
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁膜中に形成された銅配線の上を覆う配線保護 備えた半導体装置において、配線
保護膜が

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
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膜を
コバルトを主成分としタングステン及びボロンを含有するコバルト合金膜であり

、該コバルト合金膜はパラジウムを含まない

前記銅配線の側面及び底面を囲むバリヤ膜を有し、バリヤ膜がコバルトを主成分としタ
ングステン及びボロンを含有するコバルト合金膜であることを特徴とする請求項１記載の
半導体装置。

前記銅配線は絶縁膜中に多層に形成されていることを特徴とする請求項１記載の半導体
装置。

下層の銅配線と上層の銅配線とは前記コバルト合金膜を介して電気的接続が確保されて
いることを特徴とする請求項３記載の半導体装置。

前記銅配線は絶縁膜中に多層に形成され、上層の銅配線は少なくとも一部がバリヤ層を
介して下層の銅配線と電気的接続が確保されていることを特徴とする請求項２記載の半導
体装置。



　配線保護膜が形成されている以外の絶縁 の表面にはエッチストップ層となる絶縁膜が
配置されていることを特徴とする請求項１ないし いずれか記載の半導体装置。
【請求項７】
　 は誘電率が３以下であることを特徴とする請求項１ないし いずれか記載の
半導体装置。
【請求項８】
　前記コバルト合金膜の膜厚 100nm以下であり、コバルトの含有率は 50～ 95(atomic%)で
あり ングステ 1～ 40(atomic%)であり、ボロンが 0.1～ 10(atomic%)の範囲 ある請
求項１ないし いずれか記載の半導体装置。
【請求項９】
　絶縁膜中に形成された銅配線の上を覆う配線保護膜を備えた半導体装置の製造方法であ
って、当該配線保護膜を、 無電解めっき法により、コ
バルトを主成分としタングステン及びボロンを含有するコバルト合金膜を形成 ことを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　銅配線を無電解銅めっきにより形成する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１１】
　前記コバルト合金膜の膜厚 100nm以下であり、コバルトの含有率は 50～ 95(atomic%)で
あり ングステ 1～ 40(atomic%)であり、ボロンが 0.1～ 10(atomic%)の範囲 ある請
求項 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】
本発明は半導体装置および製造方法、特に、銅を配線材料とした配線構造を有し、該銅配
線の周囲、すなわち、銅配線の上を覆う配線保護膜および銅配線の側面および底面を囲む
バリヤ膜を有する構成を基本構成として持つ半導体装置およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の高集積化と高機能化を達成するためにデバイスの動作速度の向上が要求され
ており、これに伴いＬＳＩの内部配線の微細化、多層化が進んでいる。配線の微細化、多
層化は配線抵抗の増加や配線間容量を増加させ、配線における信号伝達速度に影響を与え
る。この遅延時間により、高速化が制限を受けることから、層間絶縁膜を低誘電率化して
配線間容量を抑えると共に、配線材料を低抵抗化して配線抵抗を低下させることで、上記
動作速度の向上が図られることになる。
【０００３】
そこで、比抵抗が 1.7μΩ cmと低い銅を配線材料に用いることが検討されている。銅配線
の形成手法として、デュアルダマシン（ Dual Damasscene）法が注目されている。デュア
ルダマシン法の例を以下に説明する（図 12を参照）。
【０００４】
基板（この例では、下層配線 2bを持つ下層配線層 10aであり、全面に絶縁性の配線保護膜
８を備える）（図 12▲１▼）上に絶縁膜４を形成し（図 12▲２▼）、該絶縁膜 4に対して
配線を埋め込む配線用溝 7と上下の配線間を結ぶ接続孔 10とを形成する。下層配線層 10ａ
と絶縁膜４との間には絶縁性の配線保護膜８があるので、接続孔 10の底では配線保護膜８
が除去される (図 12▲３▼ )。次に、配線用溝７および接続孔 10の双方にバリア膜３を形成
後（図 12▲４▼）、そこにシード層５を形成し (図 12▲５▼ )、配線材料６で埋め込む（図
12▲６▼）。続いてＣＭＰ (Chemical Mechanical Polishing：化学機械研磨 )で配線材料
６の余剰部分を削り、上層の配線２および接続孔 10内の配線プラグ 11を同時に形成する（
図 12▲７▼）。次に配線２と絶縁層４を覆うように前記した配線保護膜８を形成する（図
12▲８▼ )。このデュアルダマシン法によると、配線２と配線プラグ 11とを一度に形成す
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ることができるので、プロセスコストを大幅に低減できる。
【０００５】
ところで、銅は絶縁膜４と反応したり、絶縁膜中へ拡散したりするため、配線信頼性を確
保するために銅配線２と絶縁膜４の間に、前記のように、絶縁性の配線保護膜８やバリヤ
膜３が必要となる。従来はバリヤ膜３として銅拡散防止可能な窒化チタン、窒化タンタル
、窒化タングステン等の窒化金属、およびタンタル、タングステンなどの高融点金属とそ
の合金が用いられてきた。一方、銅配線２の上の配線保護膜８として、絶縁性のシリコン
窒化膜 (SiN)が用いられてきた。
【０００６】
しかし、 SiNは比誘電率が 7.0～ 9.0であり、例えば SiO2絶縁膜と比較して 2倍程度も高い誘
電性を示す材料である。そのため、微細配線パターンにおける配線間の電気容量低減を阻
害する原因となっていた。このような問題に対し、配線上面の配線保護膜として導電膜を
形成することで電気容量の低減が可能となる。
【０００７】
USPat.No.5695810では、コバルト－タングステン－リン導電膜を無電解めっきにより配線
保護膜として形成することが示されている。コバルト－タングステン－リン無電解めっき
は還元剤として次亜リン酸ナトリウムが一般的に用いられる。次亜リン酸ナトリウムは銅
上で反応が進行しない不活性な還元剤であるために、銅上へ直接めっきできないことが知
られている（例えば G.O.Mallory, J.B.Hajdu, "Electroless Plating－ Fundamentals&App
locations－ ", American Electroplaters And Surface Finishers Society, Florida, pa
ge 318, 1990)。そのため、銅配線上にパラジウムなどのシード層を付与した後に、無電
解めっきにより前記コバルト－タングステン－リン膜を形成することが必要となる。その
場合、パラジウムは配線層を形成する銅と反応して銅の抵抗が増大する恐れがある。また
、配線以外の絶縁物上へのパラジウム付着が起き、前記コバルト－タングステン－リン膜
が配線以外の絶縁物上に形成される恐れがある。このため、微細な配線を形成する際に要
