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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の層間絶縁膜中に設けられた配線と、
　前記配線と離間して前記第１の層間絶縁膜中に設けられ、配線として機能する第１の導
電膜と、
　前記配線上及び前記第１の導電膜上に、前記配線及び前記第１の導電膜と接するように
設けられた第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜を挟んで前記第１の導電膜に対向する位置に設けられ、前記第１の導
電膜および前記第１の絶縁膜と共に容量素子を構成し、平面視で、前記第１の導電膜より
も面積が小さく且つ前記第１の導電膜に内包される第２の導電膜と、
　前記第２の導電膜および前記第１の絶縁膜の双方を覆う第２の絶縁膜と、
　第２の層間絶縁膜中に設けられ、前記第２の絶縁膜及び前記第１の絶縁膜を貫通して前
記配線に接続された第１のビアプラグと、
　前記第２の層間絶縁膜中に設けられ、前記第２の絶縁膜を貫通して前記第２の導電膜に
接続された第２のビアプラグと、
　を備え、
　前記配線及び前記第１の導電膜は銅配線であり、
　前記第２の絶縁膜は、拡散防止膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
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　前記第１の導電膜は、前記第１の層間絶縁膜中に設けられており、前記容量素子を構成
するとともに配線として機能する半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記第１の絶縁膜はＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＳｉＯＮ、ＴａＯ２またはＺｒＯ２から選ばれ
る材料からなる半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２の導電膜はＴｉＮ、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＷ、ＡｌまたはＷから選ばれる材料から
なる半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２の絶縁膜はＳｉＮ、ＳｉＣＮまたはＳｉＯＮから選ばれる材料からなる半導体
装置。
【請求項６】
　第１の絶縁膜中に配線と、前記配線と離間する第１の導電膜を形成する工程と、
　前記配線を形成する工程よりも後に、前記配線上及び前記第１の導電膜上に、前記配線
及び前記第１の導電膜と接するように第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に、当該第１の絶縁膜を挟んで前記第１の導電膜に対向するように
、前記第１の導電膜および前記第１の絶縁膜と共に容量素子を構成し、かつ平面視で、前
記第１の導電膜よりも面積が小さく且つ前記第１の導電膜に内包される第２の導電膜を形
成する工程と、
　前記第２の導電膜および前記第１の絶縁膜の双方を覆うように、第２の絶縁膜を形成す
る工程と、
　前記第２の絶縁膜をエッチングストッパとして、前記配線に接続されるように第１のビ
アプラグを形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜をエッチングストッパとして、前記第２の導電膜に接続されるように
第２のビアプラグを形成する工程と、
　を含み、
　前記配線及び前記第１の導電膜は銅配線であり、
　前記第２の絶縁膜は拡散防止膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線及び前記第１の導電膜を形成する工程においては、前記配線として銅配線をダ
マシン法によって形成する半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の絶縁膜はＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＳｉＯＮ、ＴａＯ２またはＺｒＯ２から選ばれ
る材料からなる半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の導電膜はＴｉＮ、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＷ、ＡｌまたはＷから選ばれる材料から
なる半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の絶縁膜はＳｉＮ、ＳｉＣＮまたはＳｉＯＮから選ばれる材料からなる半導体
