
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ・デバイスであって、
　レベル間誘電絶縁 に形成された、側壁を有するトレンチと、
　前記トレンチの底部に

備える金属－絶縁体
－金属（ＭＩＭ）キャパシタ・デバイス。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記下部導体プレートは、少なくとも１種の高融点金属の層を有する、請求項１に記載
の デバイス。
【請求項４】
　前記上部導体プレートは、少なくとも１種の高融点金属の層と、銅の層とを有する、請
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体層
設けられた下部導体プレートであって、前記トレンチの底部コー

ナーに達しないように前記トレンチの側壁から離れて設けられた前記下部導体プレートと
、
　前記下部導体プレート、該下部導体プレートが設けられていない前記トレンチの底部及
び前記トレンチの側壁上に設けられた誘電体層と、
　前記トレンチ内の前記誘電体層上に設けられて前記トレンチを充填し、前記レベル間誘
電絶縁体層の上面と同一面である上面を有する上部導体プレートとを

前記レベル間誘電絶縁体層が基板上に設けられており、該基板に設けられたコンタクト
に前記下部導体プレートが接続されている、請求項１に記載のキャパシタ・デバイス。

キャパシタ・



求項１に記載の デバイス。
【請求項５】
　ＭＩＭキャパシタ を形成する方法であって、
　 レベル間誘電絶縁 に、側壁を有するトレンチを形成する工程と、
　 前記トレンチの底部

下部導体プレートを
形成する工程と、
　 前記下部導体プレート

誘電体層を形成する工程と、
　

Ｍ
ＩＭキャパシタ を形成する方法。
【請求項６】
　前記工程 は、
　 前記トレンチの底部および側壁の上に、第１の導電層を付着する工程と、
　 前記第１の導電層 選択領域上
に、レジストを付着してパターニングする工程と、
　

下部導体プレートを形成する工程と、
　 工程と、
を含む、請求項 に記載の方法。
【請求項７】
　　

　　前記工程 は、
　 前記誘電体層の上に、第２の導電層を付着する工程と、
　 前記第２の導電層の上に第３の導電層を付着する工程と、
　 前記第２および第３の導電層と、前記 とを平坦化することによって、
前記上部導体プレートを形成する工程と、
を含む、請求項 に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、キャパシタ、特に、ダマシン法で形成されたキャパシタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ダマシン法に関して、キャパシタのような多くの集積回路要素が、基板上に形成された絶
縁体にエッチングされた開口またはトレンチ内に形成される。キャパシタを製造する従来
の方法は、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）を積層することによって行われている。特に、
ダマシン・キャパシタの形成については、まず最初に、絶縁体にエッチングされたトレン
チ内に第１の金属層が付着される。次に、第１の金属層上にキャパシタ誘電体層が付着さ
れ、続いてこのキャパシタ誘電体層上に第２の金属層が付着される。このようにして、Ｍ
ＩＭプレートは、トレンチの底部上を被覆し、トレンチの側壁に沿って垂直方向に延びる
。次に、化学機械研磨（ＣＭＰ）プロセスを用いて、絶縁体の表面と共に、キャパシタが
平坦化される。
【０００３】
この種のキャパシタを形成するときに、問題が発生する。特に、キャパシタ誘電体の絶縁
破壊特性は、ある領域で低下し、キャパシタ・プレート間に、漏洩および絶縁破壊が生じ
る。
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キャパシタ・

・デバイス
（ａ） 体層
（ｂ） のうち前記トレンチの側壁から離れた位置に下部導体プレー

トを設けることにより、前記トレンチの底部コーナーに達しない前記

（ｃ） 、該下部導体プレートが設けられていない前記トレンチの
底部及び前記トレンチの側壁上に

（ｄ）前記トレンチ内の前記誘電体層上に、前記トレンチを充填し、前記レベル間誘電
絶縁体層の上面と同一面である上面を有する上部導体プレートを形成する工程とを含む

・デバイス

（ｂ）
（ｂ１）
（ｂ２） のうち前記トレンチの側壁から離れた位置にある

（ｂ３）前記第１の導電層のうち前記レジストが付着されていない部分を除去すること
により、前記トレンチの底部コーナーに達しない

（ｂ４）前記レジストを除去する
５

前記工程（ｃ）は、前記下部導体プレート、該下部導体プレートが設けられていない
前記トレンチの底部、前記トレンチの側壁及び前記レベル間誘電絶縁体層上に誘電体層を
形成し、

