
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１の絶縁膜を介して形成された下層電極と、
　前記下層電極上に第２の絶縁膜を介して形成された上層電極と、
　

　前記基板と前記下層電極との間に形成され、 電気的に接続された下部
配線層と、
　

複数の側部配線層とを
有
　

容量素子。
【請求項２】
　請求項１記載の容量素子において、
　前記下層電極と前記下部配線層との間に、前記下層電極に接続された第１の配線パター
ンと、
　前記第１の配線パターンと前記下部配線層との間に、前記下部配線層に接続された第２
の配線パターンとを更に有する
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前記上層電極上に第３の絶縁膜を介して形成され、前記上層電極と電気的に接続された
上部配線層と、

前記上部配線層と

前記第１乃至第３の絶縁膜に形成されたビアホール内に埋め込まれて形成され、前記上
部配線層、前記下部配線層、及び中継用配線層を電気的に接続する

し、
前記上部配線層、及び前記下部配線層が前記上層電極、及び前記下層電極を上下方向か

ら被い、且つ前記複数の側部配線層が前記上層電極、及び前記下層電極を側方から囲むよ
うに形成された



　ことを特徴とする容量素子。
【請求項３】
　請求項２記載の容量素子において、
　前記第１の配線パターンは、複数の配線容量用配線層が平面的にアレイ状に配列された
ものであり、
　前記第２の配線パターンは、前記第１の配線パターンの配線容量用配線層の各々に平行
な複数の配線容量用配線層が平面的にアレイ状に配列されたものである
　ことを特徴とする容量素子。
【請求項４】
　
　
　

　

　
　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路においてアナログ回路等に使用される容量素子及びその製造方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
これまで、半導体集積回路（ＩＣ）において、高周波数領域で直流成分をカットするため
に容量素子が一般に用いられている。そして、外部部品削減や端子数削減等によるコスト
ダウンという理由から容量素子をＩＣに内蔵することが求められていた。また、そのほか
、ノイズ対策の容易さ等の理由からも容量素子をＩＣに内蔵することが求められていた。
【０００３】
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基板上に、第１の絶縁膜を介して下部配線層を形成する工程と、
前記第１の絶縁膜上及び前記下部配線層上に、第２の絶縁膜を形成する工程と、
前記第２の絶縁膜に埋め込まれ、前記第下部配線層に電気的に接続された第１のビア層

を形成する工程と、
前記第１のビア層が埋め込まれた前記第２の絶縁膜上に、前記第１のビア層を介して前

記下部配線層に電気的に接続された中間配線層を形成する工程と、
前記第２の絶縁膜上及び前記中間配線層上に、第３の絶縁膜を形成する工程と、
前記第３の絶縁膜に埋め込まれ、前記中間配線層に電気的に接続された第２のビア層を

形成する工程と、
前記第２のビア層が埋め込まれた前記第３の絶縁膜上に、第４の絶縁膜を形成する工程

と、
前記第４の絶縁膜に埋め込まれ、前記第２のビア層に電気的に接続された中継用配線層

を形成する工程と、
前記中継用配線層が埋め込まれた前記第４の絶縁膜上に、下層電極を形成する工程と、
前記下層電極上に、第５の絶縁膜を介して上層電極を形成する工程と、
前記第４の絶縁膜上及び前記上層電極上に、第６の絶縁膜を形成する工程と、
前記第６の絶縁膜に埋め込まれ、前記上層電極に電気的に接続された第３のビア層と、

前記第６の絶縁膜に埋め込まれ、前記中継用配線層に電気的に接続された複数の側部配線
層とを形成する工程と、

前記第３のビア層及び前記複数の側部配線層が埋め込まれた前記第６の絶縁膜上に、前
記第３のビア層と前記複数の側部配線層とに電気的に接続された上部配線層を形成する工
程とを有し、

