
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜内に第１の溝を形成する工程と、
　前記第１の溝内に導電膜を形成する工程と、
　前記導電膜及び前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を選択的に形成し、前記導電膜の表
面が前記第２の絶縁膜で覆われた第１の領域と前記導電膜の表面が前記第２の絶縁膜で覆
われない第２の領域とを形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜をマスクとして用いて前記第２の領域の前記導電膜の一部を除去する
ことにより第２の溝を形成し、前記第２の絶縁膜下に前記導電膜からなる接続部を形成す
るとともに前記第１の溝の底部に前記接続部と一体して第１の配線を形成する工程と、

　前記接続部を介して前記第１の配線と電気的に接続する第２の配線を
形成する工程と
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
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　前記第２の絶縁膜を残した状態で、前記第２の絶縁膜上及び前記第２の溝内に第３の絶
縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜の表面が露出するまで前記第３の絶縁膜を除去する工程と、
　前記第２の絶縁膜を除去して、前記第３の絶縁膜内に前記接続部の表面を露出する第３
の溝を形成する工程と、

前記第３の溝内に



　第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜上に第３の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１、第２、第３の絶縁膜内に第１の溝を形成する工程と、
　前記第１の溝内に導電膜を形成する工程と、
　前記導電膜及び前記第３の絶縁膜上に第４の絶縁膜を選択的に形成し、前記導電膜の表
面が前記第４の絶縁膜で覆われた第１の領域と前記導電膜の表面が前記第４の絶縁膜で覆
われない第２の領域とを形成する工程と、
　前記第４の絶縁膜をマスクとして用いて前記第２の領域の前記導電膜を除去し、前記第
４の絶縁膜下に前記導電膜からなる接続部を形成するとともに前記第１の溝の底部に前記
接続部と一体して第１の配線を形成する工程と、
　前記第４、第３の絶縁膜を除去し、前記第２の絶縁膜の表面を露出させる工程と、
　露出された前記表面を有する前記第２の絶縁膜及び前記第１の配線上に第５の絶縁膜を
形成する工程と、
　前記接続部を介して前記第１の配線と電気的に接続する第２の配線を形成する工程と
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　

ことを特徴とする請求項１ 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　 前記導電膜 ドライ
エッチング 除去することを特徴とする請求項１ 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　

ことを特徴とする請求項 記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項６】
　

ことを特徴とする請求項 ２記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、Ｃｕを用いた多層配線構造の半導体装置 製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、多層配線としてはＣｕ配線が用いられ、このＣｕ配線を用いたデュアルダマシン構
造の半導体装置が提供されている。
【０００３】
図２２乃至図２６は、従来技術による半導体装置の製造工程の断面図を示す。この図２２
乃至図２６を用いて、デュアルダマシン構造のＣｕ配線の形成方法について以下に説明す
る。
【０００４】
まず、図２２に示すように、第１の絶縁膜６１内に第１の配線溝６２が形成される。次に
、電解メッキ法により第１の絶縁膜６１上に例えばＣｕ膜のような導電膜６３ａが形成さ
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前記接続部及び前記第１の配線を一体して形成する工程において、前記導電膜をウエッ
トエッチングで除去することで、前記接続部の側面と前記第１の配線の表面との境界部分
を湾曲させる 又は２

前記接続部及び前記第１の配線を一体して形成する工程において、 を
で 又は２

前記第２の絶縁膜及び前記第１の配線上に前記５の絶縁膜を形成した後、前記第５の絶
縁膜を平坦化して前記接続部を露出する工程と、
　前記第５の絶縁膜及び前記接続部上に第６の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第６の絶縁膜内に前記接続部の表面を露出する第２の溝を形成する工程と
　をさらに含み、
　前記第２の配線は前記第２の溝内に形成される ２

前記接続部及び前記第１の配線を一体して形成する工程において、前記導電膜をウエッ
トエッチングで除去することで、前記接続部の開口部を前記マスクとなる前記第２の絶縁
膜より小さくする １又は