（ｄ）
（ｄ１）
（ｄ２）
（ｄ３） 誘電体層

５



【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、ダマシン・キャパシタについては、キャパシタ・プレート間での漏洩および
絶縁破壊を防止し、ダマシン法または類似の方法に用いられる、より信頼性のあるキャパ
シタを提供する必要性が存在する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、キャパシタ構造を提供し、およびトレンチの表面上とトレンチの底部コーナー
とにおいて、キャパシタ構造のキャパシタ・プレート間の漏洩および絶縁破壊を本質的に
排除するキャパシタを作製する方法を提供する。これは、本発明の埋込みキャパシタ導体
プレートにより実現される。
【０００６】
本発明は、一般的には、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ・デバイスであって、
レベル間誘電絶縁体の層内に形成された、側壁を有するトレンチと、
前記トレンチの底部に形成された第１の薄い下部導体プレートと、
前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなす第２の上部導体プレートと、
前記第１の導体プレートと前記第２の導体プレートとの間に形成された誘電体層とを備え
、前記誘電体層は、前記導体プレートの一方が、前記トレンチの側壁に延びないようにし
、前記導体プレートの前記一方の少なくとも１つの上部コーナーが、前記トレンチの上部
の方へ延びないようにするデバイスを提供する。
【０００７】
さらに本発明は、ＭＩＭキャパシタを形成する方法であって、
ａ）レベル間誘電絶縁体の層内に、側壁を有するトレンチを形成する工程と、
ｂ）前記トレンチの底部に、第１の薄い下部導体プレートを形成する工程と、
ｃ）前記下部導体プレートの上に、誘電体層を形成する工程と、
ｄ）前記誘電体の上に、前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなすように、第２の上部
導体プレートを形成する工程と、
ｅ）前記導電プレートの一方の少なくとも１つの上部コーナーが、前記トレンチの前記側
壁の方へ延びないようにし、および前記トレンチの上部の方へ延びないようにする工程と
を含む方法を提供する。
【０００８】
本発明は、また、ＭＩＭキャパシタ・デバイスを有するダマシン装置であって、
基板と、
前記基板の上に付着されたレベル間誘電絶縁体の層と、
前記レベル間誘電絶縁体の層内に形成された、側壁を有する少なくとも１つのトレンチと
、
前記トレンチの底部に形成された第１の薄い下部導体プレートと、
前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなす第２の上部導体プレートと、
前記下部または上部導体プレートと接触する少なくとも１つのコンタクトと、
前記第１の導体プレートと前記第２の導体プレートとの間に形成された誘電体層とを備え
、前記誘電体層は、前記導体プレートの一方が、前記トレンチの側壁に延びないようにし
、前記導体プレートの前記一方の少なくとも１つの上部コーナーが、前記トレンチの上部
の方へ延びないようにする装置を提供する。
【０００９】
本発明の前述の特徴およびその他の特徴は、図面に基づいて説明する本発明の実施例のよ
り具体的な説明から明らかになるであろう。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１は、装置１０の断面図を示す。装置１０は、基板１５，絶縁体層２０，本発明の第１
の実施例による第１のキャパシタ３０，本発明の第２の実施例による第２のキャパシタ５
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０，および本発明の第３の実施例による第３のキャパシタ３５を有している。
【００１１】
レベル間誘電絶縁体としても知られる絶縁体層２０は、絶縁材料よりなり、基板１５上に