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置としては、例えば特許文献１ならびに非特許文献１～３に記載された
ものがある。これらの半導体装置は、何れも容量素子としてＭＩＭ（Metal Insulator Me
tal）キャパシタを備えている。また、これらの半導体装置においては、エッチングスト
ッパ膜が容量絶縁膜としての機能を担っている。
【０００３】
　図１１は、特許文献１に記載の半導体装置を示す断面図である。この半導体装置におい
ては、半導体基板１０１上に、エッチングストッパ膜１０２を介して層間絶縁膜１０３が
設けられている。層間絶縁膜１０３中には銅配線１０６Ａ，１０６Ｂが埋め込まれており
、銅配線１０６Ｂが容量素子の下部電極としても機能している。すなわち、同一の層間絶
縁膜１０３中に、通常の配線としての導電膜（銅配線１０６Ａ）と、配線および下部電極
を兼ねる導電膜（銅配線１０６Ｂ）とが設けられている。
【０００４】
　層間絶縁膜１０３上にはエッチングストッパ膜１０８を介して、層間絶縁膜１０９が形
成されている。この層間絶縁膜１０９中には、銅配線１０６Ａに接続されるビア１１５と
、上部電極１１６とが埋め込まれている。すなわち、エッチングストッパ膜１０８は、ビ
ア１１５形成時のエッチングストッパとして機能するだけでなく、容量絶縁膜１１３とし
ても機能する。このエッチングストッパ膜１０８のうち容量絶縁膜１１３として機能する
部分、すなわち下部電極と上部電極とで挟まれた部分は、エッチングにより薄化されて、
他の部分よりも薄くなっている。
【０００５】
　また、非特許文献２，３に記載の半導体装置においては、容量絶縁膜として機能するエ
ッチングストッパ膜の他に、上部電極上にもエッチングストッパ膜が設けられている。こ
のエッチングストッパ膜は、上部電極に接続されるビアプラグ形成時のエッチングストッ
パとして用いられる。
【特許文献１】特開２００３－３２４１５３号公報
【非特許文献１】Peter Zurcher et al., "Integration of Thin Film MIM Capacitors a
nd Resistors into Copper Metallization based RF-CMOS and Bi-CMOS Technologies", 
Electron Device Meeting 2000, IEDM Technical Digest, International 10-13, Dec. 2
000, p. 153-156
【非特許文献２】M. Armacost et al., "A High Reliability Metal Insulator Metal Ca
pacitor for 0.18 μm Copper Technology", Electron Device Meeting 2000, IEDM Tech
nical Digest, International 10-13, Dec. 2000, p. 157-160
【非特許文献３】C. H. Ng et al., "Characterization and comparison of Two-Insulat
or-Metal Capacitor Schemes in 0.13 μm Copper Dual Damascene Metallization Proce
ss for Mixed-Mode and RF Applications", Electron Device Meeting 2002, IEDM '02 D
igest, International 8-11, Dec. 2002, p. 241-244
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、容量素子の容量値を大きくしたい場合には、容量絶縁膜をできるだけ薄く形
成することが要求される。しかしながら、上述した従来の半導体装置のように容量絶縁膜
がエッチングストッパ膜を兼ねる場合、エッチングストッパとしての機能と金属（銅配線
の場合であれば銅）の拡散防止膜としての機能とを充分に果たすために、容量絶縁膜には
ある程度の大きな膜厚が要求される。かかる相反する要求があるために、従来の半導体装
置においては、大きな容量値を得ることが困難であった。
【０００７】
　この点に関し、図１１の半導体装置においては、上述のとおり、エッチングストッパ膜
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１０８のうち容量絶縁膜１１３として機能する部分を選択的にエッチングすることにより
薄化している。これにより、エッチングストッパ膜１０８のエッチングストッパとしての
機能および拡散防止膜としての機能を損なうことなく、大きな容量値を得ることを可能と
