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(57)【要約】
【課題】　信頼性を損なうことなく小径化が可能で、か
つ、電気抵抗が低減されたコンタクトプラグを備える半
導体装置の提供。
【解決手段】　半導体装置は、上部、底部及び側面部を
有しタングステンを主成分とするプラグ本体と、プラグ
本体を側面部から前記底部に渡って覆う、タングステン
を含有するバリアメタルと、バリアメタルを介してプラ
グ本体の底部と対向する底部バリア層と、底部バリア層
を介してプラグ本体と電気的に接続される下部導電層と
、を含む。底部バリア層は、下部導電層と接するチタン
部分と、バリアメタルと接する窒化チタン部分とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部、底部及び側面部を有しタングステンを主成分とするコンタクトプラグ本体と、
　前記コンタクトプラグ本体を前記側面部から前記底部に渡って覆う、タングステンを含
有するバリアメタルと、
　前記バリアメタルを介して前記コンタクトプラグ本体の前記底部と対向する底部バリア
層と、
　前記底部バリア層及び前記バリアメタルを介して前記コンタクトプラグ本体と電気的に
接続される下部導電層と、を含み、
　前記底部バリア層は、前記下部導電層と接するチタン部分と、前記バリアメタルと接す
る窒化チタン部分とを備える、半導体装置。
【請求項２】
　前記バリアメタルが窒化タングステンである、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記コンタクトプラグ本体の前記側面部を囲む絶縁層を更に備え、前記バリアメタルが
前記絶縁層と直接接触する、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記コンタクトプラグ本体の前記上部と接する上層配線を更に備える、請求項１乃至３
のいずれか一つに記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記下部導電層が金属シリサイドから成る、請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記下部導電層が銅を主成分とする配線である、請求項４に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記コンタクトプラグ本体がボロンを含有する、請求項１乃至６のいずれか一つに記載
の半導体装置。
【請求項８】
　前記上層配線が銅を主成分とする、請求項５又は６に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記上層配線がアルミニウムを主成分とする、請求項５又は６に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記金属シリサイドが、チタン、コバルト、ニッケル及び白金のうちの少なくとも一つ
を含有する、請求項５に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記底部バリア層のチタン部分は酸素を含有する、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　下部導電層と、
　前記下部導電層を覆う絶縁層と、
　前記絶縁層を貫通して前記下部導電層の一部を露出させる開口と、
　少なくとも前記露出した下部導電層を覆う第１底部バリア層と、
　前記第１底部バリア層を覆う第２底部バリア層と、
　前記第２底部バリア層および前記開口内の前記絶縁層の側面を覆うバリアメタルと、
　前記バリアメタルで覆われた開口を埋設するタングステンを主成分とするコンタクトプ
ラグ本体と、
を備える半導体装置。
【請求項１３】
　前記第１底部バリア層はチタンから成り、前記第２底部バリア層は窒化チタンから成る
、請求項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記バリアメタルは窒化タングステンから成る、請求項１３に記載の半導体装置。
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【請求項１５】
　前記バリアメタルは前記絶縁層の側面と直接接触する、請求項１４に記載の半導体装置
。
【請求項１６】
　下部導電層を形成する工程と、
　前記下部導電層を覆う絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層に、少なくとも前記下部導電層の一部を露出させるホールを開口する工程と
、
　少なくとも前記下部導電層の露出部を覆う様に第１底部バリア膜を形成する工程と、
