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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　ＦＴＩＲによって測定した前記ＳｉＮ膜のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置が８４５ｃｍ－１

以上８６０ｃｍ－１以下であり、
　前記配線は、Ｃｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、また
はＺｒからなり、かつ前記ＳｉＮ膜と接する面において、前記添加金属材料が偏析してな
る添加金属偏析層を有しており、
　前記添加金属偏析層は、酸化されている半導体装置。
【請求項２】
　第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　ＸＰＳによって測定した前記ＳｉＮ膜の組成比Ｎ／Ｓｉが０．９以上４／３以下であり
、
　前記配線は、Ｃｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、また
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はＺｒからなり、かつ前記ＳｉＮ膜と接する面において、前記添加金属材料が偏析してな
る添加金属偏析層を有しており、
　前記添加金属偏析層は、酸化されている半導体装置。
【請求項３】
　第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　前記ＳｉＮ膜中における、ダングリングボンドに起因したスピン密度が１Ｅ１７ｓｐｉ
ｎｓ／ｃｍ３以下であり、
　前記配線は、Ｃｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、また
はＺｒからなり、かつ前記ＳｉＮ膜と接する面において、前記添加金属材料が偏析してな
る添加金属偏析層を有しており、
　前記添加金属偏析層は、酸化されている半導体装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ＳｉＮ膜の膜厚は、１ｎｍ以上４ｎｍ以下である半導体装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ＳｉＮ膜は、上面において他の部分よりも窒素濃度が高い半導体装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記配線は、
　側面および下面をバリアメタル膜によって覆われており、
　前記バリアメタル膜との界面において、他の部分よりも水素濃度が高い半導体装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ＳｉＮ膜上に設けられたエッチングストッパ膜と、
　前記エッチングストッパ膜上に設けられた第２の層間絶縁膜と、
　をさらに備え、
　前記エッチングストッパ膜は、前記第２の層間絶縁膜をエッチングする条件において前
記第２の層間絶縁膜よりもエッチングレートが遅い半導体装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置において、
　前記エッチングストッパ膜は、ＳｉＣＮ（ＳｉＣＮＨ）、ＳｉＣＯ（ＳｉＣＯＨ）、Ｓ
ｉＣＮＯ（ＳｉＣＮＯＨ）、ＳｉＣ（ＳｉＣＨ）、ＳｉＢ（ＳｉＢＨ）、ＳｉＢＮ（Ｓｉ
ＢＨＮ）、ＳｉＢＣ（ＳｉＢＣＨ）、ＳｉＢＣＮ（ＳｉＢＣＮＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ Ｓｉ
ＣＮ（ＳｉＣＮＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＯ（ＳｉＣＯＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＮＯ
（ＳｉＣＮＯＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣ（ＳｉＣＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＢＣ（ＳｉＢ
ＣＨ）、およびＣ－ｒｉｃｈ ＳｉＢＣＮ（ＳｉＢＣＨＮ）の少なくとも一つによって構
成される半導体装置。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の半導体装置において、
　前記エッチングストッパ膜の比誘電率が４以下である半導体装置。
【請求項１０】
　層間絶縁膜中に配線を設ける工程と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に、ＳｉＮ膜を形成する工程と、
　前記ＳｉＮ膜に対し、窒化増強処理を行う工程と、
　を備え、
　前記配線は、Ｃｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、また
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はＺｒからなり、
　前記窒化増強処理を行う工程によって、前記配線のうち前記ＳｉＮ膜と接する面に、前
記添加金属材料が偏析してなる添加金属偏析層が形成され、
　前記添加金属偏析層は、酸化される半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒化増強処理は、プラズマＣＶＤである半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＳｉＮ膜を形成する工程は、プラズマＣＶＤによって行われ、
　前記窒化増強処理を行う工程におけるプラズマＣＶＤのパワーは、前記ＳｉＮ膜を形成
する工程におけるプラズマＣＶＤのパワーよりも高い半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒化増強処理は、窒素含有ガス雰囲気下における、ＥＢ処理またはＵＶ処理である
半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１０ないし１３いずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒化増強処理を行う工程の後において、