前記下部配線層を形成する工程では、前記上層電極及び前記下層電極を下方から被うよ
うに前記下部配線層を形成し、

前記複数の側部配線層を形成する工程では、前記上層電極及び前記下層電極を側方から
囲むように前記複数の側部配線層を形成し、

前記上部配線層を形成する工程では、前記上層電極及び前記下層電極を上方から被うよ
うに前記上部配線層を形成する

ことを特徴とする容量素子の製造方法。



従来、ＩＣに内蔵した容量素子には必ず寄生容量が存在する。この寄生容量は、容量素子
が本来有する容量の誤差となり精度の低下を招来する原因となる。また、容量自体は電力
を消費することはないが、寄生容量部で無駄な電力が消費されてしまう。このため、ＩＣ
における駆動増幅器にとっても、寄生容量が大きいとその分だけ駆動能力を上げる必要が
あり、この結果、消費電力が大きくなるという悪循環に陥ることにもなる。このように、
ＩＣに内蔵した容量素子の寄生容量は、ＩＣの高速性能化の足かせともなっていた。
【０００４】
かかる寄生容量を低減すべく、ＭＯＳ（ Metal-Oxide-Semiconductor）容量から、以下に
述べる２層Ｐｏｌｙ容量やＭＩＭ（ Metal-Insulator-Metal）容量等のプロセス開発がな
されてきた。また、寄生容量の回路への影響を低減するための工夫が回路面やレイアウト
面からなされてきた。
【０００５】
図１３は、従来の容量素子の構造を示す概略図であり、図１３（ａ）は、２層Ｐｏｌｙ容
量の構造を示す断面図、図１３（ｂ）は、ＭＩＭ容量の構造を示す断面図である。
【０００６】
２層Ｐｏｌｙ容量は、図１３（ａ）に示すように、シリコン基板１００上の層間絶縁膜１
０２中に、多結晶シリコン膜からなる下層電極１０４及び上層電極１０６を形成したもの
である。一方、ＭＩＭ容量は、図１３（ｂ）に示すように、シリコン基板１００上の層間
絶縁膜１０２中にアルミニウムや、銅、窒化チタン等の金属からなる下層電極１０８及び
上層電極１１０を形成したものである。最近は、寄生容量及び寄生抵抗の点で有利なＭＩ
Ｍ容量が主流となりつつある。
【０００７】
ＩＣに内蔵された容量素子は、その構造上、下層電極に寄生容量が付き易くなっている。
このため、このような容量素子をＩＣに組み込むときには、回路的に寄生容量の影響を受
け難い側に下層電極を使用する。すなわち、例えば、電位が固定される側に下層電極を使
用する。そして、回路的に寄生容量の影響を受けやすい側に上層電極を使用するのが一般
的となっている。
【０００８】
従来のＭＩＭ容量をＩＣに適用した例として、サンプル・アンド・ホールド回路に適用し
た場合を図１４を用いて説明する。図１４（ａ）は、サンプル・アンド・ホールド回路に
用いられたＭＩＭ容量の構造を示す断面図であり、図１４（ｂ）は、ＭＩＭ容量の構造を
示す上面図である。なお、図１４（ａ）の断面図は、図１４（ｂ）のＡ－Ａ′線断面を示
している。また、図１４に示す容量素子には、配線層間等に形成された複数の層間絶縁膜
が存在するが、以下の図１４の説明では、これら層間絶縁膜を一括して層間絶縁膜１２４
と呼ぶこととする。
【０００９】
図１４（ａ）に示すように、サンプル・アンド・ホールド回路では、入力電圧が入力され
る入力部１１２と、出力電圧を出力する出力部１１４が、スイッチ１１６を介して接続さ
れている。スイッチ１１６と出力部１１４との間には、ノード１１８が設けられ容量１２
０が接続されている。容量１２０のノード１１８に対向する側が接地され電位が固定され
ている。この容量１２０として、ＭＩＭ容量が用いられる。
【００１０】
ＭＩＭ容量では、図１４（ａ）に示すように、基板１２２上に層間絶縁膜１２４を介して
容量の下層電極としても機能する下層電極兼下部配線層１２６が形成されている。下層電
極兼下部配線層１２６の上には、層間絶縁膜１２４を介して上層電極１２８が形成されて
いる。そして、上層電極１２８上側には、層間絶縁膜１２４中に形成されたビア層１３０
を介して上層電極１２８に接続する上部配線層１３２が形成されている。
【００１１】
サンプル・アンド・ホールド回路では、その動作中にノード１１８が高いインピーダンス
となる期間がある。このため、容量１２０に寄生容量が存在すると、その寄生容量を介し
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てノイズが乗り易くなり誤差の原因となる。そこで、このようなサンプル・アンド・ホー
ルド回路にＭＩＭ容量を適用する場合には、一般に、図１４（ａ）に示すように上層配線
１２８がノード１１８に接続される。一方、下層電極兼下部配線層１２６が、接地され電
位が固定される側となっている。このように、寄生容量の付き易い傾向にあるＭＩＭ容量
の下層電極を固定電位とすることにより、寄生容量の影響を可能な限り低減しようとする
工夫がなされていた。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、ＩＣに内蔵した容量素子の寄生容量を低減し或いは除去するために、プロ
セス開発や回路設計等の種々の観点からのアプローチがこれまでなされてきた。
【００１３】
しかしながら、上述した従来の容量素子では、十分に寄生容量を低減することができなか
った。また、従来のＭＩＭ容量の構造では、外来ノイズの影響を受けやすいという難点も
存在していた。
【００１４】
本発明の目的は、容量の精度低下や無駄な消費電力等の原因となる寄生容量を従来のもの
に比べて大幅に低減し、また、外部ノイズを遮蔽しうる容量素子及びその製造方法を提供
することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、基板上に第１の絶縁膜を介して形成された下層電極と、前記下層電極上に
第２の絶縁膜を介して形成された上層電極と、

前記基板と前記下層電極との
間に形成され、 電気的に接続された下部配線層と、

複数の側部配線層とを有

容
量素子により達成される。
【００１７】
　また、上記目的は、
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前記上層電極上に第３の絶縁膜を介して形
成され、前記上層電極と電気的に接続された上部配線層と、

前記上部配線層と 前記第１乃至第３の
絶縁膜に形成されたビアホール内に埋め込まれて形成され、前記上部配線層、前記下部配
線層、及び中継用配線層を電気的に接続する し、前記上部配線層
、及び前記下部配線層が前記上層電極、及び前記下層電極を上下方向から被い、且つ前記
複数の側部配線層が前記上層電極、及び前記下層電極を側方から囲むように形成された