　前記第１底部バリア膜を覆う様に第２底部バリア膜を形成する工程と、
　前記第２底部バリア膜及び前記絶縁層を覆うバリアメタル膜を形成する工程と、
　前記バリアメタル膜を覆い、前記ホールを埋設する導電材料膜を形成する工程と、
　前記絶縁層の上表面に形成された、前記導電材料膜、前記バリアメタル膜、前記第２底
部バリア膜及び前記第１底部バリア膜を除去し、前記ホール内に前記導電材料膜をコンタ
クトプラグ本体とするコンタクトプラグを形成する工程と、
を備える半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第１底部バリア膜はＰＶＤ法により形成されたチタン膜であって、前記第２底部バ
リア膜はＰＶＤ法により形成された窒化チタン膜である、請求項１６に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項１８】
　前記ＰＶＤ法はロングスロースパッタ法である、請求項１７に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１９】
　前記バリアメタル膜はＡＬＤ(Atomic Layer Deposition)法により形成された窒化タン
グステン膜である、請求項１８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記導電材料膜は六フッ化タングステン（ＷＦ６）ガスをジボラン（Ｂ２Ｈ６）ガスに
よって還元させる核形成工程を含むＣＶＤ（Chemical Vapor deposition）法により形成
されたタングステン膜である、請求項１９に記載の半導体装置の製造方法。
【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、コンタクトプラグを含む半導体装置及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連する半導体装置のコンタクトプラグは、コンタクトホールの底面及び側壁面を覆う
バリア膜と、その内側を埋設するコンタクトプラグ本体とで構成される。バリア膜は、例
えば、Ｔｉ膜およびＴｉＮ膜の積層膜、ＷＮ膜およびＷ膜の積層膜で構成され、コンタク
トプラグ本体はタングステン（Ｗ）で構成される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１９４４６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　半導体装置のより一層の小型化、高集積化を実現するためには、コンタクトプラグの小
径化が必要不可欠である。



(4) JP 2015-79821 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

【０００５】
　小径化したコンタクトホールを埋設してコンタクトプラグを形成するには、段差被覆性
等の成膜特性を考慮すると、物理的気相成長法（ＰＶＤ：Physical Vapor Deposition）
よりも化学的気相成長法（ＣＶＤ：Chemical Vapor Deposition）を用いることが望まし
い。
【０００６】
　しかしながら、化学的気相成長法で形成したコンタクトプラグは、物理的気相成長法で
形成したコンタクトプラグに比べて下部導電層との密着性が悪く、信頼性（ＥＭ（：Elec
tro Migration）耐性）が低いという問題点がある。
【０００７】
　また、コンタクトプラグを構成するバリア層は、その機能実現のために、所定の膜厚以
上の膜厚を必要とするが、コンタクトプラグ本体よりも高い抵抗率を有しているのでその
膜厚は薄い方が望ましい。それゆえ、バリア層は必要最小限の膜厚となるように形成され
るので、一層の薄膜化は困難である。よって、コンタクトプラグを小径化しようとすると
、コンタクトプラグ本体を小径化せざるを得ない。その結果、コンタクトプラグの小径化
は、著しい電気抵抗の増加を招くという問題点がある。
【０００８】
　そこで、信頼性を損なうことなく小径化が可能で、かつ、電気抵抗が低減されたコンタ
クトプラグを備える半導体装置が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施の形態に係る半導体装置は、上部、底部及び側面部を有しタングステン
を主成分とするコンタクトプラグ本体と、前記コンタクトプラグ本体を前記側面部から前
記底部に渡って覆う、タングステンを含有するバリアメタルと、前記バリアメタルを介し
て前記コンタクトプラグ本体の前記底部と対向する底部バリア層と、前記底部バリア層と
前記バリアメタルを介して前記コンタクトプラグ本体と電気的に接続される下部導電層と
、を含み、前記底部バリア層は、前記下部導電層と接するチタン部分と、前記バリアメタ