の



れ、第１の配線溝６２が埋め込まれる。次に、ＣＭＰ（ Chemical Mechanical Polish）に
より導電膜６３ａが平坦化され、第１の絶縁膜６１の表面が露出される。その結果、第１
の絶縁膜６１内に第１の配線６３が形成される。
【０００５】
次に、図２３に示すように、第１の絶縁膜６１及び第１の配線６３上に第２の絶縁膜６４
が形成される。次に、リソグラフィ及びドライエッチングにより、第２の絶縁膜６４内に
ｖｉａホール６５及び第２の配線溝６６が形成される。
【０００６】
次に、図２４に示すように、第２の絶縁膜６４及び第１の配線６３上に例えば２００Åの
膜厚を有するバリアメタル層６７が形成され、このバリアメタル層６７上に例えば４００
Åの膜厚を有する金属シード層（図示せず）が形成される。次に、電解メッキ法により金
属シード層上に導電膜６８が形成され、ｖｉａホール６５及び第２の配線溝６６が埋め込
まれる。
【０００７】
次に、図２５に示すように、ＣＭＰにより導電膜６８、金属シード層及びバリアメタル層
６７が平坦化され、第２の絶縁膜６４の表面が露出される。その結果、第１の配線６３に
電気的に接続するｖｉａ部６９及び第２の配線７０が形成される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年、素子の微細化に伴いｖｉａホール６５の開口が微細になり、ｖｉａ
ホール６５の上部から底部まで導電膜６８を十分に埋め込むことが困難になってきている
。その結果、図２６に示すように、ｖｉａホール６５内にボイド７１が発生し、第１の配
線６３とｖｉａ部６９との導通不良の問題が生じていた。また、図２６に示すように、第
２の配線７０と比べてｖｉａ部６９の開口面積が小さい場合、導電膜６８の埋め込みがさ
らに困難になる。このため、ｖｉａホール６５内にボイド７１がより発生し易くなり、導
通不良の問題が顕著になっていた。
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、配
線とｖｉａ部との導通不良を回避できる半導体装置 製造方法を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記目的を達成するために以下に示す手段を用いている。
【００１１】
　本発明の第１の視点による半導体装置の製造方法は、第１の絶縁膜を形成する工程と、
前記第１の絶縁膜内に第１の溝を形成する工程と、前記第１の溝内に導電膜を形成する工
程と、前記導電膜及び前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を選択的に形成し、前記導電膜
の表面が前記第２の絶縁膜で覆われた第１の領域と前記導電膜の表面が前記第２の絶縁膜
で覆われない第２の領域とを形成する工程と、前記第２の絶縁膜をマスクとして用いて前
記第２の領域の前記導電膜の一部を除去することにより第２の溝を形成し、前記第２の絶
縁膜下に前記導電膜からなる接続部を形成するとともに前記第１の溝の底部に前記接続部
と一体して第１の配線を形成する工程と、

前記接続部を
介して前記第１の配線と電気的に接続する第２の配線を 形成する工程と
を含むことを特徴とする。
【００１４】
本発明の第２の視点による半導体装置の製造方法は、第１の絶縁膜を形成する工程と、前
記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成する工程と、前記第２の絶縁膜上に第３の絶縁膜
を形成する工程と、前記第１、第２、第３の絶縁膜内に第１の溝を形成する工程と、前記
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の

前記第２の絶縁膜を残した状態で、前記第２の
絶縁膜上及び前記第２の溝内に第３の絶縁膜を形成する工程と、前記第２の絶縁膜の表面
が露出するまで前記第３の絶縁膜を除去する工程と、前記第２の絶縁膜を除去して、前記
第３の絶縁膜内に前記接続部の表面を露出する第３の溝を形成する工程と、

