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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列に構成物を形成するための方法であって、
　ピッチマルチプリケーションを用いてカラムパターンを有する第１のマスクを形成する
ステップと、
　前記第１のマスクのスペースに充填物質を充填するステップと、
　ロウパターンを有する第２のマスクを、ピッチマルチプリケーションを用いて、前記第
１のマスクおよび前記充填物質上に形成するステップと、
　前記第１のマスクと前記第２のマスクを用いて形成された第３のパターンを有する結合
されたマスクを用いて、前記第１のマスクの下方に存在する層をパターニングするステッ
プ
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のマスクのうちの前記第２のマスクで直接覆われていない部分の少なくとも一
部を除去するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のマスクの下方に存在する層のパターニングが、分離された構成物を決定する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のマスクを形成するステップが、側壁スペーサーを感光性の複数のラインの側
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壁の上に形成するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のマスクを形成するステップが、側壁スペーサーを感光性の複数のラインの側
壁の上に形成するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　分離された構成物を下方に存在する基板にエッチングするために、前記結合されたマス
クを用いるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　別個の層に第三のパターンを、前記分離された構成物を前記別個の層の下方に存在する
基板にエッチングする前に、転写するステップをさらに含むことを特徴とする請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記別個の層は、アモルファスカーボンから成ることを特徴とする請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
　前記第１のマスクはフォトレジストからなることを特徴とする、請求項１に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記第１のマスクの構造物は、前記第２のマスクの構造物に対して垂直であることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　基板中の分離された構造を形成するために前記結合されたマスクを用いることをさらに
含み、前記分離された構成物が複数の孔を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の孔を、導電性物質で前記導電性物質があふれるまで満たすステップ、および
　分離された複数の接点を形成するために、前記あふれ出た導電性物質を化学機械平坦化
によってエッチングするステップ
　をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、
　前記ロウパターンがマスキング構成物の第二の配置を含み、前記カラムパターンがマス
キング構成物の第一の配置を含み、
　前記ロウパターンは前記カラムパターンにかぶさっており、
　マスキング構成物の前記第一の配置および前記第二の配置のそれぞれが、共通材料から
なる部分を有するマスクを有し、
　第一の下方に存在する層も、前記共通材料から形成され、
　第二の下方に存在する層は、前記第一の下方に存在する層の下に位置し、
　前記方法は、前記第１のマスクおよび前記第２のマスクの両者から前記共通材料の感光
された部分を同時にエッチングするステップをさらに含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記第１のマスクと前記第２のマスクの両者から前記共通材料の感光された部分をエッ
チングするステップの後に、前記第二の下方に存在する層の分離された部分を感光するた
めに、前記共通材料の感光された部分を前記第一の下方に存在する層および前記第２のマ
スクから同時にエッチングするステップ
　を含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第二の下方に存在する層の分離された部分を感光するステップの後に、前記第二の
下方に存在する層に孔を構成するために、前記第二の下方に存在する層の前記感光された
分離された部分を選択的にエッチングするステップによって、前記第三のパターンを前記
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第二の下方に存在する層に、拡張するステップ
　をさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記共通材料が酸化物であることを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記共通材料が二酸化ケイ素であることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第二の下方に存在する層がアモルファスカーボンであることを特徴とする請求項１
５に記載の方法。
【請求項１９】
　基板に分離された構成物を形成するために前記結合されたマスクを用いるステップを含
み、前記分離された構成物が複数の支柱を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ロウパターンがマスキング構成物の第二の配置を含み、前記カラムパターンがマス
キング構成物の第一の配置を含み、
　前記マスキング構成物の第二の配置は前記マスキング構成物の第一の配置にかぶさって
おり、
　前記マスキング構成物の第一の配置と前記マスキング構成物の第二の配置のそれぞれが
共通材料から形成される部分を有し、かつ、
　下方に存在する層も共通材料で構成される
　ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１のマスクの前記共通材料で構成されていない部分であって前記共通材料でマス
クされていない部分を除去するステップ
　をさらに含むことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１のマスクの前記共通材料で構成されていない部分であって前記共通材料でマス
クされていない部分を除去するステップの後に、前記共通材料の感光された部分を前記下
方に存在する層、および、前記第１および第２のマスクの両者から同時にエッチングする
ステップ、ならびに
　前記共通材料で構成されていないマスキングの島を感光させるステップをさらに含み、
　ここで、前記マスキングの島は前記第三のパターンに対応する
　ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記共通材料で構成されていないマスキングの島を残すために、前記マスキングの島に
よってマスクされていない前記共通材料の部分を除去するステップをさらに含むことを特
徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記共通材料が酸化物であることを特徴とする、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記共通材料が二酸化ケイ素であることを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１および第２のマスクで直接覆われていない全ての物質の部分を除去するステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１および第２のマスクで直接覆われていない全ての物質の部分を除去するステッ
プの後に、前記第１のマスクを通して前記下方に存在する層に前記ロウパターンを展開す
るステップを、さらに含むことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記共通材料で構成されていないマスキングの島を残すために、前記共通材料の部分を
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除去するステップをさらに含み、
　ここで、前記マスキングの島は前記第三のパターンに対応する
　ことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　複数の支柱を作るために、マスキングの島のパターンを前記下方に存在する層に拡張す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記複数の支柱は、導電体で構成されることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記複数の支柱は層間誘電（inter-level dielectric）中に形成され、過剰な物質を除
去し構成物を分離するために、化学機械プロセスを用いるステップをさらに含むことを特
徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数の支柱は半導体からなることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記複数の支柱は、縦方向に取り囲むゲートトランジスタを構成することを特徴とする
請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１のマスクを形成するステップが、感光性の複数のラインの前記幅を減少させた
後で、前記感光性の複数のラインに、スペーサー物質を塗布するステップを含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１のマスクを形成するステップが、前記カラムパターンを下方に存在するマスキ
ング物質の層に転写した後で、感光性の複数のラインに、スペーサー物質を塗布するステ
ップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第１のマスクを形成するステップが、前記カラムパターンを下方に存在するマスキ
ング物質の層に転写する前に、感光性のラインに、スペーサー物質を塗布するステップを
含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第２のマスクを形成するステップが、感光性の複数のラインの前記幅を減少させた
後で、前記感光性の複数のラインに、スペーサー物質を塗布するステップを含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第２のマスクを形成するステップが、前記ロウパターンを下方に存在するマスキン
グ物質の層に転写した後で、感光性の複数のラインに、スペーサー物質を塗布するステッ
プを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第２のマスクを形成するステップが、前記ロウパターンを下方に存在するマスキン
グ物質の層に転写するステップの前に、前記感光性の複数のラインの前記幅を減少させる
ステップを含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第１のマスクを形成するステップは、第一の感光性の複数のラインにスペーサー物
質を塗布することを含み、
　前記第２のマスクを形成するステップは、第二の感光性の複数のラインにスペーサー物
質を塗布することを含み、
　前記第２のマスクを形成するステップが、前記第一の感光性の複数のラインおよび前記
第二の感光性の複数のラインの両者の前記幅を減少させた後で、第二の感光性の複数のラ
インに、スペーサー物質を塗布するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方
法。
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【請求項４１】
　前記第１のマスクを形成するステップは、第一の感光性の複数のラインにスペーサー物
質を塗布することを含み、
　前記第２のマスクを形成するステップは、第二の感光性の複数のラインにスペーサー物
質を塗布することを含み、
　前記第１および第２のマスクを形成するステップが、前記カラムおよび前記ロウのパタ
ーンを下方に存在するマスキング物質の層に転写した後で、第一および第二の感光性の複
数のラインに、スペーサー物質を塗布するステップを含むことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項４２】
　前記第一の感光性の複数のラインの幅がマスキング物質の下方に存在する層に転写され
る前に狭められ、前記第二の感光性の複数のラインの幅も、マスキング物質の下方に存在
する層に転写される前に狭められることを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路の製造、コンピュータメモリを製造する技術およびマスキング技術
の全般に関する。
【背景技術】
【０００２】
〔関連出願の参照〕
　本出願は、以下の出願に関連する：U.S. Patent Application No.11/134,982、2005年5
月23日出願(Atty. Ref.: MICRON.317A)；U.S. Patent Application No. 10/932,993 (Att
y. Ref.: MICRON.293A) 2004 年9月9日出願；U.S. Patent Application No. 10/934,778 
(Atty. Ref.: MICRON.294A) 2004 年9月2日出願；U.S.Patent Application No. 10/931,7
71 (Atty. Ref.: MICRON.295A) 2004 年8月31日出願；U.S. Patent Application No. 10/
934,317 (Atty. Ref.: MICRON.296A) 2004 年9月2日出願。また、上記の個々の出願の全
体は、参照することにより本出願に含まれ、本明細書の一部を構成する。
【０００３】
〔関連技術についての記述〕
　可搬性、演算能力、記憶容量、および、近年の電子工学でのエネルギー効率の改善に対
する要求を含む、多くの因子の結果として、集積回路は継続的に小さくされている。この
小容量化を容易にするために、集積回路の主要な構成物（constituent features）の大き
さを小さくする方法についての研究が続けられている。このような主要な構成物の例には
