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(57)【要約】
【課題】容量素子の大容量化と半導体装置の小面積化の
両立を図る。
【解決手段】互いに種類が異なる複数の容量素子を半導
体基板１上に積み重ねて配置して並列に接続する。これ
らの容量素子は、同じ平面領域に配置し、平面寸法をほ
ぼ同じにする。下側の容量素子は、半導体基板１に設け
たｎ型半導体領域４と、ｎ型半導体領域４上に絶縁膜５
を介して設けた上部電極６とを両電極とするＭＯＳ型の
容量素子Ｃ１とすることができる。容量素子Ｃ１の上部
に配線Ｍ２～Ｍ６の櫛型のパターンにより形成したＭＩ
Ｍ型の容量素子を配置し、これを容量素子Ｃ１と並列に
接続する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に積み重ねられて配置された、互いに種類が異なる複数の容量素子と
、
　を有し、
　前記複数の容量素子が並列に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記複数の容量素子は、同じ平面領域の異なる層に配置されていることを特徴とする半
導体装置。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　ＭＯＳ型容量素子またはＰＩＰ型容量素子からなる第１種類の容量素子と、同層の金属
パターン間の容量を利用した第２種類の容量素子と、下部金属電極と前記下部金属電極上
の上部金属電極との間の容量を利用した第３種類の容量素子とのうち、少なくとも２種類
の容量素子を前記複数の容量素子が含んでいることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第１種類の容量素子は前記第２種類の容量素子よりも下層に配置され、前記第３種
類の容量素子は前記第２種類の容量素子よりも上層に配置されることを特徴とする半導体
装置。
【請求項５】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記ＭＯＳ型容量素子は、前記半導体基板の一部を下部電極とし、前記半導体基板上に
第１絶縁膜を介して形成された導体層を上部電極とする容量素子であり、
　前記ＰＩＰ型容量素子は、前記半導体基板上に形成された第１多結晶シリコン層を下部
電極とし、前記第１多結晶シリコン層上に第２絶縁膜を介して形成された第２多結晶シリ
コン層を上部電極とする容量素子であることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第３種類の容量素子は、前記下部金属電極と前記上部金属電極との間の容量を利用
するが、同層の金属パターン間の容量は利用していない容量素子であることを特徴とする
半導体装置。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置において、
　前記第３種類の容量素子の前記上部金属電極が、前記半導体装置のボンディングパッド
電極用の金属層と同層の金属層を利用して形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第２種類の容量素子は、同層に形成された第１金属パターンおよび第２金属パター
ン間の容量を利用した容量素子であり、
　前記第１金属パターンは、第１方向に延在する複数の第１導体部が、前記第１方向に交
差する第２方向に延在する第１連結部で連結されたパターン形状を有し、
　前記第２金属パターンは、前記第１方向に延在しかつ前記複数の第１導体部の間にそれ
ぞれ配置された複数の第２導体部が、前記第２方向に延在する第２連結部で連結されたパ
ターン形状を有していることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項３記載の半導体装置において、
　前記第２種類の容量素子を形成する前記金属パターンは、前記半導体基板上に形成され
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た配線層により形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記半導体基板上に形成された複数の配線層を有し、
　前記第２種類の容量素子を形成する前記金属パターンは、前記複数の配線層の１層以上
に形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記半導体基板上に形成された複数の配線層を有し、
　前記第２種類の容量素子を形成する前記金属パターンは、前記複数の配線層のうちの２
層以上に形成されており、
　同層の前記金属パターン間の容量と、異なる層の前記金属パターン間の容量とを利用し
て前記第２種類の容量素子が形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記半導体基板上に形成された、互いに異なる層でかつ平面的に重なる位置に配置され
た複数の配線部を有し、
　前記複数の容量素子が、前記複数の配線部を利用して接続されていることを特徴とする
半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記複数の容量素子は、平面寸法がほぼ同じであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に積み重ねられて配置された、互いに特性が異なる複数の容量素子と
、
　を有し、
　前記複数の容量素子が並列に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の半導体装置において、
　前記複数の容量素子は、同じ平面領域の異なる層に配置されていることを特徴とする半
導体装置。
【請求項１６】
　請求項１４記載の半導体装置において、
　前記複数の容量素子は、平面寸法がほぼ同じであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１７】
　請求項１４記載の半導体装置において、
　ＭＯＳ型容量素子またはＰＩＰ型容量素子からなる第１種類の容量素子と、同層の金属
パターン間の容量を利用した第２種類の容量素子と、下部金属電極と前記下部金属電極上
の上部金属電極との間の容量を利用した第３種類の容量素子とのうち、少なくとも２種類
の容量素子を前記複数の容量素子が含んでいることを特徴とする半導体装置。
【請求項１８】
　請求項１７記載の半導体装置において、
　前記第１種類の容量素子は前記第２種類の容量素子よりも下層に配置され、前記第３種
類の容量素子は前記第２種類の容量素子よりも上層に配置されることを特徴とする半導体
装置。
【請求項１９】
　請求項１７記載の半導体装置において、
　前記第３種類の容量素子は、前記下部金属電極と前記上部金属電極との間の容量を利用
するが、同層の金属パターン間の容量は利用していない容量素子であることを特徴とする
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半導体装置。
【請求項２０】
　請求項１４記載の半導体装置において、
　前記半導体基板上に形成された、互いに異なる層でかつ平面的に重なる位置に配置され
た複数の配線部を有し、
　前記複数の容量素子が、前記複数の配線部を利用して接続されていることを特徴とする
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、容量素子を有する半導体装置に適用して有効な技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体基板上に、ＭＩＳＦＥＴやキャパシタなどを形成し、各素子間を配線で結線する
ことで種々の半導体装置が製造される。
【０００３】
　特開２００６－４９４８６号公報（特許文献１）には、シリコン基板上に第１の金属膜
、第１の絶縁膜および第１の電極からなる第１のＭＩＭ容量と、第２の金属膜、第２の絶
縁膜および第２の電極からなる第２のＭＩＭ容量とが形成され、これらのＭＩＭ容量を並
列に接続する技術が記載されている。
【０００４】
　特開２００６－１２８１６４号公報（特許文献２）には、第１の方向に延在する第１電
極の配線と、第１の方向に延在する第２電極の配線とが交互に配置された第１の層と、第
２の方向に延在する第１電極の配線と、第２の方向に延在する第２電極の配線とが交互に
配置された第２の層とが交互に積層され、第１電極と第２電極との間でキャパシタを形成
する技術が記載されている。
【０００５】
　特開２００６－１８６１５６号公報（特許文献３）には、電磁ノイズの発生源である、
入出力セルの間に電源間容量素子形成領域を配置し、当該電源間容量素子形成領域に、Ｍ
ＩＳＦＥＴ素子を形成し、当該ＭＩＳＦＥＴ素子のゲート電極、ゲート絶縁膜及び半導体
基板で構成されるゲート容量素子を電源間容量素子として用いる技術が記載されている。
【０００６】
　特開２００５－７２２３３号公報（特許文献４）には、２層のポリシリコン層と、それ
らの間に挟まれた絶縁膜とから成る容量素子の直上に、導体線の線間容量を利用した容量
素子を前者の容量素子と電気的に絶縁して設ける技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００６－４９４８６号公報
【特許文献２】特開２００６－１２８１６４号公報
【特許文献３】特開２００６－１８６１５６号公報
【特許文献４】特開２００５－７２２３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明者の検討によれば、次のことが分かった。
【０００８】
　近年、半導体装置の小面積化（平面寸法の縮小）が要求されてきている。半導体装置の
小面積化を図るには、半導体基板上に形成する各素子の寸法を小さくすることが有効であ
る。
【０００９】
　一方、容量素子は、絶縁膜（誘電体膜）を挟んで対向する電極により形成できるが、容
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量値は電極面積に比例する。このため、容量素子の大容量化を図る場合、その容量素子の
面積を大きくすることが一般的である。しかしながら、これは、その容量素子形成領域の
面積を大きくしてしまうことから、半導体装置の面積を大きくしてしまう。このため、小
さな平面領域に大きな容量値の容量素子を形成できるようにし、容量素子の大容量化と半
導体装置の小面積化の両立を図ることが望まれる。
【００１０】
　本発明の目的は、容量素子を有する半導体装置を小面積化できる技術を提供することに
ある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、容量素子の大容量化と半導体装置の小面積化の両立を図ることが
できる技術を提供することにある。
【００１２】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１４】
　本発明は、互いに種類が異なる複数の容量素子を半導体基板上に積み重ねて配置して並
列に接続したものである。
【００１５】
　また、本発明は、互いに特性が異なる複数の容量素子を半導体基板上に積み重ねて配置
して並列に接続したものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１７】
　容量素子を有する半導体装置を小面積化することができる。
【００１８】
　また、容量素子の大容量化と半導体装置の小面積化の両立を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。ま
た、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及す
る場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、
その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。さらに、以下
の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場合お
よび原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではな
いことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置
関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えら
れる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。
このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なとき以外は同一または同様
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な部分の説明を原則として繰り返さない。
【００２１】
　また、実施の形態で用いる図面においては、断面図であっても図面を見易くするために
ハッチングを省略する場合もある。また、平面図であっても図面を見易くするためにハッ
チングを付す場合もある。
【００２２】
　（実施の形態１）
　本実施の形態の半導体装置を図面を参照して説明する。本実施の形態の半導体装置は、
容量素子を有する半導体装置である。
【００２３】
　図１は、本実施の形態の半導体装置の要部回路図であり、図２～図４は、本実施の形態
の半導体装置の要部断面図であり、図５～図１０は、本実施の形態の半導体装置の要部平
面図である。
【００２４】
　図１には、図２～図１０に示される半導体装置のキャパシタ形成領域に形成された回路
（等価回路）が示されている。また、図２～図４には、半導体装置のキャパシタ形成領域
の断面図が示されており、絶縁膜３３および配線Ｍ６よりも上層の構造は、図示を省略し
ている。また、図５～図１０には、半導体装置の同じ平面領域（ここではキャパシタ形成
領域）の異なる層が示されている。図５には、上部電極６、ｎ型半導体領域７、コンタク
トホール１２（１２ａ，１２ｂ）および配線Ｍ１の平面レイアウトが示されている。図６
には、第２層配線である配線Ｍ２の平面レイアウトが示され、図７には、第３層配線であ
る配線Ｍ３の平面レイアウトが示され、図８は、第４層配線である配線Ｍ４の平面レイア
ウトが示され、図９には、第５層配線である配線Ｍ５の平面レイアウトが示され、図１０
には、第６層配線である配線Ｍ６の平面レイアウトが示されている。図６～図１０は、い
ずれも平面図であるが、図面を見やすくするために、配線Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６
にハッチングを付してある。また、図５～図１０のＡ－Ａ線の断面が図２に対応し、図５
～図１０のＢ－Ｂ線の断面が図３に対応し、図５～図１０のＣ－Ｃ線の断面が図４に対応
する。
【００２５】
　本実施の形態の半導体装置は、図１の回路図からも分かるように、異なる種類の容量素
子Ｃ１と容量素子Ｃ２を並列に接続することで、トータルとして大容量の容量素子を形成
している。そして、この互いに種類が異なる複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２を、半導体基板１
上の同じ平面領域（ここでは図２～図１０に示されるキャパシタ形成領域）の異なる層に
に積み重ねて配置して並列に接続している。
【００２６】
　本実施形態の半導体装置の具体的な構成を図２～図１０を参照して説明する。
【００２７】
　図２～図４に示されるように、本実施の形態の半導体装置を構成する半導体基板１は、
例えば１～１０Ωｃｍ程度の比抵抗を有するｐ型の単結晶シリコンなどからなる。本実施
の形態の半導体装置を形成する半導体基板１は、容量素子Ｃ１，Ｃ２が形成されたキャパ
シタ形成領域を有しており、図２～図１０には、このキャパシタ形成領域の断面図または
平面図が示されている。
【００２８】
　図２～図４に示されるように、半導体基板１の主面には素子分離領域２が形成されてい
る。素子分離領域２は素子分離溝に埋め込まれた絶縁体（例えば酸化シリコン）などから
なり、例えばＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）法またはＬＯＣＯＳ（Local Oxidizat
ion of Silicon ）法などにより形成することができる。
【００２９】
　キャパシタ形成領域を含む半導体基板１の主面に、ウエル領域（ｐ型ウエル領域）３が
形成されている。ウエル領域３は、例えば不純物（ｐ型不純物）を半導体基板１にイオン
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注入することなどによって形成することができる。
【００３０】
　キャパシタ形成領域において、半導体基板１の主面に容量素子Ｃ１が形成されている。
容量素子Ｃ１は、キャパシタ形成領域におけるウエル領域３の表層部分に形成されたｎ型
半導体領域（不純物拡散層）４と、ｎ型半導体領域４上に形成された絶縁膜５と、絶縁膜
５上に形成された上部電極（上部電極膜、導電体膜、導電体膜パターン）６と、上部電極
６の両側のウエル領域３内に形成されたｎ型半導体領域（不純物拡散層）７とにより形成
されており、いわゆるＭＯＳ型容量素子である。
【００３１】
　ＭＯＳ型容量素子とは、ＭＩＳＦＥＴのチャネル領域、ゲート絶縁膜およびゲート電極
