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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上に形成された第
２の配線層とを含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンと、前記第１の層間絶縁膜中に埋設された第２の、ダミー導体パターン
とを含み、
　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
３の導体パターンを含み、
　前記第３の導体パターンはその一部に、同一層中を延出する延出部を有し、
　前記第３の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部の第１の領域におい
て第１のビアプラグにより電気的に接続され、
　前記延出部は前記第２の導体パターンに、前記第１の領域よりも前記第３の導体パター
ンからより遠い、又はより近い第２の領域において、第２の、前記第１のビアプラグより
小径のダミービアプラグを介してコンタクトし、
　前記延出部は前記第２の領域において、前記第１の領域における前記延出部の幅よりも
狭い幅を有し、
　前記第３の導体パターンの前記延出部、前記第１のビアプラグ、および前記第２のビア
プラグは、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を形成する半導体装置。
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【請求項２】
　前記第２の配線層は前記第１の配線層の上に形成され、前記第３の導体パターン、前記
延出部、前記第１のビアプラグ、および前記第２のビアプラグは、前記第２の層間絶縁膜
と共に、デュアルダマシン構造を形成する請求項１記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に半導体装置に係り、特に多層配線構造を有する半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の微細化された半導体装置では、基板上に形成された莫大な数の半導体素子を電気
的に接続するのに、いわゆる多層配線構造が使われる。多層配線構造では、配線パターン
を埋設した層間絶縁膜を多数積層し、一の層の配線パターンは、隣接する層の配線パター
ンと、あるいは基板中の拡散領域と、前記層間絶縁膜中に形成したコンタクトホールを介
して相互接続される。
【特許文献１】特開２００５－２８６０５８号公報
【特許文献２】特開２００５－１９１５４０号公報
【特許文献３】特開２００４－２９６６４４号公報
【特許文献４】特開２００４－２７３５２３号公報
【特許文献５】特開２００３－１９７６２３号公報
【特許文献６】特開２００１－２９８０８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　図１は、従来の多層配線構造において生じる課題を説明する図である。
【０００４】
　図１を参照するに、多層配線構造に一部を構成する絶縁膜１１上にはＳｉＣやＳｉＮな
どのエッチングストッパ膜１２を介して層間絶縁膜１３が形成され、前記層間絶縁膜１３
上には、同じくＳｉＣやＳｉＮなどよりなるエッチングストッパ膜１４を介して層間絶縁
膜１５が形成されている。
【０００５】
　さらに前記層間絶縁膜１５上には、同様なエッチングストッパ膜１６を介して層間絶縁
膜１７が形成され、前記層間絶縁膜１７上には同様なエッチングストッパ膜１８を介して
、層間絶縁膜１９が形成されている。
【０００６】
　前記層間絶縁膜１３中には、側壁面および底面を、Ｔａ／ＴａＮ積層構造などのバリア
メタル膜１３ａに覆われて、Ｃｕなどの導体パターン１３Ａが埋設されており、前記層間
絶縁膜１７中には側壁面および底面を、同様なＴａ／ＴａＮ積層構造などのバリア膜１７
ａに覆われて、Ｃｕ配線パターン１７Ａが形成されている。また前記Ｃｕ配線パターン１
７ＡからはＣｕビアプラグ１７Ｂが、その下の層間絶縁膜１５中を、側壁面および底面が
前記バリア膜１７ａの延在部により覆われて延在し、前記絶縁膜１１中の導体パターン１
３Ａにコンタクトする。
【０００７】
　このようなＣｕ配線パターン１７ＡおよびＣｕビアプラグ１７Ｂは、層間絶縁膜１７中
に対応する配線溝を、また層間絶縁膜１５中に対応するビアホールを形成し、その表面を
前記バリアメタル膜１７ａで覆った後、前記層間絶縁膜１７上に堆積したＣｕ層で充填し
、さらに層間絶縁膜１７上の余計なＣｕ層をＣＭＰ法で除去する、いわゆるダマシン法、
特にＣｕ配線パターン１７ＡとＣｕビアプラグ１７Ｂを同時に形成するデュアルダマシン
法により形成される。
【０００８】
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　ところで、このようなデュアルダマシン法で形成されたＣｕ配線パターン１７Ａあるい
はビアプラグ１７Ｂでは、層間絶縁膜と前記配線パターン１７Ａあるいはビアプラグ１７
Ｂを構成する銅との間の熱膨張係数の差に起因して、バリアメタル膜１７ａ形成時の熱に
より、配線パターン１７Ａあるいはビアプラグ１７Ｂに引張り応力が残留することが知ら
れている。
【０００９】
　このように配線パターン１７Ａあるいはビアプラグ１７Ｂが残留引張り応力を含む場合
、その後の熱処理などでＣｕ原子がいわゆるストレスマイグレーションを起こし、体積が
小さく、従って残留応力が小さいビアプラグ１７Ｂから、残留応力の大きい配線パターン
１７Ａへと移動する。これは、配線層１７Ａにおいて応力緩和の結果生じた空孔（原子空
孔）がビアプラグ１７Ｂへと流れる現象と見ることもでき、その結果前記ビアプラグ１７
Ｂでは、特にバリアメタル膜１７ａのステップカバレッジが不良でボイドが形成されてい
るような箇所に空孔の集積が生じ、コンタクト不良が発生する。
【００１０】
　このような現象は、図２の平面図に示すような、幅広の主パターン２１と、これから延
出する幅狭の延在部２２Ａ，２２Ｂを有する導体パターンパターン２０において、前記延
在部２２Ａ，２２Ｂを、それぞれのビアコンタクト２２ａ，２２ｂにおいて他の配線層の
導体パターンに接続するような場合にも生じる。
【００１１】
　図２を参照するに、前記他の配線層は前記導体パターン２１が含まれる配線層の上に形
成されており、幅広の主パターン３１と、前記主パターン３１から延出する幅狭の延出部
３２Ａ，３２Ｂを有している。図示の例では、前記主パターン２１の延出部２２Ａが、前
記主パターン３１の延出部３２Ｂに、ビアコンタクト２２ａにおいてビアプラグ３２ｂに
より接続される。
【００１２】
　図３は、前記図２の延出部２２Ａ，３２Ｂを含む断面図を示す。
【００１３】
　図３を参照するに、前記延出部２２Ａ，３２Ｂでは、矢印で示すような、それぞれの主
部２１，３１から輸送される空孔の集積により、前記ビアプラグ３２ｂの先端部にボイド
Ｘが、また前記延出部２１先端部のビアコンタクト２２ａにおいてボイドＹが形成される
。また前記ビアプラグ３２ｂでは、前記延出部３２Ｂの先端に対応する基部においても、
かかる空孔の集積によりボイドＺが形成されると考えられる。
【００１４】
　一方、本発明の発明者は本発明の基礎となる研究において、前記図２の紙面上において
横長形状の主パターン２１，３１を、図４に示すように紙面上において縦長形状に形成し
、これを図中で横方向に接続した場合に、ビアコンタクトの不良率が増大することを見出
した。
【００１５】
　例えば図４の構成において、パターン２１，３１の縦方向へのサイズをＨ，横方向への
サイズをＬ、また延出部２２Ａ，２２Ｂ，３２Ａ，３２Ｂの幅をＷとして、前記サイズＨ
を２０μｍ、サイズＬを５μｍ、サイズＷを０．１μｍとした場合、前記サイズＨを５μ
ｍ、サイズＬを２０μｍ、サイズＷを同じく０．１μｍとした場合に比べて不良率が３倍
増加することが見出された。
【００１６】
　また図５に示すように、縦長の導体パターン２１，３１を図中、横方向に接続する際に
も、コンタクト不良率の増大が生じるのが見出された。
【００１７】
　図４，５の結果は、図４に矢印で示すように、このようなコンタクト不良が、主として
前記導体パターン３１のうち、延出部３２Ｂが形成されたエッジに沿った空孔の流れによ
り生じることを示唆しており、このような機構によれば、前記エッジの長さが増大すると
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、流れる空孔の量、従って不良率も増大すると考えられる。
【００１８】
　そこで、このような導体パターンから延出部が延出するような配線構造では、図４のよ