前記第３の溝内に



第１の溝内に導電膜を形成する工程と、前記導電膜及び前記第３の絶縁膜上に第４の絶縁
膜を選択的に形成し、前記導電膜の表面が前記第４の絶縁膜で覆われた第１の領域と前記
導電膜の表面が前記第４の絶縁膜で覆われない第２の領域とを形成する工程と、前記第４
の絶縁膜をマスクとして用いて前記第２の領域の前記導電膜を除去し、前記第４の絶縁膜
下に前記導電膜からなる接続部を形成するとともに前記第１の溝の底部に前記接続部と一
体して第１の配線を形成する工程と、前記第４、第３の絶縁膜を除去し、前記第２の絶縁
膜の表面を露出させる工程と、露出された前記表面を有する前記第２の絶縁膜及び前記第
１の配線上に第５の絶縁膜を形成する工程と、前記接続部を介して前記第１の配線と電気
的に接続する第２の配線を形成する工程とを含むことを特徴とする。
【００１５】
　上記第２の視点による半導体装置の製造方法において、

前記第５の絶縁膜及び前記接続部上に第６の絶縁膜を形成する工程と、前
記第６の絶縁膜内に前記接続部の表面を露出する第２の溝を形成する工程と

もよい。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。尚、図面において、Ｐ－Ｐ線に沿
った領域はｖｉａ形成領域を示し、Ｑ－Ｑ線に沿った領域は配線形成領域を示す。
【００２０】
［第１の実施形態］
第１の実施形態は、第１の溝に埋め込まれた導電膜の一部を除去することにより、この導
電膜で第１の配線及びｖｉａ部が一体として形成することに特徴がある。
【００２１】
図１（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の平面図を示す。図１（ｂ）は
、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の斜視図を示す。
【００２２】
図１（ａ）に示すように、第１の配線１７に対向して第２の配線２３が配置され、この第
１、第２の配線１７、２３の交差する領域に第１、第２の配線１７、２３を電気的に接続
するｖｉａ部１８が配置される。
【００２３】
図１（ｂ）に示すように、半導体基板１０上に第１の絶縁膜１１が形成され、この第１の
絶縁膜１１内に溝１２が形成される。この溝１２内には、バリアメタル層１３を介して、
第１の配線１７と、この第１の配線と一体としてｖｉａ部１８とが形成される。このｖｉ
ａ部１８上に第２の配線２３が形成され、この第２の配線はｖｉａ部１８を介して第１の
配線１７と電気的に接続される。
【００２４】
ここで、ｖｉａ部１８の側面と第１の配線１７の表面はウエットエッチングにより除去さ
れて形成されるため、ｖｉａ部１８の側面と第１の配線１７の表面との境界部分１８ａは
、例えば曲率半径を描くように湾曲する。また、ｖｉａ部１８の開口は、最小加工寸法Ｆ
以下である。
【００２５】
図２乃至図９は、第１の実施形態に係る半導体装置の各製造工程図を示す。ここで、図６
のＡ－Ａ、Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ領域は、図５のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、Ｃ－Ｃ線に沿った半導体
装置の断面図を示す。図７は、図６に続く半導体装置の製造工程の各断面図を示す。図８
乃至図９は、Ｃ－Ｃ領域における半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下、第１の実
施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。
【００２６】
まず、図２に示すように、半導体素子が形成された半導体基板（図示せず）上に、例えば
１０００ｎｍの膜厚を有する第１の絶縁膜（例えば酸化膜）１１が形成される。この第１
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前記第２の絶縁膜及び前記第１
の配線上に前記５の絶縁膜を形成した後、前記第５の絶縁膜を平坦化して前記接続部を露
出する工程と、

