれる１以上の半導体デバイスに
電気的に接続され、
　前記ＭＩＭキャパシタは、混載ダイナミックランダムアクセスメモリ（ｅＤＲＡＭ）キ
ャパシタである請求項１に記載の半導体構造。
【請求項３】
　前記ＭＩＭキャパシタは、前記１以上の誘電体層のうちの１つの誘電体層にのみ設けら
れる請求項１または２に記載の半導体構造。
【請求項４】
　前記ＭＩＭキャパシタは、前記１以上の誘電体層のうちの２つの誘電体層それぞれの前
記金属配線に隣接し、前記２つの誘電体層それぞれの前記金属配線を接続するビアに隣接
して、前記２つの誘電体層にのみ設けられる請求項１または２に記載の半導体構造。
【請求項５】
　前記ＭＩＭキャパシタは、前記１以上の誘電体層のうちの３つ以上の誘電体層内に設け
られ、前記３つ以上の誘電体層の全ての前記金属配線に隣接している、請求項１または２
に記載の半導体構造。
【請求項６】
　前記１以上の誘電体層それぞれの間、および、前記基板に最も近い前記誘電体層のすぐ
下に、１以上のエッチングストップ層を更に備える請求項１から５の何れか一項に記載の
半導体構造。
【請求項７】
　前記ＭＩＭキャパシタは、前記１以上の誘電体層のうちの前記少なくとも１つに設けら
れるトレンチ内に配置され、
　前記ＭＩＭキャパシタは、
　前記トレンチの底部および側壁に沿って設けられるカップ形状金属プレートと、
　前記カップ形状金属プレートと共形であり、前記カップ形状金属プレート上に設けられ
る第２誘電体層と、
　前記第２誘電体層上に設けられるトレンチ充填金属プレートとを有し、
　前記第２誘電体層は、前記トレンチ充填金属プレートと前記カップ形状金属プレートと
を分離する請求項１に記載の半導体構造。
【請求項８】
　前記トレンチの前記側壁は、垂直形状またはほぼ垂直な形状を有する請求項７に記載の
半導体構造。
【請求項９】
　前記トレンチの前記側壁は、前記１以上の誘電体層のうちの前記少なくとも１つの誘電
体層の底部から上部に向かって広がるテーパ形状を有する請求項７に記載の半導体構造。
【請求項１０】
　前記１以上の誘電体層のうちの前記少なくとも１つの誘電体層は、低誘電率誘電体層で
あり、前記第２誘電体層は、高誘電率誘電体層である請求項７から９の何れか一項に記載
の半導体構造。
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【請求項１１】
　基板内にまたは基板上に設けられる複数の半導体デバイスと、
　前記複数の半導体デバイスの上に設けられ、前記複数の半導体デバイスを電気的に接続
するコンタクトを有する第１誘電体層と、
　前記第１誘電体層の上に設けられ、第１金属配線、および、前記第１金属配線を前記コ
ンタクトに接続する１以上のビアを有する第２誘電体層と、
　前記第２誘電体層の上に設けられ、第２金属配線、および、前記第２金属配線を前記第
１金属配線に接続する１以上のビアを有する第３誘電体層と、
　前記第３誘電体層の上に設けられ、第３金属配線、および、前記第３金属配線を前記第
２金属配線に接続する１以上のビアを有する第４誘電体層と、
　前記第４誘電体層の上に設けられ、第４金属配線、および、前記第４金属配線を前記第
３金属配線に接続する１以上のビアを有する第５誘電体層と、
　前記第５誘電体層の上に設けられ、第５金属配線、および、前記第５金属配線を前記第
４金属配線に接続する１以上のビアを有する第６誘電体層と、を備え、
　前記第５誘電体層は、前記第４金属配線に隣接する金属－絶縁体－金属キャパシタ（Ｍ
ＩＭキャパシタ）の少なくとも一部分を有し、
　前記ＭＩＭキャパシタは、前記複数の半導体デバイスの１以上に電気的に接続される半
導体構造。
【請求項１２】
　前記第４金属配線の少なくとも一部分は、ロジック回路に含まれる１以上の半導体デバ
イスに電気的に接続され、
　前記ＭＩＭキャパシタは、混載ダイナミックランダムアクセスメモリ（ｅＤＲＡＭ）キ
ャパシタである請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１３】
　前記ＭＩＭキャパシタは、前記第５誘電体層に設けられるが、前記第４誘電体層または
前記第６誘電体層には設けられない請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１４】
　前記ＭＩＭキャパシタの別の部分は、前記第３金属配線に隣接して前記第４誘電体層に
設けられるが、前記第３誘電体層または前記第６誘電体層には、前記ＭＩＭキャパシタの
いずれの部分も配置されない請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１５】
　前記ＭＩＭキャパシタの別の部分が、前記第３金属配線および前記第５金属配線に隣接
して、前記第４誘電体層および前記第６誘電体層に配置されるが、前記ＭＩＭキャパシタ
のいずれの部分も、前記第３誘電体層には配置されない請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１６】
　前記第１誘電体層、前記第２誘電体層、前記第３誘電体層、前記第４誘電体層、前記第
５誘電体層および前記第６誘電体層それぞれの間に設けられる複数のエッチングストップ
層を更に備える請求項１１から１５の何れか一項に記載の半導体構造。
【請求項１７】
　前記ＭＩＭキャパシタは、少なくとも前記第５誘電体層に設けられるトレンチ内に配置
され、
　前記ＭＩＭキャパシタは、
　前記トレンチの底部および側壁に沿って設けられるカップ形状金属プレートと、
　前記カップ形状金属プレートと共形であり、前記カップ形状金属プレート上に設けられ
る第７誘電体層と、
　前記第７誘電体層上に設けられるトレンチ充填金属プレートとを有し、
　前記第７誘電体層は、前記トレンチ充填金属プレートと前記カップ形状金属プレートと
を分離する請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１８】