ルと接する窒化チタン部分とを備えている。
【００１０】
　本発明の他の実施の形態に係る半導体装置は、下部導電層と、前記下部導電層を覆う絶
縁層と、前記絶縁層を貫通して前記下部導電層の一部を露出させる開口と、少なくとも前
記露出した下部導電層を覆う第１底部バリア層と、前記第１底部バリア層を覆う第２底部
バリア層と、前記第２底部バリア層および前記開口内の前記絶縁層の側面を覆うバリアメ
タルと、前記バリアメタルで覆われた開口を埋設するタングステンを主成分とするコンタ
クトプラグ本体と、を備えている。
【００１１】
　本発明のさらに他の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、下部導電層を形成する
工程と、前記下部導電層を覆う絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層に、少なくとも前記
下部導電層の一部を露出させるホールを開口する工程と、少なくとも前記下部導電層の露
出部を覆う様に第１底部バリア膜を形成する工程と、前記第１底部バリア膜を覆う様に第
２底部バリア膜を形成する工程と、前記第２底部バリア膜及び前記絶縁層を覆うバリアメ
タル膜を形成する工程と、前記バリアメタル膜を覆い、前記ホールを埋設する導電材料膜
を形成する工程と、前記絶縁層の上表面に形成された、前記導電材料膜、前記バリアメタ
ル膜、前記第２底部バリア膜及び前記第１底部バリア膜を除去し、前記ホール内に前記導
電物材料膜をコンタクトプラグ本体とするコンタクトプラグを形成する工程と、を備えて
いる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、信頼性を損なうこと無くコンタクトプラグの小径化が可能であり、し
かも、電気抵抗が低減された半導体装置が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の一部の概略構成を示す平面図であ
る。
【図２】図１のＡ－Ａ’線断面図およびＢ－Ｂ’線断面図を並べて示す図である。
【図３】図１のＣ－Ｃ’線断面図である。
【図４】図１に示す半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図５】図４に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図６】図５に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図７】図６に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図８】図７に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図９】図８に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１０】図９に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１１】図１０に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１２】図１１に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面
図である。
【図１４】図１３に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１５】図１４に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１６】図１５に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１７】図１６に示す工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の一部の概略構成を示す平面図、
図２は、図１におけるＡ－Ａ’線断面図（左側）とＢ－Ｂ’線断面図（右側）を左右に並
べて表示した図、図３は、図１におけるＣ－Ｃ’線断面図である。
【００１６】
　図１は、半導体装置に含まれるＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide Semiconductor
）トランジスタが形成された領域を示している。この領域には、ｐウェル１０２及びｎウ
ェル１０３が含まれる。ｐウェル１０２及びｎウェル１０３には、それぞれ、周囲を素子
分離領域１０４で囲まれた活性領域１０７ａ，１０７ｂが規定されている。活性領域１０
７ａ，１０７ｂには、ＮＭＯＳ（N-channel Metal-Oxide Semiconductor）トランジスタ