、コンデンサ、電気接点、相互接続線、および、その他の電気デバイスが含まれる。主要
な構成物の大きさを小さくする傾向は、例えば、ダイナミック・ランダム・アクセス・メ
モリ（DRAMs）、スタティック・ランダム・アクセス・メモリ（SRAMs）、強誘電体（FE）
メモリ、電気的消去・プログラム可能読取専用メモリ（EEPROMs）、フラッシュメモリ、
などのメモリ回路、もしくはメモリデバイスで顕著である。
【０００４】
　コンピュータメモリは、一般的に、関連する論理回路とともに複数の配列に配置された
何百万ものメモリセルとして知られる個々の集積回路から成る。マルチレベル・セルデバ
イス（multi-level cell devices）はセルごとに1ビット以上を蓄積できるが、それぞれ
のメモリセルは、もともと、1ビットの情報を蓄積する。そのもっとも一般的な形態とし
ては、メモリセルは通常、記憶キャパシタ（storage capacitor）とアクセス電界効果ト
ランジスタ（access field effect transistor）の2つの電気デバイスからなる。それぞ
れのメモリセルは、1ビットのデータ（二進数、binary digit）を記憶できるアドレス可
能な場所である。ビットを、トランジスタを通してセルに書き込むことができ、参照電極
側からの蓄積電極の電荷検出により読み出すことができる。高密度の構成要素を用いるこ
とがプラスとなるコンピュータメモリの一般的なタイプの一つはDRAMである。電気デバイ
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スの構成要素、それらを接続する導電線（conducting line）、および、電気デバイスの
構成要素の間に電荷を運ぶ導電性コンタクト（conductive contact）の大きさを小さくす
ることによって、これらの構成物を含むメモリデバイスの大きさを小さくすることができ
る。メモリデバイスにより多くのメモリセルを組み込むことにより、記憶容量および回路
速度を増加することができる。
【０００５】
　継続的に行われる構成物の大きさの小形化に対する需要によって、構成物（the featur
es）を形成するために用いられる技術の需要がかつてないほど高まっている。例えば、フ
ォトリソグラフィーは通常、基板上の構成物のパターニングに用いられる。ピッチの概念
はこれらの構成物の大きさを描写するのに用いられる。ピッチとは、二つの隣り合った構
成物の同一点の間の距離として定義される。これらの構成物は通常、隣接した構成物との
間の間隔で定義され、その間隔は絶縁体などの物質で満たされる。その結果、ピッチは構
成物の幅と、構成物を隣接した構成物から分離する間隔の幅との合計としてみることがで
きる。
【０００６】
　あるフォトレジスト物質は、ある波長の光に対してのみ反応する。用いることができる
ある一般的な波長の範囲は、紫外線（UV）の領域に位置する。多くのフォトレジスト物質
が特定の波長に選択的に反応するため、フォトリソグラフィー技術には各々の最小ピッチ
があり、特定のフォトリソグラフィー技術はその最小ピッチよりも小さいピッチでは、信
頼性のある状態で構成物を形成することができなくなる。この最小ピッチは、しばしば、
その技術において用いられる光の波長によって決められる。従って、フォトリソグラフィ
ー技術の最小ピッチは、構成物の大きさを小さくする上での限界となる可能性がある。
【０００７】
　「ピッチマルチプリケーション」（"pitch multiplication"）もしくは「ピッチダブリ
ング」（"pitch doubling"）は、より高密度に配置された構成物を作ることができるよう
にフォトリソグラフィー技術の性能を拡張することができる。ピッチマルチプリケーショ
ン法については、図１Ａから１Ｆで図説したし、Lowrey et alのU.S. Patent No. 5,328,
810（参照により開示の全体が本発明に含まれる）に記載されている。便宜上、本明細書
中で、その方法の概略の説明も行う。
【０００８】
　図１Ａを参照すると、まず、ライン10のパターンがフォトリソグラフィーで、フォトレ
ジスト層（基板30および層20の犠牲材料（expendable material）の上を覆っている）に
形成される。図１に示した層は、いずれも断面を図式的に表したものである。図１Ｂに示
したように、その後、パターンがエッチング（好ましくは異方性エッチング）によって、
層20に転写され、それによって、プレースホルダーもしくはマンドレル40が形成される。
エッチングが異方性エッチングであれば、そのマンドレルは図に示したように、おおよそ
垂直な側壁（vertical side）を有する。フォトレジストライン10を除去することができ
、図１Ｃに示すように、隣り合ったマンドレル40の距離を長くするために、マンドレル40
を等方的にエッチングすることができる。あるいは、等方性エッチング、もしくは、圧縮
ステップ（shrink step）のいずれかを、転写する前にレジストに行うことができる。図
１Ｄに示すように、スペーサー物質の層50を、次にマンドレル40の上にデポジションする
。その後、スペーサー60、すなわち他の物質の側壁から広がる物質もしくは当初から他の
物質の側壁を構成する物質は、水平表面70および80からスペーサー物質を方向的スペーサ
ーエッチング（directional spacer etch）（もしくは、異方性エッチング）により優先
的にエッチングすることにより、マンドレル40の側面を形成する。このようなスペーサー
を図１Ｅに示す。残ったマンドレル40は、その後、除去され、後には、基板30の上のスペ
ーサー60のみが残される。図１Ｆに示すように、スペーサー60は、パターニングのマスク
として一緒に作用する。従って、一つの構成物と一つのスペースとしてあらかじめ与えら
れたピッチと同じ幅に、スペーサー60で決定される2つの構成物と2つのスペースを含める
ことができる。結果として、この「ピッチマルチプリケーション」技術により、フォトリ
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ソグラフィー技術で構成できる最も小さい構成物の大きさが効果的に小さくなる。
【０００９】
　上記の例でピッチが実際に半分になったが、このピッチ幅の減少は慣例的にピッチ「ダ
ブリング」（"doubling"）もしくはさらに一般的に、ピッチ「マルチプリケーション」（
"multiplication"）と称される。従って、慣習的に、特定の因子によるピッチの「マルチ
プリケーション」（"multiplication"）は、その因子によって、ピッチ幅を減少させるこ
とに関係することになる。実際、「ピッチマルチプリケーション」でピッチ幅を減少させ
ることによって、構成物の密度を上げることができる。従って、ピッチには少なくとも二
つの意味がある。すなわち、繰り返されるパターン中の同一の構成物の間の直線的な距離
、ならびに、直線的な距離ごとの構成物の密度もしくは数である。この従来の技術は、本
明細書に含まれる。
【００１０】
　マスクスキームもしくは回路設計の限界寸法（critical dimension、CD）は、スキーム
における構成物の寸法の最小値、または、その設計もしくはスキームに存在する最小の構
成物の最小幅の計測値である。幾何学的に複雑であることや、集積回路の異なる部分では
限界寸法が異なることなどの要因により、通常は、集積回路の全ての構成物についてピッ
チマルチプリケーションを行わない。さらに、ピッチマルチプリケーションは、従来のリ
ソグラフィーに対していくつもの付加的なステップを伴う。その付加的なステップには、