をそれぞれＭＯＳ型容量素子の下部電極、容量絶縁膜および上部電極とするものであり、
チャネル領域に相当する部分に高濃度不純物拡散層（ここではｎ型半導体領域４）を設け
てこれを下部電極とする。なお、ＭＯＳ型容量素子と呼ぶ場合にも、容量絶縁膜（ここで
は絶縁膜５）は酸化膜に限定されず、酸化膜以外の絶縁膜を容量絶縁膜（ここでは絶縁膜
５）に用いることもできる。従って、ＭＯＳ型容量素子は、半導体基板１の一部（ここで
は半導体基板１に不純物を導入して形成されたｎ型半導体領域４）を下部電極とし、半導
体基板１上（ｎ型半導体領域４上）に絶縁膜（ここでは絶縁膜５）を介して形成された導
体層（ここでは上部電極６）を上部電極とする容量素子とみなすことができる。
【００３２】
　ｎ型半導体領域４は、例えば、絶縁膜５形成前に、リン（Ｐ）またはヒ素（Ａｓ）など
のｎ型の不純物を半導体基板１にイオン注入することなどによって形成することができる
。
【００３３】
　絶縁膜５は、半導体基板１の主面に（すなわちｎ型半導体領域４の上面に）形成されて
おり、例えば薄い酸化シリコン膜などからなり、熱酸化法などによって形成することがで
きる。この絶縁膜５は、ＭＩＳＦＥＴ用のゲート絶縁膜を形成する際に一緒（同時）に形
成され、ＭＩＳＦＥＴ（キャパシタ形成領域外の領域に形成されている）のゲート絶縁膜
と同層の絶縁膜からなる。
【００３４】
　上部電極６は、キャパシタ形成領域の絶縁膜５上に形成されており、パターニングされ
た導電体膜（導体層）からなり、好ましくはシリコン膜（より好ましくは不純物が導入さ
れて低抵抗率とされたシリコン膜）からなる。従って、ｎ型半導体領域４と上部電極６と
は、間に絶縁膜５を介して対向している。上部電極６は、絶縁膜５の形成後に、半導体基
板１の全面上に多結晶シリコン膜（ドープトポリシリコン膜）などからなる導電体膜を形
成し、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法を用いてこの導電体膜をパターニ
ングすることで、形成することができる。また、上部電極６用の導電体膜をパターニング
する際に、パターニングされた導電体膜からなるゲート電極をＭＩＳＦＥＴ形成予定領域
に形成することができる。従って、キャパシタ形成領域の上部電極６は、ＭＩＳＦＥＴの
ゲート電極を形成する際に一緒（同時）に形成され、ＭＩＳＦＥＴのゲート電極と同層の
導電体膜からなる。
【００３５】
　ｎ型半導体領域７は、ウエル領域３内に、上部電極６に対して自己整合で形成されてお
り、ｎ型半導体領域４に隣接している。ｎ型半導体領域７は、上部電極６の両側の領域（
ウエル領域３）にリン（Ｐ）などのｎ型の不純物をイオン注入することなどによって、形
成することができる。また、ｎ型半導体領域７を形成する際には、図示しないＭＩＳＦＥ
Ｔ形成予定領域のゲート電極の両側の領域にもイオン注入して、ソース・ドレイン用の半
導体領域（図示せず）を形成することができる。従って、キャパシタ形成領域のｎ型半導
体領域７は、ＭＩＳＦＥＴのソース・ドレイン領域用の半導体領域を形成する際に一緒（
同時）に形成され、ＭＩＳＦＥＴのソース・ドレイン用の半導体領域（不純物拡散層）と
同層の半導体領域からなる。図５には、上部電極６およびｎ型半導体領域７の平面レイア
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ウトが示されており、上部電極６の両側にｎ型半導体領域７が形成されている。なお、図
５では、ｎ型半導体領域４は、上部電極６に隠れて図示されていないが、ｎ型半導体領域
７の間でかつ上部電極６の下に形成されている。
【００３６】
　従って、キャパシタ形成領域において、これらｎ型半導体領域４、絶縁膜５、上部電極
６およびｎ型半導体領域７により、容量素子Ｃ１が形成され、容量素子Ｃ１は、ＭＩＳＦ
ＥＴとほぼ同じ工程で形成することができる。
【００３７】
　ｎ型半導体領域４が容量素子Ｃ１の一方の電極（下部電極）として機能し、上部電極６
が容量素子Ｃ１の他方の電極（上部電極）として機能し、絶縁膜５が容量素子Ｃ１の容量
絶縁膜（誘電体膜）として機能する。ｎ型半導体領域４は、ＭＩＳＦＥＴであればチャネ
ル領域として作用するが、容量素子Ｃ１の下部電極として機能させるために、ｎ型半導体
領域４には、通常のＭＩＳＦＥＴのチャネル領域よりも高濃度にｎ型不純物が導入されて
いる。また、ｎ型半導体領域７は、容量素子Ｃ１の下部電極（ここではｎ型半導体領域４
）の引き出し部（コンタクト部）として機能する。
【００３８】
　また、図示はしないけれども、上部電極６の側壁上に側壁絶縁膜を形成することもでき
る。また、図示はしないけれども、サリサイドプロセスなどにより、上部電極６およびｎ
型半導体領域７の上部に金属シリサイド層を形成することもできる。金属シリサイド層を
形成しておけば、上部電極６およびｎ型半導体領域７とプラグ１３との間のコンタクト抵
抗などを低減できる。
【００３９】
　半導体基板１上に、上部電極６を覆うように、絶縁膜（層間絶縁膜）１１が形成されて
いる。絶縁膜１１は、窒化シリコン膜と酸化シリコン膜との積層膜、あるいは酸化シリコ
ン膜の単体膜などにより形成されている。
【００４０】
　絶縁膜１１には、コンタクトホール（開口部、孔、貫通孔）１２が形成されており、コ
ンタクトホール１２内には、タングステン（Ｗ）膜を主体とする導電膜などからなるプラ
グ（導体部、接続用導体部）１３が形成されて埋め込まれている。
【００４１】
　キャパシタ形成領域において、コンタクトホール１２およびそれを埋めるプラグ１３は
、ｎ型半導体領域７の上部と、上部電極６の上部とに形成されている。
【００４２】
　コンタクトホール１２のうちのコンタクトホール１２ａは、ｎ型半導体領域７の上部に
形成されて、その底部でｎ型半導体領域７が露出され、コンタクトホール１２のうちのコ
ンタクトホール１２ｂは、上部電極６の上部に形成されて、その底部で上部電極６が露出
される。従って、プラグ１３のうち、コンタクトホール１２ａ内に埋め込まれたプラグ１
３ａは、その底部がｎ型半導体領域７に接して電気的に接続され、プラグ１３のうち、コ
ンタクトホール１２ｂ内に埋め込まれたプラグ１３ｂは、その底部が上部電極６に接して
電気的に接続される。
【００４３】
　プラグ１３が埋め込まれた絶縁膜１１上には、第１層配線（最下層配線、配線層）とし
て配線Ｍ１が形成されている。配線Ｍ１は、例えば、プラグ１３が埋め込まれた絶縁膜１
１上にタングステン膜などの導電体膜を形成し、この導電体膜をフォトリソグラフィ法お
よびドライエッチング法を用いてパターニングすることなどにより、形成することができ
る。配線Ｍ１は、キャパシタ形成領域において、図５に示されるようなパターンを有して
いる。配線Ｍ１は主としてタングステンのような金属（金属材料、金属的な電導を示す材
料）で形成されている。
【００４４】
　絶縁膜１１上に配線Ｍ１を覆うように、絶縁膜（層間絶縁膜）１４が形成されている。
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絶縁膜１４には、スルーホール（開口部、孔、貫通孔）１５が形成されており、スルーホ
ール１５内には、プラグ（導体部）１６が形成されて埋め込まれている。プラグ１６は、
その底部で配線Ｍ１と接して電気的に接続されている。
【００４５】
　プラグ１６が埋め込まれた絶縁膜１４上には、絶縁膜（層間絶縁膜）１７が形成されて
おり、この絶縁膜１７には配線溝とこの配線溝に埋め込まれた配線Ｍ２が形成されている
。配線Ｍ２は、ダマシン（Damascene）技術（ここではシングルダマシン技術）を用いて
形成することができ、銅を主成分とする銅配線とすることができる。配線Ｍ２は、配線Ｍ
１よりも１つ上層の第２層配線（配線層）である。配線Ｍ２は、キャパシタ形成領域にお
いて、図６に示されるようなパターンを有している。
【００４６】
　配線Ｍ２が埋め込まれた絶縁膜１７上には、絶縁膜（層間絶縁膜）１８が形成されてい
る。絶縁膜１８には、スルーホール（開口部、孔、貫通孔）１９が形成されており、スル
ーホール１９内には、プラグ（導体部、接続用導体部）２０が形成されて埋め込まれてい
る。プラグ２０は、その底部で配線Ｍ２と接して電気的に接続されている。
【００４７】
　プラグ２０が埋め込まれた絶縁膜１８上には、絶縁膜（層間絶縁膜）２１が形成されて
おり、この絶縁膜２１には配線溝とこの配線溝に埋め込まれた配線Ｍ３が形成されている
。配線Ｍ３は、配線Ｍ２よりも１つ上層の第３層配線（配線層）である。配線Ｍ３は、キ
ャパシタ形成領域において、図７に示されるようなパターンを有している。配線Ｍ３は、
ダマシン技術（ここではシングルダマシン技術）を用いて形成することができ、銅を主成
分とする銅配線とすることができる。デュアルダマシン（Dual-Damascene）技術を用いて
配線Ｍ３を形成することもでき、この場合、配線Ｍ３とプラグ２０が一体的に形成される
。
【００４８】
　絶縁膜１８、スルーホール１９、プラグ２０、絶縁膜２１および配線Ｍ３と同様の絶縁
膜２２、スルーホール２３、プラグ２４、絶縁膜２５および配線Ｍ４が、配線Ｍ３が埋め
込まれた絶縁膜２１上に同様にして形成されている。更に、絶縁膜１８、スルーホール１
９、プラグ２０、絶縁膜２１および配線Ｍ３と同様の絶縁膜２６、スルーホール２７、プ
ラグ２８、絶縁膜２９および配線Ｍ５が、配線Ｍ４が埋め込まれた絶縁膜２５上に同様に
して形成されている。更に、絶縁膜１８、スルーホール１９、プラグ２０、絶縁膜２１お
よび配線Ｍ３と同様の絶縁膜３０、スルーホール３１、プラグ３２、絶縁膜３３および配
線Ｍ６が、配線Ｍ５が埋め込まれた絶縁膜２９上に同様にして形成されている。
【００４９】
　配線Ｍ４は、配線Ｍ３よりも１つ上層の第４層配線（配線層）であり、配線Ｍ５は、配
線Ｍ４よりも１つ上層の第５層配線（配線層）であり、配線Ｍ６は、配線Ｍ５よりも１つ
上層の第６層配線（配線層）である。配線Ｍ４、配線Ｍ５および配線Ｍ６は、キャパシタ
形成領域において、それぞれ図８、図９および図１０に示されるようなパターンを有して
いる。配線Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６は、ダマシン技術（ここではシングルダマシン技術）を用い
て形成することができ、それぞれ絶縁膜２５，２９，３３に形成された配線溝内に埋め込
まれている。デュアルダマシン技術を用いて配線Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６を形成することもでき
、この場合、配線Ｍ４とプラグ２４が一体的に形成され、配線Ｍ５とプラグ２８が一体的
に形成され、配線Ｍ６とプラグ３２が一体的に形成される。配線Ｍ２～Ｍ６で、シングル
ダマシンとデュアルダマシンを使い分けてもよい。配線Ｍ２～Ｍ６は主として銅のような
金属（金属材料、金属的な電導を示す材料）で形成されている。配線Ｍ２～Ｍ６は、本実
施の形態のようにダマシン法で形成した埋め込み配線であればより好ましいが、他の形態
として、配線Ｍ２～Ｍ６を、導体膜（金属膜）のパターニングにより形成した配線（例え
ばアルミニウム配線）とすることもできる。
【００５０】
　配線Ｍ６が埋め込まれた絶縁膜３３上に、必要に応じて更に上層の絶縁膜、配線層、ボ
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ンディングパッドおよび最上層の保護膜などが形成されるが、ここではその図示および説
明は省略する。
【００５１】
　図６～図１０からもわかるように、キャパシタ形成領域における配線Ｍ２と配線Ｍ４と
配線Ｍ６の平面レイアウト（平面パターン形状）は互いに同じであり、かつ、キャパシタ
形成領域における配線Ｍ３と配線５の平面レイアウト（平面パターン形状）は互いに同じ
である。すなわち、キャパシタ形成領域では、２種類のレイアウトの配線（配線Ｍ２，Ｍ
４，Ｍ６と配線Ｍ３，Ｍ５）が交互に積み重なって第２層配線～第６層配線が形成されて
いる。
【００５２】
　図６、図８および図１０に示されるように、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６は、キャパシタ形成
領域において、Ｘ方向に延在する複数の配線部（電極部、導体部）ＭＤ１，ＭＤ２と、Ｙ
方向に延在して配線部ＭＤ１の端部を連結する配線部（連結部、導体部）ＭＣ１と、Ｙ方
向に延在して配線部ＭＤ２の端部を連結する配線部（連結部、導体部）ＭＣ２とを備えて
いる。Ｙ方向に延在する配線部ＭＣ１と配線部ＭＣ２との間で、Ｘ方向に延在する配線部
ＭＤ１と配線部ＭＤ２とがＹ方向に所定の間隔（好ましくは等間隔）で交互に並んでいる
。なお、Ｘ方向とＹ方向とは、互いに交差する方向であり、好ましくは直交する方向であ
る。また、配線部ＭＤ１，ＭＤ２の配線幅（Ｙ方向の幅または寸法）は、互いに同じであ
ることが好ましい。
【００５３】
　各配線部ＭＤ１は、一方の端部側（図６、図８および図１０では左側端部）が配線部Ｍ
Ｃ１に接続され、かつ他方の端部側（図６、図８および図１０では右側端部）は、配線部
ＭＣ２から離間している。各配線部ＭＤ２は、一方の端部側（図６、図８および図１０で
は左側端部）は配線部ＭＣ１から離間され、かつ他方の端部側（図６、図８および図１０
では右側端部）が、配線部ＭＣ２に接続されている。
【００５４】
　従って、各配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６において、複数の配線部ＭＤ１とそれらを連結する配
線部ＭＣ１とは、一体的に形成されて櫛型形状の金属パターン（導体パターン、配線パタ
ーン、メタルパターン）ＭＰ１を形成しており、かつ、複数の配線部ＭＤ２とそれらを連
結する配線部ＭＣ２とは、一体的に形成されて櫛型形状の金属パターン（導体パターン、
配線パターン、メタルパターン）ＭＰ２を形成している。そして、各配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ
６において、配線部ＭＤ１，ＭＣ１からなる金属パターンＭＰ１と、配線部ＭＤ２，ＭＣ
２からなる金属パターンＭＰ２とは、間に絶縁膜（配線Ｍ２の場合は絶縁膜１７、配線Ｍ
４の場合は絶縁膜２５、配線Ｍ６の場合は絶縁膜３３に対応）を介在して対向している。
【００５５】
　また、キャパシタ形成領域における配線Ｍ２と配線Ｍ４と配線Ｍ６の平面レイアウトは
同じであるので、配線Ｍ２と配線Ｍ４と配線Ｍ６の配線部ＭＤ１同士、配線Ｍ２と配線Ｍ
４と配線Ｍ６の配線部ＭＤ２同士、配線Ｍ２と配線Ｍ４と配線Ｍ６の配線部ＭＣ１同士、
および配線Ｍ２と配線Ｍ４と配線Ｍ６の配線部ＭＣ２同士は、それぞれ平面的に重なる(
好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ平面寸法で）配置されている。すなわち、配線
Ｍ２からなる金属パターンＭＰ１と配線Ｍ４からなる金属パターンＭＰ１と配線Ｍ６から
なる金属パターンＭＰ１とは、形成された層は違うが、平面的に重なる（好ましくは同じ
）位置に配置されている。また、配線Ｍ２からなる金属パターンＭＰ２と配線Ｍ４からな
る金属パターンＭＰ２と配線Ｍ６からなる金属パターンＭＰ２とは、形成された層は違う
が、平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ平面寸法で）配置されて
いる。なお、「平面的に重なる」とは、半導体基板１の主面に垂直な方向から半導体基板
１の主面を見たときに重なることを意味する。
【００５６】
　図７および図９に示されるように、配線Ｍ３，Ｍ５は、キャパシタ形成領域において、
Ｘ方向に延在する複数の配線部（電極部、導体部）ＭＤ３，ＭＤ４と、Ｙ方向に延在して
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配線部ＭＤ４の端部を連結する配線部（連結部、導体部）ＭＣ３と、Ｙ方向に延在して配
線部ＭＤ３の端部を連結する配線部（連結部、導体部）ＭＣ４とを備えている。Ｙ方向に
延在する配線部ＭＣ３と配線部ＭＣ４との間で、Ｘ方向に延在する配線部ＭＤ３と配線部
ＭＤ４とがＹ方向に所定の間隔（好ましくは等間隔）で交互に並んでいる。配線部ＭＤ３
，ＭＤ４の配線幅は、互いに同じであることが好ましい。また、配線部ＭＤ１～ＭＤ４の
配線幅（Ｙ方向の幅または寸法）は、互いに同じであることがより好ましく、これにより
、容量素子Ｃ２の容量値を、効率的に大きくすることができる。
【００５７】
　各配線部ＭＤ３は、一方の端部側（図７および図９では左側端部）が配線部ＭＣ３から
離間され、かつ他方の端部側（図７および図９では右側端部）は、配線部ＭＣ４に接続さ
れている。各配線部ＭＤ４は、一方の端部側（図７および図９では左側端部）が配線部Ｍ
Ｃ３に接続され、かつ他方の端部側（図７および図９では右側端部）は、配線部ＭＣ４か
ら離間されている。
【００５８】
　従って、各配線Ｍ３，Ｍ５において、複数の配線部ＭＤ３とそれらを連結する配線部Ｍ
Ｃ４とは、一体的に形成されて櫛型形状の金属パターン（導体パターン、配線パターン、
メタルパターン）ＭＰ４を形成しており、かつ、複数の配線部ＭＤ４とそれらを連結する
配線部ＭＣ３とは、一体的に形成されて櫛型形状の金属パターン（導体パターン、配線パ
ターン、メタルパターン）ＭＰ３を形成している。そして、各配線Ｍ３，Ｍ５において、
配線部ＭＤ３，ＭＣ４からなる金属パターンＭＰ４と、配線部ＭＤ４，ＭＣ３からなる金
属パターンＭＰ３とは、間に絶縁膜（配線Ｍ３の場合は絶縁膜２１、配線Ｍ５の場合は絶