をさらに含み
、前記第２の配線は前記第２の溝内に形成されて



の絶縁膜１１上にレジスト膜（図示せず）が形成され、リソグラフィによりレジスト膜が
パターニングされる。このパターニングされたレジスト膜をマスクとして、例えばドライ
エッチングにより第１の絶縁膜１１が除去される。その結果、第１の絶縁膜１１内に第１
の溝１２が形成される。この第１の溝１２の深さは、例えば７００ｎｍであり、後述する
第１の配線の厚さとｖｉａ部の深さとを合わせた長さになっている。
【００２７】
次に、図３に示すように、スパッタリング法により、第１の絶縁膜１１上にバリアメタル
層（例えばＴａＮ膜）１３が形成され、このバリアメタル層１３上に例えばＣｕからなる
金属シード層（図示せず）が形成される。ここで、バリアメタル層１３の膜厚は例えば２
０ｎｍ、金属シード層の膜厚は例えば４０ｎｍである。
【００２８】
次に、電解メッキ法により金属シード層上に例えばＣｕ膜のような導電膜１４が形成され
、第１の溝１２が埋め込まれる。その後、ＣＭＰ（ Chemical Mechanical Polish）により
導電膜１４、金属シード層及びバリアメタル層１３が平坦化され、第１の絶縁膜１１の表
面が露出される。
【００２９】
次に、図４に示すように、ＣＶＤ（ Chemical Vapor Deposition）法により、第１の絶縁
膜１１、導電膜１４、金属シード層及びバリアメタル層１３上に例えば２０ｎｍの膜厚を
有する第２の絶縁膜（例えばＳｉＮ膜）１５が形成される。この第２の絶縁膜１５上にレ
ジスト膜（図示せず）が形成され、ｖｉａ形成領域にレジスト膜が残るように、リソグラ
フィによってレジスト膜がパターニングされる。このパターニングされたレジスト膜をマ
スクとして、例えばドライエッチングにより第２の絶縁膜１５が除去される。その結果、
ｖｉａ形成領域上にパターニングされた第２の絶縁膜１５が形成される。すなわち、パタ
ーニングされた第２の絶縁膜１５で覆われて導電膜１４の表面が露出しない領域と、パタ
ーニングされた第２の絶縁膜１５で覆われずに導電膜１４の表面が露出した領域が存在す
る。
【００３０】
次に、図５に示すように、第１の溝１２の底面から例えば３００ｎｍの深さの導電膜１４
を残すように、第２の絶縁膜１５をマスクとして、少なくとも表面が露出した領域の導電
膜１４が除去され、第２の溝１６が形成される。その結果、配線形成領域に３００ｎｍの
厚さを有する第１の配線１７が形成され、ｖｉａ形成領域に４００ｎｍの深さを有するｖ
ｉａ部１８が形成される。
【００３１】
ここで、図６に示すように、第１の配線１７とｖｉａ部１８は、導電膜１４で一体として
形成される。
【００３２】
尚、導電膜１４の除去は、ウエットエッチング、ドライエッチング、ＣＤＥ（ Chemical D
ry Etching）等で行われるが、ドライエッチングで行う場合が最も望ましい。また、例え
ばウエットエッチングで導電膜１４を除去する場合、例えば塩酸（２．５％）と過酸化水
素水（２．５％）との混合液が用いられる。また、導電膜１４のエッチングレートは温度
等によっても変化するが、常温では例えば１５００Å／Ｍ程度である。
【００３３】
次に、図７に示すように、例えばＣＤＥにより第２の絶縁膜１５が除去された後、例えば
プラズマ法により第１の絶縁膜１１、第１の配線１７、ｖｉａ部１８、金属シード層及び
バリアメタル層１３上に第３の絶縁膜１９が形成される。その結果、第２の溝１６が第３
の絶縁膜１９で埋め込まれ、ｖｉａ部１８が第３の絶縁膜１９で覆われる。ここで、第３
の絶縁膜１９は、例えば、酸化膜、フッ素を含んだＣＶＤ膜、ＳＯＧ（ Spin On Glass）
膜のような塗布型酸化膜、又は有機膜等が用いられる。
【００３４】
次に、図８に示すように、ＣＭＰにより第３の絶縁膜１９が平坦化され、ｖｉａ部１８の
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表面が露出される。
【００３５】
次に、図９に示すように、第３の絶縁膜１９及びｖｉａ部１８上に第４の絶縁膜２０が形
成され、この第４の絶縁膜２０内にｖｉａ部１８の表面を露出する第３の溝２１が形成さ
れる。その後、第３の溝２１内にバリアメタル層（例えばＴｉＮ膜）２２を介して第２の
配線２３が形成される。その結果、第２の配線２３は、第１の配線１７とｖｉａ部１８に
よって電気的に接続される。
【００３６】
上記第１の実施形態によれば、第１の溝１２に埋め込まれた導電膜１４をパターニングす
ることにより、第１の配線１７及びｖｉａ部１８が形成されている。このため、ｖｉａ部