うな縦長の導体パターンを使わないのが望ましいが、実際の半導体集積回路装置では、図
４のようなパターンを使わざるを得ない場合が生じる。
【００１９】
　従来、特許文献１～特許文献６にこのようなＣｕ原子のストレスマイグレーションを抑
制する様々な提案がなされている。しかし、特に図４，５のような縦長の導体パターンを
横方向に接続する構成の多層配線構造では、さらに効果的にコンタクト部への空孔の流れ
を抑制できる構造が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、多層配線構造を有する半導体装置であって、前記多層配線構造は少なくとも
第１の配線層と、前記第１の配線層の上に形成された第２の配線層とを含み、前記第１の
配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第１の導体パタ
ーンと、前記第１の層間絶縁膜中に埋設された第２の、ダミー導体パターンとを含み、前
記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第３の
導体パターンを含み、前記第３の導体パターンはその一部に、同一層中を延出する延出部
を有し、前記第３の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部の第１の領域
において第１のビアプラグにより電気的に接続され、前記延出部は前記第２の導体パター
ンに、前記第１の領域よりも前記第３の導体パターンからより遠い、又はより近い第２の
領域において、第２の、前記第１のビアプラグより小径のダミービアプラグを介してコン
タクトし、前記延出部は前記第２の領域において、前記第１の領域における前記延出部の
幅よりも狭い幅を有し、前記第３の導体パターンの前記延出部、前記第１のビアプラグ、
および前記第２のビアプラグは、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を
形成する半導体装置を提供する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、ダマシン構造あるいはデュアルダマシン構造の多層配線構造において
、隣接する配線層に電気的に接続される導体パターンに延出部を設け、前記導体パターン
をかかる延出部においてビアプラグを介して、前記隣接する配線層中の配線パターンに電
気的にコンタクトさせ、その際、前記延出部近傍に、空孔の集積を生じやすい領域を空孔
のトラップとして形成することにより、ストレスマイグレーションにより前記ビアプラグ
に空孔が集積されるのを抑制する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
［原理］
　図６（Ａ）～（Ｃ）は本発明の原理を示す図である。
【００２８】
　図６（Ａ）は前記図４に対応する構造であるが、本発明の発明者は本発明の基礎となる
研究において、図６（Ｂ）に示すように前記導体パターン３１からビアプラグまでの距離
ｌを図６（Ａ）の構造に対して延長した場合（ｌ2>ｌ1）、ビアプラグの不良率が低減す
ることを見出した。
【００２９】
　また本発明の発明者は本発明の基礎となる研究において、図６（Ｃ）に示すように前記
導体パターン３１から延在しビアプラグにより導体パターン２１の対応する延出部に接続
される延出部３２Ｂの幅ｗを、図６（Ａ）の構造に対して増大させた場合（ｗ1<ｗ2）、
ビアプラグの不良率が低減することを見出した。
【００３０】
　図６（Ｂ）の結果は、前記延出部３２Ｂの長さを増大させることにより、ストレスマイ
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グレーションの際に空孔がビアプラグに到達するまでの距離が増大し、その結果、ビアプ
ラグにおける空孔の集積が低減されたものと考えられる。
【００３１】
　また図６（Ｃ）の結果は、前記延出部３２Ｂの幅を増大させることにより、前記延出部
３２Ｂ中の空孔濃度が低減され、ビアプラグにおける空孔の集積が低減されるものと考え
られる。
【００３２】
　一方、同一幅の導体パターンで比較すると、小径のビアプラグにおいてはより空孔の集
積が顕著に生じることが見出された。
【００３３】
　以下、本発明を実施形態について説明する。
［第１の実施形態］
　図７（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第１の実施形態による多層配線構造を有する半導体装
置の構成を示す。ただし図７（Ａ）は前記多層配線構造の平面図であり、図７（Ｂ）は図
７（Ａ）中、点線で囲んだ領域の拡大図、図７（Ｃ）は図７（Ｂ）の断面図を示す。
【００３４】
　最初に図７（Ｃ）の断面図を参照するに、本実施形態の多層配線構造では、ＭＯＳトラ
ンジスタなどの活性素子（図示せず）を担持したシリコン基板を覆う絶縁膜４１上に、Ｓ
ｉＣ膜あるいはＳｉＮ膜よりなる厚さが例えば５０ｎｍのエッチングストッパ膜４２を介
して、ＳｉＯＨ膜やＳｉＯＣＨ膜などの無機絶縁膜、あるいは炭化水素系有機絶縁膜など
よりなる層間絶縁膜４３が例えば２００ｎｍの厚さに形成されており、さらに前記層間絶
縁膜４３上に同様な層間絶縁膜４５，４７，２９が、同様なエッチングストッパ膜４４，
４６，４８を介して、それぞれ例えば３００ｎｍ、２００ｎｍ、３００ｎｍの厚さに積層
されている。
【００３５】
　前記層間絶縁膜４３中には下層配線パターンの一部を構成するＣｕ配線パターン４３Ａ
が、側壁面および底面を、例えばＴａ／ＴａＮ積層構造、あるいはＴｉ／ＴｉＮ積層構造
などのバリアメタル膜４３ａで覆われた状態で埋設され、また別の孤立Ｃｕパターン４３
Ｂが、側壁面および底面を同じバリアメタル膜４３ａにより覆われた状態で埋設されてい
る。前記孤立Ｃｕパターン４３Ｂはダミーパターンである。
【００３６】
　さらに前記層間絶縁膜４７中には、図７（Ｃ）には示されていないが、図７（Ａ）に示
す上層配線層の一部を構成するＣｕ配線パターン４７Ａが、側壁面および底面を前記バリ
アメタル膜４３ａと同様なバリアメタル膜４７ｂにより覆われた状態で埋設されており、
前記Ｃｕ配線パターン４７Ａからは図７（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）に示すようにＣｕよりな
る延出部４７Ｂが、同じ層間絶縁膜４７中を、側壁面および底面を前記バリアメタル膜４
７ｂにより覆われた状態で、例えば０．１μｍの幅で０．５μｍの長さ延在する。図示の
例では前記Ｃｕ配線パターン４７Ａは図７（Ａ）の紙面内において横方向に５μｍの幅（
Ｌ）と縦方向に２０μｍの高さ（Ｈ）を有する縦長のパターンである。先に図４，５で説
明したように、このようなパターンでは、側方に延出する延出部に形成されたビアプラグ
において、ストレスマイグレーションによるコンタクト不良が発生しやすい。
【００３７】
　前記導体パターン４７Ａおよびその延出部４７Ｂは、前記層間絶縁膜４７中にデュアル
ダマシン法で形成され、従って前記層間絶縁膜４７の上主面に実質的に一致する上主面を
有し、さらに前記延出部４７Ｂからはその下の層間絶縁膜４５中に、径が例えば０．１μ
ｍのＣｕコンタクトコンタクトビアプラグ４７Ｃが、底面および側壁面を前記バリアメタ
ル膜４７ｂで覆われた状態で延在し、前記Ｃｕ配線パターン４３Ａにコンタクトしている
。
【００３８】
　さらに前記延出部からは、前記コンタクトコンタクトビアプラグ４７Ｃが形成された領
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域よりも先端部の領域において、同様なＣｕビアプラグ４７Ｄが例えば０．０８５μｍの
径でダミービアプラグとして前記層間絶縁膜４５中に、同じバリアメタル膜４７ｂで側壁
面および底面を覆われた状態で延在し、前記ダミーＣｕパターン４３Ｂにコンタクトして
いる。
【００３９】
　すなわち本実施形態では、前記図７（Ａ），（Ｂ）よりわかるように前記Ｃｕ配線パタ
ーン４３Ａは図７（Ｃ）の断面図に対応して前記コンタクトコンタクトビアプラグ４７Ｃ
の直下を延在しており、また前記ダミーＣｕパターン４３Ｂはダミービアプラグ４７Ｄの
直下に形成されている。
【００４０】
　本実施形態では、このように前記ダミービアプラグ４７Ｄがコンタクトビアプラグ４７
Ｃよりも小径に形成されており、その結果、前記ダミービアプラグ４７Ｄ中にはストレス
マイグレーションにより前記Ｃｕパターン４７Ａから移動してきた空孔が集積しやすく、
前記ダミービアプラグ４７Ｄの先端部には、バリアメタル膜４７ｂとの間にボイド４７Ｘ
が形成される。
【００４１】
　このようなボイド４７Ｘは空孔のトラップとして機能し、前記Ｃｕ配線パターン４７Ａ