基板上に、第１の絶縁膜を介して下部配線層を形成する工程と、前
記第１の絶縁膜上及び前記下部配線層上に、第２の絶縁膜を形成する工程と、前記第２の
絶縁膜に埋め込まれ、前記第下部配線層に電気的に接続された第１のビア層を形成する工
程と、前記第１のビア層が埋め込まれた前記第２の絶縁膜上に、前記第１のビア層を介し
て前記下部配線層に電気的に接続された中間配線層を形成する工程と、前記第２の絶縁膜
上及び前記中間配線層上に、第３の絶縁膜を形成する工程と、前記第３の絶縁膜に埋め込
まれ、前記中間配線層に電気的に接続された第２のビア層を形成する工程と、前記第２の
ビア層が埋め込まれた前記第３の絶縁膜上に、第４の絶縁膜を形成する工程と、前記第４
の絶縁膜に埋め込まれ、前記第２のビア層に電気的に接続された中継用配線層を形成する
工程と、前記中継用配線層が埋め込まれた前記第４の絶縁膜上に、下層電極を形成する工
程と、前記下層電極上に、第５の絶縁膜を介して上層電極を形成する工程と、前記第４の
絶縁膜上及び前記上層電極上に、第６の絶縁膜を形成する工程と、前記第６の絶縁膜に埋
め込まれ、前記上層電極に電気的に接続された第３のビア層と、前記第６の絶縁膜に埋め
込まれ、前記中継用配線層に電気的に接続された複数の側部配線層とを形成する工程と、
前記第３のビア層及び前記複数の側部配線層が埋め込まれた前記第６の絶縁膜上に、前記
第３のビア層と前記複数の側部配線層とに電気的に接続された上部配線層を形成する工程
とを有し、前記下部配線層を形成する工程では、前記上層電極及び前記下層電極を下方か
ら被うように前記下部配線層を形成し、前記複数の側部配線層を形成する工程では、前記
上層電極及び前記下層電極を側方から囲むように前記複数の側部配線層を形成し、前記上
部配線層を形成する工程では、前記上層電極及び前記下層電極を上方から被うように前記