及びＰＭＯＳ（P-channel Metal-Oxide Semiconductor）トランジスタがそれぞれ形成さ
れている。
【００１７】
　両トランジスタのゲート電極１０６は、連続して形成されている。ゲート電極１０６は
、その中央部においてコンタクトプラグ１４５ｃに接続され、このコンタクトプラグ１４
５ｃを介して上層側（図の表面側）に位置する対応する配線１６５ｃに接続されている。
【００１８】
　各活性領域１０７ａ，１０７ｂには、ゲート電極１０６を挟むように、一対のソース／
ドレイン領域が形成されている。これらのソース／ドレイン領域は、それぞれコンタクト
プラグ１４５を介して上層側に位置する対応する配線１６５に接続されている。
【００１９】
　図２を参照すると、２つのＭＯＳトランジスタは同一の構造を有しているように見える
。しかし、一方はＮＭＯＳ（N-channel MOS）トランジスタであり、他方はＰＭＯＳ（P-c
hannel MOS）トランジスタである。
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【００２０】
　各活性領域１０７ａ，１０７ｂの中央部には、ゲート絶縁膜１０５を介してゲート電極
１０６が形成されている。また、一方の活性領域１０７ａには、ゲート電極１０６を挟む
位置に、ｎ－層１１１及びｎ＋層１１５を含む一対のソース／ドレイン領域が形成されて
いる。同様に、他方の活性領域１０７ｂには、ゲート電極１０６を挟む位置に、ｐ－層１
１２及びｐ＋層１１６を含む一対のソース／ドレイン層が形成されている。そして、ゲー
ト電極１０６及び各ソース／ドレイン層の上部には、それぞれ金属シリサイド層１２３が
形成されている。また、ゲート電極１０６及びその上部に形成された金属シリサイド層１
２３の側面を覆うようにサイドウォールスペーサー１１３が形成されている。
【００２１】
　ＭＯＳトランジスタが形成された半導体（シリコン）基板１０１の表面全面を覆うよう
に第１、第２及び第３層間絶縁層１３１，１３２及び１３３が形成されている。第１及び
第２層間絶縁層１３１及び１３２を貫通し、ソース／ドレイン領域の金属シリサイド層１
２３に達するように形成されたコンタクトホール１３５内に、第１及び第２底部バリア層
１３７及び１３８と、バリアメタル１４０と、コンタクトプラグ本体１４２とからなるコ
ンタクトプラグ１４５が形成されている。
【００２２】
　コンタクトプラグ本体１４２は、タングステン（Ｗ）若しくはタングステンを主成分と
する合金（例えば、ボロン含有）からなり、上部、底部及びそれらに連続する側面部を有
している。
【００２３】
　バリアメタル１４０は、例えば窒化タングステン（ＷＮ）からなり、コンタクトプラグ
本体１４２の底部と側面部を覆っている。バリアメタル１４０は、周囲の第２層間絶縁層
１３２に直接接し、コンタクトプラグ本体１４２を第２層間絶縁層１３２から分離してい
る。
【００２４】
　第１底部バリア層１３７は、例えばチタン（Ｔｉ）からなり、コンタクトホールに露出
する金属シリサイド層１２３を覆っている。第２底部バリア層１３８は、例えば窒化チタ
ン（ＴｉＮ）からなり、第１底部バリア層１３７を覆っている。第２底部バリア層１３８
は、バリアメタル１４０を介してコンタクトプラグ本体１４２の底部に対向する。
【００２５】
　コンタクトプラグ本体１４２は、バリアメタル１４０、第２底部バリア層１３８及び第
１底部バリア層１３７を介して、下部導電層である金属シリサイド層１２３に電気的に接
続されている。
【００２６】
　第３層間絶縁層１３３の一部を除去して形成された配線溝１５０内に配線バリア層１６
０と配線金属層１６２とからなる配線１６５が形成されている。コンタクトプラグ１４５
の上端部は、配線１６５に接続されている。配線１６５の上面は、第３層間膜１３３の上
面を覆うように形成された保護絶縁膜１７０によって覆われている。
【００２７】
　図３を参照すると、ゲート電極１０６もまた、ソース／ドレイン領域と同様に、第１及
び第２底部バリア層１３７及び１３８と、バリアメタル１４０と、コンタクトプラグ本体
１４２とからなるコンタクトプラグ１４５ｃを介して、配線バリア層１６０と配線金属層
１６２とからなる配線１６５ｃに接続されている。
【００２８】
　本実施の形態に係る半導体装置は、コンタクトプラグ１４５の下端部に、バリアメタル
１４０に加えて底部バリア層を有していることを特徴とする。底部バリア層は、下部導電
層である金属シリサイド層１２３に接する第１底部バリア層１３７と、バリアメタル１４
０に接する第２底部バリア層１３８とを有する二層構造を有する。第１底部バリア層１３
７は例えばＴｉからなり、第２底部バリア層１３８は例えばＴｉＮからなる。
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【００２９】