　前記ＳｉＮ膜上にエッチングストッパ膜を形成する工程と、
　前記エッチングストッパ膜上に第２の層間絶縁膜を形成する工程と、
　をさらに備え、
　前記エッチングストッパ膜は、前記第２の層間絶縁膜をエッチングする条件において前
記第２の層間絶縁膜よりもエッチングレートが遅い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、半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　配線の微細化に伴い、実効誘電率の低下が望まれている。特に、配線金属の拡散を防止
するためのバリア絶縁膜の誘電率は他に比べて相対的に高く、このためバリア絶縁膜の低
誘電率化が求められている。バリア絶縁膜の低誘電率化は、例えばバリア絶縁膜を、有機
成分の組成比が高いＣ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＮ、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣ、Ｃ－ｒｉｃｈ Ｓｉ
ＣＯによって構成することが検討されている。他にも、例えば特許文献１に記載されるよ
うに、バリア絶縁膜を薄膜化することが挙げられる。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術は、積層構造を有するバリア絶縁膜において、その一部を膜密
度が高い高密度膜によって構成するというものである。また、積層構造を有するバリア絶
縁膜において、その一部を窒化シリコン膜によって構成するということも開示されている
。これらにより、外部からの水分の浸透を防ぎつつ、バリア絶縁膜を薄膜化して実効誘電
率の低下を図ることができると記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１８２０００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１によれば、バリア絶縁膜は、透水性に対する防止能の高い窒化シリコン膜を
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有している。このため、バリア絶縁膜を厚くせずとも、水分の浸透を防止することができ
る。よって、外部からの水分の浸透を防ぎつつ、実効誘電率の低下を図ることができると
記載されている。しかし、本発明者は、このバリア絶縁膜を構成する窒化シリコン膜にお
いて、リーク電流が大きいという問題点を見いだした。このため、実効誘電率が低く、か
つ信頼性の高いバリア絶縁膜を有す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】
【０００６】
　本発明によれば、層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　ＦＴＩＲ（赤外分光法）によって測定した前記ＳｉＮ膜のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置が
８４５ｃｍ－１以上８６０ｃｍ－１以下である半導体装置が提供される。
【０００７】
　本発明者らは、バリア絶縁膜を構成する窒化シリコン膜が有するＳｉ－Ｈ結合やダング
リングボンドに起因して、窒化シリコン膜においてリーク電流が発生していることを見い
だした。本発明によれば、ＦＴＩＲによって測定したＳｉＮ膜のＳｉ－Ｈ結合のピーク位
置が８４５ｃｍ－１以上８６０ｃｍ－１以下であり、これはＳｉ－Ｈ結合やダングリング
ボンドが低減されていることを示している。このように、本発明に係るＳｉＮ膜は、Ｓｉ
－Ｈ結合やダングリングボンドの数が少ないため、窒化シリコン膜におけるリーク電流を
抑制することができる。従って、実効誘電率が低く、かつ信頼性の高いバリア絶縁膜を有
する半導体装置を提供することができる。
【０００８】
　本発明によれば、第１の層間絶縁膜と、前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、を備え、ＸＰＳ（Ｘ
線光電子分光）によって測定した前記ＳｉＮ膜の組成比Ｎ／Ｓｉが０．９以上４／３以下
である半導体装置が提供される。
【０００９】
　本発明によれば、第１の層間絶縁膜と、前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、を備え、前記ＳｉＮ
膜中における、ダングリングボンドに起因したスピン密度が１Ｅ１７ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３

以下である半導体装置が提供される。
【００１０】
　本発明によれば、層間絶縁膜中に配線を設ける工程と、前記層間絶縁膜上および前記配
線上に、ＳｉＮ膜を形成する工程と、前記ＳｉＮ膜に対し、窒化増強処理を行う工程と、
を備える半導体装置の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、実効誘電率が低く、かつ信頼性の高いバリア絶縁膜を有する半導体装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図３】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図４】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図５】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図６】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図７】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図８】図１に示す半導体装置の製造方法を示す断面図である。
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【図９】図１に示す多層配線構造を基板上に形成した場合を示す断面図である。