している。
【０００８】
　しかしながら、エッチングにより薄化する方法では、容量絶縁膜の厚みを精度良く制御
することが難しい。容量絶縁膜の厚みのばらつきは、容量素子の容量値のばらつきの原因
となってしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による半導体装置は、配線と、上記配線と離間して設けられた第１の導電膜と、
上記第１の導電膜上に設けられた第１の絶縁膜と、上記第１の絶縁膜を挟んで上記第１の
導電膜に対向する位置に設けられ、上記第１の導電膜および上記第１の絶縁膜と共に容量
素子を構成する第２の導電膜と、上記第２の導電膜および上記配線の双方を覆う第２の絶
縁膜と、上記第２の絶縁膜を貫通して上記配線に接続された第１のビアプラグと、上記第
２の絶縁膜を貫通して上記第２の導電膜に接続された第２のビアプラグと、を備えること
を特徴とする。
【００１０】
　この半導体装置においては、第１の導電膜、第１の絶縁膜および第２の導電膜によって
、容量素子が構成される。すなわち、第１および第２の導電膜が容量素子の両電極として
機能し、第１の絶縁膜が容量絶縁膜として機能する。ここで、第１の絶縁膜とは別に、第
２の導電膜および配線の双方を覆うように第２の絶縁膜が設けられている。この第２の絶
縁膜は、第１および第２のビアプラグに対するエッチングストッパとして機能するととも
に、拡散防止膜としても機能することができる。これにより、この半導体装置においては
、容量絶縁膜として機能する第１の絶縁膜に、エッチングストッパ機能や拡散防止機能を
持たせる必要がないため、それらの機能に必要となる大きな膜厚が要求されない。このた
め、大きな容量値を得るのに適した構造の半導体装置が実現される。
【００１１】
　さらに、かかる構造によれば、一旦形成した後にエッチングにより薄化する図１１の半
導体装置とは異なり、第１の絶縁膜の成膜時に、その厚みを決定することができる。これ
により、この半導体装置の製造においては、第１の絶縁膜の厚みを精度良く制御すること
ができる。このため、ばらつきの小さな容量値を得るのに適した構造の半導体装置が実現
される。
【００１２】
　また、本発明による半導体装置の製造方法は、配線を形成する工程と、上記配線と離間
させて第１の導電膜を形成する工程と、上記配線を形成する工程よりも後に、上記第１の
導電膜上に第１の絶縁膜を形成する工程と、上記第１の絶縁膜上に、当該第１の絶縁膜を
挟んで上記第１の導電膜に対向するように、上記第１の導電膜および上記第１の絶縁膜と
共に容量素子を構成する第２の導電膜を形成する工程と、上記第２の導電膜および上記配
線の双方を覆うように、第２の絶縁膜を形成する工程と、上記第２の絶縁膜をエッチング
ストッパとして、上記配線に接続されるように第１のビアプラグを形成する工程と、上記
第２の絶縁膜をエッチングストッパとして、上記第２の導電膜に接続されるように第２の
ビアプラグを形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　この製造方法においては、第１の絶縁膜とは別に、第２の導電膜および配線の双方を覆
うように第２の絶縁膜を形成している。この第２の絶縁膜は、第１および第２のビアプラ
グを形成する際のエッチングストッパとして機能させるとともに、製造後の半導体装置に
おいて拡散防止膜としても機能させることができる。これにより、容量絶縁膜として機能
する第１の絶縁膜には、エッチングストッパ機能や拡散防止機能を持たせる必要がないた
め、それらの機能に必要となる大きな膜厚が要求されない。このため、かかる要求に拘束
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されることなく、第１の導電膜を形成する工程においては薄い第１の絶縁膜を形成するこ
とができる。
【００１４】
　さらに、この製造方法においては、一旦形成した後にエッチングにより薄化する図１１
の半導体装置とは異なり、第１の絶縁膜の成膜時に、その厚みを決定することができる。
これにより、第１の絶縁膜の厚みを精度良く制御することができる。このため、ばらつき
の小さな容量値を得ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ばらつきが小さく且つ大きな容量値を得るのに適した構造の半導体装
置およびその製造方法が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明による半導体装置およびその製造方法の好適な実施形
態について詳細に説明する。なお、図面の説明においては、同一要素には同一符号を付し
、重複する説明を省略する。
（第１実施形態）
【００１７】