求される配線間の絶縁性が低下するという問題がある。
【０００８】
また、特開平 11-16906号公報には、コバルト含有無電解めっきを酸化防止膜として用いる
方法が示されている。しかし、該方法で得られるコバルト含有膜は銅の拡散防止膜として
は、その防止能力が不十分であり半導体装置の形成工程および形成後の熱処理を行うとコ
バルト含有膜を経由して銅が SiO2中へ拡散してしまうという問題がある。
【０００９】
特開平 6-120674号公報には、回路基板の製造において、配線導体を設けた配線基盤の表面
にタングステン－コバルト－ホウ素（ボロン）との合金を主成分とする中間金属膜を形成
し、そこに銅からなる回路導体を被着させる方法が記載されている。しかし、このタング
ステン－コバルト－ホウ素（ボロン）との合金を主成分とする中間金属膜は、回路基板表
面にあるタングステンあるいはモリブデンの配線導体と、その表面に形成された銅の回路
導体との密着性を向上させる目的のものであり、銅配線と絶縁物との間の配線保護膜とし
て機能するものではない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、従来配線保護膜として用いられてきた SiNは絶縁性であり比誘電率が高く
、配線間の電気容量低減を妨げる原因となっている。この問題を解決するためには、電気
容量低減が可能である金属材料で配線保護膜を形成すればよい。しかし、従来配線保護膜
として知られている窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステン等の窒化金属、および
タンタル、タングステンなどの高融点金属とその合金は、銅配線上のみへ選択的に形成す
ることができない。配線間の短絡を避けるためには、パターニング、エッチングなどの複
雑な工程が必要となり、配線形成の精度や信頼性の低下などを招く要因となってしまう。
このように、金属材料で配線保護膜を形成するにあたっては、
【００１１】
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(i)　銅配線の信頼性を得るために、熱処理を行った際に銅配線を酸化させることがなく
、銅の拡散を防止可能である金属材料を形成する、および、
(ii)　上記 (i)で示した金属材料を銅配線上のみへ選択的な形成する
という２点の課題があり、これらの課題を両方とも解決できる形成方法が必要である。ま
た、バリヤ膜として窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステン等の窒化金属、および
タンタル、タングステンなどの高融点金属とその合金を用いる場合には、抵抗が大きいの
で、銅めっきを行うためには、シード層を形成する必要がある。特に、給電層としても機
能するバリヤ膜が形成可能であれば、バリヤ膜上に直接電気銅めっきを行い導電性の膜（
銅配線膜）を成膜できるので有効である。特に無電解めっき法により導電性のバリヤ膜を
形成する場合は、配線用の複雑な形状であっても均一にバリヤ膜を成膜でき、電気銅めっ
きのシード層として機能するので有効である。しかしながら、現時点において、これらの
条件を満たす配線保護膜あるいはバリア膜は知られていない。
【００１２】
本発明の目的は、以上の従来技術の問題を解決することにあり、より具体的には、銅配線
の酸化による抵抗の上昇や、銅の拡散による銅配線および素子の信頼性の低下を防止する
と共に、複雑な形状であっても均一に銅配線膜を成膜できるのできる銅配線保護膜および
／またはバリヤ膜を有する半導体装置およびその形成方法を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の半導体装置は、絶縁膜中に形成された銅配線の上
を覆う配線保護膜および銅配線の側面および底面を囲むバリヤ膜を備えた半導体装置にお
いて、配線保護膜およびバリヤ膜の双方またはいずれか一方が、 (1)コバルト、 (2)クロム
、モリブデン、タングステン、レニウム、タリウム、リンのうち少なくとも一種、および
、 (3)ボロンを含有するコバルト合金膜により形成されていることを特徴とする。
【００１４】
また、本発明の半導体装置は、上記において、さらに、絶縁膜中に銅配線が多層に形成さ
れており、配線保護膜およびバリヤ膜が、 (1)コバルト、 (2)クロム、モリブデン、タング
ステン、レニウム、タリウム、リンのうち少なくとも一種、および、 (3)ボロンを含有す
るコバルト合金膜により覆われており、下層の銅配線と上層の銅配線とは前記コバルト合
金膜を介して電気的接続が確保されていることを特徴とする。
【００１５】
他の態様において、本発明の半導体装置は、配線保護膜が形成されている以外の絶縁層表
面にエッチストップ層となる絶縁膜がさらに配置されていることを特徴とする。このよう
なエッチストップ層を全面に配置しておくことにより、半導体装置の製造過程においての
エッチング制御が容易となる。
【００１６】
本発明は、さらに、絶縁膜中に形成された銅配線の上を覆う配線保護膜および銅配線の側
面および底面を囲むバリヤ膜を備えた半導体装置の製造方法であって、当該配線保護膜お
よびバリヤ膜の双方またはいずれか一方を、 (1)コバルト、 (2)クロム、モリブデン、タン
グステン、レニウム、タリウム、リンのうち少なくとも一種、および、 (3)ボロンを含有
するコバルト合金膜として形成されることを特徴とする半導体装置の製造方法も開示する
。
【００１７】
本発明によれば、導電性のコバルト合金膜による配線保護膜を形成することにより、銅配
線の酸化による抵抗の上昇や、銅の拡散による銅配線および素子の信頼性の低下を防止す
ることができ、かつ、配線保護膜を銅配線上のみへ選択的に形成することが可能となる。
また、導電性である上記コバルト合金膜によりバリヤ膜を形成する場合には、給電層が不
要でありバリヤ膜上に直接銅を電気めっきできるため、ボイドの形成という問題を解決す
ることが可能であり、シード層を形成する作業も省略できる。
【００１８】
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本発明において、好ましくは、前記コバルト合金膜、すなわち配線保護膜および／または
バリヤ膜の膜厚は 100nm以下であり、主成分であるコバルトの含有率は 50～ 95atomic%であ
り、クロム、モリブデン、タングステン、レニウム、タリウム、リンのうち少なくとも一
種が 1～ 40atomic%、ボロンが 0.1～ 10atomic%の範囲の膜が良い。また、このバリヤ膜に酸
素が含まれていてもよい。タングステンを含むコバルト系合金の場合、コバルトが 50～ 95
atomic%、タングステンが 1～ 40atomic%、ボロンが 0～ 10atomic%の範囲の膜で銅のバリヤ
性を確認しており、コバルトが 75～ 90atomic%、タングステンが 10～ 30atomic%、ボロンが
0.1～ 4atomic%の範囲の膜がよい。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による半導体装置およびその製造方法の好ましい実施の形態を図面を参照し
ながら説明する。本発明の半導体装置は、基本的に、以下の工程により作製される（図１
を参照）。
【００２０】