により達成される。
【００１９】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
本発明の第１実施形態による容量素子及びその製造方法について図１乃至図４を用いて説
明する。図１は、本実施形態による容量素子の構造を示す概略図、図２乃至図４は、本実
施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図である。
【００２０】
まず、本実施形態による容量素子について図１を用いて説明する。図１（ａ）は、本実施
形態による容量素子の構造を示す断面図、図１（ｂ）は、本実施形態による容量素子の構
造を示す上面図である。図１（ａ）では、本実施形態による容量素子を、サンプル・アン
ド・ホールド回路に適用した場合を示している。サンプル・アンド・ホールド回路は、一
般に、ＩＣ等においてＡ／Ｄ変換器等の入力電圧を標本化し、保持するために使用される
回路である。なお、図１（ａ）は、図１（ｂ）のＡ－Ａ′線断面を示している。また、本
実施形態による容量素子には、配線層間等に形成された複数の層間絶縁膜が存在するが、
便宜上以下の説明では、これら層間絶縁膜を一括して層間絶縁膜１２と呼ぶこととする。
【００２１】
本実施形態による容量素子では、基板１０上に、層間絶縁膜１２を介して下部配線層１４
が形成されている。下部配線層１４の上には、層間絶縁膜１２を介し中間配線層１６ａが
形成されている。中間配線層１６ａ上には、層間絶縁膜１２を介してＭＩＭ容量の下層電
極２２が形成されている。中間配線層と１６ａと下層電極２２とは、ビア層１８ａ、中継
用配線層２０ａを介して電気的に接続されている。
【００２２】
下層電極２２上には、層間絶縁膜１２を介してＭＩＭ容量の上層電極２４が形成されてい
る。上層電極２４上には、層間絶縁膜１２を介して上部配線層２８が形成されている。上
層電極２４と上部配線層２８とは、ビア層２６ａを介して電気的に接続されている。
【００２３】
また、上部配線層２８は、ビア層２９、中間配線層１６ｂ、ビア層１８ｂ、中継用配線層
２０ｂ、ビア層２６ｂを介して下部配線層１４に電気的に接続されている。中間配線層１
６ｂは、中間配線層１６ａと同層に形成されている。中継用配線層２０ｂは、中継用配線
層２０ａと同層に形成されている。
【００２４】
また、中継用配線層２０ａ、２０ｂと同層に中継用配線層２０ｃが形成されており、上部
配線層２８と中継用配線層２０ｃとがビア層２６ｃを介して接続されている。ビア層２６
ｃ及び中継用配線層２０ｃは、図１（ｂ）に示すように、下層電極２２及び上層電極２４
の周囲を囲むように複数形成されている。
【００２５】
図１（ａ）に示すように、サンプル・アンド・ホールド回路では、入力電圧が入力される
入力部３０と、出力電圧を出力する出力部３２が、スイッチ３４を介して接続されている
。スイッチ３４と出力部３２との間には、ノード３６が設けられ容量３８が接続されてい
る。容量３８のノード３６に対向する側が接地され電位が固定されている。この容量３８
として、上記構造を有する本実施形態による容量素子が用いられる。
【００２６】
すなわち、サンプル・アンド・ホールド回路において、本実施形態による容量素子の中間
配線層１６ａがノード３６に接続され、下部配線層１４に電気的に接続している上部配線
層２８が、接地され電位が常時固定される側となっている。
【００２７】
本実施形態による容量素子は、下層電極２２と基板１０との間に形成された下部配線層１
４と、下部配線層１４と上部配線層２８とを接続するビア層２９等からなる配線類と、下
層電極２２及び上層電極２４の側方に形成されたビア層２６ｃとを有することに特徴があ
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る。このように、ＭＩＭ容量の下層電極２２及び上層電極２４を配線類で被うことにより
寄生容量が生じるのを防止することができる。さらに、ＭＩＭ容量の下層電極２２及び上
層電極２４を被う配線類がシールドとして機能し、外来ノイズを遮蔽することができる。
【００２８】
ここで、上記構造を有する本実施形態による容量素子をサンプル・アンド・ホールド回路
の容量３８として適用した場合の効果について説明する。
【００２９】
サンプル・アンド・ホールド回路では、スイッチ３４を短時間オンにすることにより、容
量３８に入力電位を充電する。この期間をサンプリング期間という。次いで、スイッチ３
４をオフにすると、容量３８に充電された電圧は保持され次にスイッチ３４をオンにする
まで保持された電位は変化しない。この期間をホールド期間という。このホールド期間中
は、ノード３６が高いインピーダンスとなるため、容量３８に寄生容量が存在すると、そ
の寄生容量を介してノイズが乗りやすく誤差の原因となる。
【００３０】
本実施形態による容量素子のように、配線類により被われた下層電極２２を寄生容量の影
響を受けやすいノード３６側の電極として使用し、上層電極２４を固定電位側とすること
により、寄生容量に影響されず、より精度の高い回路を実現することができる。
【００３１】
次に、本実施形態による容量素子の製造方法について図２乃至図４を用いて説明する。
【００３２】
まず、基板１０上に層間絶縁膜１２を形成する。次いで、層間絶縁膜１２上に、例えばア
ルミニウム膜を形成し、下部配線層１４にパターニングする（図２（ａ））。
【００３３】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中に、下部配線層１４に達す
るビアホールを形成する。次いで、全面に金属膜を形成しビアホールに金属膜を埋め込む
。次いで、ＣＭＰ（ Chemical Mechanical Polishing）により、ビアホールに埋め込まれ
たもの以外の余分な金属膜を除去する。こうして、下部配線層１４に電気的に接続するビ
ア層２９を形成する（図２（ｂ））。
【００３４】
次いで、全面に、例えばアルミニウム膜を形成し、通常のリソグラフィー技術により、中
間配線層１６ａ、１６ｂにパターニングする（図２（ｃ））。
【００３５】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中に、中間配線層１６ａに達
するビアホールと、中間配線層１６ｂに達するビアホールとを形成する。次いで、全面に
金属膜を形成し、これらビアホールに金属膜を埋め込む。次いで、ＣＭＰにより、ビアホ
ールに埋め込まれたもの以外の余分な金属膜を除去する。こうして、中間配線層１６ａに
電気的に接続するビア層１８ａと、中間配線層１６ｂに電気的に接続するビア層１８ｂと
を形成する（図２（ｄ））。
【００３６】
次いで、銅配線プロセスに適用されるダマシン法を用いて中継用配線層２０ａ、２０ｂ、
２０ｃを形成する。すなわち、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中にビ
ア層１８ａ、１８ｂに達する溝と、いずれにも達しない溝とを形成する。次いで、全面に