からストレスマイグレーションにより拡散してきた空孔を捕獲して成長する。
【００４２】
　一方、このように前記Ｃｕパタ―ン４７Ａからストレスマイグレーションにより拡散し
てくる空孔が前記ダミービアプラグ４７Ｄの先端部で捕獲されるため、前記Ｃｕ配線パタ
ーン４３Ａにコンタクトするコンタクトビアプラグ４７Ｃでは空孔の集積は効果的に回避
され、信頼性の高い電気接続を、前記Ｃｕパターン４７ＡとＣｕ配線パターン４３Ａの間
形成することが可能となる。
【００４３】
　本実施形態においては、前記ダミービアプラグ４７Ｄの、コンタクトビアプラグ４７Ｃ
に対する断面積比を０．９以下とするのが好ましい。一方、実際的な観点から、前記ダミ
ービアプラグの径は０．０８μｍを下回らないのが好ましい。径小とするために全く開口
しない露光限界以下の設計値はダミープラグ形成自体の困難度が高くなるためである。ま
た、この数値自体はテクノロジーの進歩に伴い縮小傾向となる。
【００４４】
　また前記ダミービアプラグ４７Ｄによる空孔の捕獲を効果的に行うためには、前記延出
部４７Ｂが延出する前記Ｃｕ配線パターン４７Ａの縁部から前記ダミービアプラグ４７Ｄ
までの距離を、前記Ｃｕ配線パターン４７Ａの紙面上で前記コンタクトビアプラグ４７Ｃ
からの距離を０．５μｍ以内とするのが好ましい。
【００４５】
　その他の特徴は同じであり、説明を省略する。
【００４６】
　図８（Ａ）は、前記図７（Ａ）～（Ｃ）の構造上に、さらに次の配線層を形成した例を
示す。
【００４７】
　図８（Ａ）を参照するに、前記層間絶縁膜４９上にはエッチングストッパ膜５０を介し
て次の層間絶縁膜５１が形成されており、前記層間絶縁膜５１上にはエッチングストッパ
膜５２を介してさらに次の層間絶縁膜５３が形成されている。
【００４８】
　前記層間絶縁膜５１中にはＣｕなどの配線パターン５１Ａが、バリアメタル膜５１ｂに
より表面を覆われて埋設されており、前記配線パターン５１Ａからはコンタクトプラグ５
１Ｃが、前記バリアメタル膜５１ｂに表面を覆われて前記層間絶縁膜２９中を下方に延出
し、前記延出部４７Ｂに、前記バリアメタル膜５１ｂを介してコンタクトする。すなわち
図８の例では、前記配線パターン５１Ａおよびビアプラグ５１Ｃは、デュアルダマシン法
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により形成されている。
【００４９】
　かかる構成では、前記延出部４７Ｂ中の空孔が効果的にダミービアプラグ４７Ｄの先端
部に集合してボイド４７Ｘを形成し、その結果、先に図３で説明したような、ダミービア
プラグ４７Ｄの上端部を含む、前記延出部４１Ｂの上面におけるボイドＺの形成が抑制さ
れる。このため、前記ビアプラグ５１Ｃは前記延出部４７Ｂとの間に信頼性の高いコンタ
クトを形成する。
【００５０】
　また図８（Ｂ）は、前記図８（Ａ）の構造と同様な工程にて形成された変形例を示す。
ここで図８（Ａ）との違いは、コンタクトプラグ５１Ｃの位置が延出部４７Ｂの先端では
なく、少し手前側にある点である。
【００５１】
　図８（Ｂ）の構成により、前記図３にて説明した配線上側に形成されるボイドＹおよび
Ｚに対して、より冗長性が増大しており、ストレスマイグレーションに対してより高い耐
性が得られる。
【００５２】
　なお図８（Ａ）の例では前記配線パターン５１Ａおよびビアプラグ５１Ｃはデュアルダ
マシン法により形成していたが、図９に示すように前記ビアプラグ５１Ｃをシングルダマ
シン法により、前記配線パターン５１Ａとは別に形成することも可能である。図９の例で
は、前記ビアプラグ５１Ｃが前記配線パターン５１Ａとは別に形成されるため、前記ビア
プラグ５１Ｃは、前記バリアメタル膜５１ｂとは別のバリアメタル膜５１ｃにより覆われ
ている。
【００５３】
　図８（Ａ）～（Ｃ），図９に示す上部配線構造は、以下に説明する他の実施形態におい
ても同様に形成することができる。

［第２の実施形態］
　図１０（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第２の実施形態による多層配線構造を有する半導体装
置の構成を示す。ただし図１０（Ａ）は前記多層配線構造の平面図を、図１０（Ｂ）は図
１０（Ａ）中、点線で囲んだ領域の拡大図を、図１０（Ｃ）は図１０（Ｂ）の断面図を示
す。図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する
。
【００５４】
　図１０（Ａ）を参照するに、本実施形態は先の図７（Ａ）～（Ｃ）の実施形態と同様な
構成を有しているが、前記ダミーＣｕパターン４３Ｂが前記Ｃｕ配線パターン４７Ａから
見て、前記Ｃｕ配線パターン４３Ａの手前に形成されており、その結果、前記ダミービア
プラグ４７Ｄは前記延出部４７Ｂ上、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃよりも前記Ｃｕ配
線パターン４７Ａに近い位置に形成される。なお前記図１０（Ａ），（Ｂ）よりわかるよ
うに前記Ｃｕ配線パターン４３Ａは図１０（Ｃ）の断面図に対応して前記コンタクトビア
プラグ４７Ｃの直下を延在しており、また前記ダミーＣｕパターン４３Ｂはダミービアプ
ラグ４７Ｄの直下に形成されている。
【００５５】
　このため、前記Ｃｕ配線パターン４７Ａから前記延出部４７Ｂ中をストレスマイグレー
ションにより前記コンタクトビアプラグ４７Ｃに向かって流れる空孔は、その手前で小径
のダミービアプラグ４７Ｄにより捕獲され、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃにおける空
孔の集積を、先の実施形態よりもさらに効果的に抑制することが可能となる。
【００５６】
　本実施形態においても、前記ダミービアプラグ４７Ｄの、コンタクトビアプラグ４７Ｃ
に対する断面積比を０．９以下とするのが好ましい。一方、実際的な観点から、前記ダミ
ービアプラグの径は０．０８μｍを下回らないのが好ましい。
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【００５７】
　また、前記図８（Ｂ）と類似の構造として、図１０Ｂは、前記図８（Ｂ）の変形例と同
様な工程にて形成された構造を示す。
【００５８】
　図８（Ｂ）との違いは、前記コンタクトプラグ５１Ｃに加えて、上流配線から、冗長性
のある別のダミービアプラグ５１Ｄが設けられている点である。図１０Ｂの変形例では多
層配線構造が、前記図１０（Ｃ）の構造を、前記図８Ｂの変形例に組み合わせて形成され
ていると見ることができる。
【００５９】
　図１０Ｂの変形例では、前記コンタクトプラグ５１Ｃに対して先の図８（Ｂ）の構成と
同様な冗長性が得られ、コンタクトプラグ５１Ｃ中に発生する、図３のボイドＸを抑制す
る効果が得られる。
【００６０】
　図８（Ｂ）や図１０（Ｄ）の構成のように、より冗長性の高い構造を上下配線間で組み
合わせることにより、ストレスマイグレーションに対して高い耐性を有する構造を実現す
ることが可能である。また配線の上下関係についても、種々の変形が可能である。

［第３の実施形態］
　図１１（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第３の実施形態による多層配線構造を有する半導体装
置の構成を示す。ただし図１１（Ａ）は前記多層配線構造の平面図を、図１１（Ｂ）は図
１１（Ａ）中、点線で囲んだ領域の拡大図を、図１１（Ｃ）は図１１（Ｂ）の断面図を示
す。図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する
。
【００６１】
　図１１（Ａ）を参照するに、本実施形態は先の図７（Ａ）～（Ｃ）の実施形態と同様な
構成を有しているが、本実施形態では前記延出部４７Ｂが前記ビアプラグＢまで０．１５
μｍの第１の幅で０．５μｍの距離延在し、さらに前記延出部４７Ｂの先端部に第２の延
出部４７Ｅが、より狭い例えば０．１μｍの第２の幅で、例えば０．５μｍの長さで形成
されている。また本実施形態では前記ダミービアプラグ４７Ｄは、前記第２の延出部４７
Ｅの先端部に、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃと同一の径で形成される。なお図１１（
Ａ），（Ｂ）の平面図よりわかるように前記Ｃｕ配線パターン４３Ａは図１１（Ｃ）の断
面図に対応して前記コンタクトビアプラグ４７Ｃの直下を延在しており、また前記ダミー
Ｃｕパターン４３Ｂはダミービアプラグ４７Ｄの直下に形成されている。その際、本実施
形態では前記ダミービアプラグ４７Ｄはコンタクトビアプラグ４７Ｃと同じ径を有してい