縁膜２９）を介在して対向している。
【００５９】
　また、キャパシタ形成領域における配線Ｍ３と配線Ｍ５の平面レイアウトは同じである
ので、配線Ｍ３と配線Ｍ５の配線部ＭＤ３同士、配線Ｍ３と配線Ｍ５の配線部ＭＤ４同士
、配線Ｍ３と配線Ｍ５の配線部ＭＣ３同士、および配線Ｍ３と配線Ｍ５の配線部ＭＣ４同
士は、それぞれ平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ平面寸法で）
配置されている。すなわち、配線Ｍ３からなる金属パターンＭＰ３と配線Ｍ５からなる金
属パターンＭＰ３とは、形成された層は違うが、平面的に重なる（好ましくは同じ）位置
に配置されている。また、配線Ｍ３からなる金属パターンＭＰ４と配線Ｍ５からなる金属
パターンＭＰ４とは、形成された層は違うが、平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に
配置されている。
【００６０】
　そして、配線Ｍ３，Ｍ５の金属パターンＭＰ４の配線部ＭＤ３と、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ
６の金属パターンＭＰ１の配線部ＭＤ１とは、平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に
（好ましくは同じ平面寸法で）形成され、かつ、配線Ｍ３，Ｍ５の金属パターンＭＰ３の
配線部ＭＤ４と、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の金属パターンＭＰ２の配線部ＭＤ２とは、平面
的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ平面寸法で）形成されている。ま
た、配線Ｍ３，Ｍ５の金属パターンＭＰ３の配線部ＭＣ３と、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の金
属パターンＭＰ１の配線部ＭＣ１とは、平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好ま
しくは同じ平面寸法で）形成され、かつ、配線Ｍ３，Ｍ５の金属パターンＭＰ４の配線部
ＭＣ４と、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の金属パターンＭＰ２の配線部ＭＣ２とは、平面的に重
なる（好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ平面寸法で）形成されている。
【００６１】
　但し、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＤ１は配線部ＭＣ１に接続されかつ配線部ＭＣ
２とは接続されていないのに対して、配線部ＭＤ１と平面的に同じ（重なる）位置に配置
された配線Ｍ３，Ｍ５の配線部ＭＤ３は、配線部ＭＣ１と同じ平面位置の配線部ＭＣ３で
はなく配線部ＭＣ４に接続され、かつ配線部ＭＣ３とは接続されていない。また、配線Ｍ
２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＤ２は配線部ＭＣ２に接続されかつ配線部ＭＣ１とは接続され
ていないのに対して、配線部ＭＤ２と平面的に同じ（重なる）位置に配置された配線Ｍ３
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，Ｍ５の配線部ＭＤ４は、配線部ＭＣ２と同じ平面位置の配線部ＭＣ４ではなく配線部Ｍ
Ｃ３に接続され、かつ配線部ＭＣ４とは接続されていない。
【００６２】
　図３および図６～図１０からも分かるように、配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１，ＭＣ３
に重なる位置に、スルーホール１９，２３，２７，３１およびそれを埋めるプラグ２０，
２４，２８，３２が配置されて、それらを介して配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１，ＭＣ３
同士が電気的に接続されている。すなわち、配線Ｍ２の配線部ＭＣ１と、配線Ｍ３の配線
部ＭＣ３とが、両者間のスルーホール１９内を埋めるプラグ２０を介して電気的に接続さ
れ、配線Ｍ３の配線部ＭＣ３と配線Ｍ４の配線部ＭＣ１とが、両者間のスルーホール２３
内を埋めるプラグ２４を介して電気的に接続されている。そして、配線Ｍ４の配線部ＭＣ
１と配線Ｍ５の配線部ＭＣ３とが、両者間のスルーホール２７内を埋めるプラグ２８を介
して電気的に接続され、配線Ｍ５の配線部ＭＣ３と配線Ｍ６の配線部ＭＣ１とが、両者間
のスルーホール３１内を埋めるプラグ３２を介して電気的に接続されている。
【００６３】
　また、図４および図６～図１０からも分かるように、配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ２，
ＭＣ４に重なる位置に、スルーホール１９，２３，２７，３１およびそれを埋めるプラグ
２０，２４，２８，３２が配置されて、それらを介して配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ２，
ＭＣ４同士が電気的に接続されている。すなわち、配線Ｍ２の配線部ＭＣ２と、配線Ｍ３
の配線部ＭＣ４とが、両者間のスルーホール１９内を埋めるプラグ２０を介して電気的に
接続され、配線Ｍ３の配線部ＭＣ４と配線Ｍ４の配線部ＭＣ２とが、両者間のスルーホー
ル２３内を埋めるプラグ２４を介して電気的に接続されている。そして、配線Ｍ４の配線
部ＭＣ２と配線Ｍ５の配線部ＭＣ４とが、両者間のスルーホール２７内を埋めるプラグ２
８を介して電気的に接続され、配線Ｍ５の配線部ＭＣ４と配線Ｍ６の配線部ＭＣ２とが、
両者間のスルーホール３１内を埋めるプラグ３２を介して電気的に接続されている。
【００６４】
　従って、配線Ｍ２の配線部ＭＤ１，ＭＣ１からなる金属パターンＭＰ１と、配線Ｍ３の
配線部ＭＤ４，ＭＣ３からなる金属パターンＭＰ３と、配線Ｍ４の配線部ＭＤ１，ＭＣ１
からなる金属パターンＭＰ１と、配線Ｍ５の配線部ＭＤ４，ＭＣ３からなる金属パターン
ＭＰ３と、配線Ｍ６の配線部ＭＤ１，ＭＣ１からなる金属パターンＭＰ１とが電気的に接
続されて、容量素子Ｃ２の第１電極（一方の電極）となる。また、配線Ｍ２の配線部ＭＤ
２，ＭＣ２からなる金属パターンＭＰ２と、配線Ｍ３の配線部ＭＤ３，ＭＣ４からなる金
属パターンＭＰ４と、配線Ｍ４の配線部ＭＤ２，ＭＣ２からなる金属パターンＭＰ２と、
配線Ｍ５の配線部ＭＤ３，ＭＣ４からなる金属パターンＭＰ４と、配線Ｍ６の配線部ＭＤ
２，ＭＣ２からなる金属パターンＭＰ２とが電気的に接続されて、容量素子Ｃ２の第２電
極（他方の電極）となる。そして、前記第１電極と前記第２電極の間の絶縁膜が、容量素
子Ｃ２の容量絶縁膜（誘電体膜）となる。これら配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１～
ＭＰ４（前記第１電極および前記第２電極）と、金属パターンＭＰ１～ＭＰ４間の絶縁膜
とにより、ＭＩＭ（Metal Insulator Metal）型の容量素子Ｃ２が形成されている。
【００６５】
　容量素子Ｃ２の総容量は、以下の第１～第１３容量の総和である。すなわち、配線Ｍ２
の金属パターンＭＰ１と金属パターンＭＰ２との間に形成された第１容量。配線Ｍ３の金
属パターンＭＰ３と金属パターンＭＰ４との間に形成された第２容量。配線Ｍ４の金属パ
ターンＭＰ１と金属パターンＭＰ２との間に形成された第３容量。配線Ｍ５の金属パター
ンＭＰ３と金属パターンＭＰ４との間に形成された第４容量。配線Ｍ６の金属パターンＭ
Ｐ１と金属パターンＭＰ２との間に形成された第５容量。配線Ｍ２の金属パターンＭＰ１
と配線Ｍ３の金属パターンＭＰ４との間に形成された第６容量。配線Ｍ２の金属パターン
ＭＰ２と配線Ｍ３の金属パターンＭＰ３との間に形成された第７容量。配線Ｍ３の金属パ
ターンＭＰ３と配線Ｍ４の金属パターンＭＰ２との間に形成された第８容量。配線Ｍ３の
金属パターンＭＰ４と配線Ｍ４の金属パターンＭＰ１との間に形成された第９容量。配線
Ｍ４の金属パターンＭＰ１と配線Ｍ５の金属パターンＭＰ４との間に形成された第１０容
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量。配線Ｍ４の金属パターンＭＰ２と配線Ｍ５の金属パターンＭＰ３との間に形成された
第１１容量。配線Ｍ５の金属パターンＭＰ３と配線Ｍ６の金属パターンＭＰ２との間に形
成された第１２容量。配線Ｍ５の金属パターンＭＰ４と配線Ｍ６の金属パターンＭＰ１と
の間に形成された第１３容量。容量素子Ｃ２の総容量を、上記第１～第１３容量の総和と
することができるので、容量素子Ｃ２を大容量化することができる。
【００６６】
　容量素子Ｃ２の総容量を構成する上記第１～第１３容量のうち、第１～第５容量は、同
層の金属パターン間（ここでは金属パターンＭＰ１，ＭＰ２間および金属パターンＭＰ３
，ＭＰ４間）の容量である。従って、容量素子Ｃ２は、同層の金属パターン間（ここでは
金属パターンＭＰ１，ＭＰ２間および金属パターンＭＰ３，ＭＰ４間）の容量を利用した
容量素子とみなすことができる。また、容量素子Ｃ２は、配線パターン（ここではＭ２～
Ｍ６の金属パターンＭＰ１～ＭＰ４）のフリンジ容量を利用した容量素子とみなすことも
できる。一方、後述する実施の形態３で説明する容量素子Ｃ３は、同層の金属パターン間
の容量を利用せず、上下２層の金属電極間の容量のみを利用した容量素子であり、本実施
の形態で用いた容量素子Ｃ２とは種類が異なっている。また、容量素子Ｃ２は、ＭＯＳ型
容量素子である容量素子Ｃ１とも種類が異なる容量素子であり、また、後述する実施の形
態５，６で説明するＰＩＰ型の容量素子Ｃ４とも種類が異なる容量素子である。
【００６７】
　このように、容量素子Ｃ２は、同層に形成された金属パターンＭＰ１（第１金属パター
ン）と金属パターンＭＰ２（第２金属パターン）との間の容量を利用した容量素子であり
、同層に形成された金属パターンＭＰ３（第１金属パターン）と金属パターンＭＰ４（第
２金属パターン）との間の容量を利用した容量素子である。パターン形状については、上
述したように、金属パターンＭＰ１（第１金属パターン）は、Ｘ方向（第１方向）に延在
する複数の配線部ＭＤ１（第１導体部）が、Ｘ方向に交差するＹ方向（第２方向）に延在
する配線部ＭＣ１（第１連結部）で連結された櫛型のパターン形状を有している。また、
金属パターンＭＰ２（第２金属パターン）は、Ｘ方向（第１方向）に延在しかつ複数の配
線部ＭＤ１（第１導体部）の間にそれぞれ配置された複数の配線部ＭＤ２（第２導体部）
が、Ｙ方向（第２方向）に延在する配線部ＭＣ２（第２連結部）で連結された櫛型のパタ
ーン形状を有している。また、金属パターンＭＰ３（第１金属パターン）は、Ｘ方向（第
１方向）に延在する複数の配線部ＭＤ４（第１導体部）が、Ｙ方向（第２方向）に延在す
る配線部ＭＣ３（第１連結部）で連結された櫛型のパターン形状を有している。また、金
属パターンＭＰ４（第２金属パターン）は、Ｘ方向（第１方向）に延在しかつ複数の配線
部ＭＤ４（第１導体部）の間にそれぞれ配置された複数の配線部ＭＤ３（第２導体部）が
、Ｙ方向（第２方向）に延在する配線部ＭＣ４（第２連結部）で連結された櫛型のパター
ン形状を有している。金属パターンＭＰ１～ＭＰ４をこのようなパターン形状とすること
で、容量素子Ｃ２の面積（平面寸法）当たりの容量値を効率的に大きくすることができる
。また、各配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１～ＭＰ４の配線部ＭＤ１～ＭＤ４の配線
幅（Ｙ方向の幅）は、各配線Ｍ２～Ｍ６の最小配線幅と同じであることがより好ましく、
これにより、容量素子Ｃ２の面積（平面寸法）当たりの容量値を更に効率的に大きくする
ことができる。
【００６８】
　容量素子Ｃ２を形成する金属パターンＭＰ１～ＭＰ４は、半導体基板１上に形成された
配線層（ここでは配線Ｍ２～Ｍ６）または配線層のパターンにより形成されており、配線
層（ここではＭ２～Ｍ６）は主として銅またはアルミニウムのような金属（金属材料、金
属的な電導を示す材料）で形成されているので、金属パターンＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，
ＭＰ４は、金属的な電導を示す導体パターンである。
【００６９】
　なお、本実施の形態では、半導体基板１上に複数の配線層（ここでは配線Ｍ１～Ｍ６）
が形成され、このうち配線Ｍ２～Ｍ６に容量素子Ｃ２を形成する金属パターンＭＰ１～Ｍ
Ｐ４が形成されている場合について説明したが、容量素子Ｃ２を構成する金属パターンが
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形成される配線の層数はこれに限定されず、複数の配線層の１層以上に容量素子Ｃ２を構
成する金属パターンを形成すればよい。容量素子Ｃ２を構成する金属パターンを１層の配
線層のみに形成する場合は、その配線層に、金属パターンＭＰ１，ＭＰ２を形成すればよ
く、この場合、容量素子Ｃ２は、同層の金属パターンＭＰ１，ＭＰ２間の容量のみを利用
して形成された容量素子となる。容量素子Ｃ２を構成する金属パターンを２層以上の配線
層に形成する場合は、その２層以上の配線層に金属パターンＭＰ１，ＭＰ２と金属パター
ンＭＰ３，ＭＰ４とを交互に積み重ねて配置すればよい。このことは、以下の実施の形態
２～７でも同様である。
【００７０】
　但し、半導体基板１上に形成された複数の配線層のうち、２層以上の配線層に、容量素
子Ｃ２を構成する金属パターンＭＰ１～ＭＰ４を形成すれば、容量素子Ｃ２をより効率的
に大容量化できる。この場合、容量素子Ｃ２の総容量は、同層の金属パターン間（同層の
金属パターンＭＰ１，ＭＰ２間および同層の金属パターンＭＰ３，ＭＰ４間）の容量（本
実施の形態では上記第１～第５容量に対応）に、更に、異なる層の金属パターン間（１層
異なる金属パターンＭＰ１，ＭＰ４間、および１層異なる金属パターンＭＰ２，ＭＰ３間
）の容量（本実施の形態では上記第６～第１３容量に対応）を加えたものとなる。従って
、本実施の形態のように、半導体基板１上に形成された複数の配線層のうち２層以上に容
量素子Ｃ２を形成する金属パターンＭＰ１～ＭＰ４を形成した場合には、容量素子Ｃ２は
、同層の金属パターン間の容量と、異なる層の金属パターン間の容量とを利用して形成さ
れた容量素子となる。
【００７１】
　また、本実施の形態の半導体装置では、上記のように、キャパシタ形成領域において、
ｎ型半導体領域４、絶縁膜５、上部電極６およびｎ型半導体領域７により、ＭＯＳ型の容
量素子Ｃ１が形成されている。そして、図３～図５に示されるように、配線Ｍ１は、Ｙ方
向に延在する配線部Ｍ１ａおよび配線部Ｍ１ｂを有しており、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａは
、コンタクトホール１２ａ内に埋め込まれたプラグ１３ａを介して、ｎ型半導体領域７に
電気的に接続され、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂは、コンタクトホール１２ｂ内に埋め込まれ
たプラグ１３ｂを介して、上部電極６に電気的に接続されている。なお、上部電極６は配
線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂの直下にも延在しているので、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂと上部電極
６との間をプラグ１３ｂで接続できる。また、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａは、少なくとも一
部がｎ型半導体領域７と平面的に重なっているので、その重なり領域において、ｎ型半導
体領域７と配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａとの間をプラグ１３ａで接続できる。
【００７２】
　配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａは、Ｙ方向に延在し、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＣ１お
よび配線Ｍ３，Ｍ５の配線部ＭＣ３と平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好まし
くは同じ平面寸法で）形成され、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂは、Ｙ方向に延在し、配線Ｍ２
，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＣ２および配線Ｍ３，Ｍ５の配線部ＭＣ４と平面的に重なる（好
ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ平面寸法で）形成されている。そして、配線Ｍ２
の配線部ＭＣ１および配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａに重なる位置に、スルーホール１５および
それを埋めるプラグ１６が配置されており、このプラグ１６を介して、配線Ｍ２の配線部