形成される。基板１５は、ダマシン配線のようなコンタクト１８，１９と、他のトランジ
スタ・コンタクトとを有している。コンタクト１８，１９は、銅配線、あるいはポリシリ
コン，タングステン（Ｗ）またはアルミニウム／銅（ＡｌＣｕ）のような他の類似のダマ
シン材料で作られたコンタクトとすることができる。
【００１２】
第１のキャパシタ３０は、絶縁体層２０内のトレンチ３１内に形成されている。第１のキ
ャパシタ３０を形成するプロセスを、図２～図６を参照して詳細に説明する。第１キャパ
シタ３０のトレンチ３１は、絶縁体層２０とほぼ同じ深さであり、したがって基板１５に
隣接し、下部コンタクト１８に接続されているが、トレンチ３１は、第３のキャパシタ３
５の深さのような他の深さとすることができる。したがって、第１のキャパシタ３０は、
独立形（ｓｔａｎｄ－ａｌｏｎｅ）構造としても作製することができ、あるいはデュアル
・ダマシン・トレンチまたは他の構造によって同一レベル上で他のバイアまたはコンタク
トと共に処理することもできる。
【００１３】
第２のキャパシタ５０は、絶縁体層２０のトレンチ内に、同様に形成される。第２のキャ
パシタ５０を形成するプロセスを、図７～図１２を参照して詳細に説明する。第１のキャ
パシタ３０と同様に、第２のキャパシタ５０は、基板１５に隣接して、したがって下部コ
ンタクト１８に接続して示されているが、これに限定されるものではない。第２のキャパ
シタ５０は、第３のキャパシタ３５のように、トレンチの深さを変えた独立形構造として
作製することもでき、あるいはダマシン・トレンチまたは他の構造によって同一レベル上
で他のバイアおよびコンタクトと共に処理することができる。
【００１４】
詳細に前述したように、第３のキャパシタ３５は、そのトレンチの深さが、第２のキャパ
シタのトレンチの深さと異なることを除いて、第２のキャパシタ５０に類似している。こ
のことは、下部コンタクトを経る以外に、第３のキャパシタ３５とのコンタクトの他の方
法を可能にする。この例では、キャパシタ３５は、上部コンタクト１９に接続している。
【００１５】
以下に詳細に説明するように、第１のキャパシタ３０および第２のキャパシタ５０は、ト
レンチの底部コーナーのカスプ（ｃｕｓｐｉｎｇ）を小さくする。すなわち、関連技術で
ある金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）ダマシン・キャパシタにおいては、トレンチの底部コ
ーナーにおけるキャパシタ誘電体厚さは、典型的に、ブランケット領域における厚さより
もかなり小さく、コーナーにカスプを生じさせ、絶縁破壊特性を劣化させる。本発明は、
この絶縁破壊を、実質的に排除する。さらに、ＣＭＰ後のトレンチの表面上のキャパシタ
・プレート間の漏洩および絶縁破壊は、本発明の埋込まれたキャパシタ・プレートによっ
て、排除される。すなわち、本発明では、埋込まれたキャパシタ・プレートの上部コーナ
ーは、側壁へは延びず、あるいはトレンチの表面の方には延びない。
【００１６】
図２～図６は、本発明の第１の実施例によって第１のキャパシタ３０を形成する工程を示
している。図２（Ａ）に示すように、第１のキャパシタ３０を形成する第１の工程３０ａ
は、絶縁体層２０内にトレンチ３１を形成する工程２５を含む。トレンチ３１は、標準的
な反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）プロセスによって、絶縁体層２０内にエッチングす
ることができる。ＲＩＥ残留物を洗浄することが必要とされる場合には、希フッ化水素（
ＨＦ）酸のような標準的な洗浄剤、または標準的な溶媒、および／またはアルゴン・スパ
ッタ洗浄剤を用いることができる。
【００１７】
トレンチは、単一のトレンチとして示され、好ましくは絶縁体層２０内にエッチングされ
た単一のダマシン・トレンチであるが、トレンチ３１は、配線またはバイア構造を有する
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デュアル・ダマシン・トレンチの一部とすることもできる。さらに、図２（Ｂ）に示すよ