るが、より小さい径を有してもよい。
【００６２】
　このようにダミービアプラグ４７Ｄが形成される第２の延出部４７Ｅの幅を縮小し、コ
ンタクトビアプラグ４７Ｃが形成される延出部４７Ｂの幅を拡張することにより、ストレ
スマイグレーションによりＣｕ配線パターン４７Ａから輸送される空孔が前記第２の延出
部に優先的に流入し、ダミービアプラグ４７Ｄにおいて捕獲される。これにより、コンタ
クトビアプラグ４７Ｃの不良が減少する。
【００６３】
　本実施形態においては、前記第２延出部４７Ｅの幅を前記第１延出部４７Ｂの幅の７０
～８０％以下に抑制するのが、前記ダミービアプラグ４７Ｄにおける効率的な空孔の捕獲
に有効である。
【００６４】
　また本実施形態においても、前記ダミービアプラグ４７Ｄによる空孔の捕獲を効果的に
行うためには、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃからの距離を０．５μｍ以内とするのが
好ましい。また本実施形態において前記ダミービアプラグ４７Ｄを前記コンタクトビアプ
ラグ４７Ｃよりも縮小して形成することも可能である。
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［第４の実施形態］
　図１２（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第４の実施形態による多層配線構造を有する半導体装
置の構成を示す。ただし図１２（Ａ）は前記多層配線構造の平面図を、図１２（Ｂ）は図
１２（Ａ）中、点線で囲んだ領域の拡大図を、図１２（Ｃ）は図１２（Ｂ）の断面図を示
す。図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する
。
【００６５】
　図１２（Ａ）を参照するに、本実施形態は先の図１１（Ａ）～（Ｃ）の実施形態と同様
な構成を有しているが、前記ダミーＣｕパターン４３Ｂが前記Ｃｕ配線パターン４７Ａか
ら見て、前記Ｃｕ配線パターン４３Ａの手前に形成されており、その結果、前記ダミービ
アプラグ４７Ｄは前記延出部４７Ｂ上、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃよりも前記Ｃｕ
配線パターン４７Ａに近い位置に、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃと同一の径で形成さ
れる。これに伴い、図１２（Ａ）に示すように本実施形態では、第２の延出部４７Ｅが前
記Ｃｕ配線パターン４７Ａから直接に延出し、前記延出部４７Ｂは前記第２の延出部４７
Ｅの先端部に形成される。
【００６６】
　本実施形態ではこのように前記ダミービアプラグ４７Ｄが、前記Ｃｕ配線パターン４７
Ａに接した幅狭の第２延出部４７Ｅに形成されるため、前記Ｃｕ配線パターン４７Ａから
前記延出部４７Ｂ中をストレスマイグレーションにより前記コンタクトビアプラグ４７Ｃ
に向かって流れる空孔は、その手前でダミービアプラグ４７Ｄにより効果的に捕獲され、
前記コンタクトビアプラグ４７Ｃにおける空孔の集積を、先の実施形態よりもさらに効果
的に抑制することが可能となる。なお前記図１２（Ａ），（Ｂ）の平面図に示されたよう
に、前記Ｃｕ配線パターン４３Ａは図１２（Ｃ）の断面図に対応して前記コンタクトビア
プラグ４７Ｃの直下を延在しており、また前記ダミーＣｕパターン４３Ｂはダミービアプ
ラグ４７Ｄの直下に形成されている。本実施形態では前記ダミービアプラグ４７Ｄはコン
タクトビアプラグ４７Ｃと同じ径を有しているが、より小さい径を有してもよい。
【００６７】
　本実施形態においては、前記第２延出部４７Ｅの幅を前記第１延出部４７Ｂの幅の７０
％以下に抑制するのが、前記ダミービアプラグ４７Ｄにおける効率的な空孔の捕獲に有効
である。

［第５の実施形態］
　図１３（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第４の実施形態による多層配線構造を有する半導体装
置の構成を示す。ただし図１３（Ａ）は前記多層配線構造の平面図を、図１３（Ｂ）は図
１３（Ａ）中、点線で囲んだ領域の拡大図を、図１３（Ｃ）は図１３（Ｂ）中、線Ａ－Ａ
'に沿った断面図を示す。図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を
付し、説明を省略する。
【００６８】
　図１３（Ａ）を参照するに、本実施形態は先の図１０（Ａ）～（Ｃ）の実施形態に似た
構成を有し、前記延出部４７Ｂの先端部にコンタクトビアプラグ４７Ｃが形成されている
が、前記延出部４７Ｂからは、前記延出部４７Ｂが前記Ｃｕ配線パターン４７Ａから延出
する基部と前記ビアプラグ４７Ｄの中間部において分岐パターン４７Ｆが延出し、前記ダ
ミービアプラグ４７Ｄはかかる分岐パターン４７Ｆに、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃ
と同一の径で形成される。なお本実施形態においても図１３（Ａ），（Ｂ）の平面図にお
いて、前記Ｃｕ配線パターン４３Ａは図１３（Ｃ）の断面図に対応して前記コンタクトビ
アプラグ４７Ｃの直下を延在しており、また前記ダミーＣｕパターン４３Ｂはダミービア
プラグ４７Ｄの直下に形成されている。本実施形態では前記ダミービアプラグ４７Ｄはコ
ンタクトビアプラグ４７Ｃと同じ径を有しているが、より小さい径を有してもよい。
【００６９】
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　本実施形態では、前記基部から測った前記ダミービアプラグ４７Ｄまでの距離ｌ2は、
同じく前記基部から測った前記コンタクトビアプラグ４７Ｃまでの距離ｌ1よりも短く、
（ｌ2<ｌ1）、このため前記ビアプラグ４７Ｄには前記Ｃｕ配線パターン４７Ａからスト
レスマイグレーションにより前記延出部４７Ｂに輸送される空孔が効率よく集積し、前記
コンタクトビアプラグ４７Ｃにおける空孔の集積が抑制される。

［第６の実施形態］
　図１４は、本発明の第６の実施形態による多層配線構造を有する半導体装置のレイアウ
トを示す平面図である。本実施形態においても多層配線構造は先の各実施形態と同様にデ
ュアルダマシン構造を有しており、断面図は省略する。
【００７０】
　図１４を参照するに、先の実施形態と同様に前記Ｃｕ配線パターン４７Ａは上層配線層
を形成し、Ｃｕ配線パターン４３Ａ1～４３Ａ5が下層配線層を形成する。また前記下層配
線層には、孤立ＣｕパターンよりなるダミーＣｕパターン４３Ｂ3～４３Ｂ5が形成されて
いる。
【００７１】
　先の実施形態と同様に前記Ｃｕ配線パターン４７Ａからは延出部４７Ｂ3～４７Ｂ5が、
それぞれ前記Ｃｕ配線パターン４３Ａ1～４３Ａ5に対応して延出し、コンタクトビアプラ
グ４７Ｃ3～４７Ｃ5により接続されている。また本実施形態では前記Ｃｕ配線パターン４
７Ａからダミー延出部４７Ｅ3～４７Ｅ5が、それぞれ前記ダミーＣｕパターン４３Ｂ3～
４３Ｂ5に対応して延出し、前記コンタクトビアプラグ４７Ｃ3～４７Ｃ5と同一径のビア
プラグ４７Ｄ3～４７Ｄ5により、それぞれ接続されている。
【００７２】
　図１４の構成では、前記ダミー延出部４７Ｅ4は前記延出部４７Ｂ4に隣接して、同じ幅
および同じ長さで形成されているが、かかるダミー延出部４７Ｅ4およびダミービアプラ
グ４７Ｄ4は、前記延出部４７Ｂ4に輸送される空孔を分散させる効果を奏する。
【００７３】
　また前記図１４の構成では、前記ダミー延出部４７Ｅ3は前記延出部４７Ｂ3の近傍に、
より短い長さで形成されており、ダミービアプラグ４７Ｄ3に空孔を効率良く集積させる
ことにより、コンタクトビアプラグ４７Ｃ3への空孔の輸送を抑制する効果を奏する。
【００７４】
　また前記図１４の構成では、前記延出部４７Ｂ5に隣接して下層のＣｕ配線パターン４
３Ａ1，４３Ａ2が形成されているため、前記ダミー延出部４３Ｅ3のようにダミー延出部
を直近に形成することができない。このため図１４の構成では、前記下層Ｃｕ配線パター
ン４３Ａ1の外側に短いダミー延出部４７Ｅ5を形成し、その上のダミービアプラグ４７Ｄ
5に空孔を集めることにより、前記延出部４７Ｂ5への空孔の輸送を軽減している。
【００７５】
　このように図１４には三種類の異なった構成が示されているが、いずれにおいても、延
出部を介したビアプラグへの空孔の輸送を抑制し、ビアコンタクトの信頼性を向上させる
ことができる。

［第７の実施形態］
　図１５は、本発明の第７の実施形態による多層配線構造を有する半導体装置のレイアウ
トを示す平面図である。ただし図１５中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、