多額の付加的な経費がかかる可能性がある。直接的なパターニングでのスペーサーパター
ンは単に直接的にパターニングされた輪郭に沿っているだけであるため、ピッチマルチプ
リケーションで得られる構成物は、ピッチマルチプリケーションを伴わない直接的なパタ
ーニングで得られる構成物に比べて、しばしば制御性が低くなる。従って、ピッチマルチ
プリケーションは、通常、メモリ配列の導電線（conductive line）のように一定の間隔
となっているラインにのみ有用であると考えられている。一方、通常の等方性圧縮ステッ
プ（isotropic shrink step）のようなミクロマスキング（micromasking）技術は、構成
物の大きさを減少させることができるが、対応して構成物の密度を増加させることはでき
ない。また、現存する技術は転写の際に十分に解像度と忠実度を保たないため、下方に存
在する層に非常に精巧なパターンを転写するための試みもされている。集積回路上でより
小さくより効果的に稼動するユニットを作成するための方法（このような方法は、好都合
に構成物の密度を増大させてチップの大きさを小さくする）に対する需要がある。
【００１１】
　そこで、集積回路の大きさを小さくすること、および、コンピュータチップ上の電気デ
バイスの配列の増大させた動作可能な密度へのニーズがある。従って、小さな構成物を形
成するための改善された方法、構成物の密度を増加させるための改善された方法、より効
率的な配列を提供する方法、および、構成物の解像度を下げずに、よりコンパクトな配列
を提供する技術に対するニーズが存在する。
【発明の開示】
【００１２】
　ある実施形態では、本発明は、集積回路中に分離された構成物（features）を形成する
方法を含む。その方法には、複数のマスキング物質の層に覆われた基板を提供するステッ
プ、および、第一のマスキング物質の層に第一の選択的に形成可能な（definable）ライ
ン群を形成するステップを含めることができる。その方法には、第一の選択的に形成可能
なライン群よりも小さなピッチを有するマスキング構成物の第一の配置（arrangement）
を形成するためにスペーサー物質を用いて、第一の選択的に形成可能なライン群のピッチ
を減少させるステップを、さらに含めることができる。マスキング構成物の第一の配置は
、ピッチを減少させたスペースで分離されたピッチを減少させたマスキングラインを含む
ことができ、また、第一のパターンに対応することができる。その方法は、第二の選択的
に形成可能なライン群をマスキング物質の第二の層に形成するステップであって、その第
二の選択的に形成可能なライン群は第一の選択的に形成可能なライン群と並行ではないス
テップをさらに含むことができる。方法は、第二の選択的に形成可能なライン群よりも小
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さなピッチを有するマスキング構成物の第二の配置を形成するために、スペーサー物質を
用いて、第二の選択的に形成可能なライン群のピッチを減少させるステップ、をさらに含
むことができる。マスキング構成物の第二の配置は、ピッチを減少させたスペースで分離
されたピッチを減少させたマスキングラインを含む可能性があり、また、第二のパターン
に対応することができる。方法は、分離された構成物を形成するために第一のパターンと
第二のパターンを重ね合わせて得られる第三のパターンを基板にエッチングするステップ
をさらに含むことができる。
【００１３】
　いくつかの実施例では、本発明は、配列（array）中に構成物を形成する方法を含む。
その方法には、カラムパターンを形成するために、第一の感光性のラインのカラムのピッ
チを減少させるステップを含めることができる。方法には、カラムパターンと交差するロ
ウのパターンを形成するために、第二の感光性のラインのロウのピッチを減少させるステ
ップもまた含めることができる。ロウのパターンはロウのライン（row lines）とロウの
スペース（row spaces）を有することができる。ロウのラインは、下方に存在するカラム
パターンの感光していない部分のマスキングを除去することができ、ロウのスペースは下
方に存在するカラムパターンの感光している部分を残すことができる。交差しているカラ
ムパターンとロウのパターンは、第三のパターンを有する重ねあわせたマスク（combined
 mask）を含むことができる。
【００１４】
　ある実施例では、発明は集積回路のマスクパターンを含む。そのマスクパターンは、第
一の細長いマスキングライン群、および、第一の細長いマスキングライン群と交差する第
二の細長いマスキングライン群を含むことができる。マスクパターンでは、それぞれのラ
イン群は、フォトリソグラフィーで形成できるピッチよりも小さいピッチを有することが
できる。
【００１５】
　ある実施例では、発明は、集積回路製造工程の一部として構成された分離された構成物
の配置を含む。その配置は、スペーサー物質で構成された第一の細長い構成物のロウ、お
よび、スペーサー物質で構成された第二の細長い構成物のロウを有することができる。第
二のロウの細長い構成物は、他方のロウ中の複数の細長い構成物を一方のロウの各構成要
素が交差するように、第一のロウの細長い構成物と交差することができる。
【００１６】
　ある実施例では、発明は、集積回路の分離された構成物の配置を含む。その配置は、第
一の幅が60ナノメートルより小さく、第一の縦の長さが第一の幅の10倍より大きくないよ
うな規則的にスペースを入れた構成物を有することができる。さらに、構成物の間のスペ
ースを60ナノメートルより小さい第二の幅とすることができる。
【００１７】
　ある実施例では、発明は、集積回路を含むシステムを含む。その集積回路は、約120nm
以下の幅を有するスペーサー物質からなる細長い構成物のロウを有することができる。そ
の集積回路は、約120nm以下の幅を有するスペーサー物質からなる細長い構成物のカラム
を、さらに含むことができる。そのカラム中の細長い構成物は、カラム中のそれぞれの細
長い構成物がロウ中の複数の細長い構成物と交わるように、ロウ中の細長い構成物と交わ
る。
【００１８】
　ある実施例では、発明は、集積回路用の配列構造（feature array）を形成する方法を
含む。その方法は、第一マスク層に、第一のピッチマルチプリケーションで構成された配
列構造（長手方向軸（axis of elongation）を有する引き伸ばされた構造）を形成するス
テップを含むことができる。第一の配列構造は第一のパターンを有することができる。そ
の方法は、第二マスク層に第二のピッチマルチプリケーションで構成された配列構造（第
一の配列構造の引き伸ばされた構造の軸と平行にならないような長手方向軸を有する引き
伸ばされた構造を有する第二のピッチマルチプリケーションで構成された配列構造）を、
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さらに形成するステップを含むことができる。第二の配列構造は、第二のパターンを有す
ることができる。その方法には、第一のパターンと第二のパターンを結像された第三のパ
ターンへと統合するステップであって、その第三のパターンは集積回路の縦方向の一つの
層中の配置構造に対応するステップを、さらに含めることができる。
【００１９】
　ある実施例では、発明は、電気フォーマット（electrical format）で情報を処理する
ためのシステムを含む。そのシステムは、少なくとも一つの電気回路を含むものとするこ
とができる。そのシステムには、電気回路の中の物質の層中に形成された、繰り返しパタ