　図１は、本発明による半導体装置の第１実施形態を示す断面図である。半導体装置１は
、配線１２、導電膜１４（第１の導電膜）、絶縁膜２０（第１の絶縁膜）、導電膜３０（
第２の導電膜）、絶縁膜４０（第２の絶縁膜）、ビアプラグ５２（第１のビアプラグ）、
およびビアプラグ５４（第２のビアプラグ）を備えている。
【００１８】
　半導体装置１において、導電膜１４、絶縁膜２０および導電膜３０は、ＭＩＭキャパシ
タ（容量素子）を構成している。具体的には、導電膜１４、絶縁膜２０および導電膜３０
がそれぞれ下部電極、容量絶縁膜および上部電極として機能する。
【００１９】
　配線１２および導電膜１４は、同一の層間絶縁膜１０（第１の層間絶縁膜）中に埋め込
まれている。配線１２および導電膜１４は、ダマシン法により形成された銅配線である。
層間絶縁膜１０とその下層（絶縁膜２０と反対側の層、図示せず）との間には、絶縁膜１
６が設けられている。この絶縁膜１６は、配線１２および導電膜１４に対するエッチング
ストッパとして機能する。なお、当該下層には、例えば、コンタクトプラグまたはビアプ
ラグが形成された層間絶縁膜が該当する。すなわち、半導体装置１において、層間絶縁膜
１０は、最下層の配線層を構成する層間絶縁膜であってもよく、２層目以上の配線層を構
成する層間絶縁膜であってもよい。
【００２０】
　導電膜１４は、上記容量素子を構成するとともに、配線としても機能する。また、導電
膜１４は、配線１２と離間して設けられている。
【００２１】
　導電膜１４（層間絶縁膜１０）上には、絶縁膜２０が形成されている。絶縁膜２０は、
配線１２および導電膜１４の双方を覆っている。絶縁膜２０の材料としては、例えば、Ｓ
ｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＣＮ、ＳｉＯＮ、ＴａＯ２またはＺｒＯ２が挙げられる。
【００２２】
　絶縁膜２０上には、導電膜３０が形成されている。導電膜３０は、絶縁膜２０を挟んで
、導電膜１４に対向する位置に設けられている。導電膜３０の材料としては、例えば、Ｔ
ｉＮ、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＷ、ＡｌまたはＷが挙げられる。本実施形態において導電膜３０
は、平面視で、導電膜１４よりも面積が小さく且つ導電膜１４に内包されている。
【００２３】
　絶縁膜２０上には、絶縁膜４０も形成されている。絶縁膜４０は、導電膜３０および配
線１２の双方を覆っている。本実施形態において絶縁膜４０は、絶縁膜２０を介して配線



(6) JP 5154744 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

１２を覆う構成となっている。絶縁膜４０の材料としては、例えば、ＳｉＮ、ＳｉＣＮま
たはＳｉＯＮが挙げられる。ただし、絶縁膜４０の材料には、後述する層間絶縁膜５０に
対してエッチング選択性を有する材料が用いられる。
【００２４】
　絶縁膜４０上には、層間絶縁膜５０（第２の層間絶縁膜）が形成されている。この層間
絶縁膜５０中には、ビアプラグ５２，５４が埋め込まれている。ビアプラグ５２は、絶縁
膜４０および絶縁膜２０を貫通して、配線１２に接続されている。また、ビアプラグ５４
は、絶縁膜４０を貫通して、導電膜３０に接続されている。すなわち、上述の絶縁膜４０
は、ビアプラグ５２，５４に対するエッチングストッパとして機能する。
【００２５】
　層間絶縁膜５０上には、絶縁膜６０を介して、層間絶縁膜７０が形成されている。この
層間絶縁膜７０中には、ビアプラグ５２，５４にそれぞれ接続された配線７２，７４が埋
め込まれている。絶縁膜６０は、配線７２，７４に対するエッチングストッパとして機能
する。なお、上述のビアプラグ５２，５４ならびに配線７２，７４は、何れも銅を材料と
しており、ダマシン法によって形成されたものである。
【００２６】
　図２および図３を参照しつつ、本発明による半導体装置の製造方法の一実施形態として
、半導体装置１の製造方法の一例を説明する。まず、絶縁膜１６および層間絶縁膜１０を
順に形成した後、互いに離間させて配線１２および導電膜１４を形成する。本実施形態に
おいて、これらの配線１２および導電膜１４は、ダマシン法により、同時に形成される。
続いて、導電膜１４（層間絶縁膜１０）上に、例えばＣＶＤ法により絶縁膜２０を成膜す
る（図２（ａ））。
【００２７】
　次に、絶縁膜２０上に、例えばスパッタ法またはＣＶＤ法により、導電膜３０となる導
電膜を成膜する。その後、当該導電膜の所定部分をレジストで覆った状態でエッチングす
ることにより、絶縁膜２０を挟んで導電膜１４に対向する位置に導電膜３０を形成する（
図２（ｂ））。さらに、例えばＣＶＤ法により、導電膜３０が形成された絶縁膜２０の全
面に絶縁膜４０を成膜する。これにより、導電膜３０および配線１２の双方を覆う絶縁膜