うに、トレンチ３１を種々の形状に形成することもでき、３次元長方形または正方形に限
定されない。トレンチ３１の形状は、レイアウト制限および所望の容量性抵抗によって要
求されるときに、制限されるのみである。
【００１８】
図２（Ｂ）は、第２（Ａ）のライン２Ａに沿って見たときのトレンチ３１の例示的な上面
を示している。この例では、トレンチ３１は、側壁３３とフィンガ状延長部２７とを有す
る長方形トレンチである。したがって、キャパシタ３５（図１参照）のようなキャパシタ
に対しては、下部導体プレートは、トレンチの上部の方に延びるときに、フィンガ状延長
部を充てんし、下部導体プレートとのコンタクトの容易さを可能にする。この例では、フ
ィンガ延長部２７の幅は、下部導体プレートの厚さのほぼ２倍よりも小さい。本発明のこ
の実施例または他の実施例におけるトレンチの深さは、好ましくは約０．５ミクロン（μ
）であるが、これに限定されない。トレンチ３１の深さは、約０．１μ～５μの範囲内で
変えることができる。同様に、トレンチ３１の幅（面積）は、約１平方ミクロン（μ 2  ）
～数千平方ミクロン（例えば、面積は約１平方ミリメータとなり得る）の範囲内で変える
ことができる。
【００１９】
次の工程３０ｂを、図３に示す。図３では、第１の導電層３２が、トレンチ３１の底部お
よび側部上に付着されている。この実施例では、第１の導電層３２は、物理蒸着（ＰＶＤ
）またはイオン化物理蒸着（ＩＰＶＤ）によって付着される窒化タンタル／タンタル（Ｔ
ａＮ／Ｔａ）膜より成るが、これに限定されるものではない。この特定の実施例では、第
１の導電層３２の厚さは、約５０ナノメータ（ｎｍ）であるが、これに限定されるもので
はない。第１導電層３２の厚さは、約１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲で変えることができる
。第１の導電層３２は、ＰＶＤ，ＩＰＶＤ，化学蒸着（ＣＶＤ），または適用できる他の
方法によって付着された、いかなる標準的な高融点金属ライナを有することができる。
【００２０】
図４は、フォトレジスト４０の付着およびリソグラフィック・パターニング、およびトレ
ンチ３１内の第１導電層３２のエッチング（工程３０ｃ）を示している。無反射（ＡＲＣ
）被覆層（図示せず）を、フォトレジストの下および上に用いることができる。標準的な
塩素または硫黄をベースとした（例えばＨＣｌ，ＢＣｌ 3  ，ＳＦ 6  ，ＳＯ 2  など）ＲＩＥ
化学物質を用いて、第１の導電層３２をエッチングすることができる。あるいはまた、第
１の導電層３２にタングステン（Ｗ）のような他の元素が用いられるならば、標準的なペ
ルフルオロカーボン（ＰＦＣ－Ｏ 2  ）化学物質を用いて、タングステンＷをエッチングす
ることができる。第１の導電層３２をエッチングし、レジストを除去した後、希硫酸と過
酸化水素洗浄剤の混合物のような標準的なポストＲＩＥ洗浄剤を選択的に用いて、ＲＩＥ
残留物を洗浄することができる。
【００２１】
図５は、工程３０ｄを示す。工程３０ｄは、残りの第１の導電層３２上のトレンチ内にキ
ャパシタ誘電体４２を付着する工程と、キャパシタ誘電体４２の上部に第２の導電層４４
を付着する工程と、第２の導電層４４の上部に内側導電層４６を付着する工程と、内側導
電層４６上に第３の導電層４８を付着する工程とを含んでいる。キャパシタ誘電体４２は
、二酸化シリコン，窒化シリコン，Ｔａ 2  Ｏ 5  ，または技術上知られているあらゆる標準
的なキャパシタ誘電体より成る１つ以上の層で作製できる。この特定の実施例では、キャ
パシタ誘電体４２の厚さは、好ましくは約１００ｎｍであるが、これに限定されるもので
はない。キャパシタ誘電体４２の厚さを、約５ｎｍ～２５０ｎｍの範囲内で変えることが
できる。
【００２２】
第２の導電層４４は、ＴａＮ／Ｔａのような標準的な高融点金属ライナにより構成するこ
とができる。第１の導電層３２のように、第２の導電層４４の厚さは、この実施例では好
ましくは約５０ｎｍであるが、これに限定されるものではない。第２の導電層４４の厚さ