ーン中のスペース形成の密度が高い構成物（densely-spaced features）をさらに含める
ことができる。それぞれの構成物は、60ナノメートル未満の第一の幅、および、第一の幅
の10倍未満の第一の縦の長さを有するものとすることができる。さらに、個々の構成物は
、隣接した構成物から120ナノメートル未満だけ離すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図２に、部分的に形成された集積回路100を示した。基板110は、様々なマスキング層12
0～170の下にある。下方に存在する層もしくは基板110のパターニングのためのマスクを
形成するために層120～170をエッチングすることができる。これらのマスクは、以下で述
べるように、様々な構成物を形成するために用いることができる。構成物には、以下の任
意のものの部分を含めることができる：一つ以上のトランジスタ、ダイオード、キャパシ
タ、導電線、ゲート、ソース、ドレイン、もしくは上記の任意のものとの接点。これらの
構成要素は、DRAM、フラッシュメモリの配列、NOR論理回路、NAND論理回路などの一部を
構成することができる。ある実施例では、構成物は、半導体物質からなる基板物質から構
成される。例えば、半導体物質は、ケイ素、ケイ素-ゲルマニウム化合物、もしくは、III
-V物質などとすることができる。
【００２１】
　本明細書中では、「基板」（"substrate"）の語は、基板層110のみを指すのではなく、
他の層の下に存在している層も指すことができる。「基板」（"substrate"）の語は、上
を覆っているマスキング層で調節される半導体プロセス（semiconductor process）（エ
ッチング、ドーピング、デポジションなど）の結果として形成された構成物もしくは構造
物をその中に有する、一つ以上の層も指すことができる。
【００２２】
　本明細書中では、「パターン」（"pattern"）の語は、上から見たときに表面に視認可
能な配列もしくは一連の形状を指すことができる。パターンは、一つ以上の層に形成され
た構成物の断面もしくは構成物の影に対応する形状が合わさったものを指すことができる
。そのパターンは、一般に構成物自体ではなく、むしろ、構成物の大きさや配置に対応し
た設計である。パターンは、複数の上を覆っている層もしくは隣接している層で実現され
た複数のパターンの結合として定義することができる。パターンは、感光性の層などで一
層で作り出すこともでき、その後、暫定層（temporary layer）、もしくは、ハードマス
ク層（hard mask layer）などの他の層に転写することができる。パターンは、構成物の
大きさやスペースの幅が異なっていても（前述の構成物を収縮させるステップなどによっ
て）下の層に転写されるといわれている。それに対して、新しいパターンは、第二のパタ
ーンの二つ以上の構成物を第一のパターンの一つの構成物に置き換えることによって、ピ
ッチマルチプリケーションで決定することができる。 
【００２３】
　一つの層のパターンは、他の前の層中もしくは覆っている層中の一つ以上のパターンか
ら得ることができる。パターンは、結果として得られる層が元のパターンの構成物とそれ
らの構成物が正確に似ていなくても他の層から得られるというよりも、むしろ、通常は、
下方に存在するパターンは、大きさが多少違っても、覆っているパターンの輪郭に沿って
いるということができる。「パターニングする」（"to pattern"）という語は、パターン
を製造もしくは形成するという意味の動詞として使用されることがある。
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【００２４】
　特定の層中で形成される構成物の配置は、パターンを生成することができる。配列もま
たパターンを形成することができる。配列は、集積回路中の複数の層に及ぶことができる
構成物の繰り返しで構成された、電気的構成要素もしくは電気的構成物の集合である。前
述のとおり、複数のセルは、DRAMもしくはNANDフラッシュメモリ回路などのためのメモリ
配列、または、論理回路を構成することができる。
【００２５】
　基板110の上を覆う層120～170の物質は、好ましくは、本明細書で言及した様々なパタ
ーン形成やパターン転写ステップのための化学物質や処理条件を考慮した上で選択される
。最上部の選択的に形成可能な層（topmost selectively definable layer）120（好まし
くはリソグラフィー・プロセスで得られる）および基板110との間の層は、好ましくは、
選択的形成可能層（selectively definable layer）120から基板110にパターンを転写す
るように機能するため、選択的形成可能層120と基板110との間の層は、好ましくは、他の
曝露される物質に比べて選択的にエッチングできるように選択される。周辺の物質と比較
して、エッチングしたときのエッチング速度が、少なくとも約2倍大きい物質で、好まし
くは約10倍大きく、もっとも好ましくは少なくとも約40倍大きい物質が、選択的、もしく
は、好ましいと考えられる。
【００２６】
　図２に図説した実施形態において、選択的形成可能層120は、第一のハードマスク層も
しくはエッチング停止層130の上を覆っている。層130は、第一暫定層140の上を覆ってい
る。第一暫定層140は、第二暫定層150を覆っている。第二暫定層150は、第二ハードマス
ク層もしくはエッチング停止層160を覆っている。層160は、基板層110を覆っているマス
クを通して処理される（エッチングなど）第三暫定層170を覆っている。図説されている
実施形態では、第三の暫定層170はそれを通してエッチング（もしくはそのほかの処理）
を受ける最終のマスクとして提供される。ある実施形態では、ケイ素、酸化ケイ素、窒化
ケイ素などの多くの他の物質に対して、カーボン層を特に傷つけることなく、選択的にエ
ッチングすることができるため、アモルファスカーボンが第三暫定層用に好ましい物質で
ある。図説した実施形態では、基板110は、接点が形成される層間誘電（interlevel diel
ectric、ILD）層を含むことがある。
【００２７】
　パターンを転写する通常の方法では、マスクと下方に存在する基板の両者は、基板物質
を優先的にエッチングで除去するエッチング物質にさらされる。しかしながら、エッチン
グ物質は、たとえゆっくりとした速度であっても、マスク物質も磨耗させることができる
。従って、パターンを転写する過程において、パターンの転写が完了する前にエッチング
物質によってマスクが磨耗する可能性がある。このような問題は、基板110がエッチング
される複数の異なる物質で構成される場合、深刻になる。このような場合においては、付
加的なマスク層（図示していない）を、パターンの転写が完了する前のマスクの磨耗から
マスクパターンを保護するために用いても良い。
【００２８】
　様々な層が、エッチング用化学物質と処理条件に応じて選択されるため、いくつかの実
施形態において、一種類以上の層を省略することができる。図説した実施形態においては
、ハードマスク層130および160は好都合なことに保護の役目をし、覆っている層のエッチ
ング中に、下方に存在する層を望ましくない分解から保護する。同様に、特に単純な基板
110では、様々なほかの層（第二ハードマスク層160自体など）を省略しても良く、覆って
いるマスク層は、所望のパターン転写用に十分であることがある。マスク層の数が多い程
、基板へのエッチングが困難なパターン転写（複数の物質もしくは層で構成されている基