４０が得られる（図２（ｃ））。
【００２８】
　次に、絶縁膜４０上に、層間絶縁膜５０、絶縁膜６０および層間絶縁膜７０を順に形成
する（図３（ａ））。その後、ダマシン法により、ビアプラグ５２，５４ならびに配線７
２，７４を形成する。このとき、ビアプラグ５２，５４に対するエッチングストッパとし
て絶縁膜４０が用いられ、配線７２，７４に対するエッチングストッパとして絶縁膜６０
が用いられる（図３（ｂ））。
【００２９】
　本実施形態の効果を説明する。本実施形態においては、絶縁膜２０とは別に、導電膜３
０および配線１２の双方を覆うように絶縁膜４０を設けている。この絶縁膜４０は、ビア
プラグ５２，５４に対するエッチングストッパとして機能するとともに、拡散防止膜とし
ても機能することができる。これにより、半導体装置１においては、容量絶縁膜として機
能する絶縁膜２０に、エッチングストッパ機能や拡散防止機能を持たせる必要がないため
、それらの機能に必要となる大きな膜厚が要求されない。このため、かかる要求に拘束さ
れることなく、絶縁膜２０を形成する工程においては薄い絶縁膜２０を形成することがで
きる。
【００３０】
　さらに、かかる構造によれば、一旦形成した後にエッチングにより薄化する図１１の半
導体装置とは異なり、絶縁膜２０の成膜時に、その厚みを決定することができる。これに
より、絶縁膜２０を形成する工程においては、絶縁膜２０の厚みを精度良く制御すること
ができる。このため、ばらつきの小さな容量値を得ることができる。このように、本実施
形態によれば、ばらつきが小さく且つ大きな容量値を得るのに適した構造の半導体装置１
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およびその製造方法が実現されている。
【００３１】
　導電膜１４は、配線１２と同一の層間絶縁膜中に設けられており、容量素子の下部電極
としての機能と配線としての機能とを兼ねている。このように、層間絶縁膜中の配線の一
部を下部電極として利用することにより、半導体装置１の製造工程を簡略化することがで
きる。実際、上述した製造方法においては、配線１２を形成する工程と導電膜１４を形成
する工程とは、同時に実行されている。これにより、これらの工程を別々に実行する場合
に比して、製造工程が簡略化される。
【００３２】
　また、層間絶縁膜中の配線の一部を下部電極（導電膜１４）として利用することにより
、導電膜１４に接続するビアプラグを形成する必要がなくなる。このことも、半導体装置
１の製造工程を簡略化させている要因の一つである。さらに、下部電極に接続するビアプ
ラグが必要ないため、ビアプラグの深さは２種類（ビアプラグ５２およびビアプラグ５４
）で足りる。このことは、ビアプラグの製造、ひいては半導体装置１の製造を容易にして
いる。
【００３３】
　導電膜３０は、平面視で、導電膜１４よりも面積が小さく且つ導電膜１４に内包されて
いる。これにより、導電膜１４の周縁部には絶縁膜４０が対向しないため、当該周縁部は
、実質的に下部電極としては機能しないことになる。このため、導電膜１４の表面形状に
凹凸が存在する場合であっても、その影響を回避することが可能である。特に、導電膜１
４がダマシン法により形成される場合には、導電膜１４表面の周縁部に集中的に凹凸が発
生することがある。このとき、その凹凸が集中している部分を下部電極として用いると、
容量素子の信頼性、ひいては半導体装置１の信頼性の低下につながってしまう。
（第２実施形態）
【００３４】
　図４は、本発明による半導体装置の第２実施形態を示す断面図である。半導体装置２は
、配線１２、導電膜１４、絶縁膜２０、導電膜３０、絶縁膜４０、ビアプラグ５２、およ
びビアプラグ５４を備えている。導電膜３０以外の構成は、それぞれ半導体装置１におけ
るものと同様である。
【００３５】
　半導体装置２において導電膜３０は、平面視で、導電膜１４よりも面積が大きく且つ導
電膜１４を内包している。この点で、半導体装置２の導電膜３０は、半導体装置１の導電
膜３０と相違している。
【００３６】
　本実施形態においても、第１実施形態と同様の理由で、ばらつきが小さく且つ大きな容
量値を得るのに適した構造の半導体装置２およびその製造方法が実現されている。さらに
、導電膜１４の全体を下部電極として機能させることができるため、一層大きな容量値を
得ることができる。
（第３実施形態）
【００３７】
　図５は、本発明による半導体装置の第３実施形態を示す断面図である。半導体装置３は
、配線１２、導電膜１４、絶縁膜２０、導電膜３０、絶縁膜４０、ビアプラグ５２、およ
びビアプラグ５４を備えている。絶縁膜２０以外の構成は、それぞれ半導体装置２におけ
るものと同様である。
【００３８】