１８の形状に形成された溝に導電膜を埋め込む工程が不要となる。従って、従来のような
導電膜の埋め込み不良によるボイドの発生を防止できるため、第１の配線１７とｖｉａ部
１８との導通不良を回避できる。
【００３７】
また、ｖｉａ部１８は、第１の配線１７と同時に一体として形成されている。すなわち、
従来のようにｖｉａ部１８は第２の配線２３と同時に一体として形成されない。従って、
ｖｉａ部１８の形成の際、第２の配線２３に対するｖｉａ部１８の開口面積依存性がなく
なる。このため、第２の配線２３に対して十分小さな開口のｖｉａ部１８を形成すること
ができる。具体的には、ｖｉａ部１８は導電膜１４の一部を除去することにより形成され
るため、最小加工寸法Ｆ以下の開口のｖｉａ部１８を形成できる。このように、第１の実
施形態によれば、ボイドを発生させることなく、微細なｖｉａ部１８を形成できる。
【００３８】
また、図５に示す導電膜１４の除去工程において、ウエットエッチングを用いる。これに
より、開口の小さなｖｉａ部１８を形成することができるため、素子の微細化を図ること
ができる。
【００３９】
また、ｖｉａ部１８及び第１の配線はウエットエッチングにより形成されるため、ｖｉａ
部１８の側面と第１の配線１７の表面との境界部分１８ａは湾曲する。したがって、第１
の実施形態によれば、境界部分１８ａが直角である場合に比べて、境界部分１８ａにおけ
る電界集中を緩和できる。
【００４０】
また、第３の絶縁膜１９は、第１の絶縁膜１１と異なる種類の膜を用いることができる。
このため、配線間及び層間の絶縁容量を自由に調整できるという利点がある。
【００４１】
尚、第２の絶縁膜１５は、第３の絶縁膜１９の形成前に除去することに限定されない。例
えば、第２の絶縁膜１５を残した状態で第３の絶縁膜１９を形成し、図８に示す第３の絶
縁膜１９の平坦化工程において、第２の絶縁膜１５を同時に除去してもよい。
【００４２】
［第２の実施形態］
第２の実施形態は、第１の配線及びｖｉａ部の周囲の絶縁膜を多層にして、ｖｉａ部の深
さを制御することに特徴がある。
【００４３】
図１０乃至図１５は、第２の実施形態に係る半導体装置の各製造工程図を示す。図１３は
、図１２の XIII－ XIII線に沿った半導体装置の断面図を示す。以下、第２の実施形態に係
る半導体装置の製造方法について説明する。
【００４４】
まず、図１０に示すように、半導体素子が形成された半導体基板（図示せず）上に、ＣＶ
Ｄ法により例えば７００ｎｍの膜厚を有する第１の絶縁膜（例えば酸化膜）３１ａが形成
され、この第１の絶縁膜３１ａ上に例えば２０ｎｍの膜厚を有する第２の絶縁膜（例えば
窒化膜）３１ｂが形成される。続いて、この第２の絶縁膜３１ｂ上に例えば４００ｎｍの
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膜厚を有する第３の絶縁膜（例えば酸化膜）３１ｃが形成される。尚、第２の絶縁膜３１
ｂは、後述する第１の配線の厚さを一定に制御するために形成される。
【００４５】
次に、第３の絶縁膜３１ｃ上にレジスト膜（図示せず）が形成されて、リソグラフィによ
りレジスト膜がパターニングされる。このパターニングされたレジスト膜をマスクとして
、例えばドライエッチングにより第３、第２の絶縁膜３１ｃ、３１ｂの全部及び第１の絶
縁膜３１ａの一部が除去される。その結果、第１、第２、第３の絶縁膜３１ａ、３１ｂ、
３１ｃ内に第１の溝３２が形成される。ここで、第１の絶縁膜３１ａの表面から第１の溝
３２の底部までの深さは例えば３００ｎｍであり、この深さに第２の絶縁膜３１ｂの膜厚
を合わせた深さは後述する第１の配線の膜厚となる。
【００４６】
次に、図１１に示すように、スパッタリング法により、第１、第３の絶縁膜３１ａ、３１
ｃ上にバリアメタル層（例えばＴａＮ膜）３３が形成され、このバリアメタル層３３上に
例えばＣｕからなる金属シード層（図示せず）が形成される。ここで、バリアメタル層３
３の膜厚は例えば２０ｎｍ、金属シード層の膜厚は例えば４０ｎｍである。
【００４７】
次に、電解メッキ法により金属シード層上に例えばＣｕ膜のような導電膜３４が形成され
、第１の溝３３が埋め込まれる。その後、ＣＭＰにより導電膜３４、金属シード層及びバ
リアメタル層３３が平坦化され、第３の絶縁膜３１ｃの表面が露出される。
【００４８】
次に、ＣＶＤ法により、第３の絶縁膜３１ｃ、バリアメタル層３３、金属シード層、導電
膜３４上に例えば２０ｎｍの膜厚を有する第４の絶縁膜（例えばＳｉＮ膜）３５が形成さ
れる。この第４の絶縁膜３５上にレジスト膜（図示せず）が形成され、ｖｉａ形成領域に