　このように、本実施の形態では、コンタクトプラグ１４５の下端部にバリアメタル１４
０の他に底部バリア層を設けている。この底部バリア層をＰＶＤ法を用いて形成すること
で、下部導電層である金属シリサイド層１２３に対するコンタクトプラグ１４５の密着性
を高めることができ、半導体装置としての信頼性を確保することができる。また、底部バ
リア層が存在することにより、バリアメタル１４０の膜厚を薄くしてもバリア膜として要
求される機能を果たすことができる。その結果、コンタクトプラグ本体１４２の径を大き
くすることができ、コンタクトプラグ１４５の電気抵抗を低減できる。それゆえ、コンタ
クトプラグ１４５を小径化しても、信頼性の低下を招くことなく、電気抵抗の増加を抑制
することができる。
【００３０】
　次に、図１乃至図３に示す半導体装置の製造方法について、図４乃至図１２を参照して
説明する。図４乃至図１２は、それぞれ、半導体装置の製造工程を示す図であって、図１
のＡ－Ａ’線及びＢ－Ｂ’線に対応する位置での断面図を示している。
【００３１】
　まず、図４を参照する。半導体（シリコン）基板１０１を用意し、その一面側に素子分
離領域（ＳＴＩ：Shallow Trench Isolation）１０４を形成する。素子分離領域１０４を
形成することにより、活性領域１０７ａ，１０７ｂが画定される。尚、以下の説明では、
シリコン基板１０１とその上に形成された構造物とをまとめて、ウエハと称することがあ
る。
【００３２】
　次に、一方の活性領域１０７ａにｐ型不純物、例えばボロンをイオン注入してｐウェル
１０２を形成する。続いて、他方の活性領域１０７ｂにｎ型不純物、例えばリンをイオン
注入してｎウェル１０３を形成する。また、必要に応じて、素子分離領域１０４の底部付
近にチャネルストッパー層を形成するための不純物をイオン注入したり、シリコン基板１
０１の表面近傍に閾値（Ｖｔ）を調整するための不純物をイオン注入したりしてもよい。
【００３３】
　次に、ウエハ全面を覆うようにゲート絶縁膜となる絶縁膜およびゲート電極膜（多結晶
シリコン膜）を積層する。フォトリソグラフィー技術を用いて、絶縁膜およびゲート電極
膜を所望のパターン形状に加工し、ゲート絶縁膜１０５およびゲート電極１０６を形成す
る。
【００３４】
　次に、ｐウェル１０２にｎ型不純物、例えば砒素をイオン注入して浅い不純物導入層で
あるｎ－層１１１を形成する。また、ｎウェル１０３にｐ型不純物、例えばボロンをイオ
ン注入して浅い不純物導入層であるｐ－層１１２を形成する。このとき、ｎ－層１１１の
形成及びｐ－層１１２の形成に加え、短チャネル効果を制御するために、ハロー注入を行
ってもよい。
【００３５】
　次に、ウエハ全面を覆うシリコン酸化膜を形成し、形成したシリコン酸化膜を異方性ド
ライエッチングによりエッチバックしてサイドウォールスペーサー１１３を形成する。
【００３６】
　次に、ｐウェル１０２にｎ型不純物、例えば砒素をイオン注入し、ｎウェル１０３にｐ
型不純物、例えばＢＦ２をイオン注入し、深い不純物導入層であるｎ＋層１１５及びｐ＋

層１１６をそれぞれ形成する。その後、ウエハを熱処理し、ｎ＋層１１５及びｐ＋層１１
６に導入された不純物を活性化させて、ソース／ドレイン領域として機能するようにする
。
【００３７】
　次に、ＰＶＤ法を用いてウエハ全面にニッケル膜を形成し、形成したニッケル膜をその
下に位置するシリコンと反応させる（シリサイド化する）ためにウエハを熱処理する。そ
の結果、ニッケル膜はシリコンに接している領域でシリサイド化する。それから、未反応
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のニッケル膜をウエットエッチングにより選択的に除去する。こうして、ソース／ドレイ
ン領域の一部であるｎ＋層１１５、ｐ＋層１１６およびゲート電極１０６の各々の上部に
金属（ニッケル）シリサイド層１２３が自己整合的に形成される。
【００３８】
　なお、本実施の形態では金属シリサイド層としてニッケルシリサイドを形成することと
したが、ニッケル、チタン、コバルト及び白金のうち少なくとも一つを含む金属シリサイ
ド層を形成するようにしてもよい。
【００３９】
　次に、図５に示すように、ウエハ全面に第１層間絶縁層１３１（例えばＳｉＮ膜）およ
び第２層間絶縁層１３２（例えば、ＳｉＯ２を主成分とする層）を順次形成する。そして
、第２層間絶縁層１３２の上面をＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法を用いて
平坦化する。
【００４０】
　次に、図６に示すように、フォトリソグラフィー技術を用いて、第２層間絶縁層１３２
から第１層間絶縁層１３１を貫通し、金属シリサイド層１２３に達するコンタクトホール