(a)絶縁層である基板 10ａ（図１▲１▼では下層銅配線２ｂおよび後記する配線保護膜１
ａが既に形成されているが、これに限らない）上に絶縁膜４を形成する工程（図１▲２▼
）
(b)絶縁膜４に配線用溝７や接続孔 10を形成する工程（図１▲３▼）
(c)配線用溝７や接続孔 10のにバリヤ膜３を形成する工程（図１▲４▼）
(d)バリヤ膜３上にシード層５を形成する工程（図１▲５▼）
(e)配線用溝７、孔１０に銅６を埋め込む工程（図１▲６▼）
(f)配線用溝７や孔１０以外の絶縁膜４上に成膜された銅６を除去することにより、銅配
線２および配線プラグ 11を形成する工程（図１▲７▼）
(g)銅配線２の表面上に配線保護膜１を形成する工程（図１▲８▼）
そして、これらの工程 (a)～工程 (g)を必要回数繰り返し行うことで図２に示すように配線
層が多層（図では４層）に積層された半導体装置が形成される。
【００２１】
絶縁膜４としては、 SiO2、水素化シルセシキオキサン、メチルシロキサンなどの絶縁材料
や各種の低誘電率材料、それらの積層膜を用いることができる。銅配線２は、電気銅めっ
き、無電解銅めっきのいずれでも形成可能である。後記するように、バリヤ膜３として本
発明によるコバルト合金膜を用いる場合には、シード層５を形成する作業は省略でき、か
つ、銅配線２の銅めっきも容易となる。
【００２２】
バリヤ膜３としては、チタン、タンタル、タングステン等の高融点材料あるいはこれらか
らなる合金や、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステンなどの窒化膜を用いること
ができる。また、本発明によるコバルト合金膜を用いることもできる。その場合には、コ
バルト系無電解めっき浴に配線用溝７、孔 10を加工した基板を浸漬することにより形成が
可能となる。
【００２３】
コバルト系無電解めっき浴は、金属塩、還元剤、錯化剤、 pH調整剤、添加剤などからなる
。コバルト塩としては塩化コバルト、硫酸コバルト、硝酸コバルトなどを用いることがで
きる。タングステン塩としてはタングステン酸ナトリウム、タングステン酸アンモニウム
、りんタングステン酸アンモニウム三水和物、タングステン酸アンモニウムパラ五水和物
、りんタングステン酸ナトリウム n水和物、 12タングストけい酸 26水、タングステン酸、
酸化タングステン、くえん酸ナトリウムタングステン、二けい化タングステン、ほう化タ
ングステンなどを用いることができ、タングステン酸ナトリウム、タングステン酸アンモ
ニウム、タングステン酸、くえん酸ナトリウムタングステンなどが好適である。モリブデ
ン塩としてはモリブデン酸、塩化モリブデン、モリブデン酸カリウム、モリブデン酸二ナ
トリウム二水和物、モリブデン酸アンモニウム、けい化モリブデン酸 n水和物、酸化モリ
ブデンアセチルアセトナート、りんモリブデン酸ナトリウム n水和物、ほう化モリブデン
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などを用いることができる。クロム塩としてはクロム酸アンモニウム、硫酸アンモニウム
クロム 12水、塩化クロム六水和物、硫酸クロム n水和物、酸化クロム、ほう化クロム、二
クロム酸ナトリウム二水和物などを用いることができる。レニウム塩としては過レニウム
酸アンモニウム、ヘキサクロロレニウム酸カリウムなどを用いることができる。タリウム
塩としては硝酸タリウム、ぎ酸タリウム、硫酸タリウム、酸化タリウムなどを用いること
ができる。リンの供給源としてはホスフィン酸ナトリウム一水和物、 3－アミノプロピル
ホスフィン酸、ホスフィン酸などを用いることができる。
【００２４】
還元剤としては、銅配線２上のみへの選択的な配線保護膜形成のために、銅配線２表面お
よびコバルトめっき膜上で反応が進行するヒドラジン、ホウ素化合物がよく、ジメチルア
ミンボラン、ジエチルアミンボラン、アミンボラン、モルホリンボラン、ピリジンボラン
、ピペリジンボラン、エチレンジアミンボラン、エチレンジアミンビスボラン、 t-ブチル
アミンボラン、イミダゾールボラン、メトキシエチルアミンボランおよびホウ水素化ナト
リウムなどを用いることができる。このような還元剤を用いることで、パラジウムなどの
めっき触媒を付与することなく、直接銅配線２上に配線保護膜１を形成することができる
。
【００２５】
錯化剤としては、クエン酸塩、こはく酸塩、マロン酸塩、リンゴ酸塩、酒石酸塩などが適
する。 pH調整のアルカリ液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ
金属水酸化物や、アンモニウム、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム
、コリンなどの有機アルカリがよい。添加剤としては、チオ尿素、サッカリン、ホウ酸、
硝酸タリウム、ポリエチレングリコールなど公知の界面活性剤などを用いればよい。めっ
き液の液温としては 40℃から 90℃がよい。
【００２６】
このコバルト系無電解めっき浴を用いて形成した配線保護膜１は、図示のように銅配線２
上を選択的に覆うこととなる。ここで、配線保護膜１は銅配線２から等方的に成長するた
めに、銅配線２の真上方向のみに成長するのではなく、銅配線２のエッジからバリヤ膜３
又は絶縁膜４上へと配線保護膜１の膜厚と同じ距離だけ成長する。配線保護膜１がバリヤ
膜３よりも薄い場合にはバリヤ膜３上まで成長し、配線保護膜１がバリヤ膜３よりも厚い
場合にはバリヤ膜３を越えて絶縁膜４上へと広がる。また、工程 (c)で形成されたバリヤ
膜３表面でのめっき反応が活性である場合には、図３に示すようにバリヤ膜３のエッジか
ら等方的に絶縁膜４上へとはみ出して形成される。このように配線保護膜は等方的に成長
するために、配線保護膜１のエッジは直角ではなく丸い形状となる。
【００２７】
また、 (f)の工程での過剰研磨により、銅配線２がバリヤ膜３よりも多く削られて銅配線
２がバリヤ膜３よりも凹んだ状態、いわゆるディッシングが生じた場合、銅配線２上のみ
に析出するがバリヤ膜３へは析出しないような選択性を持つコバルト系無電解めっき液を
選定すれば、銅配線２の凹んだ部分の凹みを低減できるようになり好都合である。
【００２８】
（実施例１）
図１に従い、以下の実施例を説明する。直径 200mmシリコン基板上に素子形成を行い下層
銅配線２ｂを形成し（図１▲１▼）、 SiO2絶縁膜４を厚さ 1μｍ形成した（図１▲２▼）
。その後、ドライエッチングにより配線用の溝７と接続孔 10を形成した（図１▲３▼）。
配線用溝７の幅は 0.3μｍとし、接続孔 10の径は直径 0.3μｍとした。次に、バリヤ膜３と
してスパッタ法により Taを 50nm成膜した（図１▲４▼）。続いてシード層５として銅を 15
0nm成膜した（図１▲５▼）。銅シード層５は、銅スパッタ用長距離スパッタ装置 CerausZ
X-1000(日本真空技術社 )を用い、 200～ 400nm/minの速度で成膜を行った。この基板を以下
に示すめっき液に浸漬し、液温 24℃、電流密度 1A/dm2で 5分間電気めっきを施して配線用
溝７および接続孔 10へ銅を埋め込み、銅膜６の形成を行った。アノード電極として含リン
銅を用いた。
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硫酸銅　　　　　　　　　　 0.4mol/dm3