　前記トレンチの前記側壁は、垂直形状またはほぼ垂直な形状を有する請求項１７に記載
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の半導体構造。
【請求項１９】
　前記トレンチの前記側壁は、前記第５誘電体層の底部から上部に向かって広がるテーパ
形状を有する請求項１７に記載の半導体構造。
【請求項２０】
　前記第２誘電体層、前記第３誘電体層、前記第４誘電体層、前記第５誘電体層および前
記第６誘電体層は、低い誘電率誘電体層であり、
　前記第７誘電体層は、高誘電率誘電体層である請求項１７から１９の何れか一項に記載
の半導体構造。
【請求項２１】
　半導体構造を製造する方法であって、
　基板内にまたは基板の上に複数の半導体デバイスを形成する工程と、
　前記複数の半導体デバイスの上に１以上の誘電体層を形成する工程と、
　前記１以上の誘電体層のそれぞれに金属配線を形成する工程と、
　前記１以上の誘電体層のうちの少なくとも１つの誘電体層の前記金属配線に隣接して、
前記少なくとも１つの誘電体層に金属－絶縁体－金属キャパシタ（ＭＩＭキャパシタ）を
形成する工程と、を備え、
　前記金属配線を形成する工程は、前記複数の半導体デバイスのうちの１以上と前記金属
配線とを電気的に接続する工程を有し、
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、前記ＭＩＭキャパシタを、前記複数の半導体
デバイスの１以上に電気的に接続する工程を有する方法。
【請求項２２】
　前記複数の半導体デバイスの１以上と前記金属配線とを電気的に接続する工程は、ロジ
ック回路に含まれる１以上の半導体デバイスを接続する工程を含み、
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、混載ダイナミックランダムアクセスメモリ（
ｅＤＲＡＭ）キャパシタを形成する工程を有する請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、前記１以上の誘電体層のうちの１つのみに前
記ＭＩＭキャパシタを形成する工程を有する請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、前記１以上の誘電体層のうち２つの誘電体層
の前記金属配線に隣接して、および、前記２つの誘電体層それぞれの前記金属配線を接続
するビアに隣接して、前記２つの誘電体層のみに前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程を
有し、
　前記方法は更に、
　前記２つの誘電体層のうちの第１の層を形成する工程の後であって、前記２つの誘電体
層のうちの第２の層および前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程の前に、前記２つの誘電
体層のうちの前記第１の層の上にエッチングストップ層を形成する工程と、
　前記ＭＩＭキャパシタを形成するための領域を開けるべく、前記エッチングストップ層
をパターニングする工程と、を備え、
　前記２つの誘電体層のうちの前記第２の層は、パターニングされた前記エッチングスト
ップ層の上、および、上記領域内に形成される
請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、前記１以上の誘電体層の３つ以上の誘電体層
に、前記３つ以上の誘電体層の全ての前記金属配線に隣接して、前記ＭＩＭキャパシタを
形成する工程を有する請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　１以上のエッチングストップ層を形成する工程を更に備え、
　前記１以上のエッチングストップ層を形成する工程は、前記１以上の誘電体層それぞれ



(5) JP 2014-510400 A 2014.4.24

10

20

30

40

50

の間、および、前記基板に最も近い前記誘電体層のすぐ下に、エッチングストップ層を形
成する工程を有する請求項２１から２３の何れか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、
　前記１以上の誘電体層のうちの前記少なくとも１つの誘電体層にトレンチを形成する工
程と、
　前記トレンチの底部および側壁に沿ってカップ形状金属プレートを形成する工程と、
　前記カップ形状金属プレートと共形に、前記カップ形状金属プレート上に第２誘電体層
を形成する工程と、
　前記第２誘電体層上にトレンチ充填金属プレートを形成する工程と、を有し、
　前記第２誘電体層は、前記トレンチ充填金属プレートと前記カップ形状金属プレートと
を分離する請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記トレンチを形成する工程は、前記トレンチの前記側壁を、垂直形状またはほぼ垂直
な形状に形成する工程を含む請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記トレンチを形成する工程は、前記トレンチの前記側壁を、前記１以上の誘電体層の
うちの前記少なくとも１つの誘電体層の底部から上部に向かって広がるテーパ形状に形成
する工程を含む請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記１以上の誘電体層を形成する工程は、１以上の低い誘電率誘電体層を形成する工程
を有し、
　前記第２誘電体層を形成する工程は、高誘電率誘電体層を形成する工程を含む請求項２
７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ダイナミックランダムアクセスメモリの分野に関する、より詳細