例えば銅膜を形成し、これら溝中に銅膜を埋め込む。　次いで、ＣＭＰにより、溝に埋め
込まれたもの以外の余分な銅膜を除去する。こうして、ビア層１８ａに電気的に接続する
中継用配線層２０ａと、ビア層１８ｂに電気的に接続する中継用配線層２０ｂと、いずれ
にも接続しない中継用配線層２０ｃとを形成する（図３（ａ））。
【００３７】
次いで、全面に、窒化チタン膜４０ａ、層間絶縁膜１２、窒化チタン膜４０ｂを順次形成
する。（図３（ｂ））。
【００３８】
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　次いで、通常のリソグラフィー技術により、積層された窒化チタン膜４０ａ、層間絶縁
膜１２、窒化チタン膜４０ｂをパターニングし、溝に埋め込まれた中継用配線層２０ａと
接触する下層電極 と、層間絶縁膜１２を介して下層電極２２に対向する上層電極２４
とを形成する（図３（ｃ））。
【００３９】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中に上層電極２４に達するビ
アホールと、中継用配線層２０ｂ、２０ｃに達するビアホールとを形成する。次いで、全
面に金属膜を形成し、これらビアホールに金属膜を埋め込む。次いで、ＣＭＰにより、ビ
アホールに埋め込まれたもの以外の余分な金属膜を除去する。こうして、上層電極２４に
電気的に接続するビア層２６ａと、中継用配線層２０ｂに電気的に接続するビア層２６ｂ
と、中継用配線層２０ｃに電気的に接続するビア層２６ｃとを形成する（図４（ａ））。
【００４０】
次いで、ビア層２６ａ、２６ｂ、２６ｃに接続する上部配線層２８を形成する。次いで、
全面に、層間絶縁膜１２を形成し、本実施形態による容量素子の製造を終了する（図４（
ｂ））。
【００４１】
このように、本実施形態によれば、ＭＩＭ容量の下層電極２２及び上層電極２４を配線類
により上下側方から被うので、寄生容量が生じるのを防止することができ、また、外来ノ
イズを遮断することができる。
【００４２】
［第２実施形態］
本発明の第２実施形態による容量素子及びその製造方法について図５を用いて説明する。
図５は、本実施形態による容量素子の構造を示す断面図である。なお、第１実施形態によ
る容量素子及びその製造方法と同一の構成要素については同一の符号を付し説明を省略或
いは簡略にする。
【００４３】
本実施形態による容量素子は、第１実施形態による容量素子の中継用配線層２０ａ、２０
ｂ、２０ｃと中間配線層１６ａ、１６ｂとの間に、配線層を一層追加し、下層電極２２に
対してアレイ状の配線パターンからなる配線容量を形成したものである。
【００４４】
すなわち、中継用配線層２０ａ、２０ｂ、２０ｃには、ビア層１８ａ、１８ｂ、１８ｃを
介して、配線層４１ａ、４１ｂ、４１ｃが接続されている。
【００４５】
配線層４１ａのいずれかに、ビア層４２ａを介して中間配線層１６ａが接続している。配
線層４１ｂは、ビア層４２ｂを介して中間配線層１６ｂに接続している。また、下部配線
層１４には、中間配線層１６ａに接続していない配線層４１ａに対向するように、中間配
線層１６ｃがビア層２９ａを介して接続されている。中継用配線層２０ａと配線層４１ａ
と中間配線層１６ｃとはほぼ同一の面積を有している。また、配線層４１ａと中間配線層
１６ｃとは層間絶縁膜１２を介して対向している。
【００４６】
このように、本実施形態による容量素子は、中継用配線層２０ａ及び配線層４１ａと、中
間配線層１６ｃとからなるアレイ状の配線パターンが配線間容量をなしていることに主た
る特徴がある。このように、ＭＩＭ容量の下層電極２２と下部配線層１４との間にアレイ
状の配線パターンからなる配線間容量を形成することにより、これらがＭＩＭ容量に対し
て一定比率の容量となるため、ＭＩＭ容量の精度の低下を防止することができる。
【００４７】
本実施形態による容量素子は、第１実施形態による容量素子の製造方法において、中継用
配線層２０ａ、２０ｂ、２０ｃを形成する工程の前段に、配線層４１ａ、４１ｂ、４１ｃ
を形成する工程を追加することにより製造することができる。なお、中間配線層１６ａ、
１６ｂを製造する際に、ビア層２９ａを介して下部配線層１４に接続され、配線層４１ａ
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に対向する中間配線層１６ｃを同時に形成する必要がある。
【００４８】
このように、本実施形態によれば、ＭＩＭ容量の下層電極２２及び上層電極２４を配線類
により上下側方から被うので、寄生容量が生じるのを防止することができ、また、外来ノ
イズを遮断することができる。さらに、下層電極２２に対してアレイ状の配線間容量を形
成するので、より精度の高い容量を実現することができる。
【００４９】
なお、上記実施形態では、中継用配線層２０ａ及び配線層４１ａとの２層とからなるアレ
イ状の配線パターンを形成していたが、配線層４１ａのみならず複数の配線層を追加して
アレイ状の配線パターンを構成してもよい。
【００５０】
この際、追加する複数の配線層及び配線層間のビア層を、同じ配線マスク及び同じビアマ
スクを用いたリソグラフィー技術により、配線層及びビア層を積み重ねて形成してもよい
。こうすることで、簡単にアレイ状の配線パターンを形成することができる。
【００５１】
また、配線間容量を形成する中継用配線層２０ａ及び配線層４１ａと対向する中間配線層
１６ｃの組み合わせの数は、下層電極の面積に比例するように設定することが望ましい。
これにより、より正確に容量を算出することができ、より精度の高いＭＩＭ容量を得るこ
とができる。
【００５２】
［第３実施形態］
本発明の第３実施形態による容量素子及びその製造方法について図６乃至図９を用いて説
明する。図６は、本実施形態による容量素子の構造を示す概略図、図７乃至図９は、本実
施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図である。なお、第１実施形態による容
量素子及びその製造方法と同一の構成要素については同一の符号を付し説明を省略或いは
簡略にする。
【００５３】
まず、本実施形態による容量素子について図６を用いて説明する。図６（ａ）は、本実施
形態による容量素子の構造を示す断面図、図６（ｂ）は、本実施形態による容量素子の構
造を示す上面図である。図６（ａ）では、第１実施形態と同様に、本実施形態による容量
素子をサンプル・アンド・ホールド回路に適用した場合を示している。なお、図６（ａ）
は、図６（ｂ）のＡ－Ａ′線断面を示している。
【００５４】
本実施形態による容量素子では、基板１０上に、層間絶縁膜１２を介してＭＩＭ容量の下
層電極として機能する下層電極兼下部配線層４４が形成されている。下層電極兼下部配線
層４４の上には、層間絶縁膜１２を介してＭＩＭ容量の上層電極４６が形成されている。
上層電極４６上には、層間絶縁膜１２を介して中間配線層５０が形成されている。上層電
極４６と中間配線層５０とは、ビア層４８を介して電気的に接続されている。