レジスト膜が残るように、リソグラフィによりレジスト膜パターニングされる。このパタ
ーニングされたレジスト膜をマスクとして、例えばドライエッチングにより第４の絶縁膜
３５が除去される。その結果、ｖｉａ形成領域上にパターニングされた第４の絶縁膜３５
が形成される。すなわち、パターニングされた第４の絶縁膜３５で覆われて導電膜３４の
表面が露出しない領域と、パターニングされた第４の絶縁膜３５で覆われずに導電膜３４
の表面が露出した領域が存在する。
【００４９】
次に、パターニングされた第４の絶縁膜３５をマスクとして、第２の絶縁膜３１ｂの表面
の高さまで導電膜３４が除去される。その結果、例えば４００ｎｍの深さを有する第２の
溝３６が形成される。ここで、導電膜３４のエッチングは、第１の実施形態と同様に、ウ
エットエッチング、ドライエッチング、又はＣＤＥのいずれでもよい。
【００５０】
次に、図１２に示すように、第２の絶縁膜３１ｂをストッパーとして、第４の絶縁膜３５
、第３の絶縁膜３１ｃが除去され、第２の絶縁膜３１ｂの表面が露出される。ここで、第
３の絶縁膜３１ｃは、例えばフッ酸（ＨＦ：例えば１％の溶液）により除去される。また
、第４の絶縁膜３５は、例えばＨＦにより除去される。
【００５１】
このようにして、配線形成領域に３２０ｎｍの厚さを有する第１の配線３７が形成され、
ｖｉａ形成領域に４００ｎｍの深さを有するｖｉａ部３８が形成される。ここで、図１３
に示すように、突出したｖｉａ部３８が、第１の配線３７と一体として形成されている。
【００５２】
次に、図１４に示すように、第２の絶縁膜３１ｂ、第１の配線３７及ｖｉａ部３８上に第
５の絶縁膜３９が形成され、この第５の絶縁膜３９により第２の溝３６が埋め込まれると
ともにｖｉａ部３８が覆われる。ここで、第５の絶縁膜３９としては、例えば、フッ素を
含んだＣＶＤ膜、ＳＯＧ膜のような塗布型酸化膜、又は有機膜等があげられる。その後、
ＣＭＰにより第５の絶縁膜３９が平坦化され、ｖｉａ部３８の表面が露出される。
【００５３】
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次に、図１５に示すように、第５の絶縁膜３９及ｖｉａ部３８上に第６の絶縁膜４０が形
成され、この第６の絶縁膜４０内にｖｉａ部３８の表面を露出する第３の溝４１が形成さ
れる。その後、第３の溝４１内にバリアメタル層４２を介して第２の配線４３が形成され
る。その結果、第２の配線４３は、第１の配線３７とｖｉａ部３８によって電気的に接続
される。
【００５４】
上記第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５５】
さらに、第１の配線３７及びｖｉａ部３８の周囲には、３層の絶縁膜３１ａ、３１ｂ、３
９が形成される。このため、第２の絶縁膜３１ｂをストッパーとして、導電膜３４を除去
することができる。従って、導電膜３４の除去において、第２の絶縁膜３１ｂでエッチン
グの深さが制御できるため、ｖｉａ部３８の深さの制御が容易となる。
【００５６】
［第３の実施形態］
第３の実施形態は、ｖｉａ部及び第１の配線の形成時にマスクとして用いる第２の絶縁膜
を、第２の配線形成のためのダミーパターンとして用いることに特徴がある。
【００５７】
図１６乃至図２１は、第３の実施形態に係る半導体装置の各製造工程図を示す。図１８は
、図１７の XVIII－ XVIII線に沿った半導体装置の断面図を示す。以下、第３の実施形態に
係る半導体装置の製造方法について説明する。尚、第３の実施形態において、上記第１の
実施形態と同様の工程については説明を省略し、異なる工程のみ説明する。
【００５８】
まず、図２乃至図３に示すように、第１の実施形態と同様に、第１の絶縁膜１１内に第１
の溝１２が形成され、この第１の溝１２内がバリアメタル層１３を介して例えばＣｕ膜の
ような導電膜１４により埋め込まれる。その後、導電膜１４、金属シード層及びバリアメ
タル層１３が平坦化され、第１の絶縁膜１１の表面が露出される。
【００５９】
次に、図１６に示すように、ＣＶＤ法により、第１の絶縁膜１１、導電膜１４、金属シー
ド層及びバリアメタル層１３上に例えば３００ｎｍの膜厚を有する第２の絶縁膜５５が形
成される。ここで、例えば、第１の絶縁膜１１がＴＥＯＳ（ Tetra Ethyl Orso Silicate
）膜の場合、第２の絶縁膜５５はＳＯＧ膜等のような塗布膜とするとよい。このように、
第２の絶縁膜５５は第１の絶縁膜１１と異なる膜質の膜を用いることが望ましい。これは