には、同じ誘電体層にキャパシタ及び金属配線が集積された半導体構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　過去数十年間で、半導体産業の拡大に伴い、集積回路の小型化が進められてきた。小型
化により、半導体チップの限られた面積内に、非常に多くの機能ユニットを集積可能とな
っている。例えば、トランジスタのサイズが小さくなると、１チップに搭載可能なメモリ
の数が多くなり、製品の容量を向上させることにつながる。しかしながら、容量の拡大に
は、問題も生じる。例えば、デバイスそれぞれの性能を最適化する必要性が、顕在化する
。
【０００３】
　ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）のような半導体デバイスでは、セル
はそれぞれ、１つのトランジスタおよび１つのキャパシタで構成されている。ＤＲＡＭで
は、セルは、周期的な読み出しおよびリフレッシュを必要とする。単位ビットあたりの価
格を低く抑えることができること、集積度を高くできること、および、読み出し／書き込
みオペレーションを同時に実行できることから、商業的用途でＤＲＡＭは広く使用されて
いる。ところで、キャパシタに蓄積された電荷が外的要因で失われると、"ソフトエラー"
と呼ばれる現象が起こる場合があり、この場合、ＤＲＡＭの不具合が生じる。ソフトエラ
ーの発生を防ぐべく、キャパシタの容量を大きくする方法が提案されている。しかしなが
ら、半導体デバイスが高度に集積されている結果、実際の製造工程を計画するのが困難に
なってきている。
【０００４】
　さらに、金属配線は通常、キャパシタ層とは異なる層に集積される。一例として、銅金
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属層は、キャパシタの一群の上方に形成され、キャパシタと同じ層には形成されない。図
１には、金属線のビアが、キャパシタの誘電体層を貫通して形成され、上金属線層と下金
属線層とを接続している様子が示されている。より詳細には、図１は、従来技術に係る、
金属配線を収容するのに使用される誘電体層とは異なる誘電体層に形成されているキャパ
シタの断面図である。
【０００５】
　図１に示すように、第１層間絶縁層１０３が、セルアレイ領域１０２を有する半導体基
板１０１上に形成される。第１層間絶縁層１０３は、半導体基板１０１を露出させるコン
タクトホールを形成するべく、セルアレイ領域１０２にパターニングされ、下側電極コン
タクトプラグ１０５Ａを形成するべく、このコンタクトホールに導電材料が充填される。
上記で得られた構造上に、エッチングストップ層１０７および第２層間絶縁層１０９を、
順に形成する。
【０００６】
　第２層間絶縁層１０９及びエッチングストップ層１０７が、セルアレイ領域１０２にお
いて、順にエッチングされて、下側電極コンタクトプラグ１０５Ａ、および、下側電極コ
ンタクトプラグの周辺の第１層間絶縁層１０３を露出ささせるストレージノードホール１
１１が形成される。下側電極の材料層が共形に上記で得られた構造の上に積層された後、
平坦化工程が実行されて、ストレージノードホール１１１の下部および内側の側壁を覆う
下側電極１１３が形成される。誘電体層１１５および上側電極層１１７を順に堆積して、
半導体基板１０１上にパターニングする。金属配線１２２のビアが、誘電体層（例えば、
誘電体層１０９および層間誘電体層１２０）を貫通して形成され、ビアは、上側金属配線
１２２層と、セルアレイ領域１０２を有する半導体基板１０１とを接続する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】従来技術に係る、金属配線を収容するのに使用される誘電体層とは異なる誘電体
層に形成されたキャパシタの断面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に係る、金属配線を収容する１つの誘電体層に形成された
キャパシタの断面図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態に係る、金属配線をそれぞれ収容する２つの誘電体層に形
成されたキャパシタの断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る、４番目の階層の金属配線を収容する１つの誘電体層
に形成されたキャパシタの断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る、３番目の階層および４番目の階層の金属配線を収容
する２つの誘電体層に形成されたキャパシタの断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る、同じ誘電体層に集積されるキャパシタおよび金属配
線を有する半導体構造を製造する方法におけるオペレーションを示したフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、キャパシタおよび金属配線が同じ誘電体層に集積される半導体構造について記載
する。以下の説明において、具体的な金属配線層の数および材料の形態等、本発明の実施
形態を理解するために多くの詳細事項が記される。しかしながら、これら詳細事項がなく
とも本発明を実施可能であることは、当業者にとって明らかである。また、本発明を不明
瞭にしない目的から、集積回路設計レイアウト等の周知の特徴の詳細な説明を省略してい
る。また、図面に示した様々な実施形態は例示に過ぎず、必ずしも実際の寸法に合わせて
描かれたものではない。
【０００９】
　金属配線層とキャパシタ構造を組み込む従来の方法では、キャパシタ層の上に、銅配線
のような金属配線を導入するのが唯一の方法であった。このような配置では、金属配線層
は、キャパシタ構造を収容するのに使用される誘電体層と、自身の誘電体層を共有するこ