　半導体装置３において絶縁膜２０は、導電膜１４および配線１２のうち導電膜１４上に
のみ設けられている。この点で、絶縁膜２０は、半導体装置１，２における絶縁膜２０と
相違している。また、これに伴い、絶縁膜４０が配線１２を直接に覆う構成となっている
。
【００３９】
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　図６および図７を参照しつつ、半導体装置３の製造方法の一例を説明する。まず、図２
（ａ）の場合と同様にして、配線１２および導電膜１４を形成する。続いて、層間絶縁膜
１０上に、例えばＣＶＤ法により絶縁膜２０となる絶縁膜２０ａを成膜する（図６（ａ）
）。
【００４０】
　次に、絶縁膜２０ａ上に、例えばスパッタ法またはＣＶＤ法により、導電膜３０となる
導電膜を成膜する。その後、当該導電膜の所定部分をレジストで覆った状態でエッチング
する。このとき、当該導電膜と一緒に絶縁膜２０ａもエッチングする。これにより、絶縁
膜２０および導電膜３０が形成される（図６（ｂ））。さらに、絶縁膜２０および導電膜
３０が形成された層間絶縁膜１０の全面に絶縁膜４０を成膜する。これにより、導電膜３
０および配線１２の双方を覆う絶縁膜４０が得られる（図６（ｃ））。
【００４１】
　次に、絶縁膜４０上に、層間絶縁膜５０、絶縁膜６０および層間絶縁膜７０を順に形成
する（図７（ａ））。その後、図３（ｂ）の場合と同様にして、ビアプラグ５２，５４な
らびに配線７２，７４を形成する（図７（ｂ））。
【００４２】
　本実施形態においても、第１実施形態と同様の理由で、ばらつきが小さく且つ大きな容
量値を得るのに適した構造の半導体装置３およびその製造方法が実現されている。さらに
、本実施形態によれば、絶縁膜２０を一層薄く形成することができる。すなわち、導電膜
を選択的にエッチングして導電膜３０を形成する際に、レジストに覆われない部分の絶縁
膜２０が導電膜と一緒に除去されてしまう程に、絶縁膜２０を薄く形成できる。これによ
り、一層大きな容量値を得ることができる。
【００４３】
　なお、半導体装置３において導電膜３０は、半導体装置２と同様に、平面視で、導電膜
１４よりも面積が大きく且つ導電膜１４を内包している。しかし、かかる構成は必須では
なく、導電膜３０は、半導体装置１と同様に、平面視で、導電膜１４よりも面積が小さく
且つ導電膜１４に内包されていてもよい。
（第４実施形態）
【００４４】
　図８は、本発明による半導体装置の第４実施形態を示す断面図である。半導体装置４は
、配線１２、導電膜１５（第１の導電膜）、絶縁膜２０、導電膜３０、絶縁膜４０、ビア
プラグ５２、およびビアプラグ５４を備えている。
【００４５】
　導電膜１５は、絶縁膜１８を介して層間絶縁膜１０上に設けられている。導電膜１５の
材料としては、例えば、ＴｉＮ、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＷ、ＡｌまたはＷが挙げられる。また
、絶縁膜１８の材料としては、例えば、ＳｉＮ、ＳｉＣＮまたはＳｉＯＮが挙げられる。
本実施形態において導電膜１５は、容量素子の下部電極として機能する一方で、配線とし
ては機能しない。
【００４６】
　絶縁膜１８上には、導電膜１５を覆うように絶縁膜２０が形成されている。絶縁膜２０
上には、導電膜３０が形成されている。導電膜３０は、絶縁膜２０を挟んで、導電膜１５
の一部に対向している。絶縁膜２０上には、絶縁膜４０も形成されている。絶縁膜４０は
、導電膜３０および配線１２の双方を覆っている。本実施形態において絶縁膜４０は、絶
縁膜２０および絶縁膜１８を介して配線１２を覆う構成となっている。
【００４７】
　絶縁膜４０上には、層間絶縁膜５０が形成されている。この層間絶縁膜５０中には、ビ
アプラグ５２，５４に加えて、ビアプラグ５６（第３のビアプラグ）が埋め込まれている
。ビアプラグ５６は、絶縁膜４０および絶縁膜２０を貫通して、導電膜１５に接続されて
いる。
【００４８】
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　層間絶縁膜５０上には、絶縁膜６０を介して、層間絶縁膜７０が形成されている。この
層間絶縁膜７０中には、配線７２，７４に加えて、ビアプラグ５６に接続された配線７６
が埋め込まれている。なお、上述のビアプラグ５６および配線７６は、何れも銅を材料と
しており、ダマシン法によって形成されたものである。
【００４９】
　図９および図１０を参照しつつ、半導体装置４の製造方法の一例を説明する。まず、絶
縁膜１６および層間絶縁膜１０を順に形成した後、ダマシン法によって配線１２を形成す
る。続いて、層間絶縁膜１０上に、例えばＣＶＤ法により絶縁膜１８を成膜する（図９（
ａ））。
【００５０】
　次に、絶縁膜１８上に、例えばスパッタ法またはＣＶＤ法により、導電膜１５となる導