【図１０】実施例１に係る半導体装置のＸＰＳによる酸素１ｓのデプスプロファイルを示
すグラフである。
【図１１】実施例２に係る半導体装置のＴＯＦ－ＳＩＭＳによるデプスプロファイルを示
すグラフである。
【図１２】実施例４に係るＳｉＮ膜の電流密度－電圧特性を示すグラフである。
【図１３】実施例４に係るＳｉＮ膜のＦＴＩＲによって測定されたＳｉ－Ｎ結合のピーク
位置を示すグラフである。
【図１４】実施例５に係るＳｉＮ膜のＦＴＩＲによって測定されたＳｉ－Ｎ結合のピーク
位置を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１４】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置１００を示す断面図である。また、図９は、図１
に示す多層配線構造を基板上に形成した場合を示す断面図である。半導体装置１００は、
層間絶縁膜１０と、配線２０と、ＳｉＮ膜３０と、を備えている。ＦＴＩＲによって測定
したＳｉＮ膜３０のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置が８４５ｃｍ－１以上８６０ｃｍ－１以下
である。配線２０は、層間絶縁膜１０中に設けられている。ＳｉＮ膜３０は、層間絶縁膜
１０上および配線２０上に設けられている。以下、半導体装置１００の構成について、詳
細に説明する。
【００１５】
　図９に示すように、半導体装置１００は、トランジスタ７０が設けられたシリコン基板
８０と、シリコン基板８０上に設けられた多層配線層により構成される。多層配線層を構
成する層間絶縁膜１０は、シリコン基板８０上に設けられている。層間絶縁膜１０は、例
えばＳｉＣＯＨ、Ｐｏｒｏｕｓ ＳｉＣＯＨ、ＨＳＱ、Ｐｏｒｏｕｓ ＨＳＱ、ＭＳＱ、Ｐ
ｏｒｏｕｓ ＭＳＱ、有機ポリマー、またはＰｏｒｏｕｓ 有機ポリマー等により構成され
るＬｏｗ－ｋ膜からなる。層間絶縁膜１０の膜厚は、例えば１００～１８０ｎｍである。
【００１６】
　図１に示すように、配線２０は、層間絶縁膜１０の開口内に設けられたシード膜２０１
、めっき膜２０２、およびバリアメタル膜２０３からなる。バリアメタル膜２０３は、例
えば層間絶縁膜１０の開口内に、ＴａＮ膜、Ｔａ膜を順に積層して形成される。ＴａＮ膜
の膜厚は、例えば２～６ｎｍである。また、Ｔａ膜の膜厚は、例えば２～６ｎｍである。
また、バリアメタル膜２０３は、Ｔａ、Ｔｉ、またはＣｏ等の単層膜や、これらを組み合
わせた積層膜によって構成されていてもよい。
【００１７】
　シード膜２０１は、例えばＣｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ
、Ｓｉ、またはＺｒからなる。この場合、シード膜２０１は、例えば添加金属材料を０．
１～１ａｔ％含有する。Ｍｎを添加金属材料として用いた場合、Ａｌを用いた場合と比較
して、抵抗の上昇率が低い割に配線の信頼性の向上を図ることができる。さらに、シード
膜２０１は、Ｐｕｒｅ Ｃｕによって構成されていてもよい。めっき膜２０２は、シード
膜２０１をシードとしためっき法によって形成され、例えばＣｕめっきを適用する。また
、図１に示すように、配線２０が添加金属材料を含む合金によって構成される場合、配線
２０は、ＳｉＮ膜３０と接する面において、添加金属材料が偏析してなる添加金属偏析層
５０をさらに有する。
【００１８】
　ＳｉＮ膜３０は、配線２０を構成する金属材料の拡散を防止するバリア絶縁膜として働
く。ＳｉＮ膜３０の膜厚は、１～４ｎｍであることが好ましい。ＳｉＮ膜３０の膜厚が５
ｎｍを超えると、後述する窒化増強処理時における窒化プラズマ等が膜中に十分に到達で
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きず、膜中のＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドが多く存在してしまい、良質なＳｉＮ膜
ができない。
【００１９】
　ＦＴＩＲによって測定したＳｉＮ膜３０のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置が８４５ｃｍ－１

以上８６０ｃｍ－１以下である。また、ＳｉＮ膜３０の膜組成は、０．９≦Ｎ／Ｓｉ≦４
／３である。これらは、ＳｉＮ膜３０中のＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドが少ないこ
とを示している。ＳｉＮ膜の膜組成は、Ｎ／Ｓｉ≧１であることが好ましい。この場合、
ＳｉＮ膜におけるリーク電流の十分な低減を実現することができる。
【００２０】
　図１に示すように、半導体装置１００は、ＳｉＮ膜３０上に設けられたエッチングスト
ッパ膜４０と、エッチングストッパ膜４０上に設けられた層間絶縁膜１２と、をさらに備
えている。エッチングストッパ膜４０は、層間絶縁膜１２をエッチングする条件において
層間絶縁膜１２よりもエッチングレートが遅く、このため層間絶縁膜１２をエッチングす
る工程におけるエッチングストッパ膜として機能する。エッチングストッパ膜４０は、例
えば、ＳｉＣＮ（ＳｉＣＮＨ）、ＳｉＣＯ（ＳｉＣＯＨ）、ＳｉＣＮＯ（ＳｉＣＮＯＨ）
、ＳｉＣ（ＳｉＣＨ）、ＳｉＢ（ＳｉＢＨ）、ＳｉＢＮ（ＳｉＢＨＮ）、ＳｉＢＣ（Ｓｉ
ＢＣＨ）、ＳｉＢＣＮ（ＳｉＢＣＮＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＮ（ＳｉＣＮＨ）、Ｃ－
ｒｉｃｈ ＳｉＣＯ（ＳｉＣＯＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＮＯ（ＳｉＣＮＯＨ）、Ｃ－ｒ
ｉｃｈ ＳｉＣ（ＳｉＣＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＢＣ（ＳｉＢＣＨ）、およびＣ－ｒｉｃ
ｈ ＳｉＢＣＮ（ＳｉＢＣＨＮ）の少なくとも一つにより構成されるＬｏｗ－ｋ膜からな
る。Ｌｏｗ－ｋ膜とは、ＳｉＯ２によりも低い誘電率を有する膜をいう。エッチングスト
ッパ膜４０の比誘電率は、例えば４以下である。また、エッチングストッパ膜４０の膜厚
は、例えば２０～５０ｎｍである。
【００２１】
　層間絶縁膜１２は、層間絶縁膜１０と同様の材料によって構成することができる。層間