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とはない。さらに、従来の構造では、下側電極の高さを大きくする方法を、下側電極の表
面積を大きくして容量を増大させる方法として利用可能であった。このような一方法では
、下側電極が位置する部分の誘電体層の厚みが増大する。しかしながら、厚みが増加する
と、金属コンタクトホールを形成する際のエッチング量が多くなることから、加工の負荷
が増加する。さらに、金属配線が誘電体層に収容されないことから、このような方法では
、金属配線層と対応するデバイス層との間の距離を大きくする必要がある。
【００１０】
　本発明の一実施形態によれば、キャパシタ構造、例えば、混載ダイナミックランダムア
クセスメモリ（ＤＲＡＭ）は、金属配線層を収容する１以上の誘電体層を共有するべく、
金属配線層に組み込まれる。例えば、一実施形態では、キャパシタ構造の高さは、基本的
に２つの金属配線誘電体層の高さであり、キャパシタは、２つの金属配線層に隣接して形
成される。別の実施形態では、キャパシタ構造の高さは、基本的に金属配線誘電体層１つ
のみの高さであり、キャパシタ構造は、１つの金属配線層に隣接して形成される。しかし
ながら、十分な容量を提供するべく、キャパシタの高さは、誘電体層２つ以上分の高さに
する必要があると考えられる。キャパシタ構造は、金属配線層を形成した後に、金属配線
誘電体層内に形成されてもよい。このような方法により、ＤＲＡＭキャパシタをロジック
（ＣＰＵ）プロセスに埋め込むことが可能になる。反対に、従来の方法では、ＤＲＡＭプ
ロセスから開始して、混載ＤＲＡＭを製造するべく後でロジック機能を付加している。
【００１１】
　本明細書で記載される混載ＤＲＡＭは、第１チップに含まれ、第２チップ上のマイクロ
プロセッサと共にパッケージされてもよい。これに替えて、本明細書で記載される混載Ｄ
ＲＡＭは、マイクロプロセッサと同じチップに含まれてもよく、モノリシックな製造工程
としてもよい。本明細書では、キャパシタおよび金属配線構造を同じ誘電体層に組み込む
半導体構造が開示される。一実施形態において、半導体構造は、基板にまたは基板上に設
けられる複数の半導体デバイスを備える。１以上の誘電体層が、複数の半導体デバイスの
上に設けられる。金属配線が、複数の誘電体層のそれぞれに設けられる。金属配線は、複
数の半導体デバイスのうちの１以上に電気的に接続される。金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ
）キャパシタが、複数の誘電体層のうちの少なくとも１つの誘電体層に、当該少なくとも
１つの誘電体層の金属配線に隣接して設けられる。ＭＩＭキャパシタは、複数の半導体デ
バイスの１以上に電気的に接続される。
【００１２】
　また、本明細書には、キャパシタおよび金属配線構造が、同じ誘電体層に集積された半
導体構造を製造する方法が記載される。一実施形態において、方法は、基板内にまたは基
板の上に複数の半導体デバイスを形成する工程を含む。１以上の誘電体層が、複数の半導
体デバイスの上に形成される。金属配線が、複数の誘電体層のそれぞれに形成される。金
属配線を形成する工程は、複数の半導体デバイスのうちの１以上と金属配線とを電気的に
接続する工程を有する。金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタが、誘電体層のうちの
少なくとも１つの誘電体層の金属配線に隣接して、当該１つの誘電体層に形成される。Ｍ
ＩＭキャパシタを形成する工程は、ＭＩＭキャパシタを、複数の半導体デバイスの１以上
に電気的に接続する工程を有する。
【００１３】
　本発明の一側面では、混載金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタが、金属配線と同
じ誘電体層に組み込まれる。例えば、図２Ａは、本発明の一実施形態に係る、金属配線を
収容する１つの誘電体層に形成されたキャパシタの断面図である。別の例では、本発明の
一実施形態に係る、金属配線をそれぞれ収容する２つの誘電体層に形成されたキャパシタ
の断面図である。
【００１４】
　図２Ａ及び図２Ｂに示すように、半導体構造２００Ａまたは２００Ｂはそれぞれ、基板
２０２内にまたは基板２０２上に設けられた複数の半導体デバイスを備える。１以上の誘
電体層２０４が、基板内２０２内にまたは基板２０２上の複数の半導体デバイスの上に設
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けられる。銅金属配線のような金属配線２０６が、複数の誘電体層２０４のそれぞれに設
けられる。金属配線２０６は、基板２０２内にまたは基板２０２上の複数の半導体デバイ
スの１以上に電気的に接続される。金属－誘電体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ２０８Ａま
たは２０８Ｂはそれぞれ、複数の誘電体層２０４のうちの少なくとも１つに設けられる。
ＭＩＭキャパシタ２０８Ａまたは２０８Ｂは、複数の誘電体層２０４のうちの少なくとも
１つの金属配線２０６に隣接し、基板２０２内にまたは基板２０２上の複数の半導体デバ
イスの１以上に電気的に接続される。
【００１５】
　ここで、金属配線２０６とは、金属の線、例えば、配線として使用される金属の線を指
す。金属配線２０６は、例えば、ビア２０７のようなビアとは区別される。ビアは、誘電
体層２０４に設けられ、異なる誘電体層２０４内の金属配線２０６を接続する、または、
例えば、コンタクト２１０であるその他の電気的コンタクト部と配線とを接続する。コン
タクト２１０は、別のビア、別の金属配線、または、ビア２０７と半導体デバイスとの間
に形成される実際のコンタクト構造として表されてもよい。ＭＩＭキャパシタ２０８Ａま