１３５を開口する。コンタクトホール１３５は、ソース／ドレイン領域に形成された金属
シリサイド層１２３の一部のみならず、ゲート電極１０６上に形成された金属シリサイド
層１２３（図３参照）の一部をも露出させるように形成される。なお、コンタクトホール
１３５の形成は、図示のように、金属シリサイド層１２３に凹部が形成されるように行わ
れてもよい。
【００４１】
　次に、図７に示すように、ＰＶＤ法を用いて、第１底部バリア層１３７および第２底部
バリア層１３８となる第１底部バリア膜１３７ａおよび第２底部バリア膜１３８ａを順次
形成する。第１底部バリア膜１３７ａは、少なくともコンタクトホール１３５の底部に露
出している金属シリサイド層１２３の露出面を覆うように形成される。また、第２底部バ
リア膜１３８ａは、少なくともコンタクトホール１３５内に形成された第１底部バリア膜
１３７ａを覆い隠すように形成される。第１底部バリア膜１３７ａとして例えばＴｉ膜を
、第２底部バリア膜１３８ａとして例えばＴｉＮ膜を用いることができる。金属シリサイ
ド層１２３は、比較的耐熱性が低いので、第１底部バリア膜１３７ａおよび第２底部バリ
ア膜１３８ａの成膜も比較的低い温度で行う必要がある。
【００４２】
　第１底部バリア膜１３７ａおよび第２底部バリア膜１３８ａの形成にＰＶＤ法を用いる
のは、コンタクトホール１３５の底部に露出する金属シリサイド層１２３に対して第１底
部バリア膜１３７ａが高い密着性を持つようにするためである。
【００４３】
　また、第１底部バリア膜１３７ａおよび第２底部バリア膜１３８ａの形成には、ＰＶＤ
法の中でもロングスロースパッタ法を用いることが好ましい。コンタクトホール１３５の
底部への成膜を良好に行うとともに、コンタクトホール１３５の側壁への成膜を抑えるこ
とができるからである。
【００４４】
　なお、第１底部バリア膜１３７ａおよび第２底部バリア膜１３８ａの成膜に、ＣＶＤ法
（ＭＯＣＶＤ（Metal-Organic CVD）法）あるいはＡＬＤ（Atomic Layer Deposition）法
を用いることも可能である。しかし、その場合には、コンタクトホール１３５の側壁に形
成される第２抵抗バリア膜１３８ａの膜厚が最小となるように行う必要がある。第２底部
バリア膜１３８ａとして用いられるＴｉＮ膜が比較的高い電気抵抗率を有しているからで
ある。
【００４５】
　次に、図８に示すように、ＡＬＤ法を用いて、バリアメタル１４０となるバリアメタル
膜１４０ａを、少なくもコンタクトホール１３５の底部および側壁部を覆う様に形成する
。バリアメタル膜１４０ａとして、例えばＷＮ膜を用いることができる。
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【００４６】
　次に、図９に示すように、ＣＶＤ法を用いて、コンタクトプラグ本体１４２となるタン
グステン膜１４２ａを、コンタクトホール１３５を埋設するように形成する。タングステ
ン膜１４２ａの形成は、まず、六フッ化タングステン（ＷＦ６）をジボラン（Ｂ２Ｈ６）
で還元して薄く核形成した後、還元ガスをＨ２に切り換えて厚いＷ膜を形成することによ
り行われる。
【００４７】
　次に、図１０に示すように、第２層間絶縁層１３２の上に形成されているタングステン
膜１４２ａ、バリアメタル膜１４０ａ、第２底部バリア膜１３８ａおよび第１底部バリア
膜１３７ａをＣＭＰ法を用いて研削除去する。これにより、コンタクトホール１３５内に
、第１底部バリア層１３７、第２底部バリア層１３８、バリアメタル１４０およびコンタ
クトプラグ本体（Ｗプラグ）１４２からなるコンタクトプラグ１４５が形成される。
【００４８】
　次に、図１１に示すように、第２層間絶縁層１３２の上に、コンタクトプラグ１４５の
上面を覆う第３層間絶縁層１３３（例えば、ＳｉＯ２を主成分とする層）を形成する。そ
れから、フォトリソグラフィ技術を用いて、第３層間絶縁層１３３に所望のレイアウトパ
ターンの配線溝１５０を形成する。この配線溝１５０の形成は、コンタクトプラグ１４５
の上部を露出させるように、第２層間絶縁層１３２の一部をも除去するように行われる。
【００４９】
　次に、図１２に示すように、配線溝１５０内に配線バリア層１６０および配線金属層１
６２からなる配線１６５を形成する。配線バリア層１６０および配線金属層１６２は、ま
ず、ＰＶＤ法等を用いて配線バリア層１６０となるバリア金属膜（例えば、Ｔａ膜とＴａ
Ｎ膜の積層膜）を形成し、続いてメッキ法等を用いて、配線溝１５０を埋設するように配
線金属層１６２となる配線金属膜（例えばＣｕ膜）を形成する。それから、第３層間絶縁
層１３３上に形成された余剰な配線金属幕とバリア金属膜とをＣＭＰ法を用いて研削除去
する。こうして、配線溝１５０内に配線バリア層１６０および配線金属層１６２からなる
配線１６５が形成される。