説明を省略する。本実施形態においても多層配線構造は先の各実施形態と同様にデュアル
ダマシン構造を有しており、断面図は省略する。
【００７６】
　図１５を参照するに、前記下層Ｃｕ配線パターン４３Ａ3には、先の実施形態と同様に
延出部４７Ｂ3がコンタクトビアプラグ４７Ｃ3を介してコンタクトし、前記下層Ｃｕ配線
パターン４３Ａ4には延出部４７Ｂ4がコンタクトビアプラグ４７Ｃ４を介してコンタクト
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し、前記下層Ｃｕ配線パターン４３Ａ５には延出部４７Ｂ5がコンタクトビアプラグ４７
Ｃ5を介してコンタクトしているが、前記下層配線層には、上層の前記Ｃｕ配線パターン
４７Ａの長手縁に沿ってダミーＣｕパターン４３Ｂａ，４３Ｂｂ，４３Ｂｃ，４３Ｂｄ，
４３Ｂｅが形成されており、前記Ｃｕ配線パターン４７Ａから延出する多数のダミー延出
部４７Ｅａ，４７Ｅｂ，４７Ｅｃ，４７Ｅｅ，４７Ｅｆが、それぞれのダミービアプラグ
４７Ｄａ，４７Ｄｂ，４７Ｄｃ，４７Ｄｅ，４７Ｄｆを介して接続されている。
【００７７】
　前記図１５の構成では、前記ダミー延出部４７Ｅｂ，４７Ｅｃは、隣接する延出部４７
Ｂ5よりも短く、多数形成されており、図１５においてＣｕ配線パターン４７Ａの上縁に
沿って輸送される空孔を分散して吸収することにより、かかる空孔が前記延在部４７Ｂ5
に流入するのを抑制する。同様なダミー延出部４７Ｅａ，４７Ｅｄ，４７Ｅｅが、前記延
在部４７Ｂ3あるいは４７Ｂ4の両側に、それぞれダミーＣｕパターン４７Ｂａ，４３Ｂｄ
，４３Ｂｅにダミービアプラグ４７Ｄａ，４７Ｄｄ，４７Ｄｅを介して接続されている。
【００７８】
　本実施形態では、前記ダミー延出部４７Ｅａ～Ｅｅを、延出部４７Ｂ4を除き、近傍の
延出部４７Ｂ3～４７Ｂ5よりも短く、換言するとＣｕ配線パターン４７Ａからダミービア
プラグ４７Ｄａ～４７Ｄｃまでの距離を短く形成することで、ダミービアプラグ４７Ｄａ
～４７Ｄｃへの空孔の集積を促進し、コンタクトビアプラグ４７Ｃ3～４７Ｃ5への空孔の
輸送を抑制する。またこれらのダミー延出部を多数設けることで、空孔の捕獲をさらに促
進する。
【００７９】
　本実施形態では延出部４７Ｂ4は、レイアウトの都合上、ダミー延出部４７Ｅａあるい
は４７Ｅｄと同じ長さに形成されているが、他の延出部と同様に長く形成してもよい。

［第８の実施形態］
　図１６は、本発明の第８の実施形態による多層配線構造を有する半導体装置のレイアウ
トを示す平面図である。ただし図１６中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、
説明を省略する。本実施形態においても多層配線構造は先の各実施形態と同様にデュアル
ダマシン構造を有しており、断面図は省略する。
【００８０】
　図１６を参照するに、本実施形態は前記図１４，１５の実施形態においてダミー延出部
および対応するダミービアプラグ、さらにダミーＣｕパターンを除去した構成に対応し、
さらに前記Ｃｕ配線パターンを図中右側の端部で延長して延長領域４７Ａｅｘを形成し、
この部分にカットアウトパターン４７Ａｃを、その下に形成した下層ダミーＣｕパターン
４３Ｂｆに対応して形成している。
【００８１】
　さらに図１６の実施形態では、前記カットアウトパターン４７Ａｃ中にダミー延出部４
７Ｅｆが延出し、前記ダミー延出部４７Ｅｆが前記ダミーＣｕパターン４３Ｂｆに、ダミ
ービアプラグ４７Ｄｆによりコンタクトしている。
【００８２】
　かかる構成によれば、前記Ｃｕ配線パターン４７Ａのうち、右側端部近傍で発生する空
孔を前記ダミービアプラグ４７Ｄｆに集積することが可能で、延出部４７Ｂ3～４７Ｂ5を
介したコンタクトビアプラグ４７Ｃ3～４７Ｃ5への空孔の輸送を軽減することができる。

［第９の実施形態］
　前記第３～第８の実施形態では、ダミービアプラグ４７Ｄ，４７Ｄ3～４７Ｄ5，４７Ｄ
ｃ～４７Ｄｆを、コンタクトコンタクトビアプラグ４７Ｃと同じ径で形成していたが、先
の第1および第2の実施形態のように、より小さい径で形成することも可能である。
【００８３】
　一般にコンタクトビアプラグあるいはこのようなダミービアプラグを形成する場合、図
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１７（Ａ）の上段に示すように正四角形の露光パターンを露光限界で使って、下段に示す
円形断面のビアホールを形成することが行われているが、図１７（Ｂ）の上段に示すよう
に、露光パターンを、露光限界を超えて縮小した場合、形成されるビアホールの形状は図
１７（Ｂ）下段に示すように真円から歪む。
【００８４】
　そこで本実施形態では、前記ダミービアプラグ４７Ｄ，４７Ｄ3～４７Ｄ5，４７Ｄｃ～
４７Ｄｆとして、このような真円から歪んだビアホールを形成し、ビアプラグ形成時に意
図的にステップカバレッジの不良を誘起することで、空孔集積の核となるボイドを形成す
る。
【００８５】
　このように空孔集積の核をダミービアプラグが形成されるビアホールに形成しておくこ
とにより、本実施形態では、ダミービアプラグへのより効率的な集積を促進する。
【００８６】
　このような歪んだビアホールの形成は、図１７（Ｂ）の例以外にも、図１７（Ｃ）～（
Ｅ）に示すように十字型、三角形、台形などの形状の露光マスクを使うことでも実現する
ことができる。

［第１０の実施形態］
　図１８は、本発明の第１０の実施形態による多層配線構造を有する半導体装置のレイア
ウトを示す平面図である。ただし図１８中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し
、説明を省略する。本実施形態においても多層配線構造は先の各実施形態と同様にデュア
ルダマシン構造を有しており、断面図は省略する。
【００８７】
　図１８を参照するに、本実施形態は図１４の構成を基本としているが、下層のＣｕパタ
ーン４３Ｂ3～４３Ｂ5およびダミービアプラグ４７Ｄ3～４７Ｄ5が省略されている。
【００８８】
　このようなダミービアプラグを含まない構成においても、ダミー延出部４７Ｅ3～４７
Ｅ5先端部には空孔の集積により、図１８に示すようにボイド４７Ｅｘが生じやすく、特
にかかるダミー延出部４７Ｅ3～４７Ｅ5を、コンタクトビアホール４７Ｃ3～４７Ｃ5が形
成される延在部４７Ｂ3～４７Ｂ5よりも短く形成することにより、空孔を効果的に捕獲す
ることが可能となる。
【００８９】
　以上の各実施形態では、多層配線構造において配線層およびビアプラグをＣｕにより構
成する場合を説明したが、本発明はデュアルダマシンプロセスが可能なＡｌなど他の金属
を配線層およびビアプラグとして使う場合にも有効である。

［第１１の実施形態］
　図１９（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第１１の実施形態による多層配線構造を示すそれぞ
れ平面図および断面図である。ただし図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の
参照符号を付し、説明を省略する。
【００９０】
　図１９（Ａ），（Ｂ）を参照するに、本実施形態の構造は先に図１１（Ａ）～（Ｃ）で
説明した多層配線構造において、配線パターン４３Ａ，４３Ｂを含む配線層と配線パター
ン４７Ａを含む配線層を入れ替え、配線パターン４３Ａ，４３Ｂが層間絶縁膜４７に形成
され、配線パターン４７Ａが層間絶縁膜４３に形成される構成を有する。
【００９１】
　すなわち本実施形態による多層配線構造は、少なくとも前記層間絶縁膜４７中に形成さ
れる第１の配線層と、前記第１の配線層の下の層間絶縁膜４３に形成された第２の配線層
とを含み、前記第１の配線層は、前記層間絶縁膜４７中に埋設され配線パターンの一部を
構成する導体パターン４３Ａと、前記層間絶縁膜４７中に埋設された別の導体パターン（
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ダミー配線パターン）４３Ｂとを含み、前記第２の配線層は、前記層間絶縁膜４３中に埋
設され配線パターンの一部を構成する導体パターン（４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｅ）を含み、
前記導体パターン４７Ａは主要部４７Ａと、前記主要部４７Ａから同一層中を延出する延
出部（４７Ｂ，４７Ｅ）と、を有し、前記導体パターン４７Ａは前記第１の導体パターン
４３Ａに、前記延出部（４７Ｂ，４７Ｅ）の第１の部分４７Ｂにおいて第１のビアプラグ
４７Ｃにより電気的に接続され、前記延出部（４７Ｂ，４７Ｅ）は前記第２の導体パター