たは２０８Ｂは、例えば、コンタクト２１２である幾つかの電気コンタクトを介して、基
板２０２内または基板２０２上の複数の半導体デバイスの１以上と電気的に接続されても
よい。コンタクト２１２は、別のビア、別の金属配線、または、ＭＩＭキャパシタ２０８
Ａまたは２０８Ｂの底部と半導体デバイスとの間に形成される実際のコンタクト構造とし
て表されてもよい。一実施形態では、金属配線２０６の少なくとも一部分が、ロジック回
路に含まれる１以上の半導体デバイスに電気的に接続され、ＭＩＭキャパシタ２０８Ａま
たは２０８Ｂは、混載ダイナミックランダムアクセスメモリ（ｅＤＲＡＭ）キャパシタで
ある。ＭＩＭキャパシタの上側電極は、ＭＩＭキャパシタ上の配線または金属配線層から
のビアを介して接続される。一実施形態において、このような接続は、ｅＤＲＡＭの共通
接続または接地接続を提供する。
【００１６】
　図２Ａは、本発明の一実施形態に係る、複数の誘電体層２０４のうちの１つのみに設け
られたＭＩＭキャパシタ２０８Ａの断面図である。図２Ｂは、複数の誘電体層２０４のう
ちの２つのみに設けられたＭＩＭキャパシタ２０８Ｂの断面図である。この実施形態では
、ＭＩＭキャパシタ２０８Ｂが、２つの誘電体層２０４それぞれの金属配線２０６に隣接
し、また、２つの誘電体層２０４それぞれの金属配線２０６を接続するビア２０７に隣接
する。別の実施形態では、ＭＩＭキャパシタは、複数の誘電体層のうちの３つ以上に設け
られ、当該３つ以上の誘電体層の全ての金属配線に隣接する。
【００１７】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、半導体構造２００Ａおよび２００Ｂはそれぞれ、窒
化シリコンエッチングストップ層、酸化シリコンエッチングストップ層またはシリコン酸
窒化エッチングストップ層のような、１以上のエッチングストップ層２１４を更に含む。
例えば、図２Ａおよび図２Ｂに示すように、エッチングストップ層は、複数の誘電体層２
０４それぞれの間、および、基板２０２に最も近い誘電体層のすぐ下に配置されてもよい
。一実施形態において、ＭＩＭキャパシタ２０８Ａまたは２０８Ｂがそれぞれ、複数の誘
電体層２０４のうちの少なくとも１つに設けられたトレンチ２１６Ａまたは２１６Ｂに設
けられる。ＭＩＭキャパシタは、トレンチ２１６Ａまたは２１６Ｂの底部および側壁に沿
って設けられたカップ形状の金属プレート２１８を含む。第２誘電体層２２０は、カップ
形状金属プレート２１８と共形に接して設けられる。トレンチ充填金属プレート２２２が
、第２誘電体層２２０上に設けられる。第２誘電体層２２０は、トレンチ充填金属プレー
ト２２２と、カップ形状金属プレート２１８とを分離する。
【００１８】
　一実施形態において、トレンチ充填金属プレート２２２の大部分が銅で形成される。一
実施形態では、カップ形状金属プレート２１８は、トレンチ２１６Ａまたはトレンチ２１
６Ｂの底部に近接し第２誘電体層２２０とは離れた側に設けられる銅の層、および、第２
誘電体層２２０に近接しトレンチ２１６Ａまたはトレンチ２１６Ｂの底部から離れた側に
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設けられる窒化金属層から形成される。一実施形態において、窒化金属層は、窒化タンタ
ル層または窒化チタン層である。一実施形態において、銅の層の１以上、または、カップ
形状金属プレート２１８の窒化金属層、または、トレンチ充填金属プレート２２２の銅は
、これに限定されないが、電気化学析出プロセス、無電解析出プロセス、化学気相成長プ
ロセス、原子層成長（ＡＬＤ）プロセスまたはリフロープロセスのような技術により形成
される。上記の銅の代わりに、銀、アルミニウム、または、銅、銀もしくはアルミニウム
の合金を使用してもよい。また、カップ形状金属プレート２１８は、銅、銀、アルミまた
はこれらの合金から形成される１層構造であってもよい。別の実施形態では、トレンチ充
填金属プレート２２２は、複数層構造を含む。一実施形態では、カップ形状金属プレート
２１８は、コンタクトまたは別の金属配線層であってもよい床金属層によって、下に位置
する半導体デバイスと電気的に接続される。
【００１９】
　一実施形態では、トレンチの側壁は、例えば、図２Ｂに示すトレンチ２１６Ｂの垂直形
状またはほぼ垂直な形状である、垂直形状またはほぼ垂直な形状を有する。別の実施形態
では、トレンチの側壁は、複数の誘電体層２０４のうちの少なくとも１つの底部から複数
の誘電体層２０４のうちの少なくとも１つの上部に向かって広がるテーパ形状を有しても
よく、例えば、図２Ａに示すようなトレンチ２１６Ａのようなテーパ形状を有してもよい
。図示した２つの実施形態とは異なり、別の実施形態では、１つの誘電体層２０４に形成
されたトレンチの垂直形状、または、２つ以上の誘電体層２０４に形成されたトレンチの
テーパ形状を有してもよい。
【００２０】
　一実施形態では、複数の誘電体層２０４のうちの少なくとも１つは、低い誘電率を有す
る誘電体層（二酸化シリコンの場合、４よりも小さい誘電率を有する層）である。一実施
形態において、複数の誘電体層２０４のうちの少なくとも１つは、これに限定されないが
、スピンオンプロセス、化学気相成長プロセス、または、ポリマーベースの化学気相成長
プロセスのようなプロセスによって形成される。特定の実施形態では、複数の誘電体層２
０４のうちの少なくとも１つが、シランまたはオルガノシランを前駆体ガスとして使用す
る化学気相成長プロセスによって形成される。一実施形態において、複数の誘電体層２０
４のうちの少なくとも１つは、当該誘電体層２０４に次に形成される一連の金属配線間の
リーク電流に大きく寄与しないような材料によって形成される。一実施形態において、複
数の導電体層２０４のうちの少なくとも１つは、誘電率が、２．５から４未満の範囲の材