硫酸　　　　　　　　　　　 2.0mol/dm3

塩化物イオン　　　　　　　 1.5× 10- 3 mol/dm3

ミクロファブ Cu2100　　　  10× 10- 3 dm3 /dm3 (日本エレクトロプレイティング・エンジニ
ヤース社製銅めっき添加剤 )
【００２９】
次に化学機械研磨を行った。化学機械研磨には、 IPEC社製 472型化学機械研磨装置で、過
酸化水素を１～２％含むアルミナ分散砥粒とパッド (ロデール社製 IC-1000)を用いた。研
磨圧力を 190g/cm2として、バリヤ膜３まで研磨を行い、配線導体を分離し、銅配線２を形
成した（図１▲７▼）。続いて、５重量％の硫酸中で１分間洗浄し、純水で１分間洗浄し
た。
【００３０】
次に、配線保護膜１を形成するために、以下に示すめっき液に基板を浸漬し、以下のめっ
き条件でコバルト系無電解めっきを施した（図１▲８▼）。その後、基板を純水で洗浄し
た。
塩化コバルト　　　　　　　 0.1mol/dm3

くえん酸三ナトリウム　　　 0.3mol/dm3

ジメチルアミンボラン　　　 0.06mol/dm3

タングステン酸ナトリウム　 0.03mol/dm3

RE610　　　　　　　　　　 0.05g/dm3  (東邦化学製界面活性剤 )
めっき条件
pH　　　　　　　　　　　　 9.5(KOHで調整 )
液温　　　　　　　　　　　 75℃
めっき時間　　　　　　　　 10分
【００３１】
このようにして作製した半導体装置を FIB(focused ion beam)により加工し、配線用溝７
や接続孔 10を含む断面を走査型電子顕微鏡 (以後 SEMと略す )で観察した結果、銅配線２の
表面上に膜厚 80nmのコバルト－タングステン－ボロン合金が均一に析出していた。また、
絶縁膜４上にはコバルト－タングステン－ボロン合金析出が認められなかった。従って、
本実施例のめっき方法によって、銅配線２上のみに配線保護膜１を形成できることが確認
できた。
【００３２】
得られたコバルト合金をオージェ電子分光法により分析した結果、 79atomic%のコバルト
、 20atomic%のタングステン、および１ atomic%のボロンからなる無電解めっき膜であるこ
とが確認された。
【００３３】
次に、半導体装置に２ %水素 /98%ヘリウムガス雰囲気において 500℃ 30分間のアニール処理
を行った。その表面をオージェ電子分光法により測定したところ表面から銅は検出されず
、配線材である銅の拡散は認められなかった。また、熱処理前後の配線抵抗は変化が認め
られず、銅の酸化による配線抵抗の増加は起きていないことが確認できた。
【００３４】
以上から、本実施例の無電解めっき方法によって、配線保護膜１としてコバルト－タング
ステン－ボロン合金を選択的に銅配線２上に形成できた。また、配線保護膜１は銅配線２
の酸化および銅配線２から絶縁膜４中への銅の拡散を防止し、銅配線２の抵抗の増加を抑
えるので、信頼性の高い半導体装置を得ることができた。
【００３５】
(比較例 1)
比較例１として、無電解めっき法によりコバルト－タングステン－リン合金膜の配線保護
膜１を形成した例を示す。コバルト－タングステン－リンめっき液には還元剤として次亜
リン酸ナトリウムを用いるので、銅上でめっき反応は起こらず、銅配線２上に直接めっき
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できない。めっきするためにはパラジウムなどの触媒９をあらかじめ銅配線２上に付与す
る必要がある。めっき前処理として、銅配線２を形成したシリコン基板上に以下のパラジ
ウム触媒化工程を行った。
塩化パラジウム　　　　　　 0.003 mol/dm3