10

20

30

40

50

(5) JP 3872362 B2 2007.1.24



は、約１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲内で変えることができる。
【００２３】
内側導電層４６は、ＰＶＣ，ＣＶＤまたは類似のプロセスによって付着された、適用可能
な銅シードまたは類似のシード材料の組合わせより成り、第３の導電層４８は、好ましく
は、電気メッキ銅であるが、これに限定されるものではない。第３の導電層４８を付着し
た後、層４６と層４８とを区別することは、本質的にできない。層４４，４６，４８の全
厚さは、トレンチ３１の残りの厚さによって決定される。この場合、層４４，４６，４８
の付着厚さは、トレンチ３１の深さにほぼ等しい。
【００２４】
図６に示すように、最終工程は、化学機械研磨（ＣＭＰ）または他の適切な手段によって
、層４２，４４，４８と絶縁体層２０を平坦化する工程を含む。その結果、層４２，４４
，４８は、絶縁体層２０の表面と共面になる。図示しないが、層４２，４４，４８は、絶
縁体２０の表面上に、層４２が全体的または部分的に残されるように、平坦化することも
できる。
【００２５】
このように、第１のキャパシタ３０は、キャパシタ誘電体４２内に埋込まれた第１の導電
層３２より成る第１の薄い下部導体プレートを有している。第１キャパシタ３０の第２の
上部導体プレートは、第２の導電層４４および第３の導電層４８より構成される。第１の
導体プレートは、トレンチの底部に形成され、前記トレンチの側壁へは延びない。上部導
体プレートは、キャパシタ誘電体４２上に形成され、絶縁体層の表面と共面となるように
、トレンチをほぼ充てんする。
【００２６】
図７～図１２は、本発明の第２の実施例に従って、第２のキャパシタ５０を形成する工程
を示す。図７に示すように、第２のキャパシタ５０を形成する第１の工程５０ａは、絶縁
体層２０内にトレンチ２６を形成する工程を含んでいる。そのプロセスは、図２で説明し
たプロセスに類似している。
【００２７】
次の工程５０ｂを、図８に示す。図８では、第１の導電層５２，キャパシタ誘電体層５４
，第２の導電層５６が、トレンチ内に付着されている。この実施例では、第１の導電層５
２および第２の導電層５６は、ＰＶＤまたはＩＰＶＤによって（これに限定されない）付
着されたＴａＮ／Ｔａ膜により構成される。第１の実施例のように、第１の導電層５２お
よび第２の導電層５６の厚さは、約５０ｎｍであり、キャパシタ誘電体５４の厚さは、約
１００ｎｍであるが、これら層の厚さは、これらに限定されるものではない。この実施例
では、第１および第２の導電層５２，５６の厚さは、約１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲内で
変えることができ、キャパシタ誘電体５４の厚さは、約５ｎｍ～２５０ｎｍの範囲内で変
えることができる。
【００２８】
第１および第２の導電層５２，５６は、ＰＶＤ，ＩＰＶＤ，ＣＶＤ，または他の適切な付
着方法を用いて付着された標準的な高融点金属ライナで構成することができる。キャパシ
タ誘電体層５４は、二酸化シリコン，窒化シリコン，Ｔａ 2  Ｏ 5  ，または技術上知られて
いる標準的なキャパシタ誘電体より成る１つ以上の層で構成することができる。
【００２９】
図９は、フォトレジスト６０の付着およびリソグラフィック・パターニングと、第２の導
電層５６およびキャパシタ誘電体層５４のエッチングとを示している（工程５０ｃ）。Ａ
ＲＣ層（図示せず）を、フォトレジストの下または上に、用いることができる。標準的な
塩素または硫黄をベースとしたＲＩＥ化学物質を用いて、第２の導電層５６をエッチング
することができる。第２の導電層をエッチングし、レジストを除去した後、標準的なポス
トＲＩＥ洗浄剤を選択的に用いて、ＲＩＥ残留物を洗浄することができる。工程５０ｃが
終了すると、キャパシタ誘電体層５４および第２の導電層５６の一部のみが、トレンチの
底部上に残る。
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【００３０】
次の工程５０ｄを、図１０に示す。第２の導電層５６およびキャパシタ誘電体５４をパタ