板、または、小さくて縦横比が大きい構成物の形成など）に有利である。
【００２９】
　図２を参照すると、選択的形成可能層120は、好ましくは、任意の既知のフォトレジス
トを含むフォトレジストで構成される。例えば、フォトレジストは、13.7ナノメートル（



(11) JP 5239854 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

nm）、157nm、193nm、248nmもしくは365nmの波長システム、193nm波長液浸システム、ま
たは、電子ビームリソグラフィー装置に適応する任意のフォトレジストとすることができ
る。好ましいフォトレジスト物質の例には、フッ化アルゴン（ArF）高精度フォトレジス
ト（argon fluoride sensitive photoresist）（すなわち、ArF光源と共に用いられるの
に適したフォトレジスト）、および、フッ化クリプトン（KrF）高精度フォトレジスト（k
rypton fluoride sensitive photoresist）（すなわち、KrF光源と共に用いられるのに適
したフォトレジスト）が含まれる。ArFフォトレジストは、好ましくは、193nmなど、比較
的短波長の光を用いたフォトリソグラフィーシステムで用いられる。KrFフォトレジスト
は、好ましくは、248nmなど、比較的長波長の光を用いたフォトリソグラフィーシステム
で用いられる。他の実施形態では、層120および任意のその下のレジスト層を、ナノイン
プリント・リソグラフィー（nano-imprint lithography）でパターンを作る（例えば、レ
ジストにパターンをつけるために型や機械的な力を用いることにより）ことができるレジ
ストで構成することができる。
【００３０】
　フォトレジストは、通常、レチクル（reticle）を通して照射されて感光されることに
よりパターン化される。ネガ型フォトレジストの場合、照射は光などで、フォトレジスト
の残存する部分（ライン124のような（図３を参照）ライン部分など）に集中されて、形
成される。通常、照射は、ポリマー化したことなどによってフォトレジストの溶解度を減
少させる感光性化合物（光酸発生剤（photo-induced acid generator、PAG）など）を活
性化する。好ましい実施形態には、ポジ型フォトレジストもしくはネガ型フォトレジスト
を含む任意の感光性物質を用いることができる。ある実施例のテストをするのに用いられ
る好ましいレチクルはT37Z 46/47レチクルである。
【００３１】
　第一ハードマスク層130の材料物質は、好ましくは、無機物質を含む。物質の例として
は、二酸化ケイ素（SiO2）、ケイ素、もしくは、ケイ素含有量の多い酸窒化ケイ素（sili
con-rich silicon oxynitride）などの誘電体減反射コーティング（dielectric anti-ref
lective coating）（DARC）が含まれる。図説された実施形態において、第一ハードマス
ク層130は、誘電体減反射コーティング（DARC）である。従って、ハードマスク層130は、
中間ハードマスク（intermediate hard mask）としての役割も果たし、リソグラフィーの
間の反射を減少させる。第一ハードマスク層130にDARC材料物質を用いることで、フォト
リソグラフィー技術の解像度の限界に近いピッチを有するパターン形成を、特に有利にす
ることができる。DARCで光反射を最小限にすることにより、解像度を向上させることがで
き、従って、フォトリソグラフィーで決定することができるパターンの境界部分の精度が
向上する。オプションとして、有機底部減反射コーティング（bottom anti-reflective c
oating、BARC）（示していない）を、付加的に、または、第一ハードマスク層130の代用
として、光の反射を調節するために同様に用いることができる。
【００３２】
　第一暫定層140は、好ましくは、好ましいハードマスク物質と比較して非常に高いエッ
チング選択性を有する、アモルファスカーボンで形成される。より好ましくは、アモルフ
ァスカーボンは、光の透過性が高い透明カーボン（transparent carbon）から形成され、
それがさらに光配向を、そのような配向に用いられる光の波長を透過させることにより、
向上させる。このような高透過性カーボンの形成のためのデポジション技術は、A. Helmb
old, D. Meissner, Thin Solid Films, 283 (1996) 196-203に記載されており、開示され
ている全ての内容は、参照することにより本明細書に含まれる。
【００３３】
　第二暫定層150は、好ましくは、アモルファスシリコンで構成される。アモルファスシ
リコンを用いる利点は、以下に記載した様々なエッチングステップやパターン転写ステッ
プで明らかになる。アモルファスシリコンは他の隣接した物質（酸化物の層など）を損な
わずに選択的にエッチングすることができる。
【００３４】
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　第二ハードマスク層、もしくは、エッチング停止層160は、好ましくは、二酸化ケイ素
（SiO2）、ケイ素、または、ケイ素含有量の多い酸窒化ケイ素もしくは酸化アルミニウム
（Al2O3）などの誘電体減反射コーティング（DARC）で構成される。図説した実施形態に
おいては、第一ハードマスク層160はDARCである。
【００３５】
　第三暫定層170は、好ましくは、多くの物質に対して良好に選択的エッチングをするこ
とができるアモルファスカーボンで構成される。アモルファスカーボンを用いることの利
点は、上記の第一暫定層140についての記載でさらに考察している。
【００３６】
　基板は、集積回路を形成するために用いられるシリコンウエハーとすることができる。
様々な基板材料を用いることができる。
【００３７】
　様々な層に適切な材料を選択するのに加えて、層120～170の層の厚みも好ましくは、基
板のエッチングに用いるエッチング用化学物質の相溶性と、本明細書に記載したプロセス
の条件に応じて選択される。例えば、覆っている層から下方に存在する層へ、下方に存在
する層の選択的エッチングによってパターンを転写する場合には、両方の層の物質はいく
らか除去される。従って、上の層は、好ましくは、パターン転写の過程において磨耗して
しまわないために十分な厚さである。ハードマスク層は、それらの転写もしくは除去を迅
速に行うことができ、好都合なことに周辺の物質があまり磨耗しないように、薄くするこ
とができる。
【００３８】
　図説した実施形態では、選択的形成可能層120（フォトレジストなど）は感光性の層で
、好ましくは、約100～250nmの厚みで、より好ましくは、約130～200nmの厚みである。第
一ハードマスク層130（SiO2もしくはDARCなど）は、好ましくは、約10～30nmの厚みであ
り、より好ましくは、約15～25nmの厚みである。第一暫定層140（アモルファスカーボン
など）は好ましくは、約100～200nmの厚みであり、より好ましくは、約120～150nmの厚み
である。第二暫定層150（アモルファスシリコンなど）は好ましくは、約30～50nmの厚み
であり、より好ましくは、約35～45nmの厚みである。第二ハードマスク層160（SiO2もし
くはDARCなど）は、好ましくは、約10～30nmの厚みで、より好ましくは、約15nmの厚みで
ある。第三暫定層170（アモルファスカーボンなど）は、好ましくは、約100～300nmの厚