絶縁膜１２の膜厚は、例えば１５０～２００ｎｍである。図１に示すように、層間絶縁膜
１２中には、配線２２とビア２４とが設けられている。配線２２およびビア２４は、配線
２０と同様に、シード膜２２１、めっき膜２２２、およびバリアメタル膜２２３によって
構成されている。ビア２４は、ＳｉＮ膜３０およびエッチングストッパ膜４０を貫通して
、配線２０と接続するように設けられている。配線２２は、ビア２４を介して配線２０と
接続している。シード膜２２１、シード膜２０１と同様の材料によって構成することがで
きる。また、めっき膜２２２についても、めっき膜２０２と同様の材料によって構成する
ことができる。層間絶縁膜１２上および配線２２上には、ＳｉＮ膜３２と、エッチングス
トッパ膜４２とが、この順に積層されて設けられている。エッチングストッパ膜４２は、
エッチングストッパ膜４０と同様の材料によって構成することができる。また、配線２２
が添加金属材料を含む合金によって構成される場合、配線２２は、ＳｉＮ膜３２と接する
面において、添加金属材料が偏析してなる添加金属偏析層５２を有する。
【００２２】
　次に、半導体装置１００の製造方法について説明する。半導体装置１００の製造方法は
、層間絶縁膜１０中に配線２０を設ける工程と、層間絶縁膜１０上および配線２０上に、
ＳｉＮ膜３０を設ける工程と、ＳｉＮ膜３０に対し、窒化増強処理を行う工程と、を備え
ている。以下、図１～図９を用いて、半導体装置１００の製造方法について詳細に説明す
る。
【００２３】
　図２～図８は、図１に示す半導体装置１００の製造方法を示す断面図である。まず、図
２に示すように、トランジスタ７０を含んだシリコン基板８０上（図９参照）に、層間絶
縁膜１０を形成する。次に、層間絶縁膜１０をエッチングして、配線２０を形成するため
の開口を形成する。そして、この開口の底面および側面に、バリアメタル膜２０３を形成
する。次いで、バリアメタル膜２０３上に、シード膜２０１を形成する。シード膜２０１
の形成は、例えばＣｕに０．１～１ａｔ％のＡｌを添加し、これをスパッタリングによっ
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てバリアメタル膜２０３上に付着させることで形成する。次いで、シード膜２０１をシー
ドとしためっき法によって、めっき膜２０２を形成する。そして、配線２０の表面をＣＭ
Ｐ（化学機械研磨）によって平坦化する。これにより、配線２０が形成される。配線２０
は、例えばデュアルダマシン法によって形成される。
【００２４】
　次いで、層間絶縁膜１０上および配線２０上に、ＳｉＮ膜３０を形成する。ＳｉＮ膜３
０は、ＳｉＨ４ガスおよびＮＨ３ガスを用いたプラズマＣＶＤにより形成される。このプ
ラズマＣＶＤによるＳｉＮ膜３０の形成は、例えば平行平板型プラズマＣＶＤを用いて、
以下の条件によって行われる。
　温度：３００～３７０℃
　ガス流量：ＳｉＨ４＝５０～７００ｓｃｃｍ、Ｎ２＝０～４０，０００ｃｃｍ、ＮＨ３

＝５０～７００ｓｃｃｍ
　ＲＦ周波数：１３．５６ＭＨｚ
　ＲＦパワー：５０～２５０Ｗ
　圧力：１～５Ｔｏｒｒ
　時間：１～１０ｓ
【００２５】
　次いで、ＳｉＮ膜３０に対し、窒化増強処理を行う。窒化増強処理とは、図３に示すよ
うに、例えばＮ２、ＮＨ３の少なくとも一つを用いたプラズマＣＶＤによる窒化プラズマ
処理である。窒化プラズマ処理は、例えば平行平板型プラズマＣＶＤを用いて、以下の条
件によって行われる。
　温度：３００～３７０℃
　ガス流量：Ｎ２＝０～５０，０００ｃｃｍ、ＮＨ３＝３００～１，５００ｓｃｃｍ
　ＲＦ周波数：１３．５６ＭＨｚ
　ＲＦパワー：２５０～１０００Ｗ
　圧力：１～５Ｔｏｒｒ
　時間：５～３０ｓ
【００２６】
　図３に示す窒化プラズマ処理におけるプラズマＣＶＤのパワーは、ＳｉＮ膜３０を形成
する工程におけるプラズマＣＶＤのパワーよりも高い。これにより、Ｓｉ－Ｈ結合が少な
く、かつダングリングボンドの少ないＳｉＮ膜３０を形成することができる。なお、窒化
増強処理は、窒素含有ガス雰囲気下でのＥＢ処理またはＵＶ処理により行ってもよい。
【００２７】
　ＦＴＩＲによって測定した、窒化増強処理後のＳｉＮ膜におけるＳｉ－Ｎ結合のピーク
は、窒化増強処理を実施しないものと比較して増加する。これは、Ｓｉ－Ｈ結合やダング
リングボンドが減少していることを示している。ＳｉＮ膜のＳｉ－Ｎ結合のピークは、窒
化増強処理を行うことによって、８４５ｃｍ－１以上８６０ｃｍ－１以下となる。また、
Ｓｉ－Ｈ結合のピーク位置は、窒化増強処理を行っていないものと比較して減少している
ことも確認される。
　なお、ＦＴＩＲ分析は、Ｓｉ基板上に１００ｎｍのＳｉＮ膜を成膜して以下の条件にお
いて行った。ＳｉＮ膜の成膜は、３ｎｍの膜を３３回繰り返し積層して行った。
測定器：Ｂｉｏｒａｄ社製　ＦＴＳ４０
測定条件：測定温度：室温　
　　　　　測定範囲　４０００ｃｍ－１～４００ｃｍ－１のピークを測定した。
　　　　　スキャン数　６４回
　　　　　バックグランドのＳｉの信号を削除した。
【００２８】
　また、ＸＰＳによって測定された窒化増強処理後のＳｉＮ膜３０の膜組成は、０．９≦
Ｎ／Ｓｉ≦４／３である。ダングリングボンドがなく、リーク電流が抑制されたＳｉＮ膜
３０を実現するためには、Ｎ／Ｓｉ≧１．０であることが好ましい。
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　ＸＰＳによる分析は、ＦＴＩＲと同様にＳｉ基板上にＳｉＮ膜を成膜して、以下の条件
において行った。
測定器：Ｑｕａｎｔａｍ２０００
測定条件：測定方法：デプスプロファイル
　　　　　スパッタ：Ａｒ
　　　　　スパッタレート：８．３ｎｍ／ｍｉｎ
　最表面以外の平均値を計算した。Ｓｉ、Ｎ、Ｏを分析し、その中のＮ／Ｓｉ比を計算し
た。また、後述する実施例に示すＰＣＴ前後のものは、酸素１ｓの周辺のデプスプロファ
イルを提示した。
【００２９】
　また、窒化増強処理によるダングリングボンドの減少は、ＥＳＲ（電子スピン共鳴）に
よって測定されるスピン密度によっても確認することができる。ＳｉＮ膜３０の窒化増強
処理後におけるダングリングボンド起因のスピン密度は、１Ｅ１７ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３以