ーニングした後、側壁スペーサ６２を、トレンチ内に形成する。側壁スペーサ６２を形成
する一つの方法は、技術上知られているように、プラズマ励起ＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ）また
はＨＤＰＣＶＤによる窒化シリコンの層を、ウェハ上に付着する工程と、異方性スペーサ
・エッチバックを行って、トレンチの上部（レベル間の面である）ではなくトレンチの側
壁上に窒化シリコンを残す工程とを含んでいる。したがって、側壁スペーサ６２は、トレ
ンチの上部よりもトレンチの底部で厚い。他のダマシン配線レベルまたは類似の配線レベ
ルが、第２のキャパシタ５０と共面になるように作製されることが必要ならば、他のダマ
シン配線レベルまたは類似の配線レベルは、この工程中に、パターニングし、エッチング
できる。
【００３１】
図１１は、第２のキャパシタ５０を形成する次の工程５０ｅを示す。中間導電層６４，内
側導電層６６，第３の導電層６８を、側壁スペーサ６２上に付着する。中間導電層６４は
、ＴａＮ／Ｔａまたは類似の材料より成り、内側導電層６６は、ＰＶＤ，ＣＶＤ，または
類似のプロセスによって付着された、銅シードまたは他の適用できるシード材料より成る
１つ以上の組合わせ層を有し、第３の導電層６８は、好ましくは、電気メッキ銅であるが
、これに限定されるものではない。本発明の第１の実施例のように、第３の導電層６８を
付着した後に、本質的に、層６６と層６８とは区別することはできない。また、層６４，
６６，６８の厚さは、トレンチの残りの深さによって決定される。この場合、層６４，６
６，６８の付着厚さは、トレンチの深さにほぼ等しい。
【００３２】
図１２に示すように、層５２，６４，６８と、分離された層２０とを、次に、化学機械研
磨（ＣＭＰ）または他の適切な手段によって平坦化する。したがって、第２のキャパシタ
５０は、トレンチの側壁に延びる第１の導電層５２より成る第１の薄い下部導体プレート
を有する。キャパシタ誘電体５４は、第１の導体プレートと第２の導体プレートとの間に
設けられる。第２のキャパシタ５０の第２の上部導体プレートは、第２の導電層５６，中
間導電層６４，第３の導電層６８により構成される。第１の導体プレートは、トレンチの
底部に形成され、上部導体プレートは、キャパシタ誘電体５４上に形成される。この場合
、側壁スペーサ６２は、第２の導電層５６の端部をオーバラップし、上部導体プレートの
第２の導体層５６の上部コーナーを、トレンチの上部の方へ延びないようにしている。Ｃ
ＭＰ後、側壁スペーサ６２は、第１の導体プレートと第２の導体プレートとの間に十分な
分離を与えて、漏洩と絶縁破壊とを防止する。
【００３３】
したがって、本発明は、トレンチの表面上、およびトレンチの底部コーナーでの、キャパ
シタ構造のキャパシタ・プレート間の漏洩および絶縁破壊を防止するために、埋込まれた
キャパシタ・プレートを有するキャパシタを提供する。
【００３４】
本発明を、特定の実施例に基づいて説明したが、本発明の趣旨と範囲から逸脱することな
く、変形，変更が可能なことが、当業者にはわかるであろう。
【００３５】
まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
（１）金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）キャパシタ・デバイスであって、
レベル間誘電絶縁体の層内に形成された、側壁を有するトレンチと、
前記トレンチの底部に形成された第１の薄い下部導体プレートと、
前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなす第２の上部導体プレートと、
前記第１の導体プレートと前記第２の導体プレートとの間に形成された誘電体層とを備え
、前記誘電体層は、前記導体プレートの一方が、前記トレンチの側壁に延びないようにし
、前記導体プレートの前記一方の少なくとも１つの上部コーナーが、前記トレンチの上部
の方へ延びないようにする、デバイス。
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（２）前記誘電体層は、前記下部導体プレートが、前記トレンチの側壁に延びないように