ＭＣ１と配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａとが、電気的に接続されている。また、配線Ｍ２の配線
部ＭＣ２および配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂに重なる位置に、スルーホール１５およびそれを
埋めるプラグ１６が配置されており、このプラグ１６を介して、配線Ｍ２の配線部ＭＣ２
と配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂとが、電気的に接続されている。
【００７３】
　従って、容量素子Ｃ２の第１電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１，ＭＰ３から
なる第１電極）が、プラグ１６、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、プラグ１３ａおよびｎ型半導
体領域７を介して、容量素子Ｃ１の下部電極（ｎ型半導体領域４）に電気的に接続されて
いる。また、容量素子Ｃ２の第２電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ２，ＭＰ４か
らなる第２電極）が、プラグ１６、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂおよびプラグ１３ｂを介して
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、容量素子Ｃ１の上部電極（上部電極６）に電気的に接続されている。このため、図１に
も示されるように、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とは、並列に接続されている。容量素子
Ｃ１，Ｃ２を並列に接続した回路は、配線Ｍ１～Ｍ６およびそれよりも上層の配線層のう
ちの一層または複数層の配線（図示せず）などによって、必要に応じて半導体装置内の他
の領域に形成された素子あるいはボンディングパッドなどと電気的に接続されている。
【００７４】
　このように、本実施の形態の半導体装置では、半導体基板１の主面にＭＯＳ型容量素子
である容量素子Ｃ１を形成し、容量素子Ｃ１を形成したのと同じ平面領域でかつ容量素子
Ｃ１よりも上層に、容量素子Ｃ１とは異なる種類の容量素子Ｃ２を配置し、それら容量素
子Ｃ１，Ｃ２を並列に接続している。すなわち、互いに種類が異なる複数の容量素子Ｃ１
，Ｃ２が、半導体基板１上に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。
【００７５】
　容量素子の大容量化を図る場合、一般にその容量素子の面積を大きくすることが考えら
れる。例えば、ＭＯＳ型容量素子の大容量化を図る場合、半導体基板上に絶縁膜を介して
形成する上部電極の面積を大きくすることで、半導体基板領域と、上部電極と、それらの
間の絶縁膜により形成されるＭＯＳ型容量素子の容量値を大きくすることができる。しか
しながら、容量素子の面積を大きくすれば、半導体装置の大面積化を招き、半導体装置の
小面積化（平面寸法の縮小）の流れに逆行してしまう。
【００７６】
　そこで、本実施の形態では、容量素子の大容量化を図るに際して、その容量素子の面積
を大きくするのではなく、異なる種類の容量素子（ここでは容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２
）を形成してこれらを並列に接続することで、トータルとして大容量の容量素子を形成す
る。そして、この並列接続した異なる種類の容量素子（ここでは容量素子Ｃ１，Ｃ２）を
、半導体基板１上に積み重ねて配置し、同じ平面領域の異なる層に配置することで、容量
素子Ｃ１，Ｃ２を配置するのに要する平面領域の面積を少なくする。
【００７７】
　本実施の形態とは異なり、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とを異なる平面領域に形成して
それらを並列に接続した場合、容量素子Ｃ１，Ｃ２を配置するのに要する平面領域の面積
が大きくなるだけでなく、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とを並列に接続するための配線の
引き回しが長くなり、寄生抵抗成分が増大してしまう。この寄生抵抗成分の増大は、容量
素子を用いて形成すべき回路特性を低下させてしまう可能性がある。
【００７８】
　それに対して本実施の形態では、容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ１とを同じ平面領域に上下
に積み重ねて配置してそれらを並列に接続しているので、小さな平面領域に大きな容量の
容量素子（並列接続された容量素子Ｃ１，Ｃ２からなる容量素子）を形成できるとともに
、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とを並列に接続するための配線の引き回しが短くて済み、
寄生抵抗成分を小さくすることができる。例えば、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ，Ｍ１ｂおよ
びそれに接続するプラグ１３ａ，１３ｂ，１６などを介して、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ
２を並列に接続することができる。
【００７９】
　本実施の形態では、複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２を半導体基板１上に積み重ねて配置して
並列に接続することで、同じ平面領域に形成できるトータルの容量値を大きくすることが
でき、容量素子を有する半導体装置を小面積化することができる。また、容量素子の大容
量化と半導体装置の小面積化の両立を図ることができる。また、寄生抵抗成分を低減でき
るので、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とを並列に接続して形成した回路の特性を向上させ
ることができる。
【００８０】
　また、本実施の形態では、半導体基板上に形成された、互いに異なる層でかつ平面的に
重なる（好ましくは同じ）位置に配置された複数の配線部（配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａおよ
び配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１，ＭＣ３と、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂおよび配線Ｍ２～
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Ｍ６の配線部ＭＣ２，ＭＣ４）を利用して、複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２が接続されている
。具体的には、互いに異なる層に形成された配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、配線Ｍ２の配線部
ＭＣ１、配線Ｍ３の配線部ＭＣ３、配線Ｍ４の配線部ＭＣ１、配線Ｍ５の配線部ＭＣ３お
よび配線Ｍ６の配線部ＭＣ１を平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これら
を利用して容量素子Ｃ１，Ｃ２の一方の電極同士を電気的に接続している。更に、互いに
異なる層に形成された配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ２、配線Ｍ３の配
線部ＭＣ４、配線Ｍ４の配線部ＭＣ２、配線Ｍ５の配線部ＭＣ４および配線Ｍ６の配線部
ＭＣ２を平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利用して容量素子Ｃ
１，Ｃ２の他方の電極同士を電気的に接続している。これにより、複数の容量素子Ｃ１，
Ｃ２が並列に接続される。このようにすることで、複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２を効率よく
並列接続することができ、並列に接続するための配線の引き回しをより短くすることがで
き、寄生抵抗成分をより小さくすることができ、容量素子Ｃ１，Ｃ２を並列に接続して形
成した回路の特性をより向上させることができる。
【００８１】
　また、本実施の形態では、並列に接続した複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２のうち最も下側に
配置する容量素子Ｃ１をＭＯＳ型容量素子とすることで、半導体基板１の主面上に形成す
る配線構造よりも下層に容量素子Ｃ１を設けることができる。そして、容量素子Ｃ２を、
比較的下層の配線層（ここでは配線Ｍ２～Ｍ６）を用いて形成したＭＩＭ型の容量素子と
することで、容量素子Ｃ１と同じ平面領域でかつ容量素子Ｃ１よりも上層に容量素子Ｃ２
を設けることができる。このため、同じ平面領域の異なる層に異なる種類の容量素子Ｃ１
，Ｃ２を配置することが容易に実現できる。
【００８２】
　図１１は、容量素子Ｃ１のようなＭＯＳ型容量素子単独のＣ－Ｖ（容量－電圧）特性の
一例を示すグラフである。図１２は、容量素子Ｃ２のような櫛型配線パターンを用いたＭ
ＩＭ型容量素子単独のＣ－Ｖ特性の一例を示すグラフである。図１３は、本実施の形態の
半導体装置のように、容量素子Ｃ１のようなＭＯＳ型容量素子と、容量素子Ｃ２のような
櫛型配線パターンを用いたＭＩＭ型容量素子とを並列接続した構成の回路のＣ－Ｖ特性の
一例を示すグラフである。図１１～図１３のグラフの横軸は、容量素子の電極間に印加さ
れた電圧に対応し、図１１～図１３のグラフの縦軸は、容量値に対応する。なお、図１１
～図１３の縦軸は、単位は任意単位（arb. unit：arbitrary unit）であるが、スケール
（目盛りの間隔）は図１１～図１３で同じであり、異なる容量値の領域が図１１～図１３
の縦軸に示されている。また、図１４は、図１１～図１３のＣ－Ｖ特性の電圧係数（ＶＣ

１，ＶＣ２）を示す表である。図１１～図１３のＣ－Ｖ特性のグラフは、係数ａ，ｂを用
いて、次式で近似できる。
【００８３】
　　Ｃ＝ｂ×Ｖ２＋ａ×Ｖ＋ＶＣ０

　ここで、式中のＣは図１１～図１３の縦軸に対応する容量値、式中のＶは図１１～図１
３の横軸に対応する電圧値である。ＶＣ０は電圧ゼロのときの容量値である。
【００８４】
　上記の式を変形すると、下記の式が得られる。
【００８５】
　　Ｃ＝（１＋ａ／ＶＣ０×Ｖ＋ｂ／ＶＣ０×Ｖ２）×ＶＣ０

　ここで、ＶＣ１＝ａ／ＶＣ０、ＶＣ２＝ｂ／ＶＣ０として表すと、
　　Ｃ＝（１＋ＶＣ１×Ｖ＋ＶＣ２×Ｖ２）×ＶＣ０

　ここで、上記ＶＣ１は、電圧の一次係数（電圧Ｖの一乗の係数）、上記ＶＣ２は、電圧
の二次係数（電圧Ｖの二乗の係数）に相当する。
【００８６】
　容量素子Ｃ１のようなＭＯＳ型容量素子は、容量絶縁膜（ここでは絶縁膜５）の膜厚を
薄くできることから、比較的小さい面積で大容量の容量素子を実現できるという利点を有
しているが、図１１および図１４にも示されるように、容量値の電圧依存性が大きい（Ｃ
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－Ｖ特性がフラットでない）。このため、ＭＯＳ型容量素子単独では、バイアス電圧値に
依存しない容量を実現しにくい。
【００８７】
　一方、容量素子Ｃ２のような櫛型配線パターンを用いたＭＩＭ型容量素子は、ＭＯＳ型
容量素子に比べて、図１２および図１４にも示されるように、容量値の電圧依存性が小さ
い。更に、ＭＯＳ型容量素子である容量素子Ｃ１は、図１１に示されるように、Ｃ－Ｖ特
性（のグラフ）が上に凸状となり、櫛型配線パターンを用いたＭＩＭ型容量素子である容
量素子Ｃ２は、図１２に示されるように、Ｃ－Ｖ特性（のグラフ）が下に凸状となり、両
者はＣ－Ｖ特性（容量の電圧依存性）の向きが異なる。これは、図１４の表からも分かる
ように、ＭＯＳ型容量素子である容量素子Ｃ１のＣ－Ｖ特性（図１１に対応）の電圧の２
次係数（上記ＶＣ２に対応）が負（すなわちＶＣ２＜０）であり、櫛型配線パターンを用
いたＭＩＭ型の容量素子Ｃ２のＣ－Ｖ特性（図１２に対応）の電圧の２次係数（上記ＶＣ

２に対応）が正（すなわちＶＣ２＞０）であるためである。このように、容量素子Ｃ１と
容量素子Ｃ２とは、互いに種類が異なるが、特性（Ｃ－Ｖ特性、すなわち容量の電圧依存
性）も異なる容量素子である。
【００８８】
　本実施の形態の半導体装置では、容量素子Ｃ１のようなＭＯＳ型容量素子上に、容量素
子Ｃ１とは異なる特性（Ｃ－Ｖ特性）を有する容量素子Ｃ２（櫛型配線パターンを用いた
ＭＩＭ型容量素子）を積み重ねて配置してそれらを並列に接続している。すなわち、半導
体基板１のキャパシタ形成領域において、互いに特性（Ｃ－Ｖ特性）が異なる複数の容量
素子Ｃ１，Ｃ２が、半導体基板１上に積み重ねて配置され、並列に接続されている。これ
により、本実施の形態では、ＭＯＳ型容量素子単独の場合に比べて、トータルの容量を大
きくできるだけでなく、図１３および図１４にも示されるように、容量値の電圧依存性が
小さくなり（すなわちＣ－Ｖ特性がフラットになり）、大容量でかつバイアス電圧値に依
存しない容量素子を実現することができる。特に、図１４からも分かるように、ＭＯＳ型
容量素子単独の場合（図１４の表における「図１１のＣ－Ｖ特性」の欄に対応）に比べて
、本実施の形態の場合（図１４の表における「図１３のＣ－Ｖ特性」の欄に対応）、電圧
の二次係数である上記ＶＣ２を改善することができる（すなわちＶＣ２の絶対値が小さく
なる）。従って、本実施の形態では、半導体装置に占めるキャパシタ形成領域の平面寸法
（面積）当たりの容量値を大きくできるとともに、容量値がバイアス電圧値に依存しにく
くなるので、容量素子を用いた回路の特性を向上することができる。また、トータルで大
容量でかつ平坦なＣ－Ｖ特性（電圧依存性が小さいＣ－Ｖ特性）を有する容量素子（並列
接続された容量素子Ｃ１，Ｃ２からなる容量素子）を実現することができる。
【００８９】
　また、本実施の形態では、同じ平面領域（の異なる層）に積み重ねて配置して並列接続
する複数の容量素子のうち最下層の容量素子を、ＭＯＳ型容量素子である容量素子Ｃ１に
しているので、半導体基板１の他の領域（ＭＩＳＦＥＴ形成領域）に形成するＭＩＳＦＥ
Ｔとほぼ同じ工程で容量素子Ｃ１を形成することができ、半導体装置の製造工程数を低減
することができる。従って、本実施の形態および以下の実施の形態で容量素子Ｃ１を用い
ている場合は、半導体基板１の他の領域（容量素子Ｃ１が形成されたキャパシタ形成領域
以外の領域）にＭＩＳＦＥＴが形成されている半導体装置に適用すれば、より有効である
。
【００９０】
　また、容量素子Ｃ１，Ｃ２と後述の実施の形態で説明する容量素子Ｃ３，Ｃ４のうち、
平面寸法が同じ場合に最も容量値が大きくなるのは、容量絶縁膜を最も薄くしやすい容量
素子Ｃ１である。このため、本実施の形態のように、積み重ねて配置して並列接続する複
数の容量素子のうち最下層の容量素子をＭＯＳ型容量素子である容量素子Ｃ１にすれば、
小さなキャパシタ形成領域に、より大きな容量値の容量素子を形成できる。
【００９１】
　（実施の形態２）
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　図１５は、本実施の形態の半導体装置の要部断面図であり、図１６は、本実施の形態の
半導体装置の要部平面図である。図１５は、上記実施の形態１の図２に対応するものであ
り、図１６は、上記実施の形態１の図６に対応するものである。従って、図１６のＡ－Ａ
線の断面が図１５に対応する。
【００９２】
　本実施の形態では、キャパシタ形成領域において、容量素子Ｃ２を形成する配線Ｍ２～
Ｍ６（すなわち上記実施の形態１で説明した金属パターンＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，ＭＰ
４）を囲むように、図１５に示されるように、配線Ｍ２～Ｍ６からなるシールド用の配線
部ＭＧを設けている。
【００９３】
　図１６には、キャパシタ形成領域の配線Ｍ２のレイアウトが示されており、配線Ｍ２の
金属パターンＭＰ１，ＭＰ２を平面的に囲むように、配線Ｍ２からなる配線部ＭＧが設け
られているが、配線Ｍ３～Ｍ６でも同様に、配線部ＭＧが設けられている。
【００９４】
　すなわち配線Ｍ３の金属パターンＭＰ３，ＭＰ４を囲むように、配線Ｍ３からなる配線
部ＭＧが設けられ、配線Ｍ４の金属パターンＭＰ１，ＭＰ２を平面的に囲むように、配線
Ｍ４からなる配線部ＭＧが設けられ、配線Ｍ５の金属パターンＭＰ３，ＭＰ４を囲むよう
に、配線Ｍ５からなる配線部ＭＧが設けられ、配線Ｍ６の金属パターンＭＰ１，ＭＰ２を
平面的に囲むように、配線Ｍ６からなる配線部ＭＧが設けられている。配線Ｍ２～Ｍ６の
各配線部ＭＧ同士は、平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に形成されており、プラグ
２０，２４，２８，３２を介して互いに電気的に接続されている。配線部ＭＧは、固定電
位（好ましくは接地電位またはグランド電位）に接続されている。
【００９５】
　本実施の形態では、上記実施の形態１で得られた効果に加えて、更に、配線部ＭＧを設
けたことにより、容量素子Ｃ２を電磁気的にシールドすることができる。これにより、容