【００５０】
　最後に、配線１６５の上表面を覆い保護するため、ウエハ全面に保護絶縁膜１７０を形
成する。保護絶縁膜１７０として、例えばＳｉＣＮ膜を用いることができ、その形成には
例えばＣＶＤ法を用いることができる。
【００５１】
　以上のようにして、図１乃至３に示す半導体装置が完成する。
【００５２】
　本実施の形態では、ＰＶＤ法を用いて第１底部バリア層１３７を形成するので、シリサ
イド層に対する第１底部バリア層１３７の密着性が高い。それゆえ、コンタクトプラグ１
４５は、ＥＭ耐性に優れ、半導体装置の信頼性は高い。
【００５３】
　また、第１底部バリア層１３７及び第２底部バリア層１３８が存在するので、バリアメ
タル１４０の膜厚を薄くしても、その機能を果たすことができる。したがって、第１底部
バリア層１３７及び第２底部バリア層１３８を持たない構造に比べてコンタクトプラグ本
体１４２の径を大きくすることができ、電気抵抗を低減することができる。その結果、コ
ンタクトプラグ１４５の小径化を進めても、電気抵抗の増加を抑制することができる。
【００５４】
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置に付いて図１３乃至図１７を参照し
て説明する。なお、各図において、第１の実施の形態と同一又は対応する要素には同一の
参照符号を付す。
【００５５】
　まず、第１の実施の形態と同様の工程により図５に示す第２層間絶縁層１３２の平坦化
まで行う。
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【００５６】
　次に、図１３に示すように、平坦化された第２層間絶縁層１３２の上にエッチングスト
ッパー１３６及び第３層間絶縁膜１３３を順次形成する。エッチングストッパー１３６は
例えばＳｉＮ膜であり、第３層間絶縁膜１３３は例えばＳｉＯ２膜である。
【００５７】
　次に、図１４に示すように、第３層間絶縁膜１３３、エッチングストッパー１３６、第
２層間絶縁層１３２及び第１層間絶縁層１３１を貫通し、金属シリサイド層１２３に達す
るコンタクトホール１３５を開口する。コンタクトホール１３５の開口は、第１の実施の
形態と同様に、金属シリサイド層１２３に凹所を形成するように行ってもよい。また、ゲ
ート電極上の金属シリサイド層１２３に達するコンタクトホール１３５も同時に開口する
。
【００５８】
　次に、図１５に示すように、第３層間絶縁層１３３に所定のレイアウトパターンで配線
溝１５０を形成する。配線溝１５０の形成は、まず、フォトリソグラフィ法とドライエッ
チング法とを用いて、所望のレイアウトパターンで第３層間絶縁層１３３の一部を除去し
、エッチングストッパー１３６の上面の一部を露出させる。続けて、露出したエッチング
ストッパー１３６をドライエッチング法により除去する。このとき、コンタクトホール１
３５の開口部周辺に位置する第２層間絶縁層１３２の一部もエッチングされ、コンタクト
ホール１３５の開口部近傍の断面形状はテーパー形状となる。
【００５９】
　次に、図１６に示すように、第１の実施の形態と同様にＰＶＤ法、好ましくはロングス
ロースパッタ法を用いて、第１底部バリア膜１３７ａおよび第２底部バリア膜１３８ａを
順次形成する。
【００６０】
　次に、図１７に示すように、第１の実施の形態と同様にＡＬＤ法を用いて、少なくとも
コンタクトホール１３５の底部（第２底部バリア膜１３８ａ）および側壁部と、配線溝１
５０の斜面及び側壁部とを覆うようにバリアメタル膜１４０ａを形成する。続いて、スパ
ッタ法を用いてコンタクトホール１３５及び配線溝１５０を埋め込むようにタングステン
膜１４２ａを形成する。そして、第３層間絶縁層１３３の上に形成されたタングステン膜
１４２ａ、バリアメタル膜１４０ａ、第２底部バリア膜１３８ａおよび第１底部バリア膜
１３７ａをＣＭＰ法により除去し、一体化されたコンタクトプラグ１４５と配線１６５と
を形成する。
【００６１】
　この後、第１の実施形態と同様に配線１６５の上面を覆って保護する保護層を形成して
半導体装置が完成する。
【００６２】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様に、半導体装置の高い信頼性とコン
タクトプラグの低抵抗化を実現することができる。
【００６３】
　加えて、本実施の形態では、コンタクトプラグと配線とを同一の工程で形成することが
でき、製造工程数及びコストを削減することができる。
【００６４】
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る半導体装置について図１８を参照して説明する
。
【００６５】
　第１および第２の実施の形態では、シリサイド層上にコンタクトプラグを形成した構造