する、上記（１）に記載のデバイス。
（３）前記誘電体層は、前記側壁に隣接している、上記（２）に記載のデバイス。
（４）前記下部導体プレートは、少なくとも１種の高融点金属の層を有する、上記（１）
に記載のデバイス。
（５）前記上部導体プレートは、
少なくとも１種の高融点金属の層と、
銅の層と、
を有する、上記（１）に記載のデバイス。
（６）前記誘電体層は、
前記上部導体プレートと前記下部導体プレートとの間のキャパシタ誘電体層と、
前記上部導体プレートの端部をオーバラップし、前記上部導体プレートの少なくとも１つ
の上部コーナーが、前記トレンチの上部へ延びないようにする誘電体側壁スペーサと、
を有する、上記（１）に記載のデバイス。
（７）前記誘電体側壁スペーサは、前記トレンチの上部におけるよりも、前記トレンチの
底部において厚い、上記（６）に記載のデバイス。
（８）ＭＩＭキャパシタを形成する方法であって、
ａ）レベル間誘電絶縁体の層内に、側壁を有するトレンチを形成する工程と、
ｂ）前記トレンチの底部に、第１の薄い下部導体プレートを形成する工程と、
ｃ）前記下部導体プレートの上に、誘電体層を形成する工程と、
ｄ）前記誘電体の上に、前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなすように、第２の上部
導体プレートを形成する工程と、
ｅ）前記導電プレートの一方の少なくとも１つの上部コーナーが、前記トレンチの前記側
壁の方へ延びないようにし、および前記トレンチの上部の方へ延びないようにする工程と
、
を含む方法。
（９）前記工程ｂ）は、
ｂ１）前記トレンチの底部および側壁の上に、第１の導電層を付着する工程と、
ｂ２）前記第１の導電層の選択領域上に、レジストを付着してパターニングする工程と、
ｂ３）前記トレンチの側壁に隣接する領域を含む、前記第１の導電層の選択領域を除去す
ることによって、前記下部導体プレートを形成する工程と、
ｂ４）前記トレンチから前記レジストを除去する工程と、
を含む、上記（８）に記載の方法。
（１０）前記工程ｃ）は、
ｃ１）前記下部導体プレートの上、および前記トレンチの側壁の上に、前記誘電体層を付
着する工程と、
ｃ２）前記下部導体プレートを、前記付着された誘電体層で、前記側壁から分離する工程
と、
をさらに含む、上記（９）に記載の方法。
（１１）前記工程ｄ）は、
ｄ１）前記誘電体層の上に、第２の導電層を付着する工程と、
ｄ２）前記第２の導電層の上に、前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなすように、第
３の導電層を付着する工程と、
ｄ３）前記第２および第３の導電層と、前記レベル間誘電絶縁体とを平坦化することによ
って、前記上部導体プレートを形成する工程と、
を含む、上記（１０）に記載の方法。
（１２）前記工程ｂ）は、
ｂ１）前記トレンチの底部および側壁の上に、第１の導電層を付着する工程、を含む、上
記（８）に記載の方法。
（１３）前記工程ｃ）は、
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ｃ１）前記下部導体プレートの上に、第１の誘電体を付着する工程、
を含む、上記（１２）に記載の方法。
（１４）前記工程ｄ）は、
ｄ１）前記誘電体層の上に、第２の導電層を付着する工程と、
ｄ２）前記第２の導電層および前記誘電体層の選択領域に、レジストを付着してパターニ
ングする工程と、
ｄ３）前記トレンチの側壁に平行な領域を含む、前記第２の導電層および前記誘電体層の
選択領域を除去する工程と、
ｄ４）前記レジストを、前記トレンチから除去する工程と、
を含む、上記（１３）に記載の方法。
（１５）前記工程ｅ）は、
ｅ１）前記側壁に隣接する前記トレンチ内に、前記第２の導電層の各端部にオーバラップ
する側壁スペーサを形成する工程と、
ｅ２）前記第２の導電層の上部コーナーが、前記トレンチの上部へ延びないようにする工
程と、
を含む、上記（１４）に記載の方法。
（１６）前記工程ｅ１）は、
ｌ）前記側壁スペーサの底部が、前記側壁スペーサの上部より厚くなるように、前記側壁
スペーサを形成する工程、
をさらに含む、上記（１５）に記載の方法。
（１７）前記工程ｅ）は、