料で形成される。特定の実施形態では、複数の導電体層２０４のうちの少なくとも１つは
、これに限定されないが、０％から１０％の空隙率を有するシリケートまたは炭素ドープ
酸化物のような材料から構成される。別の実施形態では、しかしながら、複数の誘電体層
２０４のうちの少なくとも１つは、二酸化シリコンで形成される。
【００２１】
　一実施形態において、第２誘電体層２２０は、高誘電率誘電体層（二酸化シリコンの場
合、誘電率が４を超える層）から形成される。一実施形態において、第２誘電体層２２０
は、原子層成長プロセスまたは化学気相プロセスによって形成され、これに限定されない
が、酸窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化ジルコニウム、ケイ酸ハフニウム、酸窒化ハ
フニウム、酸化チタンまたは酸化ランタンのような材料で形成される。別の実施形態では
、第２誘電体層２２０は、二酸化シリコンで形成される。
【００２２】
　一実施形態において、基板２０２は、半導体デバイス製造に適した材料で形成される。
一実施形態では、基板２０２は、これに限定されないが、シリコン、ゲルマニウム、シリ
コン－ゲルマニウム、または、ＩＩＩ－Ｖ化合物半導体材料を含んでもよい材料の単結晶
で形成されたバルク基板である。別の実施形態では、基板２０２は、最上層にエピタキシ
ャル層を有するバルク層を含む。特定の実施形態では、バルク層は、これに限定れないが
、シリコン、ゲルマニウム、シリコン－ゲルマニウム、ＩＩＩ－Ｖ化合物半導体材料また
は石英を含んでもよい材料の単結晶によって構成され、最上層のエピタキシャル層は、こ
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れに限定れないが、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウムまたはＩＩＩ－Ｖ化
合物半導体材料を含んでもよい。別の実施形態では、基板２０２は、下側バルク層の上に
中間絶縁層を含み、中間絶縁層の上に最上層エピタキシャル層を含む。最上層エピタキシ
ャル層は、これに限定されないが、シリコン（例えば、シリコン・オン・インシュレータ
（ＳＯＩ）半導体基板を形成する）、ゲルマニウム、シリコン－ゲルマニウム、または、
ＩＩＩ－Ｖ化合物半導体材料を含んでもよい単結晶層で構成される。絶縁層は、これに限
定されないが、二酸化シリコン、窒化シリコンまたは酸窒化シリコンを含んでもよい材料
から構成される。下側バルク層は、これに限定れないが、シリコン、ゲルマニウム、シリ
コン－ゲルマニウム、ＩＩＩ－Ｖ化合物半導体材料または石英を含んでもよい単結晶で構
成される。基板２０２は更に、ドーパント不純物原子を含んでもよい。
【００２３】
　本発明の一実施形態によれば、基板２０２は、基板にまたは基板の上に、シリコン基板
に形成されたまたは誘電体層で囲まれた相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）トランジス
タを有する。複数の金属接続部を、トランジスタの上方および誘電体層を囲む領域に形成
してもよく、金属接続部は、トランジスタを電気的に接続して集積回路を形成するのに使
用される。一実施形態において、集積回路は、ＤＲＡＭに使用される。
【００２４】
　本発明の別の側面では、上記したような混載金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ
が、４番目の金属配線の誘電体層に含まれる。例えば、図３には、本発明の一実施形態に
係る、４番目の階層の金属配線を収容する１つの誘電体層に形成されたキャパシタの断面
図である。
【００２５】
　図３に示すように、半導体構造３００は、基板３０２内にまたは基板３０２の上方に設
けられる複数の半導体デバイス３０４を含む。第１誘電体層３０６は、複数の半導体デバ
イス３０４の上に配置され、複数の半導体デバイス３０４を電気的に接続するコンタクト
３０８が形成されている。
【００２６】
　第１誘電体層３０６の上に設けられる第２誘電体層３１０は、第１金属配線３１４、お
よび、第１金属配線３１４をコンタクト３０８に接続する１以上のビア３１２を有する。
第２誘電体層３１０の上に設けられる第３誘電体層３１６は、第２金属配線３２０、およ
び、第２金属配線３２０を第１金属配線３１４に接続する１以上のビア３１８を有する。
第３誘電体層３１６の上に設けられる第４誘電体層３２２は、第３金属配線３２６、およ
び、第３金属配線３２６を第２金属配線３２０に接続する１以上のビア３２４を有する。
第４誘電体層３２２の上に設けられる第５誘電体層３２８は、第４金属配線３３２、およ
び、第４金属配線３３２を第３金属配線３２６に接続する１以上のビア３３０を有する。
【００２７】
　第５誘電体層３２８はまた、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ３３４の少なく
とも一部分を当該層内に有する。ＭＩＭキャパシタ３３４は、第４金属配線３３２に隣接
している。ＭＩＭキャパシタは、例えば、金属配線の積層構造３４２およびビアおよびコ
ンタクト３０８によって、複数の半導体デバイス３０４の１以上に電気的に接続される。
第６誘電体層３３６は、第５誘電体層３２８の上に配置され、第５金属配線３４０、およ
び、第５金属配線３４０を第４金属配線３３２に接続する１以上のビア３３８を有する。
一実施形態では、図３に示すように、ＭＩＭキャパシタ３３４は、第５誘電体層３２８に
設けられ、第４誘電体層３２２または第６誘電体層３３６には設けられない。また、図３
に示すように、金属配線３４４を、ＭＩＭキャパシタ３３４の上に設けてもよいが、この
金属配線をＭＩＭキャパシタ３３４に接続する必要はない。
【００２８】
　別の例として、図４は、本発明の一実施形態に係る、３番目の階層および４番目の階層