、後述する第２の配線を形成する前に、第２の絶縁膜５５を第１の絶縁膜１１に対して選
択的に除去し易くするためである。
【００６０】
次に、図１７に示すように、第２の絶縁膜５５上にレジスト膜（図示せず）が形成され、
ｖｉａ形成領域にレジスト膜が残るように、リソグラフィによりレジスト膜がパターニン
グされる。このパターニングされたレジスト膜をマスクとして、ドライエッチングにより
第２の絶縁膜５５が除去される。その結果、ｖｉａ形成領域上にパターニングされた第２
の絶縁膜５５が形成される。すなわち、パターニングされた第２の絶縁膜５５で覆われて
導電膜１４の表面が露出しない領域と、パターニングされた第２の絶縁膜５５で覆われず
に導電膜１４の表面が露出した領域が存在する。なお、パターニングされた第２の絶縁膜
５５は、後述する第２の配線のダミーパターンとなる。
【００６１】
次に、第１の溝１２の底面から３００ｎｍの深さの導電膜１４を残すように、パターニン
グされた第２の絶縁膜５５をマスクとして、表面が露出された導電膜１４が除去され、第
２の溝１６が形成される。その結果、配線形成領域に３００ｎｍの厚さを有する第１の配
線１７が形成され、ｖｉａ形成領域に４００ｎｍの深さを有するｖｉａ部１８が形成され
る。
【００６２】
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ここで、図１８に示すように、ｖｉａ部１８は、第１の配線１７と一体として形成される
。
【００６３】
次に、図１９に示すように、第２の絶縁膜５５は残した状態で、プラズマ法によりｖｉａ
部１８及び第１の配線１７上に第３の絶縁膜（例えば酸化膜）１９が形成される。これに
より、第３の絶縁膜１９によって、第２の溝１６が埋め込まれるとともに第２の絶縁膜５
５が覆われる。
【００６４】
次に、図２０に示すように、ＣＭＰにより第３の絶縁膜１９が平坦化され、第２の絶縁膜
５５の表面が露出される。その後、例えばＨＦにより第２の絶縁膜５５が除去され、ｖｉ
ａ部１８の表面が露出される。その結果、第３の絶縁膜１９内のｖｉａ部１８上に第３の
溝２１が形成される。
【００６５】
次に、図２１に示すように、第３の溝２１内にバリアメタル層２２を介して第２の配線２
３が形成される。その結果、第２の配線２３は、第１の配線１７とｖｉａ部１８によって
電気的に接続される。
【００６６】
上記第３の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６７】
さらに、ｖｉａ部１８形成時にマスクとして用いる第２の絶縁膜５５を、第２の配線２３
形成のためのダミーパターンとして用いる。このため、第１の実施形態よりも製造工程数
を減少できる。
【００６８】
また、第２の絶縁膜５５は第１の絶縁膜１１と異なる膜質の膜を用いる。これにより、第
２の配線２３を形成する前に、第２の絶縁膜５５を第１の絶縁膜１１に対して選択的に除
去し易くなる。
【００６９】
尚、第３の実施形態は、第２の実施形態に適用することも可能である。この場合、第２、
第３の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７０】
その他、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で、種々に変形することが可能である。さらに、上記実施形態には種々の
段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより
種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要
件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効
果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明
として抽出され得る。
【００７１】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、配線とｖｉａ部との導通不良を回避できる半導体
装置 製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（ａ）は本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置を示す平面図、図１（
ｂ）は本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置を示す斜視図。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す斜視図。