塩酸　　　　　　　　　　　 1× 10- 3  mol/dm3

酢酸　　　　　　　　　　　 0.5 mol/dm3

ふっ酸　　　　　　　　　　 5× 10- 3  mol/dm3

温度　　　　　　　　　　　 24℃
時間　　　　　　　　　　　 10秒
【００３６】
触媒化処理により、パラジウムが平均 50nmの大きさで半導体装置の表面に島状に析出した
。純水中で 1分間洗浄後、表１に示すめっき液に半導体装置を浸漬し、実施例１と同じめ
っき条件でコバルト系無電解めっきを施した。コバルト系無電解めっきを行った後、半導
体装置を純水で洗浄した。
【００３７】
この半導体装置の断面を SEMで観察した結果、表面にはコバルト－タングステン－リン合
金めっき膜が析出していた。このコバルト合金は 84atomic%のコバルト、８ atomic%のタン
グステン、および８ atomic%のリンからなる無電解めっき膜であった。また、半導体装置
の表面は銅配線２上に形成された配線保護膜１以外に、配線間の異常析出部 13（図 10）や
配線間がショートしている箇所 14があった（図 11）。また表面の凹凸が大きくなった。
【００３８】
次に、半導体装置を２ %水素 /98%ヘリウムガス雰囲気において、 400℃ 30分間のアニール処
理を施すと、表面から６ atomic%の銅が検出され、配線材である銅の拡散が認められた。
また、熱処理前後の配線抵抗も 10％の増加を示した。
【００３９】
（実施例２～５）
以下に銅配線２表面上に配線保護膜１としてコバルト－タングステン－ボロン合金を形成
したほかの実施例２～５を説明する。
実施例２では、コバルト系無電解めっき液を表 1に示すようなアンモニアアルカリ性とし
、アルカリ金属塩を含めないめっき液とした。めっき条件は実施例１と同じであるが、酸
性度 (pH)の調製はアンモニウム水で行った。
【００４０】
実施例３では、コバルト系無電解めっき液を表 1に示すような組成比にして、実施例１と
同様に配線保護膜１を形成した。
実施例４では、無電解めっきにより銅配線２を形成し、銅配線２上にコバルト系無電解め
っき法により配線保護膜１を形成した。実施例１と同様にシリコン基板上に素子形成を行
って、配線用溝７と接続孔 10に銅シード層５を形成した（図１▲５▼）後、以下に示す銅
めっき浴に基板を浸漬し銅膜６を形成した。
【００４１】
硫酸銅　　　　　　　　　　　　　　　 0.04 mol/dm3

エチレンジアミン４酢酸 2ナトリウム　  0.1 mol/dm3

ホルムアルデヒド　　　　　　　　　　 0.03 mol/dm3

2,2’ -ビピリジル　　　　　　　　　　 0.0002 mol/dm3

ポリエチレングリコール　　　　　　　 0.03 mol/dm3  (平均分子量 600)
めっき条件
pH　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.5 (水酸化ナトリウムで調整 )
液温　　　　　　　　　　　　　　　　 70℃
【００４２】
その後、化学機械研磨を行い配線導体を分離した。続いて、実施例 1と同様のコバルト系
無電解めっきを施した。
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実施例５では、コバルト系無電解めっき液を表１に示すようにテトラメチルアンモニウム
を用いてアルカリ性とし、アルカリ金属塩を含まないめっき液とした。めっき条件は実施
例１と同じであるが、酸性度 (pH)の調製はテトラメチルアンモニウム水で行った。
【００４３】
以上のようにして作製した実施例２～５の半導体装置の銅配線２上には、コバルト－タン
グステン－ボロン合金が均一に析出していた。また、絶縁膜４上にはコバルト合金析出が
認められなかった。従って、各実施例のめっき方法でも、銅配線２の表面のみに配線保護
膜１を形成できた。
【００４４】
次に、実施例２～４の半導体装置には 400℃、実施例５の半導体装置には 500℃の 30分間ア
ニール処理を２ %水素 /98%ヘリウムガス雰囲気で施した。いずれの実施例においても、そ
れぞれの表面から銅は検出されず、配線材である銅の拡散は認められなかった。オージェ
電子分光法による各実施例の配線保護膜１の元素組成比を表１に示す。
【００４５】
【表１】
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【００４６】
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以上のことから、実施例２～５においても、実施例１と同様に配線保護膜１としてコバル
ト－タングステン－ボロン合金を選択的に銅配線２上に形成でき、信頼性の高い半導体装
置を得ることができた。また、実施例２および５においては、アルカリ金属塩を含まない
めっき液を用いて配線保護膜を形成したことにより、ナトリウムやカリウムなどのアルカ
リ金属による汚染を避けることができた。
【００４７】
（実施例６～１３および比較例２～３）
実施例６～１３では、表２に示す元素組成比で配線保護膜１を作成し、寿命試験を行った
。各実施例の半導体装置は、図１▲１▼～▲８▼の工程を繰り返して、図２に示すように
配線層を４層積層したものである。寿命試験では、 600時間経過後および 1200時間経過後
の配線抵抗の上昇を測定した。
配線形状　　 (a)線幅… 0.3μｍ、 (b)膜厚… 1.0μｍ、 (c)配線長… 2.5mm
試験条件　　 (a)温度… 175℃、 (b)電流密度… 3× 106 A/cm2