【００５５】
中間配線層５０上には、層間絶縁膜１２を介して上部配線層５２が形成されている。上部
配線層５２は、ビア層５４、中間配線層５６、ビア層５８を介して下層電極兼下部配線層
４４に電気的に接続されている。中間配線層５６は、中間配線層５０と同層に形成されて
いる。
【００５６】
図６（ａ）に示すように、第１実施形態と同様に、サンプル・アンド・ホールド回路の容
量３８として、上記構造を有する本実施形態による容量素子が用いられる。すなわち、サ
ンプル・アンド・ホールド回路において、本実施形態による容量素子の中間配線層５０が
ノード３６に接続され、下層電極兼下部配線層４４に電気的に接続している上部配線層５
２が、接地され電位が常時固定される側となっている。
【００５７】
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本実施形態による容量素子は、上層電極４６の上側に、下層電極兼下部配線層４４に接続
され、下層電極兼下部配線層４４とともにＭＩＭ容量の上層電極４６を挟む上部配線層５
２を有することに主たる特徴がある。このように、下層電極兼下部配線層４４と上部配線
層５２とにより上層電極４６を挟む構造とすることにより、寄生容量が生ずるのを抑える
ことができる。また、上部配線層５２がシールドとして機能し、外来のノイズから上層電
極４６を遮断することができる。
【００５８】
次に、本実施形態による容量素子の製造方法について図７乃至９を用いて説明する。
【００５９】
まず、基板１０上に層間絶縁膜１２を形成する。次いで、層間絶縁膜１２上に、例えばア
ルミニウム膜を形成する。次いで、形成したアルミニウム膜を通常のリソグラフィー技術
により、ＭＩＭ容量の下層電極及び配線として機能する下層電極兼下部配線層４４にパタ
ーニングする（図７（ａ））。
【００６０】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２と窒化チタン膜６０とを順次形成する（図７（ｂ））。
【００６１】
次いで、通常のリソグラフィー技術により、層間絶縁膜１２及び窒化チタン膜６０をパタ
ーニングし、層間絶縁膜１２を介して下層電極兼下部配線層４４に対向する上層電極４６
を形成する（図７（ｃ））。
【００６２】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中に、上層電極４６に達する
ビアホール６２と、下層電極兼下部配線層４４に達するビアホール６４とを形成する（図
７（ｄ））。
【００６３】
次いで、全面に金属膜を形成しビアホール６２、４４に金属膜を埋め込む。次いで、ＣＭ
Ｐにより、ビアホール６２、４４に埋め込まれたもの以外の余分な金属膜を除去する。こ
うして、上層電極４６に電気的に接続するビア層４８と、下層電極兼下部配線層４４に電
気的に接続するビア層５４とを形成する（図８（ａ））。
【００６４】
次いで、全面に、例えばアルミニウム膜を形成する。次いで、通常のリソグラフィー技術
により、形成したアルミニウム膜を各ビア層４８、５４に接続する中間配線層５０、５６
にパターニングする（図８（ｂ））。
【００６５】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、下層電極兼下部配線層４４に接続する中間配
線層５６に達するビアホール６６を形成する（図８（ｃ））。
【００６６】
次いで、全面に、金属膜を形成しビアホール６６に金属膜を埋め込む。次いで、ＣＭＰに
より、ビアホール６６に埋め込まれたもの以外の余分な金属膜を除去する。こうして、中
間配線層５６に電気的に接続するビア層５８を形成する（図９（ａ））。
【００６７】
次いで、全面に、例えばアルミニウム膜を形成し、通常のリソグラフィー技術により、ア
ルミニウム膜をビア層５８に接続する上部配線層５２にパターニングする（図９（ｂ））
。
【００６８】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、本実施形態による容量素子の製造を終了する
（図９（ｃ））。
【００６９】
このように、本実施形態によれば、ＭＩＭ容量の上層電極４６を下層電極兼下部配線層４
４と、下層電極兼下部配線層４４に電気的に接続された上部配線層５２とにより被うので
、寄生容量が生じるのを防止することができ、また、外来ノイズを遮断することができる
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。
【００７０】
なお、第１実施形態において、ビア層２６ｃ及び中継用配線層２０ｃを、下層電極２２及
び上層電極２４の周囲と囲むように複数形成していたように、本実施形態においても、下
層電極兼下部配線層４４に接続されたビア層等を上層電極４６の周囲を囲むように複数形
成してもよい。こうすることで、より効果的に外来ノイズを遮断することができる。
【００７１】
［第４実施形態］
本発明の第４実施形態による容量素子及びその製造方法について図１０乃至図１２を用い
て説明する。図１０は、本実施形態による容量素子の構造を示す概略図、図１１及び図１
２は、本実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図である。なお、第１乃至第
３実施形態による容量素子及びその製造方法と同一の構成要素については同一の符号を付
し説明を省略或いは簡略にする。
【００７２】
まず、本実施形態による容量素子について図１０を用いて説明する。図１０（ａ）は、本
実施形態による容量素子の構造を示す断面図、図１０（ｂ）は、本実施形態による容量素
子の構造を示す上面図である。図１０（ａ）では、第１実施形態と同様に、本実施形態に
よる容量素子をサンプル・アンド・ホールド回路に適用した場合を示している。なお、図
１０（ａ）は、図１０（ｂ）のＡ－Ａ′線断面を示している。
【００７３】
本実施形態による容量素子では、図１０（ａ）に示すように、基板１０上に層間絶縁膜１
２を介して下部配線層６８が形成されている。下部配線層６８上には、層間絶縁膜１２を
介してＭＩＭ容量の下層電極７０が形成されている。下部配線層６８と下層電極７０とは
、ビア層７２、中継用配線層７４を介して電気的に接続されている。
【００７４】
下層電極７０上には、層間絶縁膜１２を介してＭＩＭ容量の上層電極４６が形成されてい
る。上層電極４６上には、層間絶縁膜１２を介して中間配線層５０が形成されている。上
層電極４６と中間配線層５０とは、ビア層４８を介して電気的に接続されている。
【００７５】
中間配線層５０の上には、層間絶縁膜１２を介して上部配線層５２が形成されている。上
部配線層５２は、ビア層７６、中継用配線層７８、ビア層８０、中間配線層５６、ビア層
５８を介して下部配線層６８に電気的に接続されている。中継用配線層７８は、中継用配
線層７４と同層に形成されている。中間配線層５６は、中間配線層５０と同層に形成され
ている。
【００７６】
サンプル・アンド・ホールド回路においては、第３実施形態と同様に、中間配線層５０が