みで、より好ましくは、約150～250nmの厚みである。
【００３９】
　本明細書で述べた様々な層は、当業者に知られている色々な方法で形成することができ
る。例えば、化学気相堆積など様々な気相デポジションプロセス（vapor deposition pro
cess）を、レジストの下の様々なマスク層を形成するのに用いることができる。好ましく
は、低温の化学気相堆積（CVD）プロセスが、ハードマスク層、もしくは、その他の任意
の物質（スペーサー物質など）をカーボン上にデポジションするのに用いられる。このよ
うな低温デポジションプロセスは、下方に存在するアモルファスカーボン層を化学的分解
や物理的分解から保護するのに有利である。スピンオンコーティング（spin-on-coating
）処理を、感光性の層を形成するために用いることができる。さらに、アモルファスカー
ボン層は、炭化水素化合物、もしくは、そのような化合物の混合物を炭素前駆物質として
用いた化学気相堆積によって形成することができる。前駆物質の例としては、プロピレン
、プロピン、プロパン、ブタン、ブチレン、ブタジエン、およびアセチレンが含まれる。
アモルファスカーボン層を形成するための好ましい方法は、Fairbairn et alの2003年6月
3日に発行されたU.S. Patent No. 6,573,030 B1 に記載されており、その全体は、参照す
ることによって本明細書に含まれ、本明細書の一部を構成する。さらに、アモルファスカ
ーボンは、ドープされることもある。ドープされたアモルファスカーボンを形成するため
の好ましい方法は、Yin et alのU.S. Patent Application No. 10/652,174に記載されて
おり、その全体は、参照することによって本明細書に含まれ、本明細書の一部を構成する
。
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【００４０】
　〔第一段階〕
　図２～１０を参照する好ましい実施形態における方法の第一段階では、スペーサーのパ
ターンがピッチマルチプリケーションで形成され、その後の工程のために下方に存在する
縞状構造（図１０参照）を形成するために用いられる。この段階におけるエッチングの順
番の例は次のとおりである：1)複数の層のデポジション；2)第一の層をフォトリソグラフ
ィーでパターニング；3)構成物の縮小；4)パターンを下方に存在する層に拡張；5)覆って
いる層の残余部分の除去；6)スペーサー物質を全面的にデポジション；7)スペーサーエッ
チング；8)スペーサーマンドレルの除去；9)スペーサーパターンを下方に存在する層に拡
張；10)充填物質を全面的にデポジション；11)スペーサーの除去；12)平坦化。
【００４１】
　図３では、形成可能な物質の構成物124で区切られた隙間もしくはスペース122を含むパ
ターンが、形成可能層120中に形成される。スペース122は、例えばフォトリソグラフィー
などで、レチクルを通して照射して現像される選択的形成可能層120の中に形成すること
ができる。現像された後、残存している形成可能物質（図説している実施形態においては
フォトレジスト）は、図説されているライン124（断面図を参照）のようなマスク構成物
を形成する。
【００４２】
　ライン124のピッチは、ライン124の幅と隣接するスペース122の幅の合計と等しい。こ
のライン124とスペース122のパターンを用いて形成される構成物の限界寸法を小さくする
ために、好ましくは、ピッチは、形成可能層120をパターニングするのに用いるフォトリ
ソグラフィー技術の限界かそれに近いものである。例えば、248nmの光を用いたフォトリ
ソグラフィーでは、ライン124のピッチを約200nmにすることができる。従って、ピッチは
、フォトリソグラフィー技術の最小ピッチであることがあり、以下で述べるスペーサーパ
ターンは、好都合なことには、フォトリソグラフィー技術の最小ピッチ未満のピッチを有
する。
【００４３】
　図３で図説したように、準備段階には、一連のフォトレジストライン124を形成するス
テップを含めることができる。従って、複数のラインをマスク物質に形成するために、フ
ォトリソグラフィーを用いることができる。従来のフォトリソグラフィーでは、光子によ
って形成可能なピッチよりも小さいピッチを有するラインを形成することができなかった
。しかし、以下に述べるピッチマルチプリケーションでは、従来のフォトリソグラフィー
で形成可能なピッチよりも小さいピッチを有するラインを形成することができる。
【００４４】
　図４に、修正ライン124aを形成するために、ライン124を、等方性エッチングを用いて
縮めた後の図３の構造を示す。望ましい寸法にするためにスペース122は、任意に広げる
ことも狭めることもできる。例えば、図６に図説するように、修正したスペース122aと修
正したライン124aを形成するために、スペース122はフォトレジストライン124のエッチン
グによって広げられる。フォトレジストライン124を、硫黄酸化物プラズマなど（SO2、O2
、N2、およびArを含むプラズマなど）や任意のほかの好ましいプラズマの等方性エッチン
グを用いてサイズを小さくするのが好ましい。他に用いることができる二つのプラズマは
、例えば、HBr/O2プラズマもしくはCl2/O2プラズマである。等方性エッチングでは、曝露
された表面が全ての方向から分解される。従って、ライン124aの角は図4で少し丸みを帯
びた表現にしている。このエッチングの程度は、図７～８の考察部分から分かるように、
好ましくは、ライン124aの幅が実質的に後で形成されるスペーサー182の望ましい間隔と
同じになるように選択される。有利なことに、このエッチングにより、ライン124aを狭め
ることができ、その他には、感光性の層120にパターン化するためのフォトリソグラフィ
ー技術の限界よりも小さくすることができる。従って、ライン124がフォトリソグラフィ
ー技術の限界解像度であるかそれに近いときには、このエッチングによって、さらにその
大きさを小さくし、フォトリソグラフィー技術の解像度の限界を下回るようにすることが
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できる。加えて、エッチングによって、ライン124aの縁を平坦にして、これらのラインの
均一性を向上することができる。
【００４５】
　いくつかの実施形態においては、ライン124を望ましいサイズに拡張することによって
、ライン124aの間のスペース122aを狭めることができる。例えば、付加的な物質（図示せ
ず）をライン124の上にデポジションすることができるし、または、ライン124を大きくす
るために、より大きな体積を有する物質（図示せず）を形成するために、ライン124を化
学的に反応させることもできる。
【００４６】
　図説した実施形態では、修正したライン124aは、プレースホルダーもしくはマンドレル
の大きさを決定し、それに沿ってスペーサーパターン182（図８）が、パターンの下方に
存在する層（図５および６）への転写、および、スペーサー物質180（図７）の全面的な
デポジションの後で形成される。他の実施形態では、スペーサー物質のデポジションとエ
ッチングが形成可能層120に適合性がある場合には、暫定層140を省略することができ、ス
ペーサー物質を直接的に感光性のライン124、もしくは、より狭いライン124aにデポジシ
ョンすることができる。
【００４７】
　その他の実施形態では、ライン124のパターンを上記のように最初に切り取るか幅を狭
めることなく、下方に存在する層に転写することができる。このような実施形態では、ラ