を持つ半導体装置の例について説明したが、本実施の形態では、Ｃｕ配線上にコンタクト
プラグを形成した構造を持つ半導体装置の例について説明する。
【００６６】
　図１８は、本実施の形態に係る半導体装置に含まれる多層配線の一部を示す断面図であ
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る。
【００６７】
　Ｌｏｗ－ｋ膜（例えばＳｉＯＣ）である第１ＩＭＤ（Inter-Metal Dielectric）層２１
０には、複数の配線溝２２０が形成され、各配線溝２２０内には、配線バリア層２２５（
例えば、ＴａとＴａＮの積層膜）と金属（Ｃｕ）配線層２２７とからなる金属（Ｃｕ）配
線２３０が形成されている。
【００６８】
　第１ＩＭＤ層２１０上には保護層２３５（例えば、ＳｉＣＮ）が形成され、Ｃｕ配線２
３０の上面は保護層２３５により覆われている。そして、保護層２３５上には第２ＩＭＤ
層２４０（例えば、ＳｉＯ２を主成分とする層）が形成されている。
【００６９】
　第２ＩＭＤ層２４０および保護層２３５を貫通してＣｕ配線２３０に達するコンタクト
プラグ２８５が形成されている。コンタクトプラグ２８５は、第１の実施の形態と同様の
工程により形成することができる。
【００７０】
　詳述すると、コンタクトプラグ２８５は、Ｃｕ配線２３０に接する第１底部バリア膜２
６０（例えばＴｉ）と、その上に形成された第２底部バリア膜２６５（例えばＴｉＮ）と
、第２底部バリア膜２６５の上面及び第２ＩＭＤ層２４０の側面を覆うバリアメタル（例
えば、ＷＮ）２７０と、バリアメタル２７０により規定される内部空間を埋めるコンタク
トプラグ本体２８０（例えば、Ｗ）とを含む。
【００７１】
　なお、本実施の形態では、第１及び第２の実施の形態とは異なり、下部導電層がニッケ
ルシリサイドではなくＣｕなので、第１底部バリア膜２６０としてＴｉＯ２膜を用いても
よい。ＴｉＯ２膜は、Ｔｉ膜を形成した後、酸素雰囲気下でアニールを行うことで形成す
ることができる。ＴｉＯ２膜を用いることで、コンタクトプラグ本体２８０への銅の拡散
を防止するバリア性能を向上させることができる。
【００７２】
　第２ＩＭＤ層２４０の上には、コンタクトプラグ２８５に接続される上部配線層２９０
が形成されている。上部配線層２９０は、下地バリア層２９２（例えば、ＴｉＮ）、配線
層２９４（例えば、ＡｌまたはＡｌを主成分とする合金若しくはＡｌ－Ｃｕ合金）および
反射防止層（例えば、ＴｉＮ）２９６を含む。
【００７３】
　本実施の形態においても、第１および第２実施の形態と同様に、半導体装置の信頼性の
向上とコンタクトプラグの電気抵抗の低減を実現することができる。
【００７４】
　以上、本発明について、いくつかの実施の形態に即して説明したが本発明は上記実施の
形態に限定されることなく、発明の趣旨の範囲内において任意に変形、変更可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　　１０１　　シリコン基板
　　１０２　　ｐウェル
　　１０３　　ｎウェル
　　１０４　　素子分離領域
　　１０５　　ゲート絶縁膜
　　１０６　　ゲート電極
　　１０７ａ，１０７ｂ　　活性領域
　　１１１　　ｎ－層
　　１１２　　ｐ－層
　　１１３　　サイドウォールスペーサー
　　１１５　　ｎ＋層
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　　１１６　　ｐ＋層
　　１２３　　金属シリサイド膜
　　１３１　　第１層間絶縁層
　　１３２　　第２層間絶縁層
　　１３３　　第３層間絶縁層
　　１３５　　コンタクトホール
　　１３６　　エッチングスットッパー
　　１３７　　第１底部バリア層
　　１３７ａ　　第１底部バリア膜
　　１３８　　第２底部バリア層
　　１３８ａ　　第２底部バリア膜
　　１４０　　バリアメタル
　　１４０ａ　　バリアメタル膜
　　１４２　　コンタクトプラグ本体
　　１４２ａ　　タングステン膜
　　１４５，１４５ｃ　　コンタクトプラグ
　　１５０　　配線溝
　　１６０　　配線バリア層
　　１６２　　配線金属層
　　１６５，１６５ｃ　　配線
　　１７０　　保護絶縁膜
　　２１０　　第１ＩＭＤ層
　　２２０　　配線溝
　　２２５　　配線バリア層
　　２２７　　金属配線層
　　２３０　　金属配線
　　２３５　　保護層
　　２４０　　第２ＩＭＤ層
　　２６０　　第１底部バリア膜
　　２６５　　第２底部バリア膜
　　２７０　　バリアメタル
　　２８０　　コンタクトプラグ本体
　　２８５　　コンタクトプラグ
　　２９０　　上部配線層
　　２９２　　下地バリア層
　　２９４　　配線層
　　２９６　　反射防止層
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