ノード３６に接続され、下層電極７０に接続する上部配線層５２が、接地され電位が固定
される側となっている。
【００７７】
本実施形態による容量素子は、上層電極４６の上側に、下部配線層６８に電気的に接続さ
れ、下部配線層６８とともにＭＩＭ容量の上層電極４６を挟む上部配線層５２を有するこ
とに主たる特徴がある。このように、下部配線層６８と上部配線層５２とにより上層電極
４６を挟む構造とすることにより、寄生容量が生ずるのを抑えることができる。また、上
部配線層５２がシールドとして機能し、外来のノイズから上層電極４６を遮断することが
できる。
【００７８】
次に、本実施形態による容量素子の製造方法について図１１及び図１２を用いて説明する
。
【００７９】
まず、基板１０上に層間絶縁膜１２を形成する。次いで、層間絶縁膜１２上に、例えばア
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ルミニウム膜を形成する。次いで、形成したアルミニウム膜を通常のリソグラフィー技術
により、下部配線層６８にパターニングする（図１１（ａ））。
【００８０】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中に下部配線層６８に達する
ビアホールを形成する。次いで、全面に、金属膜を形成しビアホール中に金属膜を埋め込
む。次いで、ＣＭＰにより、ビアホールに埋め込まれたもの以外の余分な金属膜を除去す
る。こうして、下部配線層６８に電気的に接続するビア層７２、７６を形成する（図１１
（ｂ））。
【００８１】
次いで、銅配線プロセスに適用されるダマシン法を用いて中継用配線層７４、７８を形成
する。すなわち、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中にビア層７２、７
６に達する溝を形成する。次いで、全面に例えば銅膜を形成し溝中に銅膜を埋め込む。次
いで、ＣＭＰにより、溝に埋め込まれたもの以外の余分な銅膜を除去する。こうして、ビ
ア層７２、７６に電気的に接続する中継用配線層７４、７８を形成する（図１１（ｃ））
。
【００８２】
次いで、全面に、窒化チタン膜８２ａ、層間絶縁膜１２、窒化チタン膜８２ｂを順次形成
する。（図１１（ｄ））。
【００８３】
次いで、通常のリソグラフィー技術により、積層された窒化チタン膜８２ａ、層間絶縁膜
１２、窒化チタン膜８２ｂをパターニングし、溝に埋め込まれた中継用配線層７４と接触
する下層電極７０と、層間絶縁膜１２を介して下層電極７０に対向する上層電極４６とを
形成する（図１２（ａ））。
【００８４】
次いで、全面に、層間絶縁膜１２を形成し、層間絶縁膜１２中に上層電極４６に達するビ
アホールと、中継用配線層７８に達するビアホールとを形成する。次いで、全面に金属膜
を形成しビアホールに金属膜を埋め込む。次いで、ＣＭＰにより、ビアホールに埋め込ま
れたもの以外の余分な金属膜を除去する。こうして、上層電極４６に電気的に接続するビ
ア層４８と、中継用配線層７８に電気的に接続するビア層８０とを形成する（図１２（ｂ
））。
【００８５】
次いで、第１実施形態と同様に、ビア層４８に接続する中間配線層５０と、ビア層８０に
接続する中間配線層５６とを形成する。次いで、全面に層間絶縁膜１２を形成した後、中
間配線層５６にビア層５８を介して接続する上部配線層５２を形成する。次いで、全面に
層間絶縁膜１２を形成し、本実施形態による容量素子の製造を終了する（図１２（ｃ））
。
【００８６】
このように、本実施形態によれば、ＭＩＭ容量の上層電極４６を下部配線層６８と、下部
配線層６８に電気的に接続する上部配線層５２とにより被うので、寄生容量が生じるのを
防止することができ、また、外来ノイズを遮断することができる。
【００８７】
［変形実施形態］
本発明の上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【００８８】
例えば、上記実施形態では、下部配線層１４や、中間配線層１６ａ、１６ｂ、上部配線層
２８、下層電極兼下部配線層４４、中間配線層５０、上部配線層５２、中間配線層５６、
下部配線層６８等の配線層を、通常のリソグラフィー技術によりアルミニウム配線として
形成していたが、これら配線層を、ダマシン法により銅配線として形成してもよい。
【００８９】
また、上記実施形態では、本発明による容量素子をサンプル・アンド・ホールド回路に適
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用した場合を示していたが、適用可能な回路はサンプル・アンド・ホールド回路に限定さ
れるものではない。他の回路に適用する場合においても、サンプル・アンド・ホールド回
路に適用した場合と同様に電位等を考慮して、上層電極及び下層電極の接続を決定するこ
とが望ましい。
【００９０】
以上詳述したように、本発明による容量素子及びその製造方法の特徴をまとめると以下の
通りになる。
【００９１】
（付記１）　基板上に第１の絶縁膜を介して形成された下層電極と、前記下層電極に対し
て第２の絶縁膜を介して対向する上層電極と、前記基板と前記下層電極の間に形成され、
前記上層電極に電気的に接続された下部配線層とを有することを特徴とする容量素子。
【００９２】
（付記２）　付記１記載の容量素子において、前記上層電極に電気的に接続され、前記下
層電極を側方から被うように形成された側部配線層を更に有することを特徴とする容量素
子。
【００９３】
（付記３）　付記１又は２記載の容量素子において、前記下層電極と前記下部配線層との
間に、前記下層電極に接続された第１の配線パターンと、前記第１の配線パターンに対向
し、前記下部配線層に接続された第２の配線パターンとを更に有することを特徴とする容
量素子。
【００９４】
（付記４）　付記３記載の容量素子において、前記第１の配線パターンは、複数の配線容
量用配線層がアレイ状に配列されたものであり、前記第２の配線パターンは、前記第１の
配線パターンの配線容量用配線層の各々に対向するように配列された複数の配線容量用配
線層がアレイ状に配列されたものであることを特徴とする容量素子。
【００９５】
（付記５）　基板上に第１の絶縁膜を介して形成された下層電極と、前記下層電極に対し
て第２の絶縁膜を介して対向する上層電極と、前記基板と前記下層電極の間に形成され、
前記下層電極に電気的に接続された下部配線層と、前記上層電極上に第３の絶縁膜を介し
て形成され、前記下部配線層に電気的に接続された上部配線層とを有することを特徴とす
る容量素子。
【００９６】
（付記６）　付記５記載の容量素子において、前記下層電極に電気的に接続され、前記下
層電極を側方から被うように形成された側部配線層を更に有することを特徴とする容量素
子。
【００９７】
　（付記７）　基板上に第１の絶縁膜を介して下層電極を形成する工程と、前記下層電極
に対して第２の絶縁膜を介して対向する上層電極を形成する工程とを有する容量素子の