電膜を成膜する。その後、当該導電膜の所定部分をレジストで覆った状態でエッチングす
ることにより、導電膜１５を形成する（図９（ｂ））。さらに、例えばＣＶＤ法により、
導電膜１５が形成された絶縁膜１８の全面に絶縁膜２０を成膜する（図９（ｃ））。
【００５１】
　次に、絶縁膜２０上に、例えばスパッタ法またはＣＶＤ法により、導電膜３０となる導
電膜を成膜する。その後、当該導電膜の所定部分をレジストで覆った状態でエッチングす
ることにより、絶縁膜２０を挟んで導電膜１５の一部に対向する位置に導電膜３０を形成
する（図１０（ａ））。さらに、例えばＣＶＤ法により、導電膜３０が形成された絶縁膜
２０の全面に絶縁膜４０を成膜する。これにより、導電膜３０および配線１２の双方を覆
う絶縁膜４０が得られる（図１０（ｂ））。
【００５２】
　次に、絶縁膜４０上に、層間絶縁膜５０、絶縁膜６０および層間絶縁膜７０を順に形成
する（図１０（ｃ））。その後、ダマシン法により、ビアプラグ５２，５４，５６ならび
に配線７２，７４，７６を形成する。このとき、ビアプラグ５２，５４，５６に対するエ
ッチングストッパとして絶縁膜４０が用いられ、配線７２，７４，７６に対するエッチン
グストッパとして絶縁膜６０が用いられる。以上により、図８に示す半導体装置４が得ら
れる。
【００５３】
　本実施形態においても、第１実施形態と同様の理由で、ばらつきが小さく且つ大きな容
量値を得るのに適した構造の半導体装置４およびその製造方法が実現されている。さらに
、容量素子の下部電極としては、ダマシン法により形成された銅配線ではなく、層間絶縁
膜１０上に成膜された導電膜１５が用いられている。これにより、銅配線の表面に凹凸が
存在する場合であっても、その影響が容量素子に及ぶのを防ぐことができる。
【００５４】
　本発明による半導体装置およびその製造方法は、上記実施形態に限定されるものではな
く、様々な変形が可能である。例えば、上記実施形態においては、導電膜１４および導電
膜３０が平面視で、面積が相違し且つ一方が他方に内包される例を示した。しかし、導電
膜１４および導電膜３０は、平面視で、互いに面積が等しく且つ一致していてもよい。こ
こで、平面視で一致するとは、基板面に平行な面に導電膜１４および導電膜３０を正射影
したとき、それらの像が完全に重なり合うということである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明による半導体装置の第１実施形態を示す断面図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、図１の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、図１の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である
。
【図４】本発明による半導体装置の第２実施形態を示す断面図である。
【図５】本発明による半導体装置の第３実施形態を示す断面図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、図５の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である。
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【図７】（ａ）および（ｂ）は、図５の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である
。
【図８】本発明による半導体装置の第４実施形態を示す断面図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、図８の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、図８の半導体装置の製造方法の一例を示す工程図である。
【図１１】特許文献１に記載の半導体装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１　　半導体装置
２　　半導体装置
３　　半導体装置
４　　半導体装置
１０　　層間絶縁膜
１２　　配線
１４　　導電膜
１５　　導電膜
１６　　絶縁膜
１８　　絶縁膜
２０　　絶縁膜
２０ａ　　絶縁膜
３０　　導電膜
４０　　絶縁膜
５０　　層間絶縁膜
５２　　ビアプラグ
５４　　ビアプラグ
５６　　ビアプラグ
６０　　絶縁膜
７０　　層間絶縁膜
７２，７４，７６　　配線
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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