量素子Ｃ１，Ｃ２を並列に接続した回路の特性をより向上させることができる。また、以
下の実施の形態３～６においても、本実施の形態と同様の配線部ＭＧを設けることができ
、同様の効果を得ることができる。
【００９６】
　（実施の形態３）
　図１７は、本実施の形態の半導体装置の要部回路図であり、図１８および図１９は、本
実施の形態の半導体装置の要部断面図であり、図２０および図２１は、本実施の形態の半
導体装置の要部平面図である。
【００９７】
　図１７は、上記実施の形態１の図１に対応するものであり、図１８～図２１に示される
半導体装置のキャパシタ形成領域に形成された回路（等価回路）が示されている。また、
図１８および図１９は、半導体装置のキャパシタ形成領域の断面図が示されており、図１
８は上記実施の形態１の図２に対応するものである。図２０および図２１は、上記実施の
形態１の図５～図１０と同じ平面位置（キャパシタ形成領域）が示されているが、図２０
には、第７層配線である配線Ｍ７の平面レイアウトが示され、平面図であるが、図面を見
やすくするために、配線Ｍ７にハッチングを付してある。図２１には、容量素子Ｃ３の下
部電極４３および上部電極４９と配線Ｍ７の平面レイアウトが示されている。図２０およ
び図２１のＡ－Ａ線の断面が図１８に対応し、Ｄ－Ｄ線の断面が図１９に対応する。また
、本実施の形態においても、ｎ型半導体領域４、上部電極６、ｎ型半導体領域７、コンタ
クトホール１２（１２ａ，１２ｂ）および配線Ｍ１～Ｍ６の平面レイアウトは上記実施の
形態１の図５～図１０と同様なので、ここではその図示は省略する。
【００９８】
　本実施の形態の半導体装置は、配線Ｍ６が埋め込まれた絶縁膜３３およびそれよりも下
の構造は、上記実施の形態１の半導体装置と同様であるので、ここではその説明は省略し
、配線Ｍ６が埋め込まれた絶縁膜３３よりも上の構造について説明する。
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【００９９】
　本実施の形態では、図１８および図１９に示されるように、配線Ｍ６が埋め込まれた絶
縁膜３３上には、絶縁膜（層間絶縁膜）３４が形成されている。絶縁膜３４には、スルー
ホール（開口部、孔、貫通孔）３５が形成されており、スルーホール３５内には、プラグ
（導体部、接続用導体部）３６が形成されて埋め込まれている。プラグ３６は、その底部
で配線Ｍ６と接して電気的に接続されている。
【０１００】
　プラグ３６が埋め込まれた絶縁膜３４上には、絶縁膜（層間絶縁膜）３７が形成されて
おり、この絶縁膜３７には配線溝とこの配線溝に埋め込まれた配線Ｍ７が形成されている
。配線Ｍ７は、配線Ｍ６よりも１つ上層の第７層配線（配線層）である。配線Ｍ７は、キ
ャパシタ形成領域において、図２０に示されるようなパターンを有している。配線Ｍ７は
、ダマシン技術（ここではシングルダマシン技術）を用いて形成することができ、銅を主
成分とする銅配線とすることができる。デュアルダマシン技術を用いて配線Ｍ７を形成す
ることもでき、この場合、配線Ｍ７とプラグ３６が一体的に形成される。また、配線Ｍ７
と配線Ｍ６との間の寄生容量を小さくするために、絶縁膜３４の膜厚を、絶縁膜１８，２
２，２６，３０の各膜厚よりも厚くすることがより好ましい。
【０１０１】
　配線Ｍ７は主として銅のような金属（金属材料、金属的な電導を示す材料）で形成され
ている。配線Ｍ７は、本実施の形態のようにダマシン法で形成した埋め込み配線であれば
より好ましいが、他の形態として、配線Ｍ７を、導体膜（金属膜）のパターニングにより
形成した配線（例えばアルミニウム配線）とすることもできる。
【０１０２】
　配線Ｍ７が埋め込まれた絶縁膜３７上には、絶縁膜（層間絶縁膜）３８が形成されてい
る。絶縁膜３８には、スルーホール（開口部、孔、貫通孔）３９が形成されており、スル
ーホール３９内にはプラグ（導体部、接続用導体部）４０が形成されて埋め込まれている
。プラグ４０は、その底部で配線Ｍ７と接して電気的に接続されている。
【０１０３】
　プラグ４０が埋め込まれた絶縁膜３８上には、絶縁膜（層間絶縁膜）４１が形成されて
いる。絶縁膜４１には、下部電極用開口部４２が形成されており、この下部電極用開口部
４２内には、容量素子Ｃ３用の下部電極（金属電極、下部金属電極）４３が形成されて埋
め込まれている。下部電極４３は、その底部でプラグ４０と接して電気的に接続されてい
る。
【０１０４】
　また、絶縁膜３８，４１にスルーホール（開口部、孔、貫通孔）４４が形成されており
、スルーホール４４内にはプラグ（導体部、接続用導体部）４５が形成されて埋め込まれ
ている。プラグ４５は、その底部で配線Ｍ７と接して電気的に接続されている。
【０１０５】
　例えば、下部電極用開口部４２およびスルーホール４４を形成してから、これらを埋め
るようにタングステンなどからなる導体膜を形成し、絶縁膜４１上の導体膜をＣＭＰ法ま
たはエッチバック法などによって除去することで、下部電極４３およびプラグ４５を形成
することができる。また、下部電極４３はシングルダマシン技術を用いて形成できるが、
他の形態として、デュアルダマシン技術を用いて下部電極４３を形成することもでき、こ
の場合、下部電極４３とプラグ４０が一体的に形成される。また、下部電極４３およびプ
ラグ４５を同じ工程で形成すれば、製造工程数を低減できるのでより好ましいが、下部電
極４３とプラグ４５とを別々の工程で形成することもできる。
【０１０６】
　下部電極４３上を含む絶縁膜４１上に絶縁膜４６が形成され、絶縁膜４６上に導体膜４
７が形成され、導体膜４７上に導体膜４８が形成されている。導体膜４７および導体膜４
８により、容量素子Ｃ３用の上部電極（金属電極、上部金属電極）４９が構成される。
【０１０７】



(20) JP 2008-235498 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

　絶縁膜４６は、パターニングされた絶縁膜からなり、例えば窒化シリコン膜などからな
る。導体膜４７は、パターニングされた導体膜からなり、例えばチタン、窒化チタン、タ
ングステンまたは窒化タングステンなどからなる。導体膜４８は、パターニングされた導
体膜からなり、例えばアルミニウムを主成分とする導体膜（アルミニウム膜またはアルミ
ニウム合金膜）からなる。また、導体膜４８を、主導体膜と、その主導体膜の上面、下面
あるいは上下両面に設けたバリア導体膜との積層膜とすることもできる。導体膜４８の前
記主導体膜としては、例えばアルミニウムを主成分とする主導体膜を用いることができ、
導体膜４８の前記バリア導体膜としては、例えばチタン膜、窒化チタン膜またはそれらの
積層膜を用いることができる。
【０１０８】
　後で絶縁膜４６および導体膜４７となる積層膜を、下部電極４３上を含む絶縁膜４１の
全面上に形成してから、この積層膜をパターニングし、その後、絶縁膜４６および導体膜
４７の積層膜上を含む絶縁膜４１の全面上に、後で導体膜４８となる導体膜を形成してか
ら、この導体膜をパターニングすることで、絶縁膜４６および導体膜４７，４８を形成す
ることができる。
【０１０９】
　導体膜４７，４８からなる上部電極４９と、下部電極４３と、下部電極４３および上部
電極４９間の絶縁膜４６とにより、キャパシタ形成領域にＭＩＭ（Metal insulator Meta
l）型の容量素子Ｃ３が形成される。下部電極４３および上部電極４９は、金属（金属材
料、金属的な電導を示す材料）からなる金属電極である。下部電極４３が、容量素子Ｃ３
の一方の電極（下部電極）となり、上部電極４９が、容量素子Ｃ３の他方の電極（上部電
極）となり、下部電極４３と上部電極４９の間に位置する絶縁膜４６が、容量素子Ｃ３の
容量絶縁膜（誘電体膜）となる。絶縁膜４６および上部電極４９は、図２１からも分かる
ように、平面的に下部電極４３を内包する（含む）ように形成されている。また、導体膜
４７を形成しておけば、パターニング時の絶縁膜４６へのダメージを防止できるのでより
好ましいが、導体膜４７の形成を省略することもできる。導体膜４７の形成を省略した場
合には、導体膜４８は絶縁膜４６の上面に接するように形成され、この導体膜４８が上部
電極４９となる。
【０１１０】
　容量素子Ｃ３は、絶縁膜を介して上下に配置された上部金属電極（金属の上部電極、こ
こでは上部電極４９）と下部金属電極（金属の下部電極、ここでは下部電極４３）との間
の容量を利用した容量素子である。すなわち、容量素子Ｃ３は、下部金属電極（下部電極
４３）とその下部金属電極上の上部金属電極（ここでは上部電極４９）との間の容量を利
用した容量素子であり、容量素子Ｃ２と異なり、同層の金属パターン間の容量は利用して
いない容量素子である。このため、容量素子Ｃ３は、容量素子Ｃ２とは種類が異なる容量
素子である。また、容量素子Ｃ３は、ＭＯＳ型容量素子である容量素子Ｃ１とも種類が異
なる容量素子であり、また、後述する実施の形態５，６で説明するＰＩＰ型の容量素子Ｃ
４とも種類が異なる容量素子である。
【０１１１】
　また、絶縁膜４１上には、上部電極４９を覆うように、最上層の保護膜としての絶縁膜
（表面保護膜）５０が形成されている。
【０１１２】
　導体膜４８は、ボンディングパッド形成用の導体膜（後述する導体膜４８ａ）と同層の
導体膜を用いて形成されている。図２２は、本実施の形態の半導体装置の他の領域の要部
断面図であり、ボンディングパッド形成領域が示されている。なお、図２２では、絶縁膜
４１よりも下の構造の図示を省略している。
【０１１３】
　図２２に示されるように、絶縁膜５０には、ボンディングパッド用の開口部５１が形成
されており、開口部５１から導体膜４８ａの一部が露出されて、ボンディングパッド（パ
ッド電極）５２が形成されている。
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【０１１４】
　ボンディングパッド用の導体膜４８ａと上部電極４９用の導体膜４８とは、同層の金属
膜（導体膜）であり、一緒（同時）に形成される。すなわち、絶縁膜４１上に導体膜４８
，４８ａ用の同じ金属膜（導体膜）を形成し、この金属膜（導体膜）をパターニングする
ことで、ボンディングパッド用の導体膜４８ａと、上部電極４９用の導体膜４８とを、一
緒（同時）に形成することができる。また、ボンディングパッド５２へのワイヤボンディ
ングを容易にするために、開口部５１から露出する導体膜４８ａ上にめっき膜などを形成
することもできる。また、ボンディングパッド５２上に、バンプ電極を形成することもで
きる。
【０１１５】
　このように、容量素子Ｃ３の上部電極４９は、半導体装置のボンディングパッド電極（
ここではボンディングパッド５２）用の金属層（ここでは導体膜４８ａ）と同層の金属層
（ここでは導体膜４８）を利用して形成されている。
【０１１６】
　図２０に示されるように、キャパシタ形成領域において、配線Ｍ７は、配線Ｍ１の配線
部Ｍ１ａと配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＣ１と配線Ｍ３，Ｍ５の配線部ＭＣ３とに対
して平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ寸法で）形成された配線
部Ｍ７ａを有している。更に、キャパシタ形成領域において、配線Ｍ７は、Ｍ１の配線部
Ｍ１ｂと配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＣ２と配線Ｍ３，Ｍ５の配線部ＭＣ４とに対し
て平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に（好ましくは同じ寸法で）形成された配線部
Ｍ７ｂを有している。更に、キャパシタ形成領域において、配線Ｍ７は、容量素子Ｃ３の
下部電極４３の下に延在する配線部Ｍ７ｃを有しており、配線部Ｍ７ｃは配線部Ｍ７ａに
接続（連結）されて、配線部Ｍ７ａと配線部Ｍ７ｃとが一体的に形成されたパターンとな
っている。
【０１１７】
　配線Ｍ７と下部電極４３は層が異なり、配線Ｍ７よりも上層に下部電極４３が配置され
ているが、平面的に見ると（半導体基板１の主面に平行な平面で見ると）、図２１に示さ
れるように、配線Ｍ７の配線部７ａと配線部７ｂの間に下部電極４３が配置されている。
そして、下部電極４３は、容量素子Ｃ２を形成する配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１
～ＭＰ４の配線幅（配線部ＭＤ１～ＭＤ４のＹ方向の幅または寸法）よりも大きな寸法（
辺）を有するパターン（大面積パターン）とされている。下部電極４３の平面形状が、Ｘ
方向およびＹ方向に平行な辺を有する四角形状であれば、配線Ｍ７の配線部７ａと配線部
７ｂの間に下部電極４３を効率的に配置でき、容量素子Ｃ３の容量値を大きくできるので
、より好ましい。また、容量素子Ｃ３の上部電極４９は、平面的に下部電極４３を内包す
る（含む）更に大面積のパターン（下部電極４３よりも大面積のパターン）とされている
。また、配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂの直上には、上部電極４９は延在しているが、下部電極
４３は延在していないようにし、配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂと上部電極４９との間をプラグ
４５で接続できるようにしている。
【０１１８】
　下部電極４３および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｃに平面的に重なる位置にスルーホール３９
およびそれを埋めるプラグ４０が配置され、このプラグ４０を介して、容量素子Ｃ３の下
部電極４３が配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｃに電気的に接続されている。そして、配線Ｍ７の配
線部Ｍ７ａおよび配線Ｍ６の配線部ＭＣ１に平面的に重なる位置に配置されたスルーホー
ル３５およびそれを埋めるプラグ３６が配置され、このプラグ３６を介して、配線Ｍ７の
配線部Ｍ７ａが配線Ｍ６の配線部ＭＣ１に電気的に接続されている。従って、容量素子Ｃ
３の下部電極４３は、プラグ４０、配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｃ，Ｍ７ａおよびプラグ３６を
介して、容量素子Ｃ２の第１電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１，ＭＰ３からな
る第１電極）と電気的に接続され、更に容量素子Ｃ１の下部電極（ｎ型半導体領域４）と
も電気的に接続されている。
【０１１９】
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　上部電極４９および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂに平面的に重なる位置にスルーホール４４
およびそれを埋めるプラグ４５が配置され、このプラグ４５を介して、容量素子Ｃ３の上
部電極４９が配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂに電気的に接続されている。そして、配線Ｍ７の配
線部Ｍ７ｂおよび配線Ｍ６の配線部ＭＣ２に平面的に重なる位置に配置されたスルーホー
ル３５およびそれを埋めるプラグ３６が配置され、このプラグ３６を介して、配線Ｍ７の
配線部Ｍ７ｂが配線Ｍ６の配線部ＭＣ２に電気的に接続されている。従って、容量素子Ｃ
３の上部電極４９は、プラグ４５、配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂおよびプラグ３６を介して、
容量素子Ｃ２の第２電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ２，ＭＰ４からなる第２電
極）と電気的に接続され、更に容量素子Ｃ１の上部電極（上部電極６）とも電気的に接続
されている。
【０１２０】
　従って、図１７にも示されるように、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３とは
、並列に接続されている。また、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３を並列に接続した回路は、配
線Ｍ１～Ｍ７のうちの一層または複数層の配線（図示せず）などによって、必要に応じて
半導体装置内の他の領域に形成された素子あるいはボンディングパッドなどと電気的に接
続されている。
【０１２１】
　上記実施の形態１では、キャパシタ形成領域において、半導体基板１の主面に容量素子
Ｃ１を形成し、容量素子Ｃ１の上方（直上）に、容量素子Ｃ１とは異なる種類の容量素子
である容量素子Ｃ２を形成し、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とを並列に接続していた。本
実施の形態では、キャパシタ形成領域において、半導体基板１の主面に容量素子Ｃ１を形
成し、容量素子Ｃ１の上方に、容量素子Ｃ１とは異なる種類の容量素子である容量素子Ｃ
２を形成し、更に容量素子Ｃ２の上方（直上）に容量素子Ｃ１，Ｃ２とは異なる種類の容
量素子である容量素子Ｃ３を形成し、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３とを並
列に接続している。すなわち、本実施の形態では、互いに種類が異なる複数の容量素子Ｃ