ン４３Ｂと、前記第１の領域４７Ｂよりも前記導体パターン（４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｅ）
の前記主要部４７Ａからより遠い第２の領域４７Ｅにおいて第２のビアプラグ（ダミービ
アプラグ）４３Ｂを介してコンタクトし、前記延出部（４７Ｂ，４７Ｅ）は、前記第１の
領域４７Ｂにおいて第１の幅を有し、前記第２の領域４７Ｅにおいて、前記第１の幅より
も狭い第２の幅を有し、前記第１のビアプラグ４７Ｃ、および前記第２のビアプラグ４７
Ｄは、ダマシン構造を形成することを特徴とする。
【００９２】
　かかる構成によれば、前記延出部４７Ｂ，４７Ｅの第２の領域４７Ｅに空孔が集中し、
前記図３のボイドＹに対応するボイド４７Ｘを発生させることができ、前記ビアプラグ４
７Ｃにおけるコンタクトの信頼性を向上させることができる。
【００９３】
　なお本実施形態において、図２０（Ａ），（Ｂ）に示すようにダミービアプラグ４７Ｄ
およびダミー配線パターン４３Ｂを省略することも可能である。この場合、前記幅狭パタ
ーン４３Ｅへの空孔の集中およびボイドの形成は、前記パターン４７Ｅの幅狭形状により
誘起されるものであることから、ダミービアプラグ４７Ｄおよびビアプラグ４７Ｃをデュ
アルダマシン法で形成する必要はなく、シングルダマシン法により形成することも可能で
ある。

［第１２の実施形態］
　図２１（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第１２の実施形態による多層配線構造を示すそれぞ
れ平面図および断面図である。ただし図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の
参照符号を付し、説明を省略する。
【００９４】
　図２１（Ａ），（Ｂ）を参照するに、本実施形態の構造は先に図１２（Ａ）～（Ｃ）で
説明した多層配線構造において、配線パターン４３Ａ，４３Ｂを含む配線層と配線パター
ン４７Ａを含む配線層を入れ替え、配線パターン４３Ａ，４３Ｂが層間絶縁膜４７に形成
され、配線パターン４７Ａが層間絶縁膜４３に形成される構成を有する。
【００９５】
　すなわち本実施形態による多層配線構造は、少なくとも前記層間絶縁膜４７中に形成さ
れる第１の配線層と、前記第１の配線層の下の層間絶縁膜４７中に形成された第２の配線
層とを含み、前記第１の配線層は、前記層間絶縁膜４７中に埋設され配線パターンの一部
を構成する導体パターン４３Ａと、前記第層間絶縁膜４７中に埋設された別の導体パター
ン（ダミー配線パターン）４３Ｂとを含み、前記第２の配線層は、層間絶縁膜４３中に埋
設され配線パターンの一部を構成する導体パターン（４７Ａ、４７Ｂ，４７Ｅ）を含み、
前記導体パターン（４７Ａ，４７Ｂ，４７Ｅ）は主要部４７Ａと、前記主要部４７Ａから
同一層中を延出する延出部（４７Ｂ，４７Ｅ）と、を有し、前記導体パターン（４７Ａ，
４７Ｂ，４７Ｅ）は前記導体パターン４３Ａに、前記延出部（４７Ｂ，４７Ｅ）の第１の
領域４７Ｂにおいて、第１のビアプラグ４７Ｃにより電気的に接続され、前記延出部（４
７Ｂ，４７Ｅ）は前記第２の導体パターン４３Ｂと、前記第１の領域４７Ｂよりも前記主
要部４７Ａに近い第２の領域４７Ｅにおいて、第２のビアプラグ（ダミービアプラグ）４
７Ｄを介してコンタクトし、前記延出部（４７Ｂ，４７Ｅ）は、前記第１の領域４７Ｂに
おいて第１の幅を有し、前記第２の領域４７Ｅにおいて、前記第１の幅よりも狭い第２の
幅を有し、前記ビアプラグ４７Ｃおよび前記ビアプラグ４７Ｄはダマシン構造を形成する
ことを特徴とする。
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【００９６】
　かかる構成によれば、前記領域４７Ｅに空孔が集中し、前記図３のボイドＹに対応する
ボイド４７Ｘを発生させることができ、前記ビアプラグ４７Ｃにおけるコンタクトの信頼
性を向上させることができる。この場合にも、前記幅狭パターン４３Ｅへの空孔の集中は
、前記パターン４７Ｅの幅狭形状により誘起されるものであることから、ダミービアプラ
グ４７Ｄおよびビアプラグ４７Ｃをデュアルダマシン法で形成する必要はなく、シングル
ダマシン法により形成することも可能である。
【００９７】
　同様に、図示は省略するが、図１３（Ａ）～（Ｃ）の実施形態において、層間絶縁膜４
７中の配線層（４７Ａ，４７Ｂ，，４７Ｆ）と層間絶縁膜４３中の配線層を上下入れ替え
た場合でも、分岐パターン４７Ｆの先端部に空孔を集中させることで、ビアプラグ４７Ｃ
のコンタクト信頼性を向上させることができる。この場合にも、前記分岐パターン４３Ｂ
の先端部への空孔の集中は、前記分岐パターン４７Ｆの形状により誘起されるものである
ことから、ダミービアプラグ４７Ｄおよびビアプラグ４７Ｃをデュアルダマシン法で形成
する必要はなく、シングルダマシン法により形成することも可能である。
【００９８】
　同様に、図示は省略するが、図１４，１５，１６，１８の実施形態においても、上下の
配線層を入れ替えることが可能である。この場合も、ダミービアプラグおよびビアプラグ
の形成はデュアルダマシン法に限定されることがなく、シングルダマシン法により形成す
ることが可能である。

［第１３の実施形態］
　図２２は、上記本発明の多層配線構造を有する本発明の第１３の実施形態による半導体
装置５０の構成を示す。図示の例では多層配線構造は、前記第１の実施形態で説明したも
のになっているが、前記半導体装置５０では、前記第１～第１０の実施形態のいずれの多
層配線構造を使ってもよい。
【００９９】
　図２２を参照するに、前記半導体装置５０はＳｉ基板５１中に素子分離構造５１Ｂによ
り画成された素子領域５１Ａ上に形成されており、前記Ｓｉ基板５１上に形成されたゲー
ト絶縁膜５２を介して形成されたゲート電極５３と、前記ゲート電極５３の両側に形成さ
れた一対の拡散領域５１ａ，５１ｂとを含む。
【０１００】
　前記ゲート電極５３は側壁面が側壁絶縁膜５３ａ，５３ｂにより覆われ、さらに前記Ｓ
ｉ基板５１上には、例えばＰＳＧあるいはＢＰＳＧなどの絶縁膜５４が、前記ゲート電極
５３および側壁絶縁膜５３ａ，５３ｂを覆うように形成される。
【０１０１】
　前記絶縁膜５４上には、例えばダウケミカル社より登録商標ＳｉＬＫとして市販されて
いる低誘電率有機絶縁膜よりなる層間絶縁膜５５が形成され、前記層間絶縁膜５５中には
Ｃｕ配線パターン５５Ａ，５５Ｂ、およびＣｕダミーパターン５５Ｃが、ダマシン法によ
り形成される。前記Ｃｕ配線パターン５５Ａ，５５Ｂの各々は、前記絶縁膜５４中に形成
されたコンタクトプラグ５４Ｐ，５４Ｑを介して前記拡散領域５１ａ，５１ｂに電気的に
接続される。
【０１０２】
　前記Ｃｕ配線パターン５５Ａ，５５Ｂは前記層間絶縁膜５５上に形成された別の同様な
低誘電率有機層間絶縁膜５６により覆われ、さらに前記層間絶縁膜５６上にはさらに別の
同様な低誘電率有機層間絶縁膜５７が形成されている。
【０１０３】
　図示の例では前記層間絶縁膜５６中にはＣｕ配線パターン５６Ａ，５６Ｂが、また前記
層間絶縁膜５７中にはＣｕ配線パターン５７Ａ，５７Ｂが埋設されており、前記配線パタ
ーン５６Ａ，５６Ｂは前記配線パターン５５Ａ，５５ＢにそれぞれＣｕビアプラグ５６Ｐ
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，５６Ｑを介して接続され、また前記配線パターン５７Ａ，５７Ｂは前記配線パターン５
６Ａ，５６Ｂに、それぞれＣｕビアプラグ５７Ｐ，５７Ｑを介して接続されている。ここ
で前記ビアプラグ５５Ｐ，５５Ｑ，５６Ｐ，５６Ｑ，５７Ｐ，５７Ｑは、デュアルダマシ
ン法により形成されている。図中、Ｃｕ配線パターンあるいはＣｕビアプラグを画成する
太線はバリアメタル膜を示している。
【０１０４】
　さらに図２２の構成では、前記層間絶縁膜５５中にダミーＣｕパターン５５Ｃ，５５Ｄ
が埋設されており、前記ダミーＣｕパターン５５Ｃ，５５Ｄには前記Ｃｕ配線パターン５
６Ａ，５６Ｂのそれぞれの先端部から、ダミーＣｕビアプラグ５６ｐ，５６ｑが延在し、
コンタクトする。
【０１０５】
　同様に前記層間絶縁膜５６中にはダミーＣｕパターン５６Ｃ，５６Ｄが埋設され、前記
ダミーＣｕパターン５６Ｃ，５６Ｄには、前記Ｃｕ配線パターン５７Ａ，５７Ｂのそれぞ
れの先端部から、ダミーＣｕビアプラグ５７ｐ、５７ｑが延在し、コンタクトする。
【０１０６】
　ここでダミーＣｕビアプラグ５６ｐ、５６ｑは、前記Ｃｕビアプラグ５６Ｐ，５６Ｑと
同時にデュアルダマシン法で形成されており、またダミーＣｕビアプラグ５７ｐ、５７ｑ
は、前記Ｃｕビアプラグ５７Ｐ，５７Ｑと同時にデュアルダマシン法で形成されている。
このため、Ｃｕ配線パターン５６Ａ，５６Ｂ、あるいは５７Ａ，５７Ｂ中の空孔は、先の