下である。これはＥＳＲによる検出限界以下の値である。
　ＥＳＲによる分析は、ＦＴＩＲと同様にＳｉ基板上にＳｉＮ膜を成膜して、以下の条件
において行った。
　測定器：ＢＲＵＫＥＲ社製　ＥＳＰ３５０Ｅ
測定は、資料面を外部磁場方向に対し、垂直に設置した。
ＥＳＲ分光法測定条件：測定温度　１０Ｋ
　　　　　　　　　　　中心磁場：３３６８Ｇ 付近
　　　　　　　　　　　磁場掃引範囲：１００Ｇ
　Ｇ＝２．００４付近のＳｉＮ膜のダングリングボンド起因のシグナルから、スピン密度
を計算した。
【００３０】
　窒化増強処理を行うことにより、ＳｉＮ膜３０は上面において窒素濃度が高くなり、下
面へ向かうにつれて窒素濃度は低くなる。また、窒化増強処理においては、ＳｉＮ膜３０
が緩衝材として機能する。これによって、層間絶縁膜１０においては、上層に窒素が偏析
する。これにより、層間絶縁膜１０が過度に窒化されて誘電率が上昇してしまうことを抑
制しつつ、ＴＤＤＢ（経時破壊）特性の向上を図ることができる。また、配線２０におい
ても、上層に窒素が偏析する。このため、配線２０の表面が酸化することが抑制される。
さらに、ＳｉＮ膜３０中の水素は、窒化プラズマ処理によって、配線２０とバリアメタル
膜２０３との界面付近に偏析する。これは、窒化プラズマ処理によってＳｉＮ膜３０中の
Ｓｉ－Ｈ結合が切断され、水素がＳｉＮ膜３０の下層に拡散したことに起因する。また、
水素は窒素よりも軽元素で、かつ分子が小さいため、配線２０とバリアメタル膜２０３の
界面付近まで拡散するものと考えられる。
【００３１】
　次いで、図４に示すように、ＳｉＮ膜３０上にエッチングストッパ膜４０を形成する。
そして、エッチングストッパ膜４０上に、層間絶縁膜１２を形成する。さらに、層間絶縁
膜１２上に、ハードマスク６０を形成する。ハードマスク６０は、例えばＳｉＯ２によっ
て構成される。図２～図４に示す製造工程中において、配線２０には、３５０～４００℃
の熱履歴が加わる。このため、配線２０が、添加金属材料を含む合金によって構成されて
いる場合、添加金属材料が配線２０の上面に偏析し、添加金属偏析層５０が形成される。
【００３２】
　そして、図５に示すように、ハードマスク６０をマスクとしたエッチングにより、層間
絶縁膜１２中に開口６４を形成する。このとき、エッチングストッパ膜４０においてエッ
チングはストップする。エッチングストッパ膜４０は、層間絶縁膜１２とのエッチング選
択比の性能が１０以上であればよい。例えばエッチングストッパ膜４０がＣ－ｒｉｃｈ 
ＳｉＣＮ（Ｏ）であり、層間絶縁膜１２がＳｉＣＯＨである場合、エッチングストッパ膜
４０は、層間絶縁膜１２とのエッチング選択比が２０以上となる。また、エッチングスト
ッパ膜４０がＣ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＮ（Ｏ）であり、層間絶縁膜１２がＰｏｒｏｕｓ Ｓｉ
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ＣＯＨである場合、層間絶縁膜１２とのエッチング選択比は３０以上となる。エッチング
ストッパ膜４０下に位置するＳｉＮ膜３０は、良好なバリア性能を有している。よって、
エッチングストッパ膜４０は、バリア性能を必要とせず、層間絶縁膜１２とのエッチング
選択比が得られればよいため、比誘電率が４以下のものを用いることができる。
【００３３】
　次いで、図６に示すように、ハードマスク６０をマスクとしたエッチングにより、層間
絶縁膜１２中に開口６２を形成する。このエッチングによって、開口６４におけるエッチ
ングストッパ膜４０およびＳｉＮ膜３０がエッチングされ、配線２０の上面が露出する。
次いで、図７に示すように、ハードマスク６０を除去し、開口６２内に、配線２２を形成
する。また、開口６４内に、ビア２４および配線２２を形成する。配線２２およびビア２
４を形成する工程については、配線２０を形成する工程と同様であり、例えばデュアルダ
マシン法によって形成される。
【００３４】
　そして、図８に示すように、層間絶縁膜１２上および配線２２上に、ＳｉＮ膜３２およ
びエッチングストッパ膜４２をこの順に積層する。図８に示す工程については、ＳｉＮ膜
３０およびエッチングストッパ膜４０を形成する工程と同様である。その後、図４～図８
の工程を繰り返すことによって、多層配線構造を有する半導体装置１００を形成する。
【００３５】
　次に、本実施形態の効果を説明する。本発明者は、特許文献１に記載の技術において、
バリア絶縁膜を構成するＳｉＮ膜が有するＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドに起因して
、ＳｉＮ膜においてリーク電流が発生していることを見いだした。本実施形態によれば、
ＦＴＩＲによって測定したＳｉＮ膜３０のＳｉ－Ｈ結合のピーク位置が８４５ｃｍ－１以
上８６０ｃｍ－１以下であり、これはＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドが低減されてい
ることを示している。このように、本実施形態に係るＳｉＮ膜３０は、Ｓｉ－Ｈ結合やダ
ングリングボンドの数が少ないため、ＳｉＮ膜におけるリーク電流を抑制することができ
る。
【００３６】
　また、本実施形態によれば、ＸＰＳによって測定したＳｉＮ膜３０の組成比Ｎ／Ｓｉが
０．９以上４／３以下である。さらに、ＳｉＮ膜３０中における、ダングリングボンドに
起因したスピン密度が１Ｅ１７ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３以下である。これらについても、上記
と同様に、ＳｉＮ膜におけるＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドが低減されていることを
示している。このように、本実施形態に係るＳｉＮ膜３０は、Ｓｉ－Ｈ結合やダングリン
グボンドの数が少ないため、ＳｉＮ膜におけるリーク電流を抑制することができる。
【００３７】
　ＳｉＮ膜におけるリーク電流は、ＳｉＮ膜が５ｎｍ以下の薄膜である場合に特に顕著と
なる。これは、ＳｉＮ膜を成膜する工程においてプラズマがかかる時間が短時間となって