【００４８】
配線保護膜１の元素組成比と寿命試験の結果を表２に示す。比較例２として配線保護膜を
形成しない場合の例、および比較例３として比較例 1と同様にコバルト－タングステン－
リン膜を配線保護膜１として形成した場合の例を合わせて表２に示す。
【００４９】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
実施例１３のコバルト－タングステン－ボロン合金膜は酸素を 11%含む。含まれる酸素は
配線保護膜１の形成時に含有されたもので、不純物成分である。他の実施例においても、
より詳細に分析すれば、酸素、炭素、塩素、硫黄、重金属など他の不純物が含有されてい
ると考えられる。しかし、配線抵抗の上昇は比較例２および３に比べてかなり小さい。ま
た、絶縁膜４中に銅は検出されなかった。従って、この酸素を含むコバルト合金膜は配線
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保護膜１として有効である。
【００５１】
表２に示される結果から、実施例６～１３のコバルト－タングステン－ボロン合金の配線
保護膜１は、比較例２～３に比べて配線抵抗の上昇が少なく、絶縁膜４中で銅が検出され
なかった。従って、実施例６～１３の配線保護膜１は長時間にわたって安定であり、銅配
線２の酸化および銅配線２から絶縁膜４中への銅の拡散を防止するので、信頼性の高い半
導体装置を得ることができた。
【００５２】
（実施例１４～２４）
実施例１４～２４では、実施例 1と同様にシリコン基板上に銅配線２を形成し、表３に示
すめっき浴にこの基板を浸漬してコバルト系無電解めっきを施した。めっき条件は実施例
１と同じである。
【００５３】
実施例２４では、絶縁膜４として低誘電率の炭化水素系有機絶縁膜材料を用いた。実施例
１と同様にシリコン基板上に素子形成を行い、有機絶縁膜としてダウケミカル社製の商品
名「ＳｉＬＫ」を基板の上に 300nmの厚さにスピンコートし、これを窒素 (N2 )雰囲気中で
温度 400℃ 30分間の条件で熱処理を行い硬化させた。芳香族を含む炭化水素系有機絶縁膜
材料として、他に、例えば、ダウケミカル社の商品名「 BCB」、アライドシグナル社の商
品名「 FLARE」、シューマッカー社の商品名「 VELOX」などがある。続いて、パターニング
を行い配線用の溝７と接続孔 10を形成し、実施例１と同様に銅配線２の形成から配線保護
膜１の形成、洗浄までを行った。
【００５４】
以上のようにして作製された実施例１４～２４の半導体装置の銅配線２表面上には、膜厚
80nmのコバルト合金が均一に析出していた。また、絶縁膜４上にはコバルト合金析出が認
められなかった。従って、実施例１４～２３のめっき方法でも、銅配線２の表面のみに配
線保護膜１を形成できた。また、実施例２４のように、絶縁膜４の種類によらず、銅配線
２の表面のみに配線保護膜１が形成できた。なお、各実施例の配線保護膜１の元素組成比
を表３に示す。アニール温度は実施例１４，２１が 400℃、実施例１５～１９，２２，２
３が 540℃、実施例２０，２４が 500℃である。
【００５５】
【表３】
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【００５６】
以上のようにして作製した実施例１４～２４の半導体装置に、２ %水素 /98%ヘリウムガス
雰囲気において 400℃、 450℃、 500℃の 30分間アニール処理を施した。 400℃アニール処理
の後には、各実施例の半導体装置の表面から銅は検出されず、表３に示すようにアニール
処理しても配線材である銅の拡散は認められなかった。これにより、実施例１４～２３の
配線保護膜１は、実施例 1の配線保護膜１と比較して耐熱性が低いが、銅配線２形成プロ
セスでの加熱温度 400℃に対しては問題なく銅の拡散を防止できることがわかった。また
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、 400℃の熱処理前後で配線抵抗は変化しておらず、銅の酸化による配線抵抗の増加は起
きていないことが確認できた。
【００５７】
以上のことから、本実施例の無電解めっき方法を用いることで銅配線２の配線保護膜１と
してコバルト－クロム－ボロン合金を銅配線２上に選択的に形成でき、更に銅の酸化およ
び拡散を防止できるので、信頼性が高い半導体装置を得ることができた。
【００５８】
（実施例２５～３５）
実施例２６～３５では、表４に示す元素組成比で配線保護膜１を作成した半導体装置を作
成し、実施例 6と同じ寿命試験を行った。各実施例の半導体装置は、実施例６の半導体装
置と同じ構造である（図４）。なお、実施例２５では、図４の半導体装置において、絶縁
膜４に低誘電率の有機絶縁膜を用いた。有機絶縁膜材料はダウケミカル社製の商品名「 Si
LK」（誘電率は約 2.65）である。
【００５９】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６０】
表４に示される結果から、 (1)コバルト、 (2)クロム、モリブデン、タングステン、レニウ
ム、タリウム、リンのうち少なくとも一種、および、 (3)ボロンを含有するコバルト合金
膜を銅配線２の配線保護膜１として形成した半導体装置は、いずれも配線抵抗の上昇が少
なく、絶縁膜４中で銅が検出されなかった。従って、実施例２５～３５の配線保護膜１は
長時間にわたって安定であり、銅配線２の酸化および銅配線２から絶縁膜４中への銅の拡
散を防止するので、信頼性の高い半導体装置を得ることができた。
【００６１】
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（実施例３６～３８および比較例４）
以上の実施例では、 (1)コバルト、 (2)クロム、モリブデン、タングステン、レニウム、タ
リウム、リンのうち少なくとも一種、および、 (3)ボロンを含有するコバルト合金膜を配
線保護膜１として用いたが、該コバルト合金膜をバリヤ膜３として用いた例を以下に説明
する。
【００６２】
実施例３６の半導体装置では、コバルト－タングステン－ボロン合金をバリヤ膜３として
用いた。実施例３６では、実施例１と同様にシリコン基板上に素子形成を行って、配線用
溝７と接続孔 10を形成した（図１▲３▼）。配線用溝７および接続孔 10にスパッタ法によ
り触媒層としてコバルトを５ nm成膜した。この基板を実施例１で配線保護膜１を形成する
ために用いた表５に示すコバルト無電解めっき液に含浸し、コバルト無電解めっきを施し
て、バリヤ膜３としてコバルト無電解めっき膜の形成を行った。めっき条件は実施例１で
配線保護膜１を形成した場合と同じである。本実施例においては、バリヤ膜３として、コ
バルト－タングステン－ボロン合金を無電解めっき法により形成したが、これに限らず、
スバッタ法、化学気層成長法でもよい。
【００６３】
次に、実施例１と同様に電気めっきにより銅配線２を形成した（図１▲６▼）。ただし、
実施例１で行った銅シード層の形成は本実施例では不要で、バリヤ膜３を電気銅めっきの
給電層として用いてバリヤ膜３上へ直接に銅めっきする。次に、実施例１と同様にバリヤ
膜３まで化学機械研磨を行い、配線導体を分離した。この時、銅配線２と下地のコバルト
無電解めっき膜とが、化学機械研磨に耐える密着力を有していることを確認した。続いて
洗浄後、スパッタ法により窒化シリコン (SiN)を 50nm形成し、銅配線２上の配線保護膜１
とした。
【００６４】
実施例３７の半導体装置では、バリヤ膜３だけでなく配線保護膜１にもコバルト－タング
ステン－ボロン合金を用いた。実施例３６と同様に銅配線２を形成して化学機械研磨を行
った後、実施例１と同様にコバルト－タングステン－ボロン合金の配線保護膜１ (厚さ 60n
m)を形成した。
【００６５】
実施例３８では、実施例５で用いたコバルト系無電解めっき液でバリヤ膜３を形成した。
めっき条件は、
pH　　　　　　　　　　　 8.5（テトラメチルアンモニウムで調整 )
液温　　　　　　　　　　 60℃
めっき時間　　　　　　　５分
である。
比較例４としてバリヤ膜３をコバルト－タングステン－リン膜とした半導体装置も作製し
た。
【００６６】
以上のように作製した実施例３６～３８の半導体装置の配線用溝７や接続孔 10の側壁およ
び底面には、均一に膜厚 50nm（実施例３６、３７）、 40nm（実施例３８）のコバルト -タ
ングステン -ボロン合金膜がバリヤ膜として形成されていた。また、銅配線２部分を 100箇
所観察した結果、ボイドは認められず、配線用溝７や接続孔 10は銅で完全に充填されてい
ることが分かった。また、絶縁膜４上にはコバルト合金析出が認められなかった。従って
、実施例３６～３８のめっき方法によって、コバルト -タングステン -ボロン合金の均一な
バリヤ膜３を形成できた。
【００６７】
次に、各実施例の半導体装置に２ %水素 /98%ヘリウムガス雰囲気において 500℃ 30分間のア
ニール処理を施した。いずれの実施例においても、表面から銅は検出されず、配線材であ
る銅の拡散は認められなかった。従って、コバルト－タングステン－ボロン合金は、銅配
線２のバリヤ膜３として機能することが確認された。
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【００６８】
次に、実施例３６～３８、比較例４の半導体装置について、実施例６と同様に寿命試験を
行った。各半導体装置は、図２に示すような４層積層したものである。各実施例のバリア
層３の元素組成比と配線信頼性の評価結果を表５に示す。
配線形状　　  (a)線幅… 0.1μｍ、 (b)膜厚… 1.0μｍ、 (c)配線長… 2.5mm
試験条件　　  (a)温度… 175℃、 (b)電流密度… 3× 106 A/cm2