【図３】図２に続く、本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す斜視
図。
【図４】図３に続く、本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す斜視
図。
【図５】図４に続く、本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す斜視
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図。
【図６】図５のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、Ｃ－Ｃ線に沿った半導体装置を示す各断面図。
【図７】図６に続く、本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す各断
面図。
【図８】図７のＣ－Ｃ領域に続く、本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工
程を示す断面図。
【図９】図８に続く、本発明の第１の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す断面
図。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す斜視図。
【図１１】図１０に続く、本発明の第２の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
斜視図。
【図１２】図１１に続く、本発明の第２の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
斜視図。
【図１３】図１２の XIII－ XIII線に沿った半導体装置の断面図。
【図１４】図１３に続く、本発明の第２の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
断面図。
【図１５】図１４に続く、本発明の第２の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
断面図。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す斜視図。
【図１７】図１６に続く、本発明の第３の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
斜視図。
【図１８】図１７の XVIII－ XVIII線に沿った半導体装置の断面図。
【図１９】図１８に続く、本発明の第３の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
断面図。
【図２０】図１９に続く、本発明の第３の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
断面図。
【図２１】図２０に続く、本発明の第３の実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す
断面図。
【図２２】従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図２３】図２２に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図２４】図２３に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図２５】図２４に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図２６】従来技術による半導体装置に発生したボイドを示す図。
【符号の説明】
１０…半導体基板、
１１、３１ａ…第１の絶縁膜、
１２、３２…第１の溝、
１３、２２、３３、４２…バリアメタル層、
１４、３４…導電膜、
１５、３１ｂ、５５…第２の絶縁膜、
１６、３６…第２の溝、
１７、３７…第１の配線、
１８、３８…ｖｉａ部、
１９、３１ｃ…第３の絶縁膜、
２０、３５…第４の絶縁膜、
２１、４１…第３の溝、
２３、４３…第２の配線、
３９…第５の絶縁膜、
４０…第６の絶縁膜。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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