しまうため、良好な膜質が得られないことに起因する。本実施形態によれば、ＳｉＮ膜３
０の成膜後、窒化プラズマ処理を施している。このため、良好な膜質を有するＳｉＮ膜３
０を実現することができる。よって、ＳｉＮ膜におけるリーク電流を抑制することができ
る。
【００３８】
　特許文献１に記載の技術では、層間絶縁膜間に設けられたＳｉＣＮ膜、ＳｉＣＯ膜から
なるバリア絶縁膜を有する。そして、ＳｉＣＮ膜の比誘電率は４．８であり、ＳｉＣＯ膜
の比誘電率は４．５である。一方で、本実施形態によれば、ＳｉＮ膜３０に対して窒化増
強処理を行うことによりＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドが低減され、バリア性能の高
い膜が実現される。このため、ＳｉＮ膜３０上に形成されるエッチングストッパ膜４０は
、バリア性能を必要としない。よって、エッチングストッパ膜４０の比誘電率を４以下と
することができる。このように、層間絶縁膜間に設けられた絶縁膜の実効誘電率の低減を
図ることができる。
【００３９】
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　バリア絶縁膜が水分を吸湿することによって、半導体装置のＥＭ（エレクトロマイグレ
ーション）特性およびＳＩＶ（ストレス起因ボイディング）耐性は劣化する。これは、バ
リア絶縁膜を透過した水分によって、配線の表面が酸化されることや、バリア絶縁膜自体
がストレスを受けることに起因する。また、配線の表面が酸化されると、配線の金属材料
はイオン化されやすくなるため、金属イオンが配線間電界において移動しやすくなり、Ｔ
ＤＤＢ特性の劣化を引き起こしてしまう。一方で、これらの劣化を抑制するためにバリア
絶縁膜を厚く形成すると、実効誘電率の上昇を引き起こす。本実施形態によれば、バリア
絶縁膜として透水性の低いＳｉＮ膜３０を用いている。よって、配線２０や層間絶縁膜１
０の吸湿を防ぐことができる。これにより、配線２０の表面が、水分によって酸化されて
しまうことを抑制することができる。また、バリア絶縁膜であるＳｉＮ膜３０自体のスト
レスを安定させることができる。よって、ＥＭ特性やＴＤＤＭ特性の劣化を抑制しつつ、
バリア絶縁膜の薄膜化を図ることができる。
【００４０】
　また、配線が添加金属材料を含む合金によって構成されている場合、添加金属材料が配
線表面に偏析して添加金属偏析層が酸化されることにより、配線自体の酸化を抑制するこ
とができる。しかし、バリア絶縁膜が水分を吸湿することに伴い、配線中のグレイン界面
に酸素が侵入する。侵入した酸素は、添加金属材料の移動を妨げるため、添加金属偏析層
の形成が抑制されてしまう。本実施形態によれば、バリア絶縁膜としてＳｉＮ膜３０を用
いているため、バリア絶縁膜の吸湿を防止し、酸素の侵入を抑制することができる。よっ
て、添加金属偏析層５０の形成が安定したものとなる。よって、ＥＭ特性、ＳＩＶ特性の
劣化が抑制され、半導体装置の信頼性を向上させることが可能となる。
【００４１】
　また、ＳｉＮ膜３０に対して窒化増強処理を行うことにより、ダングリングボンドが低
減された高密度な膜を実現することができる。このため、ＳｉＮ膜の透水性を低減するこ
とができ、これにより配線２０への水分の侵入を抑制できる。このため、配線中のグレイ
ン界面に酸素が侵入することが抑制され、添加金属偏析層５０の形成をさらに安定したも
のとすることができる。よって、ＥＭ特性、ＳＩＶ特性の劣化が抑制され、半導体装置の
信頼性を向上させることが可能となる。
【００４２】
　また、窒化増強処理を行う場合において、ＳｉＮ膜３０は緩衝材として機能する。この
ため、層間絶縁膜１０においては、上層のみに窒素が偏析する。これにより、層間絶縁膜
が過度に窒化されて誘電率が上昇することや、層間絶縁膜にダメージを与えることを抑制
しつつ、ＴＤＤＢ特性の向上を図ることができる。また、配線２０においても、上層のみ
に窒素が偏析する。このため、配線の表面が酸化することを抑制することができる。従っ
て、半導体装置の信頼性を向上させることが可能となる。
【００４３】
　上記のように、本実施形態によれば、実効誘電率が低く、かつ信頼性の高いバリア絶縁
膜を有する半導体装置を提供することができる。
【００４４】
（実施例１）
　図１０は、実施例１に係る半導体装置のＸＰＳによる酸素１ｓのデプスプロファイルを
示すグラフである。実施例１としては、ＳｉＣＮ膜（図中左）と、窒化プラズマ処理を行
ったＳｉＮ膜を３ｎｍ×３３回積層してなる積層膜（図中右）のそれぞれについて、ＰＣ
Ｔ（高圧高湿試験）を行い、ＰＣＴ前後の膜質の変化をＸＳＰによるデプスプロファイル
によって比較した。ＳｉＣＮ膜は、１００ｎｍの膜厚を有するブランケット膜である。ま
た、ＳｉＮ膜を含む積層膜の膜厚は、１００ｎｍである。ＰＣＴの測定条件は、温度：１
２５℃、湿度：１００％、気圧：１１０ｋＰａ、時間：２４時間である。
【００４５】
　図１０では、各深さにおいてＰＣＴ前後のプロファイルが示されている。図１０の左図
中に示される各深さにおけるプロファイルのうち、円で囲った部分においては、ピークが
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見られる方がＰＣＴ後のプロファイルであり、ピークが見られない方がＰＣＴ前のプロフ
ァイルを示している。図１０の左図に示すように、ＳｉＣＮ膜の場合は、ＰＣＴ後、膜中
におけるＨ－Ｏ結合のピークが見られるようになり、ＳｉＣＮ膜中の酸素が増加している
ことが分かる。一方で、図１０の右図中においては、左図と同様に円で囲った部分におけ
るＰＣＴ前後のプロファイルはほぼ等しい。図１０の右図に示すように、窒化プラズマ処
理を行ったＳｉＮ膜を含む積層膜の場合は、ＰＣＴ後、膜中においてＨ－Ｏ結合のピーク
は見られない。よって、積層膜中の酸素が増加していないことが分かる。このように、窒
化プラズマ処理を行ったＳｉＮ膜を含む積層膜は、多湿の雰囲気においても膜質が安定し
ており、ストレスの変化が少ない膜であることが分かる。
【００４６】
（実施例２）
　図１１は、実施例２に係る半導体装置のＴＯＦ－ＳＩＭＳによるデプスプロファイルを
示すグラフである。実施例２として、Ｃｕアロイシード膜、Ｐｕｒｅ Ｃｕめっき膜によ