【００６９】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７０】
以上から、バリヤ膜３によって銅配線２から絶縁膜４への銅の拡散を防止できるので、実
施例３６～３８の半導体装置は、長時間にわたって安定であり、信頼性が高い。また、こ
のバリヤ膜３は、従来用いられていた窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステン等の
窒化金属、およびタンタル、タングステンなどの高融点金属とその合金の膜に比べて抵抗
が低いので、接続孔 10の底とその下の銅配線 2bとの接続抵抗を従来よりも小さくすること
ができ、半導体装置を配線抵抗をより低減できる。また、このバリヤ膜３を電気銅めっき
の給電層として用いることができるので、銅シード層を形成しなくてもよく、銅配線２の
形成が容易である。
【００７１】
また、実施例３６では触媒層としてコバルト層をスパッタ法により形成したが、スパッタ
法に替えて湿式法でコバルト層を形成しても、また、湿式法でパラジウム層を形成しても
、実施例３６と同様のバリヤ膜３を形成することができた。
【００７２】
また、コバルト－タングステン－ボロン膜以外に、実施例２～３５で配線保護膜１に用い
たコバルト合金をバリヤ膜３として用いても銅配線２から絶縁膜４への銅の拡散を防止で
き、信頼性の高い半導体装置を得られる。
【００７３】
（実施例３９）
実施例３９の半導体装置には、図５に示すように、各層の間にエッチストップ層 17,19と
なる絶縁膜を設けた。また、図６に示すように、エッチストップ層 19を配線層の上端部の
みに設けてもよい。エッチストップ層を設けることによりエッチング制御が容易になる。
以下に、本実施例の半導体装置の製造方法を図７を参照して説明する。
【００７４】
図７は、図５あるいは図６に示す半導体装置の配線をデュアルダマシン法を用いて形成す
る工程を示している。絶縁膜であるシリコン基板 10aの上に素子形成を行い、下層配線 2b
を形成した基板（図７▲１▼）の上に、厚さ 600nmの第一の絶縁膜 16を形成した（図７▲
２▼）。第一の絶縁膜 16には「 SiLK」（誘電率が約 2.65）をスピンコートし、窒素 (N2 )雰
囲気中で温度 400℃ 30分間の条件で熱処理を行い硬化させた。
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【００７５】
次に、第一の絶縁膜 16上に第一のエッチストップ層 17を形成した（図７▲３▼）。エッチ
ストップ層 17には厚さ 50nmのメチルシロキサン（誘電率約 2.8）をプラズマ CVD法により形
成した。続いて、同様にして第二の絶縁膜 18および第二のエッチストップ層 19を形成した
（図７▲４▼）。第二の絶縁膜 18は 400nmの「 SiLK」、第二のエッチストップ層 19は 50nm
のメチルシロキサンである。
【００７６】
第二のエッチストップ層 19上に、 SiO2膜 20（ 50nm）およびの窒化シリコン膜 21（ 50nm）を
形成し、フォトレジストマスクを用いてプラズマエッチングにより窒化シリコン膜 21をパ
ターニングした (図７▲５▼ )。続いて別のフォトレジストマスク 23を用いたドライエッチ
ングにより開口 22を形成した (図７▲６▼ )。
【００７７】
開口 22を通して窒素と水素と混合ガスで、第二の絶縁膜 18をフォトレジストマスク 23とと
もにエッチングする。その後、窒化シリコン膜 21をマスクとし、 SiO2膜 20およびメチルシ
ロキサン膜 19および第一のエッチストップ膜 17に、 C4 H8、 CO、 Arおよび O2の混合ガスを用
いたプラズマエッチングを施した。続いて窒素と水素との混合ガスを用いたエッチングで
配線用溝７（幅 0.2μ m）および接続孔 10（直径 0.2μ m）を形成した（図７▲７▼）。この
とき、第一のエッチストップ膜 17がエッチングの停止位置となる。
【００７８】
以降は、他の実施例と同様に、スパッタ法によるバリヤ膜３の形成（図７▲８▼）、シー
ド層５の形成と電気銅めっきによる銅配線２の形成（または無電解銅めっきによるバリヤ
膜 3上へ直接に銅配線２の形成）、化学機械研磨、および配線保護膜１の形成を行った。
化学機械研磨の際には第二のエッチストップ層 19でエッチングが停止する。
【００７９】
バリヤ膜 3と配線保護膜１のいずれか、またはこれら両方を、他の実施例と同様に (1)コバ
ルト、 (2)クロム、モリブデン、タングステン、レニウム、タリウム、リンのうち少なく
とも一種、および、 (3)ボロンを含有するコバルト合金膜で形成する。
【００８０】
絶縁膜は、無機絶縁膜、有機絶縁膜のいずれでもよいが有機絶縁膜が好適である。無機絶
縁膜としては、 SiO2、メチルシロキサン、水素化シルセシキオキサン、水素化メチルシロ
キサンなどシロキサン結合を有する材料がよく、これは塗布法やプラズマ CVD法により形
成可能である。有機絶縁膜には、芳香族を含む炭化水素系の低誘電率有機絶縁膜材料であ
るダウケミカル社製の商品名「 SiLK」や、ダウケミカル社の商品名「 BCB」、アライドシ
グナル社の商品名「 FLARE」、シューマッカー社の商品名「 VELOX」などを用いても良い。
エッチストップ層には、無機絶縁膜である SiO2、メチルシロキサン、水素化シルセシキオ
キサン、水素化メチルシロキサンなどシロキサン結合を有する材料や窒化シリコン、炭化