１，Ｃ２，Ｃ３が、半導体基板１上に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。
従って、複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３は同じ平面領域の異なる層に配置されている。
また、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３とは、互いに種類が異なるが、特性（
Ｃ－Ｖ特性、すなわち容量の電圧依存性）も異なる容量素子である。このため、本実施の
形態では、互いに特性が異なる複数の容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３が、半導体基板１上に積
み重ねられて配置され、並列に接続されている。
【０１２２】
　本実施の形態では、容量素子Ｃ１，Ｃ２に加えて、更に容量素子Ｃ３を容量素子Ｃ１，
Ｃ２上に配置し、これら容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３を並列に接続しているので、上記実施
の形態１で得られる効果に加え、更に大容量の容量素子（並列接続された容量素子Ｃ１，
Ｃ２，Ｃ３からなる容量素子）を小さな平面領域に形成することができる。このため、容
量素子を有する半導体装置の小面積化に極めて有利となる。また、容量素子の大容量化と
半導体装置の小面積化の両立に極めて有利となる。
【０１２３】
　また、本実施の形態では、半導体基板上に形成された、互いに異なる層でかつ平面的に
重なる位置に配置された複数の配線部（配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、配線Ｍ２～Ｍ６の配線
部ＭＣ１，ＭＣ３および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ａと、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂ、配線Ｍ２
～Ｍ６の配線部ＭＣ２，ＭＣ４および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂ）を利用して、複数の容量
素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３が接続されている。具体的には、互いに異なる層に形成された配線
Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ１、配線Ｍ３の配線部ＭＣ３、配線Ｍ４の配
線部ＭＣ１、配線Ｍ５の配線部ＭＣ３、配線Ｍ６の配線部ＭＣ１および配線Ｍ７の配線部
Ｍ７ａを平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利用して容量素子Ｃ
１，Ｃ２，Ｃ３の一方の電極同士を電気的に接続している。更に、互いに異なる層に形成
された配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ２、配線Ｍ３の配線部ＭＣ４、配
線Ｍ４の配線部ＭＣ２、配線Ｍ５の配線部ＭＣ４、配線Ｍ６の配線部ＭＣ２および配線Ｍ
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７の配線部Ｍ７ｂを平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利用して
容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３の他方の電極同士を接続している。これにより、複数の容量素
子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３が並列に接続される。このようにすることで、複数の容量素子Ｃ１，
Ｃ２，Ｃ３を効率よく並列接続することができ、並列に接続するための配線の引き回しを
より短くすることができ、寄生抵抗成分をより小さくすることができ、容量素子Ｃ１，Ｃ
２，Ｃ３を並列に接続して形成した回路の特性をより向上させることができる。
【０１２４】
　（実施の形態４）
　図２３は、本実施の形態の半導体装置の要部回路図であり、上記実施の形態３の図１８
に対応するものである。図２４および図２５は、本実施の形態の半導体装置の要部断面図
であり、上記実施の形態３の図１８および図１９にそれぞれ対応するものである。
【０１２５】
　上記実施の形態３では、キャパシタ形成領域に容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３を形成してい
たが、本実施の形態では、容量素子Ｃ１の形成を省略し、キャパシタ形成領域に容量素子
Ｃ２，Ｃ３を形成している。
【０１２６】
　本実施の形態では、図２４および図２５に示されるように、キャパシタ形成領域全体で
、半導体基板１に素子分離領域２が形成されている。そして、キャパシタ形成領域におい
て、上記実施の形態３で形成していたｎ型半導体領域４、絶縁膜５、上部電極６、ｎ型半
導体領域７、コンタクトホール１２ａ，１２ｂおよびプラグ１３ａ，１３ｂは（不要なら
配線部Ｍ１ａ，Ｍ１ｂも）、本実施の形態では、その形成を省略する。本実施の形態の半
導体装置の他の構成は、上記実施の形態３の半導体装置とほぼ同様であるので、ここでは
その詳しい説明は省略する。
【０１２７】
　本実施の形態では、互いに種類が異なる複数の容量素子Ｃ２，Ｃ３が、半導体基板１上
に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。また、容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３
とは、互いに種類が異なるが、特性（Ｃ－Ｖ特性、すなわち容量の電圧依存性）も異なる
容量素子である。このため、本実施の形態では、互いに特性が異なる複数の容量素子Ｃ２
，Ｃ３が、半導体基板１上に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。
【０１２８】
　本実施の形態では、同じ平面領域（の異なる層）に複数の容量素子Ｃ２，Ｃ３を積み重
ねて配置して並列接続することにより、小さな平面領域に大容量の容量素子（並列接続さ
れた容量素子Ｃ２，Ｃ３からなる容量素子）を形成することができる。このため、容量素
子を有する半導体装置を小面積化することができる。また、容量素子の大容量化と半導体
装置の小面積化の両立を図ることができる。
【０１２９】
　また、上記容量素子Ｃ１および後述の実施の形態５，６で説明する容量素子Ｃ４に比べ
ると、金属パターンで形成した容量素子Ｃ２，Ｃ３は、Ｃ－Ｖ特性がフラットに近く（容
量値の電圧依存性が小さく）、電気特性が良好である。本実施の形態は、複数の容量素子
Ｃ２，Ｃ３を積み重ねて並列に接続することで、小さな平面領域に大容量の容量素子を形
成するとともに、容量値の電圧依存性を小さくしやすい容量素子Ｃ２，Ｃ３だけを用いる
ことで、容量値がバイアス電圧値に依存しにくくなり、容量素子を用いた回路の特性を最
も向上させることができる。従って、トータルで大容量でかつ最も平坦なＣ－Ｖ特性（電
圧依存性が小さいＣ－Ｖ特性）を有する容量素子（並列接続された容量素子Ｃ２，Ｃ３か
らなる容量素子）を実現することができる。
【０１３０】
　また、キャパシタ形成領域において、配線Ｍ２～Ｍ６（の金属パターンＭＰ１～ＭＰ４
）で形成される容量素子Ｃ２の下には、干渉を考慮すると、ＭＩＳＦＥＴなどのトランジ
スタ素子は形成しないことが好ましい。しかしながら、容量素子Ｃ２の下にＭＩＳＦＥＴ
などのトランジスタ素子を設ける場合は、そのトランジスタ素子と容量素子Ｃ２の間に配
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線Ｍ１の大面積パターンを設けて、トランジスタ素子を容量素子Ｃ２からシールドするこ
とが好ましい。
【０１３１】
　（実施の形態５）
　上記実施の形態１では、キャパシタ形成領域において、容量素子Ｃ１，Ｃ２を形成して
いたが、本実施の形態では、ＭＯＳ型の容量素子Ｃ１の代わりにＰＩＰ型の容量素子Ｃ４
を形成する。
【０１３２】
　図２６は、本実施の形態の半導体装置の要部回路図であり、図２７および図２８は、本
実施の形態の半導体装置の要部断面図であり、図２９は、本実施の形態の半導体装置の要
部平面図である。
【０１３３】
　図２６は、上記実施の形態１の図１に対応するものであり、図２７～図２９に示される
半導体装置のキャパシタ形成領域に形成された回路（等価回路）が示されている。また、
図２７および図２８は、半導体装置のキャパシタ形成領域の断面図が示されており、図２
７は上記実施の形態１の図２に対応するものである。図２９は、上記実施の形態１の図５
～図１０と同じ平面位置（キャパシタ形成領域）が示されているが、図２９には、容量素
子Ｃ４の下部電極６１および上部電極６３と配線Ｍ１の平面レイアウトが示されている。
図２９のＡ－Ａ線の断面が図２７に対応し、Ｄ－Ｄ線の断面が図２８に対応する。従って
、図２８は、上記実施の形態３の図１９に相当する断面が示されている。また、本実施の
形態においても、配線Ｍ２～Ｍ６の平面レイアウトは上記実施の形態１の図６～図１０と
同様であるので、ここではその図示は省略する。
【０１３４】
　本実施の形態の半導体装置は、配線Ｍ１および絶縁膜１４とそれよりも上層の構造は、
上記実施の形態１の半導体装置と同様であるので、ここではその説明は省略し、配線Ｍ１
（および絶縁膜１４）よりも下の構造について説明する。
【０１３５】
　本実施の形態の半導体装置では、図２７～図２８に示されるように、キャパシタ形成領
域全体で、半導体基板１に素子分離領域２が形成されている。キャパシタ形成領域の素子
分離領域２上には、下部電極（下部電極膜、導電体膜、導電体膜パターン）６１が形成さ
れている。下部電極６１は、好ましくは多結晶シリコン膜（ドープトポリシリコン膜）の
ようなシリコン膜（パターニングされたシリコン膜）からなる。下部電極６１を構成する
多結晶シリコン膜は、不純物が導入されて低抵抗率とされている。下部電極６１は、例え
ば、不純物が導入された低抵抗率の多結晶シリコン膜（ドープトポリシリコン膜）を半導
体基板１の主面全面上に形成し、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法を用い
てこの多結晶シリコン膜をパターニングすることで、形成できる。
【０１３６】
　下部電極６１上には、絶縁膜６２を介して上部電極６３が形成されている。絶縁膜６２
は、例えば酸化シリコン膜または窒化シリコン膜からなる。上部電極６３は、好ましくは
多結晶シリコン膜（ドープトポリシリコン膜）のようなシリコン膜（パターニングされた
シリコン膜）からなる。上部電極６３を構成する多結晶シリコン膜は、不純物が導入され
て低抵抗率とされている。例えば、半導体基板１の主面上に下部電極６１を覆うように絶
縁膜６２用の絶縁膜と上部電極６３用の多結晶シリコン膜（ドープトポリシリコン膜）の
積層膜を形成し、この積層膜をパターニングすることで、下部電極６１上に、絶縁膜６２
および絶縁膜６２上の上部電極６３を形成することができる。
【０１３７】
　下部電極６１、絶縁膜６２および上部電極６３により、容量素子（ＰＩＰ型容量素子）
Ｃ４が形成される。下部電極６１が容量素子Ｃ４の一方の電極として機能し、上部電極６
３が容量素子Ｃ４の他方の電極として機能し、絶縁膜６２が容量素子Ｃ４の容量絶縁膜（
誘電体膜）として機能する。なお、上部電極６３は、下部電極６１の全面上に形成されて
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いるのではなく、下部電極６１の少なくとも一部は、上部電極６３で覆われていない状態
となっている。
【０１３８】
　容量素子Ｃ４は、いわゆるＰＩＰ（Polysilicon Insulator Polysilicon）型容量素子
である。ここでＰＩＰ型容量素子とは、２層のポリシリコン層（ここでは下部電極６１お
よび上部電極６３）と、それらの間に挟まれた絶縁膜（ここでは絶縁膜６２）とからなる
容量素子（ポリシリコン容量素子）である。従って、ＰＩＰ型容量素子は、半導体基板１
上に形成された第１多結晶シリコン層（ここでは下部電極６１）を下部電極とし、その第
１多結晶シリコン層（下部電極６１）上に絶縁膜（ここでは絶縁膜６２）を介して形成さ
れた第２多結晶シリコン層（ここでは上部電極６３）を上部電極とする容量素子とみなす
ことができる。
【０１３９】
　また、必要に応じて、下部電極６１および上部電極６３の側壁上に側壁絶縁膜（図示せ
ず）を形成することができ、また、サリサイドプロセスなどにより、下部電極６１および
上部電極６３（を構成する多結晶シリコン膜）の上部に金属シリサイド層（図示せず）を
形成することもできる。金属シリサイド層を形成しておけば、下部電極６１および上部電
極６３と後で形成するプラグ１３との間のコンタクト抵抗などを低減できる。
【０１４０】
　半導体基板１上に、下部電極６１、絶縁膜６２および上部電極６３の積層体を覆うよう
に、絶縁膜（層間絶縁膜）１１が形成されている。絶縁膜１１には、コンタクトホール１
２が形成されており、コンタクトホール１２内には、プラグ１３が形成されて埋め込まれ
ている。
【０１４１】
　本実施の形態では、キャパシタ形成領域において、コンタクトホール１２およびそれを
埋めるプラグ１３は、上部電極６３の上部と、下部電極６１のうちの上部電極６３で覆わ
れていない部分の上部とに形成されている。
【０１４２】
　コンタクトホール１２のうちのコンタクトホール１２ｃは、下部電極６１のうちの上部
電極６３で覆われていない部分の上部に形成されて、その底部で下部電極６１が露出され
、コンタクトホール１２のうちのコンタクトホール１２ｄは、上部電極６３の上部に形成
されて、その底部で上部電極６３が露出される。従って、プラグ１３のうち、コンタクト
ホール１２ｃ内に埋め込まれたプラグ１３ｃは、その底部が下部電極６１に接して電気的
に接続され、プラグ１３のうち、コンタクトホール１２ｄ内に埋め込まれたプラグ１３ｄ
は、その底部が上部電極６３に接して電気的に接続されている。
【０１４３】
　プラグ１３が埋め込まれた絶縁膜１１上には、上記実施の形態１と同様の構造が形成さ
れている。すなわち、配線Ｍ１～Ｍ６、絶縁膜１４,１７，１８，２１，２２，２５，２
６，２９，３０，３３、スルーホール１５，１９，２３，２７，３１およびプラグ１６，
２０，２４，２８，３２が上記実施の形態１と同様に形成されている。
【０１４４】
　本実施の形態の半導体装置は、絶縁膜１１の上面よりも上の構造（配線Ｍ１～Ｍ６を含
む）は、上記実施の形態１の半導体装置とほぼ同様である。このため、本実施の形態にお
いても、キャパシタ形成領域における配線Ｍ１～Ｍ６（の配線部Ｍ１ａ，Ｍ１ｂおよび金
属パターンＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，ＭＰ４）のパターンは、上記実施の形態１（上記図
５～図１０）と同様である。従って、上記実施の形態１と同様に、本実施の形態において
も、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａおよび配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１，ＭＣ３は、Ｙ方向に
延在して平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に形成され、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂお
よび配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ２，ＭＣ４は、Ｙ方向に延在して平面的に重なる（好ま
しくは同じ）位置に形成されている。
【０１４５】
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　そして、本実施の形態では、図２７～図２９に示されるように、下部電極６１および配
線Ｍ１の配線部Ｍ１ａに平面的に重なる位置にコンタクトホール１２ｃおよびそれを埋め
るプラグ１３ｃが配置され、このプラグ１３ｃを介して、容量素子Ｃ４の下部電極６１が
配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａに電気的に接続されている。また、上部電極６３および配線Ｍ１
の配線部Ｍ１ｂに平面的に重なる位置にコンタクトホール１２ｄおよびそれを埋めるプラ
グ１３ｄが配置され、このプラグ１３ｄを介して容量素子Ｃ４の上部電極６３が配線Ｍ１
の配線部Ｍ１ｂに電気的に接続されている。なお、上部電極６３は配線Ｍ１の配線部Ｍ１
ｂの直下にも延在しているので、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂと上部電極６３との間をプラグ
１３ｄで接続できる。また、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａは、下部電極６１のうちの上部電極
６３で覆われていない領域の直上にも延在しているので、下部電極６１と配線Ｍ１の配線
部Ｍ１ａとの間をプラグ１３ｃで接続できる。
【０１４６】
　従って、本実施の形態では、容量素子Ｃ２の第１電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターン
ＭＰ１，ＭＰ３からなる第１電極）は、プラグ１６を介して、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａに
電気的に接続され、更に、プラグ１３ｃを介して、容量素子Ｃ４の下部電極６１に電気的
に接続されている。また、容量素子Ｃ２の第２電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ
２，ＭＰ４からなる第２電極）は、プラグ１６を介して、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂに電気
的に接続され、更にプラグ１３ｄを介して、容量素子Ｃ４の上部電極６３に電気的に接続
されている。このため、図２６にも示されるように、容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ４とは、
並列に接続されている。容量素子Ｃ２，Ｃ４を並列に接続した回路は、配線Ｍ１～Ｍ６お
よびそれよりも上層の配線層のうちの一層または複数層の配線（図示せず）などによって
、必要に応じて半導体装置内の他の領域に形成された素子あるいはボンディングパッドな
どと電気的に接続されている。
【０１４７】
　このように、本実施の形態では、互いに種類が異なる複数の容量素子Ｃ４，Ｃ２が、半
導体基板１上に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。従って、同じ平面領域
の異なる層に、容量素子Ｃ４，Ｃ２が配置さている。また、容量素子Ｃ４と容量素子Ｃ２
とは、互いに種類が異なるが、特性（Ｃ－Ｖ特性、すなわち容量の電圧依存性）も異なる
容量素子である。このため、本実施の形態では、互いに特性が異なる複数の容量素子Ｃ４
，Ｃ２が、半導体基板１上に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。
【０１４８】
　本実施の形態においても、上記実施の形態１とほぼ同様の効果を得ることができる。但
し、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ４では、平面寸法が同じ場合に容量値をより大きくできる
のは、容量絶縁膜を薄くしやすいＭＯＳ型容量素子の容量素子Ｃ１である。このため、キ
ャパシタ形成領域の面積当たりの容量値を大きくするには、容量素子Ｃ１を用いた上記実
施の形態１の方が有利であり、半導体装置の小面積化を優先する場合は上記実施の形態１
を用いることが好ましい。一方、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ４では、電気特性（Ｃ－Ｖ特
性）は容量素子Ｃ４の方が良好である（容量素子Ｃ１よりも容量素子Ｃ４の方が、Ｃ－Ｖ
特性がフラットに近く、容量値の電圧依存性が小さい）。このため、電気特性を優先する
場合は、容量素子Ｃ４を用いた本実施の形態の方が有利である。本実施の形態では、複数
の容量素子Ｃ４，Ｃ２を積み重ねて並列に接続することで、小さな平面領域に大容量の容
量素子を形成するだけでなく、ＭＯＳ型容量素子に比べて容量値の電圧依存性を小さくし
やすいＰＩＰ型容量素子である容量素子Ｃ４を用いることで、容量値がバイアス電圧値に
依存しにくくなるので、容量素子を用いた回路の特性をより向上することができる。従っ
て、トータルで大容量でかつ平坦なＣ－Ｖ特性（電圧依存性が小さいＣ－Ｖ特性）を有す
る容量素子（並列接続された容量素子Ｃ４，Ｃ２からなる容量素子）を実現することがで
きる。
【０１４９】
　また、本実施の形態においても、半導体基板上に形成された、互いに異なる層でかつ平
面的に重なる位置に配置された複数の配線部（配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａおよび配線Ｍ２～
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Ｍ６の配線部ＭＣ１，ＭＣ３と、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂおよび配線Ｍ２～Ｍ６の配線部
ＭＣ２，ＭＣ４）を利用して、複数の容量素子Ｃ４，Ｃ２が接続されている。具体的には
、互いに異なる層に形成された配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ１、配線
Ｍ３の配線部ＭＣ３、配線Ｍ４の配線部ＭＣ１、配線Ｍ５の配線部ＭＣ３および配線Ｍ６
の配線部ＭＣ１を平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利用して容
量素子Ｃ４，Ｃ２の一方の電極同士を電気的に接続している。更に、互いに異なる層に形
成された配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ２、配線Ｍ３の配線部ＭＣ４、
配線Ｍ４の配線部ＭＣ２、配線Ｍ５の配線部ＭＣ４および配線Ｍ６の配線部ＭＣ２を平面
的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利用して容量素子Ｃ４，Ｃ２の他
方の電極同士を電気的に接続している。これにより、複数の容量素子Ｃ４，Ｃ２が並列に
接続される。このようにすることで、複数の容量素子Ｃ４，Ｃ２を効率よく並列接続する
ことができ、並列に接続するための配線の引き回しをより短くすることができ、寄生抵抗
成分をより小さくすることができ、容量素子Ｃ４，Ｃ２を並列に接続して形成した回路の
特性をより向上させることができる。
【０１５０】
　（実施の形態６）
　図３０は、本実施の形態の半導体装置の要部回路図であり、上記実施の形態３の図１７
に対応するものである。図３１および図３２は、本実施の形態である半導体装置の要部断
面図であり、上記実施の形態３の図１８および図１９にそれぞれ対応するものである。
【０１５１】
　上記実施の形態３では、キャパシタ形成領域において、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３を形
成していたのに対して、本実施の形態は、容量素子Ｃ１の代わりに、上記実施の形態５と
同様のＰＩＰ型の容量素子Ｃ４を形成したものに対応する。
【０１５２】
　すなわち、本実施の形態の半導体装置は、図３１および図３２からも分かるように、絶
縁膜３３および配線Ｍ６とそれよりも下の構造は、上記実施の形態５の半導体装置と同様
であり、絶縁膜３３および配線Ｍ６の上に、上記実施の形態３の絶縁膜３３および配線Ｍ
６よりも上の構造を形成（配置）したものである。
【０１５３】
　本実施の形態では、上記実施の形態５と同様に、容量素子Ｃ２の第１電極（配線Ｍ２～
Ｍ６の金属パターンＭＰ１，ＭＰ３からなる第１電極）は、プラグ１６、配線Ｍ１の配線
部Ｍ１ａおよびプラグ１３ｃを介して、容量素子Ｃ４の下部電極６１に電気的に接続され
ている。また、本実施の形態では、上記実施の形態５と同様に、容量素子Ｃ２の第２電極
（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ２，ＭＰ４からなる第２電極）は、プラグ１６、配
線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂおよびプラグ１３ｄを介して、容量素子Ｃ４の上部電極６３に電気
的に接続されている。更に、本実施の形態では、上記実施の形態３，４と同様に、容量素
子Ｃ３の下部電極４３は、容量素子Ｃ２の第１電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ
１，ＭＰ３からなる第１電極）に電気的に接続されている。また、本実施の形態では、上
記実施の形態３，４と同様に、容量素子Ｃ３の上部電極４９は、容量素子Ｃ２の第２電極
（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ２，ＭＰ４からなる）と電気的に接続されている。
【０１５４】
　従って、本実施の形態では、容量素子Ｃ３の下部電極４３と、容量素子Ｃ２の第１電極
（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１，ＭＰ３からなる第１電極）と、容量素子Ｃ４の
下部電極６１とは互いに電気的に接続されている。そして、容量素子Ｃ３の上部電極４９
と、容量素子Ｃ２の第２電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ２，ＭＰ４からなる）
と、容量素子Ｃ４の上部電極６３は互いに電気的に接続されている。このため、図３０に
も示されるように、容量素子Ｃ４と容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３とは、並列に接続されて
いる。容量素子Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４を並列に接続した回路は、配線Ｍ１～Ｍ７のうちの一層
または複数層の配線（図示せず）などによって、必要に応じて半導体装置内の他の領域に
形成された素子あるいはボンディングパッドなどと電気的に接続されている。
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【０１５５】
　このように、本実施の形態では、互いに種類が異なる複数の容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３
が、半導体基板１上に積み重ねられて配置され、並列に接続されている。従って、容量素
子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３は同じ平面領域の異なる層に配置されている。また、容量素子Ｃ４と
容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３とは、互いに種類が異なるが、特性（Ｃ－Ｖ特性、すなわち
容量の電圧依存性）も異なる容量素子である。このため、本実施の形態では、互いに特性
が異なる複数の容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３が、半導体基板１上に積み重ねられて配置され
、並列に接続されている。
【０１５６】
　本実施の形態では、容量素子Ｃ４，Ｃ２に加えて、更に容量素子Ｃ３を容量素子Ｃ４，
Ｃ２上に配置し、これら容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３を並列に接続しているので、上記実施
の形態５で得られる効果に加え、更に大容量の容量素子（並列接続された容量素子Ｃ２，
Ｃ３，Ｃ４からなる容量素子）を小さな平面領域に形成することができる。このため、容
量素子を有する半導体装置の小面積化に極めて有利となる。また、容量素子の大容量化と
半導体装置の小面積化の両立に極めて有利となる。
【０１５７】
　また、本実施の形態においても、半導体基板上に形成された、互いに異なる層でかつ平
面的に重なる位置に配置された複数の配線部（配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、配線Ｍ２～Ｍ６
の配線部ＭＣ１，ＭＣ３および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ａと、配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂ、配
線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ２，ＭＣ４および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂ）を利用して、複数
の容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３が接続されている。具体的には、互いに異なる層に形成され
た配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ１、配線Ｍ３の配線部ＭＣ３、配線Ｍ
４の配線部ＭＣ１、配線Ｍ５の配線部ＭＣ３、配線Ｍ６の配線部ＭＣ１および配線Ｍ７の
配線部Ｍ７ａを平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利用して容量
素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３の一方の電極同士を電気的に接続している。更に、互いに異なる層
に形成された配線Ｍ１の配線部Ｍ１ｂ、配線Ｍ２の配線部ＭＣ２、配線Ｍ３の配線部ＭＣ
４、配線Ｍ４の配線部ＭＣ２、配線Ｍ５の配線部ＭＣ４、配線Ｍ６の配線部ＭＣ２および
配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｂを平面的に重なる（好ましくは同じ）位置に配置し、これらを利
用して容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３の他方の電極同士を接続している。これにより、複数の
容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３が並列に接続される。このようにすることで、複数の容量素子
Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３を効率よく並列接続することができ、並列に接続するための配線の引き
回しをより短くすることができ、寄生抵抗成分をより小さくすることができ、容量素子Ｃ
４，Ｃ２，Ｃ３を並列に接続して形成した回路の特性をより向上させることができる。
【０１５８】
　（実施の形態７）
　これまで説明した実施の形態１～６では、互いに種類が異なる複数の容量素子（上記実
施の形態１，２では容量素子Ｃ１，Ｃ２、上記実施の形態３では容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ
３、上記実施の形態４では容量素子Ｃ２，Ｃ３、上記実施の形態５では容量素子Ｃ４，Ｃ
２、上記実施の形態６では容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３に対応）が、半導体基板１上に積み
重ねられて配置され、並列に接続されている。また、それら容量素子Ｃ１～Ｃ４は、互い
に種類が異なる容量素子であるが、互いに特性（Ｃ－Ｖ特性、すなわち容量の電圧依存性
）が異なる容量素子でもある。
【０１５９】
　積み重ねられて並列に接続された複数の容量素子は、ＭＯＳ型容量素子（容量素子Ｃ１
に対応）またはＰＩＰ型容量素子（容量素子Ｃ４に対応）からなる第１種類の容量素子と
、同層の金属パターン間の容量を利用した第２種類の容量素子（容量素子Ｃ２に対応）と
、下部金属電極とその下部金属電極上の上部金属電極との間の容量を利用した第３種類の
容量素子（容量素子Ｃ３に対応）とのうち、少なくとも２種類の容量素子を含んでいる。
上記実施の形態１～６では、それらの様々なバリエーションが示されている。第１～第３
種類の容量素子は同じ平面領域の異なる層に配置されるものであるが、上記実施の形態１
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～６から明らかなように、前記第１種類の容量素子（容量素子Ｃ１または容量素子Ｃ４）
は前記第２種類の容量素子（容量素子Ｃ２）よりも下層に配置され、前記第３種類の容量
素子（容量素子Ｃ３）は前記第２種類の容量素子（容量素子Ｃ２）よりも上層に配置され
る。
【０１６０】
　そして、半導体基板１上に積み重ねられて配置され並列に接続された複数の容量素子（
上記実施の形態１，２では容量素子Ｃ１，Ｃ２、上記実施の形態３では容量素子Ｃ１，Ｃ
２，Ｃ３、上記実施の形態４では容量素子Ｃ２，Ｃ３、上記実施の形態５では容量素子Ｃ
４，Ｃ２、上記実施の形態６では容量素子Ｃ４，Ｃ２，Ｃ３に対応）は、同じ平面領域の
異なる層に配置されているが、平面寸法が同じ（ほぼ同じ）であることがより好ましい。
本実施の形態では、上記実施の形態１～６で説明した容量素子Ｃ１～Ｃ４のパターンの好
ましい設計法について説明する。
【０１６１】
　図３３～図３６は、同じ領域（キャパシタ形成領域）の異なる層の平面図が示されてい
る。図３３には、キャパシタ形成領域における配線Ｍ７、下部電極４３および上部電極４
９の平面レイアウトが示され、図３４には、配線Ｍ２，Ｍ４、Ｍ６の平面レイアウトが示
され、図３５には、配線Ｍ３，Ｍ５の平面レイアウトが示され、図３６には、上部電極６
、ｎ型半導体領域７１および配線Ｍ１の平面レイアウトが示されている。図３３～図３６
は、平面図であるが、図面を見易くするために、配線Ｍ１～Ｍ７にハッチングを付してあ
る。また、図３３では、下部電極４３を点線で、上部電極４９を二点鎖線で示してある。
また、図３６では、上部電極６を点線で、ｎ型半導体領域７１を二点鎖線で示してある。
なお、図３６に示されるｎ型半導体領域７１は、上記ｎ型半導体領域４とｎ型半導体領域
７とを合わせたものであり、ｎ型半導体領域７１のうち、上部電極６の下に位置する部分
が上記ｎ型半導体領域４に対応し、上部電極６が重なっていない部分が上記ｎ型半導体領
域７に対応する。
【０１６２】
　上記実施の形態３で説明したように、容量素子Ｃ３の下部電極４３はダマシン技術を用