って構成される配線上に、バリア絶縁膜およびエッチングストッパ膜を積層した構造に対
し、ＰＣＴを行い、ＰＣＴ前後の酸素に由来した信号強度（Ｏ-ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）の
変化をＴＯＦ－ＳＩＭＳによるデプスプロファイルによって比較した。なお、ＰＣＴの測
定条件は、実施例１と同様である。
【００４７】
　図１１中の左図は、エッチングストッパ膜およびバリア絶縁膜として、Ｃｒｉｃｈ Ｓ
ｉＣＮ膜およびＳｉＣＮ膜をそれぞれ使用した。Ｃｒｉｃｈ ＳｉＣＮ膜の膜厚は３５ｎ
ｍであり、ＳｉＣＮ膜の膜厚は１０ｎｍである。左図中の上方に位置するグラフがＰＣＴ
後のプロファイルであり、下方に位置するグラフがＰＣＴ前のプロファイルを示している
。
　図１１中の右図は、エッチングストッパ膜およびバリア絶縁膜として、Ｃｒｉｃｈ Ｓ
ｉＣＮ膜およびＳｉＮ膜をそれぞれ使用した。Ｃｒｉｃｈ ＳｉＣＮ膜の膜厚は４２ｎｍ
であり、ＳｉＮ膜の膜厚は３ｎｍである。また、ＳｉＮ膜は、成膜後に窒化プラズマ処理
を施している。右図中の上方に位置するグラフがＰＣＴ後のプロファイルであり、下方に
位置するグラフがＰＣＴ前のプロファイルを示している。
【００４８】
　図１１の左図に示すように、バリア絶縁膜がＳｉＣＮ膜の場合、バリア絶縁膜とＣｕ配
線との界面において、酸素に由来した信号強度が増加していることが分かる。一方で、図
１１の右図に示すように、バリア絶縁膜が窒化プラズマ処理を施したＳｉＮ膜の場合、バ
リア絶縁膜とＣｕ配線との界面において、酸素に由来した信号強度は増加していない。こ
のように、窒化プラズマ処理を行ったＳｉＮ膜をバリア絶縁膜とした場合、バリア絶縁膜
の透水性が低減され、配線への酸素濃度の侵入を抑制できることが分かる。
【００４９】
（実施例３）
　実施例３として、実施例２に用いた二つの構造について、ＥＭ特性、ＴＤＤＢ特性、お
よびＳＩＶ特性を測定した。
　ＥＭ特性については、バリア絶縁膜が窒化プラズマ処理を施したＳｉＮ膜の場合、バリ
ア絶縁膜がＳｉＣＮ膜の場合と比べて、ＭＴＴＦ（Ｍｅａｎ　Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｆａｉｌ
ｕｒｅ）における寿命が５倍改善した。
　ＴＤＤＢ特性については、バリア絶縁膜が窒化プラズマ処理を施したＳｉＮ膜の場合、
バリア絶縁膜がＳｉＣＮ膜の場合と比べて、ＭＴＴＦにおける寿命が５０倍改善した。
　ＳｉＶ特性については、６６ｎｍ～３μｍの上層配線および下層配線間における不良を
、１７５℃にホールドした条件において測定した。バリア絶縁膜がＳｉＣＮ膜である場合
、不良が発生した。一方で、バリア絶縁膜が窒化プラズマ処理を施したＳｉＮ膜である場
合、１０００時間経過後においても不良が発生しなかった。
【００５０】
（実施例４）
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　実施例４としては、ＳｉＮ膜を３ｎｍ×３３回積層してなる積層膜に対し窒化プラズマ
処理を行った場合と窒化プラズマ処理を行っていない場合とにおいて、ＳｉＮ膜における
電流密度－電圧特性、およびＦＴＩＲによるＳｉ－Ｎ結合のピーク位置を測定した。
【００５１】
　図１２は、実施例４に係るＳｉＮ膜の電流密度－電圧特性を示すグラフである。図１２
に示すように、窒化プラズマ処理を行っていない場合と比較して、窒化プラズマ処理を行
った場合は、ＳｉＮ膜におけるリーク電流を低減されている。窒化プラズマ処理を行った
場合、窒化プラズマ処理を行っていない場合と比較して、３ＭＶ／ｃｍでは、２桁のリー
ク電流が抑制された。
【００５２】
　図１３は、実施例４に係るＳｉＮ膜のＦＴＩＲによって測定されたＳｉ－Ｎ結合のピー
ク位置を示すグラフである。図１３に示すように、窒化プラズマ処理を行っていない場合
、Ｓｉ－Ｎ結合のピーク位置は８４０ｃｍ－１である。これに対し、窒化プラズマ処理を
行った場合、Ｓｉ－Ｎ結合のピーク位置は８５６ｃｍ－１である。この結果から、窒化プ
ラズマ処理を行うことにより、Ｓｉ－Ｈ結合およびダングリングボンドが減少したことが
わかる。理想のＳｉ３Ｎ４では８６０ｃｍ－１と想定されるため、窒化プラズマ処理によ
って良質な膜となっていることが推定される。ＳｉＮ膜をＥＳＲ分析すると、窒化プラズ
マ処理を行っていない場合、ダングリングボンドに起因したスピン密度は５．８Ｅ１７ｓ
ｐｉｎｓ／ｃｍ３であった。これに対し、窒化プラズマ処理を行った場合、ダングリング
ボンドに起因したスピン密度は、検出限界である１Ｅ１７ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３以下であっ
た。
【００５３】
（実施例５）
　図１４は、実施例５に係るＳｉＮ膜のＦＴＩＲによって測定されたＳｉ－Ｎ結合のピー
ク位置を示すグラフである。実施例５としては、窒化プラズマ処理を行ったＳｉＮ膜の膜
厚が３～５ｎｍである場合のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置を測定した。図１４に示すように
、ＳｉＮ膜の膜厚が増加するにつれ、Ｓｉ－Ｎ結合のピークを示す波数は減少している。
ＳｉＮ膜の膜厚が３ｎｍで８５０ｃｍ－１、３．５ｎｍで８４６ｃｍ－１、４ｎｍで８４
５ｃｍ－１、５ｎｍで８３８ｃｍ－１であった。これは、膜厚が増加するにつれ、ＳｉＮ
膜中のＳｉ－Ｈ結合やダングリングボンドが増加していることを示している。デバイス的
に許容されるのは４ｎｍ以下であり、この場合のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置は８４５ｃｍ
－１と対応する。
【００５４】
　このように、本発明によれば、信頼性の高い半導体装置を提供することができることが
分かる。
【００５５】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
　以下、参考形態の例を付記する。
１．第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　ＦＴＩＲによって測定した前記ＳｉＮ膜のＳｉ－Ｎ結合のピーク位置が８４５ｃｍ－１