実施形態で説明したように、これらのダミーＣｕプラグに集中し、Ｃｕビアプラグ５６Ｐ
，５６Ｑあるいは５７Ｐ，５７Ｑにおけるストレスマイグレーション耐性が向上する。
【０１０７】
　さらに図示の例では前記層間絶縁膜５７上にＳｉＯＣ層間絶縁膜５８，５９，6０が順
次積層されており、前記層間絶縁膜５８中にはＣｕあるいはＡｌよりなる配線パターン５
８Ａが、前記層間絶縁膜５９中にはＣｕあるいはＡｌよりなる配線パターン５９Ａが、ま
た前記層間絶縁膜６０中にはＣｕあるいはＡｌよりなる配線パターン６０Ａが埋設されて
いる。ただし図２２では各層間絶縁膜５８，５９，６０中の配線パターンは、各層で同一
の参照符号により、集合的に示してある。
【０１０８】
　前記配線パターン５８Ａ，５９Ａ，６０Ａは図示を省略したビアプラグにより相互に電
気的に接続されており、また前記配線パターン５８Ａは図示を省略したビアプラグにより
前記配線パターン５７Ａ，５７Ｂのいずれかに接続されている。
【０１０９】
　図２２の構造ではさらに前記層間絶縁膜６０上に次の層間絶縁膜６１を形成されており
、さらに前記層間絶縁膜６１中に次の配線パターンを形成することも可能である。
【０１１０】
　また図１９の半導体装置５０において、多層配線構造は先の第１の実施形態で説明した
ものに限定されることはなく、第２～第１０の実施形態で説明した多層配線構造を使うこ
とも可能である。
【０１１１】
　以上、本発明を好ましい実施形態について説明したが、本発明はかかる特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において様々な変形・変更
が可能である。
【０１１２】
　（付記１）　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上に形成された第
２の配線層とを含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンと、前記第１の層間絶縁膜中に埋設された第２の、別の導体パターンと
を含み、
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　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
３の導体パターンを含み、
　前記第３の導体パターンはその一部に、同一層中を延出する延出部を有し、
　前記第３の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部の第１の領域におい
て第１のビアプラグにより電気的に接続され、
　前記延出部は前記第２の導体パターンに、前記第１の領域よりも前記第３の導体パター
ンからより遠い、又はより近い第２の領域において、第２の、より小径のビアプラグを介
してコンタクトし、
　前記第３の導体パターンの前記延出部、前記第１のビアプラグ、および前記第２のビア
プラグは、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を形成する半導体装置。
【０１１３】
　（付記２）　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上又は下に形成さ
れた第２の配線層を含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンを含み、
　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
２の導体パターンを含み、
　前記第２の導体パターンは、同一層中を延出する延出部を有し、
　前記第２の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部の第１の部分におい
てビアプラグにより電気的に接続され、
　前記延出部は、前記ビアプラグを超えて延在する第２の部分を有し、
　前記延出部は、前記第１の領域において第１の幅を有し、前記第２の領域において、前
記第１の幅よりも狭い第２の幅を有し、
　前記第２の導体パターン、前記延出部、前記ビアプラグの各々は、ダマシン構造を形成
する半導体装置。
【０１１４】
　（付記３）　前記第１の配線層には、第３の、別の導体パターンが埋設されており、前
記延出部は前記第３の導体パターンと、前記第１の領域よりも前記第２の導体パターンの
前記主要部からより遠い、あるいはより近い第２の領域において第２のビアプラグを介し
てコンタクトし、前記延出部は、前記第１の領域において第１の幅を有し、前記第２の領
域において、前記第１の幅よりも狭い第２の幅を有する付記２記載の半導体装置。
【０１１５】
　（付記４）　前記第２の配線層は前記第１の配線層の上に形成され、前記第２の導体パ
ターンの前記主要部、前記延出部、前記第１のビアプラグ、および前記第２のビアプラグ
は、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を形成する付記２または３記載
の半導体装置。
【０１１６】
　（付記５）　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上又は下に形成さ
れた第２の配線層とを含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンと、前記第１の層間絶縁膜中に埋設された第２の、別の導体パターンと
を含み、
　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
３の導体パターンを含み、
　前記第３の導体パターンは主要部と、前記主要部から同一層中を延出する延出部を有し
、
　前記第３の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部の第１の領域におい
て、第１のビアプラグにより電気的に接続され、
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　前記延出部は、前記第１の領域よりも前記第３の導体パターンの前記主要部に近い第２
の領域において同一層中を分岐する分岐パターンを有し、
　前記分岐パターンは前記第２の導体パターンと第２のビアプラグを介してコンタクトし
、
　前記第３の導体パターンの前記主要部、前記分岐パターンを含む前記延出部、前記第１
のビアプラグおよび前記第２のビアプラグの各々は、ダマシン構造を形成する半導体装置
。
【０１１７】
　（付記６）　前記第１の配線層は前記第１の配線層の上に形成され、前記第3の導体パ
ターンの前記主要部、前記分岐パターンを含む前記延出部、前記第１のビアプラグおよび
前記第２のビアプラグは、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を形成す
る付記５記載の半導体装置。
【０１１８】
　（付記７）　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上又は下に形成さ
れた第２の配線層とを含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンと、前記第１の層間絶縁膜中に埋設された第２の、別の導体パターンと
を含み、
　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
３の導体パターンを含み、
　前記第３の導体パターンは、前記第３の導体パターンと同一層中を延出する延出部を有
し、
　前記第３の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部において第１のビア
プラグにより電気的に接続され、
　さらに前記第３の導体パターンは、前記延出部が延出する縁部に一又は複数のダミー延
出部を有し、
　前記一又は複数のダミー延出部の各々は、前記第２の導体パターンに、第２のビアプラ
グを介してコンタクトし、
　前記第３の導体パターン、前記延出部、および前記一又は複数のダミー延出部、前記第
１のビアプラグ、および前記第２のビアプラグの各々は、ダマシン構造を形成する半導体
装置。
【０１１９】
　(付記８)　前記第２の配線層は前記第１の配線層の上に形成され、前記第3の導体パタ
ーン、前記延出部、および前記一又は複数のダミー延出部、前記第１のビアプラグ、およ
び前記第２のビアプラグは、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を形成
する付記７記載の半導体装置。
【０１２０】
　（付記９）　前記延出部において前記第３の導体パターンから前記第１のビアプラグに