シリコンなどを用いることができる。なお、各絶縁膜および各エッチストップ層の材料に
は上述の材料を組み合わせることができるが、半導体装置の配線システムを高効率化する
ためにも、従来から用いられている SiO2（誘電率約 4.3）や窒化シリコン（誘電率約 7.0～
9.0）よりも誘電率が低い材料を各々用いることが好ましい。
【００８１】
図６のように、エッチストップ層 19を配線層の上端部のみに設けた場合には、配線用溝７
を形成する際に、数十 nm程度のエッチング停止位置の違いが生じたが、寿命試験では問題
がないことが確認された。
【００８２】
以上の製造方法により製造した半導体装置は、配線保護膜１やバリヤ膜３によって長期間
に渡って銅配線２の酸化および拡散を防止でき、銅配線２の抵抗の増加を抑えることがで
きるので、信頼性が高い。特に、配線保護膜１をコバルト合金膜にした場合は、高誘電率
材料である窒化シリコンを用いた場合に比べて、配線間の電気容量を約 10%低減できるの
で、信号伝達遅延を低減でき、低誘電率の有機絶縁膜を用いることで配線システムの高効
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率化ができる。
【００８３】
また、従来は接続孔 10の底とその下の銅配線 2bとを接続するために、絶縁性の配線保護膜
を除去していた（図 12▲４▼参照）。さらに、従来は配線保護膜が残っていると接続不良
となることがあったが、配線保護膜１を導電性であるコバルト合金膜にした場合は配線保
護膜１を除去しなくても電気的接続が確保される。従って、接続孔 10を形成する際のエッ
チング制御が容易で、半導体装置の信頼性が高いものとなる。
【００８４】
また、コバルト合金膜は銅と比べて抵抗が大きい材料であるために、図８，図９のように
接続孔 10の底部の配線保護膜１を少なくとも一部除去すると、下層の銅配線 2bとの接続に
かかる抵抗を減じることができ、配線システムの高効率化ができる。より具体的には、図
７▲７▼のように、配線用溝７，接続孔１０を形成した後に、２重量％の硫酸液に浸漬す
ることで接続孔１０の底部のコバルト合金を溶解させ、除去した。その他、他の実施例と
同様に上層の銅配線を形成した。この結果、図８，図９に示すように、バリヤ膜３を介し
て下層の銅配線２ｂと銅配線２とが電気的に接続された。これにより、配線プラグ１１に
かかる抵抗を減じることができた。
【００８５】
【発明の効果】
銅配線を有する半導体装置において、絶縁膜中に形成された銅配線の上を覆う配線保護膜
および銅配線の側面および底面を囲むバリヤ膜の双方またはいずれか一方を、 (1)コバル
ト、 (2)クロム、モリブデン、タングステン、レニウム、タリウム、リンのうち少なくと
も一種、および、 (3)ボロンを含有するコバルト合金膜で覆うことにより、配線材料であ
る銅の酸化および拡散を防ぎ、銅配線および素子の信頼性を得る。また、パラジウムを使
うことなく配線保護膜を形成できるので、パラジウムによる配線抵抗の増大の問題を避け
ることができる。
【００８６】
配線保護膜を上記コバルト合金膜とすることにより、配線保護膜を銅配線上のみへ選択的
に形成することが可能となる。また、導電性である上記コバルト合金膜によりバリヤ膜を
形成する場合には、給電層が不要でありバリヤ膜上に直接銅を電気めっきできるため、ボ
イドの形成という問題を解決することができる。シード層を形成する作業も省略できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における半導体装置の製造方法の工程説明図である。
【図２】本発明の半導体装置の一実施の形態の断面図である。
【図３】本発明の半導体装置の他の実施の形態の断面図である。
【図４】本発明の半導体装置のさらに他の実施の形態の断面図である。
【図５】本発明の半導体装置のさらに他の実施の形態の断面図であり、２つのエッチスト
ップ層を設けている。
【図６】本発明の半導体装置のさらに他の実施の形態の断面図であり、配線層の上端部の
みにエッチストップ層を設けている。
【図７】図５および図６に示したエッチストップ層 9を有する半導体装置の製造方法の工
程説明図である。
【図８】本発明の半導体装置のさらに他の実施の形態の断面図であり、配線保護膜の一部
のみを除去している。
【図９】本発明の半導体装置のさらに他の実施の形態の断面図であり、配線保護膜の一部
のみを除去している。
【図１０】従来の半導体装置の断面図である。
【図１１】従来の半導体装置の表面図である。
【図１２】従来の半導体装置の製造方法の工程説明図である。
【符号の説明】
1…配線保護膜、２…銅配線、３…バリヤ膜、４…絶縁膜、５…シード層、６…銅膜、７
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…配線用溝、８… SiN配線保護膜、９…パラジウム層、 10…接続孔、 11…配線プラグ、 13
…異常析出部、 14…配線間のショート部、 16…第一の絶縁膜、 17…第一のエッチストップ
層、 18…第二の絶縁膜、 19…第二のエッチストップ層、 20… SiO2膜、 21…窒化シリコン膜
、 22…開口、 23…フォトレジストマスク

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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