の金属配線を収容する２つの誘電体層に形成されたキャパシタの断面図である。
【００２９】
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　図４に示すように、半導体構造４００は、基板４０２内にまたは基板４０２の上方に設
けられる複数の半導体デバイス４０４を含む。第１誘電体層４０６は、複数の半導体デバ
イス４０４の上に配置され、複数の半導体デバイス４０４を電気的に接続するコンタクト
４０８が形成されている。
【００３０】
　第１誘電体層４０６の上に設けられる第２誘電体層４１０は、第１金属配線４１４、お
よび、第１金属配線４１４をコンタクト４０８に接続する１以上のビア４１２を有する。
第２誘電体層４１０の上に設けられる第３誘電体層４１６は、第２金属配線４２０、およ
び、第２金属配線４２０を第１金属配線４１４に接続する１以上のビア４１８を有する。
第３誘電体層４１６の上に設けられる第４誘電体層４２２は、第３金属配線４２６、およ
び、第３金属配線４２６を第２金属配線４２０に接続する１以上のビア４２４を有する。
第４誘電体層４２２の上に設けられる第５誘電体層４２８は、第４金属配線４３２、およ
び、第４金属配線４３２を第３金属配線４２６に接続する１以上のビア４３０を有する。
【００３１】
　第５誘電体層４２８はまた、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ４３４の少なく
とも一部分を当該層内に有する。ＭＩＭキャパシタ４３４は、第４金属配線４３２に隣接
している。ＭＩＭキャパシタは、例えば、金属配線の積層構造４４２およびビアおよびコ
ンタクト４０８によって、複数の半導体デバイス４０４の１以上に電気的に接続される。
第６誘電体層４３６は、第５誘電体層４２８の上に配置され、第５金属配線４４０、およ
び、第５金属配線４４０を第４金属配線４３２に接続する１以上のビア４３８を有する。
一実施形態において、図４に示すように、ＭＩＭキャパシタ４３４の別の部分は、第３金
属配線４２６に隣接して第４誘電体層４２２に配置されるが、第３誘電体層４１６または
第６誘電体層４３６には、ＭＩＭキャパシタ４３４のいずれの部分も配置されない。また
、図４に示されるように、金属配線４４４をＭＩＭキャパシタ４３４の上に設けてもよい
が、これをＭＩＭキャパシタ４３４に接続させる必要はない。
【００３２】
　図３および図４に示すように、一実施形態では、第４金属配線３３２または４３２の少
なくとも一部分は、ロジック回路に含まれる１以上の半導体デバイス３０８または４０８
に電気的に接続され、ＭＩＭキャパシタ３３４または４３４は、混載ダイナミックランダ
ムアクセスメモリ（ｅＤＲＡＭ）キャパシタである。一実施形態において、半導体構造３
００または４００はそれぞれ、複数のエッチングストップ層３５０または４５０を更に含
む。図に示すように、エッチングストップ層は、第１誘電体層（３０６または４０６）、
第２誘電体層（３１０または４１０）、第３誘電体層（３１６または４１６）、第４誘電
体層（３２２または４２２）、第５誘電体層（３２８または４２８）および第６誘電体層
（３３６または４３６）の間に配置されてもよい。
【００３３】
　一実施形態において、ＭＩＭキャパシタ３３４または４３４はそれぞれ、少なくとも第
５誘電体層３２８または４２８に設けられるトレンチ３６０または４６０内に配置される
。このような一実施形態では、ＭＩＭキャパシタ３３４または４３４は、トレンチ３６０
または４６０の底部および側壁に沿って設けられるカップ形状金属プレート９９７を含む
。第７誘電体層９９８が、カップ形状金属プレート９９７と共形にプレート上に設けられ
る。トレンチ充填金属プレート９９９が、第７誘電体層９９８上に設けられる。第７誘電
体層９９８は、トレンチ充填金属プレート９９９と、カップ形状金属プレート９９７とを
分離する。特定の実施形態において、トレンチの側壁は、図４のトレンチ４６０に示され
るように、垂直形状またはほぼ垂直な形状である。別の特定の実施形態では、トレンチの
側壁は、図３のトレンチ３６０に示すように、第５誘電体層３２８または４２８の底部か
ら上部に向かって広がるテーパ形状を有する。
【００３４】
　一実施形態では、第２誘電体層（３１０または４１０）、第３誘電体層（３１６または
４１６）、第４誘電体層（３２２または４２２）、第５誘電体層（３２８または４２８）
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および第６誘電体層（３３６または４３６）は、低誘電率誘電体層であり、第７誘電体層
９９８は、高誘電率誘電体層である。その他、図３及び図４に示される半導体構造３００
および４００の材料または構造の特徴の詳細については、半導体構造２００Ａおよび２０
０Ｂで説明したものと同様であってもよい。
【００３５】
　別の実施形態では、誘電体層および／または金属線の更なる１つの層または複数の層が
、ＭＩＭキャパシタ３３４または４３４の下または上に形成されてもよい。また、別の実
施形態では、誘電体層および／または金属線の更なる１つの層または複数の層を、ＭＩＭ
キャパシタ３３４または４３４の下または上から取り除いてもよい。別の実施形態では、
ＭＩＭキャパシタ３３４または４３４が、更なる１以上の誘電体層に形成される。一実施
形態では、図４（図示されていないが）を参照して、ＭＩＭキャパシタ４３４の別の部分
が、第３金属配線４２６および第５金属配線４４０に隣接して、第４誘電体層４２２およ
び第６誘電体層４３６の両方に配置される。しかしながら、このような一実施形態では、
ＭＩＭキャパシタのいずれの部分も、第３誘電体層４１６には配置されない。
【００３６】
　本発明の別の側面として、半導体デバイスの混載金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパ
シタを製造する方法が提供される。図５は、本発明の一実施形態に係る、同じ誘電体層に
集積されるキャパシタおよび金属配線を有する半導体構造を形成する方法におけるオペレ
ーションを示したフローチャート５００である。
【００３７】
　フローチャート５００のオペレーション５０２では、複数の半導体デバイスが、基板内
ににまたは基板の上方に形成される。
【００３８】
　フローチャート５００のオペレーション５０４では、１以上の誘電体層が、複数の半導
体デバイスの上に形成される。
【００３９】
　フローチャート５００のオペレーション５０６では、誘電体層のそれぞれに金属配線が
形成される。一実施形態では、金属配線を形成する工程は、複数の半導体デバイスの１以
上と金属配線とを電気的に接続する工程を有する。一実施形態では、複数の半導体デバイ
スの１以上と金属配線とを電気的に接続する工程は、ロジック回路に含まれる１以上の半
導体デバイス同士を接続する工程を含む。
【００４０】
　フローチャート５００のオペレーション５０８では、複数の誘電体層のうちの少なくと
も１つの誘電体層の金属配線に隣接して、当該誘電体層に、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ
）キャパシタが形成される。一実施形態では、ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、複数
の半導体のうちの１以上と、ＭＩＭキャパシタとを電気的に接続する工程を有する。一実
施形態において、ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、混載ダイナミックランダムアクセ
スメモリ（ｅＤＲＡＭ）キャパシタを形成する工程を有する。
【００４１】
　本発明の一実施形態によれば、ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、複数の誘電体層の
うちの１つのみにＭＩＭキャパシタを形成する工程を有する。別の実施形態では、ＭＩＭ
キャパシタを形成する工程は、複数の誘電体層のうち２つの誘電体層の金属配線に隣接し
て、および、これら２つの誘電体層それぞれの金属配線を接続するビアに隣接して、当該
２つの誘電体層のみにＭＩＭキャパシタを形成する工程を有する。このような一実施形態
では、方法は更に、２つの誘電体層のうちの第１の層を形成する工程の後であって、２つ
の誘電体層のうちの第２の層およびＭＩＭキャパシタを形成する工程の前に、２つの誘電
体層のうちの第１の層の上にエッチングストップ層を形成する工程を備える。エッチング
ストップ層はパターニングされて、次にＭＩＭキャパシタを形成するための領域開けられ
る。２つの誘電体層のうちの第２の層は、パターニングされたエッチングストップ層の上
、および、上記領域内に形成される。別の実施形態では、ＭＩＭキャパシタを形成する工
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程は、複数の誘電体層のうちの３つ以上の誘電体層内に、当該３つ以上の誘電体層の全て
の金属配線に隣接してＭＩＭキャパシタを形成する工程を有する。
【００４２】
　一実施形態において、ＭＩＭキャパシタを形成する工程は、複数の誘電体層のうちの１
つの誘電体層にトレンチを形成する工程と、トレンチの底部および側壁に沿ってカップ形
状金属プレートを形成する工程と、カップ形状金属プレートと共形に当該プレート上に第
２誘電体層を形成する工程と、トレンチ充填金属プレートを第２誘電体層上に形成する工
程とを有し、第２誘電体層は、トレンチ充填金属プレートとカップ形状金属プレートとを
分離する。このような一実施形態において、トレンチを形成する工程は、トレンチの側壁
を、垂直形状またはほぼ垂直な形状に形成する工程を含む。このような別の実施形態では
、トレンチを形成する工程は、複数の誘電体層のうちの１つの誘電体層の底部から上部に
向かって広がるテーパ形状を有するトレンチ側壁を形成する工程を有する。一実施形態に
おいて、第２誘電体層を形成する工程は、高誘電率誘電体層を形成する工程を有する。
【００４３】
　一実施形態において、同じ誘電体層に集積されるキャパシタおよび金属配線を有する半
導体構造を製造する方法は、１以上のエッチングストップ層を形成する工程を備え、当該
工程は、複数の誘電体層それぞれの間、および、基板に最も近い誘電体層のすぐ下に、エ
ッチングストップ層を形成する工程を有する。一実施形態において、１以上の誘電体層を
形成する工程は、低誘電率誘電体層を形成する工程を有する。その他、製造される半導体
構造の材料または構造の特徴の詳細については、半導体構造２００Ａ、２００Ｂ、３００
および４００で説明したものと同様であってもよい。
【００４４】
　以上、同じ誘電体層にキャパシタ及び金属配線が集積された半導体構造について開示さ
れた。一実施形態において、半導体構造は、基板内にまたは基板上に設けられる複数の半
導体デバイスを備える。半導体構造はまた、複数の半導体デバイスの上に設けられる１以
上の誘電体層を備える。半導体構造はまた、複数の誘電体層のそれぞれに設けられ、複数
の半導体デバイスのうちの１以上に電気的に接続される金属配線を備える。半導体構造は
また、複数の誘電体層のうちの少なくとも１つの金属配線に隣接して当該１つの誘電体層
に設けられる金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタを備える。このような一実施形態
において、金属配線の少なくとも一部は、ロジック回路に含まれる１以上の半導体デバイ
スに電気的に接続され、ＭＩＭキャパシタは、混載ダイナミックランダムアクセスメモリ
（ｅＤＲＡＭ）キャパシタである。
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