ｅ３）前記側壁スペーサの上に、中間導電層を付着する工程と、
ｅ４）前記中間導電層の上に、前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなすように、第３
の導電層を付着する工程と、
ｅ５）前記第１の導電層，前記中間導電層，前記第３の導電層，前記側壁スペーサ，前記
レベル間誘電絶縁体を平坦化することによって、前記キャパシタを形成する工程と、
をさらに含む、上記（１６）に記載の方法。
（１８）ＭＩＭキャパシタ・デバイスを有するダマシン装置であって、
基板と、
前記基板の上に付着されたレベル間誘電絶縁体の層と、
前記レベル間誘電絶縁体の層内に形成された、側壁を有する少なくとも１つのトレンチと
、
前記トレンチの底部に形成された第１の薄い下部導体プレートと、
前記レベル間誘電絶縁体の表面と共面をなす第２の上部導体プレートと、
前記下部または上部導体プレートと接触する少なくとも１つのコンタクトと、
前記第１の導体プレートと前記第２の導体プレートとの間に形成された誘電体層とを備え
、前記誘電体層は、前記導体プレートの一方が、前記トレンチの側壁に延びないようにし
、前記導体プレートの前記一方の少なくとも１つの上部コーナーが、前記トレンチの上部
の方へ延びないようにする、装置。
（１９）前記誘電体層は、前記トレンチの側壁に隣接し、前記下部導体プレートが、前記
トレンチの側壁に延びないようにする、上記（８）に記載の装置。
（２０）前記誘電体層は、
前記上部導体プレートと前記下部導体プレートとの間のキャパシタ誘電体層と、
前記上部導体プレートの端部をオーバラップし、前記上部導体プレートの少なくとも１つ
の上部コーナーが、前記トレンチの上部へ延びないようにする誘電体側壁スペーサと、
を有する、上記（１８）に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１および第２の実施例による３個のキャパシタの断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例による図１のキャパシタ３０の製造の１つの工程を示す図
である。
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【図３】本発明の第１の実施例による図１のキャパシタ３０の製造の１つの工程を示す図
である。
【図４】本発明の第１の実施例による図１のキャパシタ３０の製造の１つの工程を示す図
である。
【図５】本発明の第１の実施例による図１のキャパシタ３０の製造の１つの工程を示す図
である。
【図６】本発明の第１の実施例による図１のキャパシタ３０の製造の１つの工程を示す図
である。
【図７】本発明の第２の実施例による図１のキャパシタ３５，５０の製造の１つの工程を
示す図である。
【図８】本発明の第２の実施例による図１のキャパシタ３５，５０の製造の１つの工程を
示す図である。
【図９】本発明の第２の実施例による図１のキャパシタ３５，５０の製造の１つの工程を
示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施例による図１のキャパシタ３５，５０の製造の１つの工程
を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施例による図１のキャパシタ３５，５０の製造の１つの工程
を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施例による図１のキャパシタ３５，５０の製造の１つの工程
を示す図である。
【符号の説明】
１０　装置
１５　基板
１８，１９　コンタクト
２０　絶縁体層
２７　フィンガ状延長部
３０　第１のキャパシタ
３１　トレンチ
３２　第１の導電層
３３　側壁
３５　第３のキャパシタ
５０　第２のキャパシタ
４２　キャパシタ誘電体
４４　第２の導電層
４６　内側導電層
４８　第３の導電層
５２　第１の導電層
５４　キャパシタ誘電体層
５６　第２の導電層
６０　フォトレジスト
６２　側壁スペーサ
６４　中間導電層
６６　内側導電層
６８　第３の導電層
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