至る距離は、前記一又は複数のダミー延出部において、前記第３の導体パターンから前記
第２のビアプラグに至る距離よりも長い、付記８記載の半導体装置。
【０１２１】
　（付記１０）　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上又は下に形成さ
れた第２の配線層とを含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンと、前記第１の層間絶縁膜中に埋設された第２の、別の導体パターンと
を含み、
　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
３の導体パターンを含み、
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　前記第３の導体パターンはその一部に、同一層中を延出する延出部を有し、前記第３の
導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部において第１のビアプラグにより
電気的に接続され、
　前記第３の導体パターンは、その内側領域にカットアウト部と、前記カットアウト部中
を延出するダミー延在部を有し、前記ダミー延出部は前記第２の導体パターンに、第２の
ビアプラグを介してコンタクトし、
　前記第3の導体パターン、前記延出部、前記第１のビアプラグ、および前記第２のビア
プラグの各々は、ダマシン構造を形成する半導体装置。
【０１２２】
　（付記１１）　前記第２の配線層は前記第１の配線層の上に形成され、前記第3の導体
パターン、前記延出部、前記第１のビアプラグ、および前記第２のビアプラグは、前記第
２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマシン構造を形成する付記１０記載の半導体装置。
【０１２３】
　（付記１２）　多層配線構造を有する半導体装置であって、
　前記多層配線構造は少なくとも第１の配線層と、前記第１の配線層の上又は下に形成さ
れた第２の配線層を含み、
　前記第１の配線層は、第１の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
１の導体パターンを含み、
　前記第２の配線層は、第２の層間絶縁膜中に埋設され配線パターンの一部を構成する第
２の導体パターンを含み、
　前記第２の導体パターンはその一部に、同一層中を延出する延出部を有し、
　前記第２の導体パターンは前記第１の導体パターンに、前記延出部においてビアプラグ
により電気的に接続され、
　さらに前記第２の導体パターンは、前記延出部が延出する縁部に一又は複数のダミー延
出部を有し、前記一又は複数のダミー延出部の先端部にはボイドが形成されており、
　前記延出部、前記一又は複数のダミー延出部、および前記ビアプラグの各々は、ダマシ
ン構造を形成する半導体装置。
【０１２４】
　（付記１３）　前記第２の配線層は前記第１の配線層の上に形成され、前記第２の導体
パターン、前記延出部、前記ビアプラグは、前記第２の層間絶縁膜と共に、デュアルダマ
シン構造を形成する付記１２記載の半導体装置。
【０１２５】
　（付記１４）　前記第２のビアプラグは、真円に対して歪んだ不規則な断面形状を有す
ることを特徴とする請求項１～１３のうち、いずれか一項記載の半導体装置。
【０１２６】
　（付記１５）　前記第３の導体パターンは前記延出部が形成される第１の縁部とこれに
直交する縁部により画成される長方形形状を有し、前記第１の縁部は前記第２の縁部より
も長い付記１～１４のうち、いずれか一項記載の半導体装置。
【０１２７】
　（付記１６）　前記第１～第３の導体パターン、および前記コンタクトビアプラグおよ
びダミービアプラグは、Ｃｕよりなる付記１～１５のうち、いずれか一項記載の半導体装
置。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明の関連技術による多層配線構造を示す図である。
【図２】本発明の課題を説明する図（その１）である。
【図３】本発明の課題を説明する図（その２）である。
【図４】本発明の課題を説明する図（その３）である。
【図５】本発明の課題を説明する図（その４）である。
【図６】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の原理を説明する図である。
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【図７】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第１の実施形態による多層配線構造を示す図である
。
【図８Ａ】第1の実施形態による多層配線構造の変形例を示す図である。
【図８Ｂ】第1の実施形態による多層配線構造の他の変形例を示す図である。
【図９】第1の実施形態による多層配線構造の他の変形例を示す図である。
【図１０Ａ】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第２の実施形態による多層配線構造を示す図で
ある。
【図１０Ｂ】第２の実施形態による多層配線構造の変形例を示す図である。
【図１１】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第３の実施形態による多層配線構造を示す図であ
る。
【図１２】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第４の実施形態による多層配線構造を示す図であ
る。
【図１３】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第５の実施形態による多層配線構造を示す図であ
る。
【図１４】本発明の第６の実施形態による多層配線構造を示す図である。
【図１５】本発明の第７の実施形態による多層配線構造を示す図である。
【図１６】本発明の第８の実施形態による多層配線構造を示す図である。
【図１７】本発明の第９の実施形態による多層配線構造を示す図である。
【図１８】本発明の第１０の実施形態による多層配線構造を示す図である。
【図１９】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第１１の実施形態による多層配線構造を示す図で
ある。
【図２０】（Ａ），（Ｂ）は、図１９の実施形態の一変形例による多層配線構造を示す図
である。
【図２１】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第１２の実施形態による多層配線構造を示す図で
ある。
【図２２】本発明の第１３の実施形態による半導体装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１１　絶縁膜
　１２，１４，１６，１８，４２，４４，４６，４８　エッチングストッパ膜
　１３，１５，１７，１９，４３，４５，４７，４９　層間絶縁膜
　１３Ａ，１７Ａ，２１，３１，４３Ａ，４７Ａ　Ｃｕ配線パターン
　１３ａ，１７ａ，４３ａ，４７ｂ　バリアメタル膜
　１７Ｂ　Ｃｕビアプラグ
　２２Ａ，２２Ｂ，３２Ａ，３２Ｂ，４７Ｂ　延出部
　２２ａ，２２ｂ，３２ｂ，４７Ｃ，４７Ｃ3～４７Ｃ5　コンタクトビアプラグ
　４３Ｂ，４３Ｂ3～４３Ｂ5，４３Ｂａ～４３Ｂｆ　ダミーＣｕパターン
　４７Ａｃ　カットアウト
　４７Ｄ，４７Ｄ3～４７Ｄ5，４７Ｄａ～４７Ｄｆ　ダミービアプラグ
　４７Ｅ，４７Ｆ，４７Ｅ3～４７Ｅ5，４７Ｅａ～４７Ｅｆ　ダミー延出部
　４７Ｘ，４７Ｅｘ　ボイド
　５０　半導体装置
　５１　シリコン基板
　５１Ａ　素子領域
　５１Ｂ　素子分離領域
　５１ａ，５１ｂ　拡散領域
　５２　ゲート絶縁膜
　５３　ゲート電極
　５３ａ，５３ｂ　側壁絶縁膜
　５４　絶縁膜
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　５４Ｐ，５４Ｑ　コンタクトプラグ
　５５，５６，５７　低誘電率層間絶縁膜
　５５Ａ，５５Ｂ，５６Ａ，５６Ｂ，５６Ｃ，５６Ｄ　Ｃｕ配線パターン
　５５Ｃ，５５Ｄ，５６Ｃ，５６Ｄ　Ｃｕダミーパターン
　５５Ｐ，５５Ｑ，５６Ｐ，５６Ｑ，５７Ｐ，５７Ｑ　Ｃｕビアプラグ
　５６ｐ，５６ｑ，５７ｐ，５７ｑ　ダミーＣｕプラグ
　５８，５９，６０，６１　層間絶縁膜
　５８Ａ，５９Ａ，６０Ａ　配線パターン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(26) JP 4731456 B2 2011.7.27

【図２１】 【図２２】
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