方法であって、前記基板と前記下層電極の間に、前記上層電極に電気的に接続された下
部配線層を形成する工程を更に有することを特徴とする容量素子の 方法。
【００９８】
　（付記８）　付記７記載の容量素子の 方法において、前記上層電極に電気的に接続
され、前記下層電極を側方から被う側部配線層を形成する工程を更に有することを特徴と
する容量素子の 方法。
【００９９】
（付記９）　付記７又は８記載の容量素子の製造方法において、前記下層電極と前記下部
配線層との間に、前記下層電極に接続された第１の配線パターンを形成する工程と、前記
第１の配線パターンに対向し、前記下部配線層に接続された第２の配線パターンとを形成
する工程とを更に有することを特徴とする容量素子の製造方法。
【０１００】
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（付記１０）　付記９記載の容量素子の製造方法において、複数の配線容量用配線層をア
レイ状に配列するように形成して前記第１の配線パターンを形成し、前記第１の配線パタ
ーンの配線容量用配線層の各々に対向するように、複数の配線容量用配線層をアレイ状に
配列するように形成して前記第２の配線パターンを形成することを特徴とする容量素子の
製造方法。
【０１０１】
（付記１１）　付記９又は１０記載の容量素子の製造方法において、前記第１の配線パタ
ーン及び前記第２の配線パターンの形成には、同一の配線形成用マスク及びビア形成用マ
スクを用いることを特徴とする容量素子の製造方法。
【０１０２】
（付記１２）　基板上に第１の絶縁膜を介して下層電極を形成する工程と、前記下層電極
に対して第２の絶縁膜を介して対向する上層電極を形成する工程と、前記基板と前記下層
電極の間に、前記下層電極に電気的に接続された下部配線層を形成する工程と、前記上層
電極上に第３の絶縁膜を介して、前記下部配線層に電気的に接続された上部配線層を形成
する工程とを有することを特徴とする容量素子の製造方法。
【０１０３】
（付記１３）　付記１２記載の容量素子の製造方法において、前記下層電極に電気的に接
続され、前記下層電極を側方から被う側部配線層を形成する工程を更に有することを特徴
とする容量素子の製造方法。
【０１０４】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によれば、基板上に第１の絶縁膜を介して形成された下層電極と、下
層電極に対して第２の絶縁膜を介して対向する上層電極と、基板と下層電極の間に形成さ
れ、上層電極に電気的に接続された下部配線層とを有するので、容量の精度低下や無駄な
消費電力等の原因となる寄生容量を従来のものに比べて大幅に低減することができ、また
、外部ノイズを遮蔽することができる。
【０１０５】
また、基板上に第１の絶縁膜を介して形成された下層電極と、下層電極に対して第２の絶
縁膜を介して対向する上層電極と、基板と前記下層電極の間に形成され、下層電極に電気
的に接続された下部配線層と、上層電極上に第３の絶縁膜を介して形成され、下部配線層
に電気的に接続された上部配線層とを有するので、同様に寄生容量を大幅に低減すること
ができ、また、外来ノイズを遮蔽することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態による容量素子の構造を示す概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その１）で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その２）で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その３）で
ある。
【図５】本発明の第２実施形態による容量素子の構造を示す断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態による容量素子の構造を示す概略図である。
【図７】本発明の第３実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その１）で
ある。
【図８】本発明の第３実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その２）で
ある。
【図９】本発明の第３実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その３）で
ある。
【図１０】本発明の第４実施形態による容量素子の構造を示す概略図である。
【図１１】本発明の第４実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その１）
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である。
【図１２】本発明の第４実施形態による容量素子の製造方法を示す工程断面図（その２）
である。
【図１３】従来の容量素子の構造を示す概略図である。
【図１４】従来の容量素子をサンプリング・アンド・ホールド回路に適用した場合を示す
概略図である。
【符号の説明】
１０…基板
１２…層間絶縁膜
１４…下部配線層
１６ａ、１６ｂ、１６ｃ…中間配線層
１８ａ、１８ｂ、１８ｃ…ビア層
２０ａ、２０ｂ、２０ｃ…中継用配線層
２２…下層電極
２４…上層電極
２６ａ、２６ｂ、２６ｃ…ビア層
２８…上部配線層
２９、２９ａ…ビア層
３０…入力部
３２…出力部
３４…スイッチ
３６…ノード
３８…容量
４０ａ、４０ｂ…窒化チタン膜
４１ａ、４１ｂ、４１ｃ…配線層
４２ａ、４２ｂ…ビア層
４４…下層電極兼下部配線層
４６…上層電極
４８…ビア層
５０…中間配線層
５２…上部配線層
５４…ビア層
５６…中間配線層
５８…ビア層
６０…窒化チタン膜
６２…ビアホール
６４…ビアホール
６６…ビアホール
６８…下部配線層
７０…下層電極
７２…ビア層
７４…中継用配線層
７６…ビア層
７８…中継用配線層
８０…ビア層
８２ａ、８２ｂ…窒化チタン膜
１００…シリコン基板
１０２…層間絶縁膜
１０４…下層電極
１０６…上層電極
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１０８…下層電極
１１０…上層電極
１１２…入力部
１１４…出力部
１１６…スイッチ
１１８…ノード
１２０…容量
１２２…基板
１２４…層間絶縁膜
１２６…下層電極兼下部配線層
１２８…上層電極
１３０…ビア層
１３２…上部配線層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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