以上８６０ｃｍ－１以下である半導体装置。
２．第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　ＸＰＳによって測定した前記ＳｉＮ膜の組成比Ｎ／Ｓｉが０．９以上４／３以下である
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半導体装置。
３．第１の層間絶縁膜と、
　前記第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に設けられたＳｉＮ膜と、
　を備え、
　前記ＳｉＮ膜中における、ダングリングボンドに起因したスピン密度が１Ｅ１７ｓｐｉ
ｎｓ／ｃｍ３以下である半導体装置。
４．１．ないし３．いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記配線は、
　　Ｃｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、またはＺｒから
なり、
　　前記ＳｉＮ膜と接する面において、前記添加金属材料が偏析してなる添加金属偏析層
を有する半導体装置。
５．１．ないし４．いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ＳｉＮ膜の膜厚は、１ｎｍ以上４ｎｍ以下である半導体装置。
６．１．ないし５．いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ＳｉＮ膜は、上面において他の部分よりも窒素濃度が高い半導体装置。
７．１．ないし６．いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記配線は、
　側面および下面をバリアメタル膜によって覆われており、
　前記バリアメタル膜との界面において、他の部分よりも水素濃度が高い半導体装置。
８．１．ないし７．いずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ＳｉＮ膜上に設けられたエッチングストッパ膜と、
　前記エッチングストッパ膜上に設けられた第２の層間絶縁膜と、
　をさらに備え、
　前記エッチングストッパ膜は、前記第２の層間絶縁膜をエッチングする条件において前
記第２の層間絶縁膜よりもエッチングレートが遅い半導体装置。
９．８．に記載の半導体装置において、
　前記エッチングストッパ膜は、ＳｉＣＮ（ＳｉＣＮＨ）、ＳｉＣＯ（ＳｉＣＯＨ）、Ｓ
ｉＣＮＯ（ＳｉＣＮＯＨ）、ＳｉＣ（ＳｉＣＨ）、ＳｉＢ（ＳｉＢＨ）、ＳｉＢＮ（Ｓｉ
ＢＨＮ）、ＳｉＢＣ（ＳｉＢＣＨ）、ＳｉＢＣＮ（ＳｉＢＣＮＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ Ｓｉ
ＣＮ（ＳｉＣＮＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＯ（ＳｉＣＯＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣＮＯ
（ＳｉＣＮＯＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＣ（ＳｉＣＨ）、Ｃ－ｒｉｃｈ ＳｉＢＣ（ＳｉＢ
ＣＨ）、およびＣ－ｒｉｃｈ ＳｉＢＣＮ（ＳｉＢＣＨＮ）の少なくとも一つによって構
成される半導体装置。
１０．８．または９．に記載の半導体装置において、
　前記エッチングストッパ膜の比誘電率が４以下である半導体装置。
１１．層間絶縁膜中に配線を設ける工程と、
　前記第１の層間絶縁膜上および前記配線上に、ＳｉＮ膜を形成する工程と、
　前記ＳｉＮ膜に対し、窒化増強処理を行う工程と、
　を備える半導体装置の製造方法。
１２．１１．に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線は、Ｃｕと、添加金属材料であるＡｌ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、また
はＺｒからなり、
　前記窒化増強処理を行う工程によって、前記配線のうち前記ＳｉＮ膜と接する面に、前
記添加金属材料が偏析してなる添加金属偏析層が形成される半導体装置の製造方法。
１３．１１．または１２．に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒化増強処理は、プラズマＣＶＤである半導体装置の製造方法。
１４．１３．に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＳｉＮ膜を形成する工程は、プラズマＣＶＤによって行われ、
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　前記窒化増強処理を行う工程におけるプラズマＣＶＤのパワーは、前記ＳｉＮ膜を形成
する工程におけるプラズマＣＶＤのパワーよりも高い半導体装置の製造方法。
１５．１１．または１２．に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒化増強処理は、窒素含有ガス雰囲気下における、ＥＢ処理またはＵＶ処理である
半導体装置の製造方法。
１６．１１．ないし１５．いずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窒化増強処理を行う工程の後において、
　前記ＳｉＮ膜上にエッチングストッパ膜を形成する工程と、
　前記エッチングストッパ膜上に第２の層間絶縁膜を形成する工程と、
　をさらに備え、
　前記エッチングストッパ膜は、前記第２の層間絶縁膜をエッチングする条件において前
記第２の層間絶縁膜よりもエッチングレートが遅い半導体装置の製造方法。
【符号の説明】
【００５６】
１０、１２　層間絶縁膜
２０、２２　配線
２４　ビア
２０１、２２１　シード膜
２０２、２２２　めっき膜
２０３、２２３　バリアメタル膜
３０、３２　ＳｉＮ膜
４０、４２　エッチングストッパ膜
５０、５２　添加金属偏析層
６０　ハードマスク
６２、６４　開口
７０　トランジスタ
８０　シリコン基板
１００　半導体装置
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