いて形成できるが、下部電極４３の平面寸法が大きくなり過ぎると、下部電極４３形成時
のＣＭＰ工程でディッシングの問題が発生する可能性がある。このため、容量素子Ｃ３を
形成するキャパシタ形成領域の面積を大きくして、容量素子Ｃ３の容量値を大きくする場
合、図３３に示されるように、下部電極４３を複数に分割する（換言すれば下部電極４３
を複数設ける）ことが、より好ましく、これにより、下部電極４３形成時にディッシング
が生じるのを防止できる。
【０１６３】
　分割して複数となった各下部電極４３は、上記実施の形態３で説明したのと同様に、各
下部電極４３の下に延在する配線Ｍ７の配線部Ｍ７ｃと、上記プラグ４０を介して電気的
に接続されている。本実施の形態では、図３３に示されるように、各下部電極４３の下に
延在する配線部Ｍ７ｃは、配線Ｍ７の配線部Ｍ７ａと一体的に形成されて、電気的に接続
されている。このため、複数の下部電極４３は、上記プラグ４０および配線部Ｍ７ｃを介
して互いに電気的に接続され、更に配線部Ｍ７ａに電気的に接続されている。
【０１６４】
　上部電極４９は、パターニングにより形成できるので、ディッシングの問題を生じない
ため、一体的な大面積のパターンとすることができる。このため、図３３に示されるよう
に、複数の下部電極４３全体を覆うように、上部電極４９が形成される。図３３では図示
されていないが、容量絶縁膜（上記絶縁膜４６）も、複数の下部電極４３全体を覆い、か
つ上部電極４９の下に形成されている。このように、複数の下部電極４３と、複数の下部
電極４３上に容量絶縁膜（上記絶縁膜４６）を介して形成された上部電極４９とによって
、容量素子Ｃ３が形成される。
【０１６５】
　図３３では、下部電極４３をＸ方向に５行、Ｙ方向に２列の合計１０個の下部電極４３
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と１つの上部電極４９とで容量素子Ｃ３を形成した場合を図示しているが、これに限定さ
れず、下部電極４３の数は、必要に応じて変更可能である
　図３３のように下部電極４３を複数設けた場合も、上記実施の形態３で説明したように
、容量素子Ｃ３の複数の下部電極４３と、容量素子Ｃ２の第１電極（配線Ｍ２～Ｍ６の金
属パターンＭＰ１，ＭＰ３からなる第１電極）とが、平面的に重なる（好ましくは同じ）
位置に形成された配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１，ＭＣ３および配線Ｍ７の配線部Ｍ７ａ
と、それらの間を接続するプラグを介して電気的に接続される。また、上記実施の形態３
で説明したように、容量素子Ｃ３の複数の上部電極４９と、容量素子Ｃ２の第２電極（配
線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ２，ＭＰ４からなる第２電極）とが、平面的に重なる（
好ましくは同じ）位置に形成された配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ２，ＭＣ４および配線Ｍ
７の配線部Ｍ７ｂと、それらの間を接続するプラグを介して電気的に接続される。
【０１６６】
　このため、図３３～図３５に示されるように、容量素子Ｃ３の平面寸法と、容量素子Ｃ
２の平面寸法を合わせることが好ましく、これにより、容量素子Ｃ２，Ｃ３の容量を大き
くできるとともに、容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ３の並列接続が容易になり、配線の引き回
しを低減でき、上記配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１～ＭＣ４および配線Ｍ７の配線部Ｍ７
ａ，Ｍ７ｂを介した容量素子Ｃ２，Ｃ３間の接続が容易になる。また、容量素子Ｃ２，Ｃ
３を形成するのに必要な平面領域（半導体基板１の主面に占める面積）の最小化や、容量
値の最大化を図ることができる。
【０１６７】
　例えば、図３３のようにＹ方向に下部電極４３を多く配置して、容量素子Ｃ３のＸ方向
の寸法Ｌ３が長くなった場合、図３４および図３５に示されるように、容量素子Ｃ２のＸ
方向の寸法Ｌ２も同じように長くし、両者（Ｌ２とＬ３）をほぼ同じにすることが好まし
い。配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１～ＭＰ４のＸ方向の寸法に対する設計の自由度
は高いので、Ｘ方向の下部電極４３の寸法や下部電極４３の配列数によって決まる容量素
子Ｃ３のＸ方向の寸法Ｌ３に応じて、配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１～ＭＰ２のＸ
方向の寸法（配線部ＭＤ１～ＭＤ４のＸ方向の長さ）を設計し、それによって、容量素子
Ｃ３のＸ方向の寸法Ｌ３と容量素子Ｃ２のＸ方向の寸法Ｌ２をほぼ同じにすることができ
る。
【０１６８】
　また、同様に、図３３～図３５に示されるように、容量素子Ｃ２のＹ方向の寸法Ｗ２と
容量素子Ｃ３のＹ方向の寸法Ｗ３を、ほぼ同じにすることが好ましい。しかしながら、配
線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＤ１，ＭＤ２のＹ方向のピッチおよび配線Ｍ３，Ｍ５の配
線部ＭＤ３，ＭＤ４のＹ方向のピッチ）は、フォトリソグラフィなどによって規定され、
設計変更の自由度が少ない。このため、配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＤ１，ＭＤ２の
Ｙ方向のピッチ（すなわち配線Ｍ３，Ｍ５の配線部ＭＤ３，ＭＤ４のＹ方向のピッチ）と
配線Ｍ２，Ｍ４，Ｍ６の配線部ＭＤ１，ＭＤ２の本数（すなわち配線Ｍ３，Ｍ５の配線部
ＭＤ３，ＭＤ４の本数）を設計し、それによって、容量素子Ｃ３のＹ方向の寸法Ｗ３と容
量素子Ｃ２のＹ方向の寸法Ｗ２をほぼ同じにすることができる。
【０１６９】
　これにより、レイアウトの容易性を確保するとともに、デッドスペースをなくし、より
高密度な（すなわち単位平面領域当たりの容量値が大きい）容量素子Ｃ２，Ｃ３を形成で
きる。
【０１７０】
　また、上記図３３のように容量素子Ｃ３を構成する下部電極４３を複数設けた場合だけ
でなく、上記実施の形態３の上記図２１のように容量素子Ｃ３を構成する下部電極４３を
一つにした場合にも、容量素子Ｃ３の平面寸法（Ｌ３，Ｗ３に相当する容量素子Ｃ３のＸ
方向およびＹ方向の寸法）と、容量素子Ｃ２の平面寸法（Ｌ２，Ｗ２に相当する容量素子
Ｃ２のＸ方向およびＹ方向の寸法）を合わせることが好ましい。
【０１７１】
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　また、容量素子Ｃ１を設ける場合には、容量素子Ｃ２の平面寸法と容量素子Ｃ１の平面
寸法を合わせることが好ましく、これにより、容量素子Ｃ２と容量素子Ｃ１の並列接続が
容易になり、配線の引き回しを低減でき、上記配線Ｍ２～Ｍ６の配線部ＭＣ１～ＭＣ４お
よび配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ，Ｍ１ｂを介した容量素子Ｃ１，Ｃ２間の接続が容易になる
。また、容量素子Ｃ１，Ｃ２を形成するのに必要な平面領域（半導体基板１の主面に占め
る面積）の最小化や、容量値の最大化を図ることができる。
【０１７２】
　また、配線Ｍ２～Ｍ７の金属パターンＭＰ１～ＭＰ４に比べて容量素子Ｃ１のパターン
（上部電極６やｎ型半導体領域７のパターン）の方が設計の自由度は高い。このため、容
量素子Ｃ１を設ける場合、容量素子Ｃ２のＸ方向の寸法Ｌ２およびＹ方向の寸法Ｗ２に応
じて、ＭＯＳ型容量素子である容量素子Ｃ１のパターンを生成（設計）し、それによって
、図３４～図３６に示されるように、容量素子Ｃ２のＸ方向の寸法Ｌ２と容量素子Ｃ１の
Ｘ方向の寸法Ｌ１をほぼ同じにすることができ、容量素子Ｃ２のＹ方向の寸法Ｗ２と容量
素子Ｃ１のＹ方向の寸法Ｗ１をほぼ同じにすることができる。これにより、レイアウトの
容易性を確保するとともに、デッドスペースをなくし、より高密度な（すなわち単位平面
領域当たりの容量値が大きい）容量素子Ｃ１，Ｃ２を形成できる。
【０１７３】
　また、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３を形成する場合は、容量素子Ｃ３の平面寸法と、容量
素子Ｃ２の平面寸法と、容量素子Ｃ１の平面寸法を合わせることが好ましい。すなわち、
図３３～図３６に示されるように、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３のＸ方向の寸法Ｌ１，Ｌ２
，Ｌ３をほぼ同じにし、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３のＹ方向の寸法Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３をほ
ぼ同じにすることが好ましい。これにより、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３の並列接続が容易
になり、配線の引き回しを低減でき、上記配線Ｍ７の配線部Ｍ７ａ，Ｍ７ｂ、配線Ｍ２～
Ｍ６の配線部ＭＣ１～ＭＣ４および配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ，Ｍ１ｂを介した容量素子Ｃ
１，Ｃ２，Ｃ３間の接続が容易になる。また、容量素子Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３を形成するのに
必要な平面領域（半導体基板１の主面に占める面積）の最小化や、容量値の最大化を図る
ことができる。
【０１７４】
　また、上記実施の形態５，６のように容量素子Ｃ１の代わりに容量素子Ｃ４を設ける場
合は、容量素子Ｃ４の平面寸法を容量素子Ｃ２の平面寸法に合わせることが好ましい。す
なわち、容量素子Ｃ４のＸ方向の寸法を容量素子Ｃ２のＸ方向の寸法Ｌ２とほぼ同じにし
、容量素子Ｃ４のＹ方向の寸法を容量素子Ｃ２のＹ方向の寸法Ｗ２とほぼ同じにすること
が好ましい。これにより、容量素子Ｃ４と容量素子Ｃ２の並列接続が容易になり、配線の
引き回しを低減でき、上記配線Ｍ１の配線部Ｍ１ａ，Ｍ１ｂおよび配線Ｍ２～Ｍ６の配線
部ＭＣ１～ＭＣ４を介した容量素子Ｃ２，Ｃ４間の接続が容易になる。また、容量素子Ｃ
２，Ｃ４（または容量素子Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４）を形成するのに必要な平面領域（半導体基
板１の主面に占める面積）の最小化や、容量値の最大化を図ることができる。
【０１７５】
　なお、容量素子Ｃ１のＸ方向の寸法（上記Ｌ１に相当）は、概ね上部電極６のＸ方向の
寸法に相当する。また、容量素子Ｃ１のＹ方向の寸法（上記Ｗ１に相当）は、概ね上部電
極６にｎ型半導体領域７を足した領域のＹ方向の寸法（すなわちｎ型半導体領域７１のＹ
方向の寸法）に相当する。また、容量素子Ｃ２のＸ方向およびＹ方向の寸法（上記Ｌ２，
Ｗ２に相当）は、概ね配線Ｍ２～Ｍ６の金属パターンＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，ＭＰ４が
占める平面領域（あるいは金属パターンＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，ＭＰ４および配線部Ｍ
Ｇが占める平面領域）のＸ方向およびＹ方向の寸法にそれぞれ相当する。また、容量素子
Ｃ３のＸ方向およびＹ方向の寸法（上記Ｌ３，Ｗ３に相当）は、概ね上部電極４９のＸ方
向およびＹ方向の寸法にそれぞれ相当する。また、容量素子Ｃ４のＸ方向およびＹ方向の
寸法は、概ね下部電極６１のＸ方向およびＹ方向の寸法にそれぞれ相当する。また、容量
素子Ｃ１～Ｃ４は、Ｘ方向の寸法（上記Ｌ１～Ｌ３などに相当）同士が概ね同じで、かつ
、Ｙ方向の寸法（上記Ｗ１～Ｗ３などに相当）同士が概ね同じであれば、平面寸法がほぼ
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同じとみなすことができる。
【０１７６】
　以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１７７】
　本発明は、容量素子を有する半導体装置に適用して有効である。
【図面の簡単な説明】
【０１７８】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部回路図である。
【図２】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部平面図である。
【図６】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部平面図である。
【図７】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部平面図である。
【図８】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部平面図である。
【図９】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部平面図である。
【図１０】本発明の実施の形態１の半導体装置の要部平面図である。
【図１１】ＭＯＳ型容量素子単独のＣ－Ｖ特性の一例を示すグラフである。
【図１２】櫛型配線パターンを用いたＭＩＭ型容量素子単独のＣ－Ｖ特性の一例を示すグ
ラフである。
【図１３】ＭＯＳ型容量素子と、櫛型配線パターンを用いたＭＩＭ型容量素子とを並列接
続した構成の回路のＣ－Ｖ特性の一例を示すグラフである。
【図１４】図１１～図１３のＣ－Ｖ特性の電圧係数を示す表である。
【図１５】本発明の実施の形態２の半導体装置の要部断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態２の半導体装置の要部平面図である。
【図１７】本発明の実施の形態３の半導体装置の要部回路図である。
【図１８】本発明の実施の形態３の半導体装置の要部断面図である。
【図１９】本発明の実施の形態３の半導体装置の要部断面図である。
【図２０】本発明の実施の形態３の半導体装置の要部平面図である。
【図２１】本発明の実施の形態３の半導体装置の要部平面図である。
【図２２】本発明の実施の形態３の半導体装置の要部断面図である。
【図２３】本発明の実施の形態４の半導体装置の要部回路図である。
【図２４】本発明の実施の形態４の半導体装置の要部断面図である。
【図２５】本発明の実施の形態４の半導体装置の要部断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態５の半導体装置の要部回路図である。
【図２７】本発明の実施の形態５の半導体装置の要部断面図である。
【図２８】本発明の実施の形態５の半導体装置の要部断面図である。
【図２９】本発明の実施の形態５の半導体装置の要部平面図である。
【図３０】本発明の実施の形態６の半導体装置の要部回路図である。
【図３１】本発明の実施の形態６の半導体装置の要部断面図である。
【図３２】本発明の実施の形態６の半導体装置の要部断面図である。
【図３３】キャパシタ形成領域の平面図である。
【図３４】キャパシタ形成領域の平面図である。
【図３５】キャパシタ形成領域の平面図である。
【図３６】キャパシタ形成領域の平面図である。
【符号の説明】
【０１７９】
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　１　半導体基板
　２　素子分離領域
　３　ウエル領域
　４　ｎ型半導体領域
　５　絶縁膜
　６　上部電極
　７　ｎ型半導体領域
１１,１４,１７,１８,２１,２２,２５,２６,２９，３０，３３，３４，３７，３８，４１
，４６，５０　絶縁膜
１２，１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ　コンタクトホール
１３，１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ　プラグ
１５,１９,２３，２７，３１，３５，３９，４４　スルーホール
１６,２０，２４，２８，３２，３６，４０，４５　プラグ
４２　下部電極用開口部
４３　下部電極
４７，４８　導体膜
４９　上部電極
５１　開口部
５２　ボンディングパッド
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４　容量素子
Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６，Ｍ７　配線
Ｍ１ａ，Ｍ１ｂ，Ｍ７ａ，Ｍ７ｂ，Ｍ７ｃ　配線部
ＭＣ１，ＭＣ２，ＭＣ３，ＭＣ４　配線部
ＭＤ１，ＭＤ２，ＭＤ３，ＭＤ４　配線部
ＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，ＭＰ４　金属パターン
Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３、Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３　寸法
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【図３１】 【図３２】
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