イン124のパターンに対応するパターンを暫定層140に形成することができ、そのパターン
の構成物は、縮小ステップ（shrink step）で幅を狭めることができる。
【００４８】
　図５に示すように、ラインの幅を変更した後（図４）、感光性の層120の中のパターン
は、好ましくは、後のスペーサー物質の層180のデポジション（図７）ができるように、
第一暫定層140に転写される。暫定層140は、好ましくは、以下で考察するスペーサー物質
のデポジションおよびエッチングの処理条件に耐えられる物質で形成される。特に、暫定
層140を構成する物質は、好ましくはフォトレジストよりも高い耐熱性を有し、好ましく
はスペーサー182（図８）および下方に存在する層150の物質に対して選択的に除去するこ
とができる物質から選択される。上記のとおり、層140は、好ましくはアモルファスカー
ボンで形成される。
【００４９】
　図５に示すように、図４のライン124aおよびスペース122aのパターンは、下方に存在す
る層に拡張もしくは転写することができる。ライン124aはライン124aの下に位置する物質
を除去するエッチング用化学物質から保護する保護マスクを形成しているが、このパター
ン拡張は、層130および140を構成している物質の選択的エッチングによって行うことがで
きる。
【００５０】
　パターンをハードマスク層130に転写するために、フルオロカーボンプラズマを用いた
エッチングなどの異方性エッチングを用いることができる。ハードマスク層130が薄い場
合には湿式の（等方性）エッチングも適している。好ましいDARC物質をエッチングするた
めの、好ましいフルオロカーボンプラズマエッチング用の化学物質には、CF4、CFH3、CF2
H2、およびCF3Hが含まれる。
【００５１】
　パターンを第一暫定層140に転写するために、好ましくは、SO2、O2およびArを含んだプ
ラズマなどのSO2含有プラズマが用いられる。有利なことに、SO2含有プラズマは、好まし
い暫定層140のカーボンを、ハードマスク層130がエッチングされる速度に対して、20倍以
上、より好ましくは40倍以上速い速度でエッチングするのに用いられる。適切なSO2含有
プラズマは、Critical Dimension Controlという名称で、2004年8月31日に出願したAbatc
hev et alの U.S. Patent Application No. 10/931,772 （Atty, docket No. MICRON.286
A; Micron Ref. No. 2003-1348）に記載されており、その全体は、参照することによって
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本明細書に含まれる。図５では、パターンが第一暫定層140に拡張された後は、ライン124
aは損なわれないが、SO2含有プラズマは暫定層140を同時にエッチングすることができ、
形成可能層（definable layer）120の残存している部分も除去することができる。
【００５２】
　図６に示したように、一度、層120で最初に形成されたラインパターンが層140に拡張さ
れると、層120の残存している部分を、選択的エッチングを用いて除去することができる
。あるいは、上記のとおり、パターンを層140に拡張する段階などのような、アモルファ
スカーボンのエッチング段階の間に、120の残存部分をエッチングで除去することができ
る。従って、形成可能層120に最初から形成されたラインパターンは、ハードマスクなら
びに暫定層130および140に転写される。転写されたパターンは、形成可能層120に最初か
ら形成されたものと、おおよそ同じラインパターンである；転写されたラインパターンは
、一般にライン124aおよびスペース122aにそれぞれ対応するライン144aおよびスペース14
2aを有する。図説している実施形態においては、ハードマスク層130の一部は保護キャッ
プとしてライン144aの上に残存している。層130のこれらの部分はその後の段階において
、エッチング停止層として機能する。
【００５３】
　図説している実施形態では、パターンは覆っている層に形成され、その後、下方に存在
する層に転写される。図５では、図示された構成物の壁は、層130および層140中に垂直方
向に形成され、ここで、これらの層はエッチングされている。この段階、および、本明細
書に記載している別の段階で垂直方向の側壁を形成するため、方向性エッチングもしくは
異方性エッチングを用いることができる。
【００５４】
　エッチング工程が異なると、下方に存在する層に形成されるパターンに対応している、
覆っている層のパターンの精度を変化させることができる。層から層へのパターン転写は
、一般的に垂直の壁を伴う正確な工程として概略的に図示されるが、実際にはそのように
正確に行うのは困難である。従って、パターン転写は下方に存在するパターンと覆ってい
るパターンの間で一般に対応関係があることを意味する。同様に、パターン転写は最初に
形成されたパターンを修正することを含み（例えば、それらの構成物を拡大すること、も
しくは、縮小することにより）、そのような修正はピッチを変化させない。
【００５５】
　図７に示すように、スペーサー物質の層180は、好ましくは、曝露されている表面に順
応するように、第二暫定層150およびライン144aを含む全面にデポジションされる。示し
たように、ハードマスク層130の部分は、適所に（スペーサー物質の層180がデポジション
されるときはライン144aの上部）残存する（以後にCMPエッチング停止層として機能する
ために）ことができる。あるいは、ハードマスク部分は、スペーサーデポジションの前に
、選択的エッチングにより、除去することができる。スペーサー物質は、下方に存在する
層にパターンを転写するためのマスクとして作用する任意の物質、もしくは、形成された
マスクを通して下方に存在する構造の処理をすることが可能な任意の物質とすることがで
きる。スペーサー物質は好ましくは、１）良い段差被覆性でデポジションすることができ
、２）暫定層140および下方に存在する層と適合性のある温度でデポジションすることが
でき、かつ、３）暫定層140、および、暫定層140の直接下方に存在する任意の層に対して
選択的にエッチングできる。好ましい物質には、酸化ケイ素、および窒化ケイ素が含まれ
る。スペーサー物質は、好ましくは、化学気相堆積、もしくは、原子層堆積によってデポ
ジションされる。層180は、好ましくは、約20～60nmの厚みに、より好ましくは約20～50n
mの厚みにデポジションされる。好ましくは段差被覆性が約80％以上で、より好ましくは
約90％以上である。
【００５６】
　図８は、スペーサーエッチング、および、その後のエッチング（下に存在している層中
に拡大された、独立して立っている（free-standing）スペーサーのパターンを残すステ
ップ）をした後の図７の構造を示す。スペーサーエッチングには、スペーサー物質を水平
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表面から除去するための異方性エッチングが含まれる可能性がある。スペーサーエッチン
グは、フルオロカーボンプラズマを用いて行うことができる。スペーサーエッチングは、
ケイ素スペーサー物質のためにHBr/Clプラズマを用いて行うことも可能である。（しかし
、好ましい実施形態では酸化ケイ素スペーサーを用いることに注意されたい。）スペーサ
ーエッチングが終わると、ラインに比べてピッチが効果的に減少している拡大されたスペ
ーサーのパターンが残る。
【００５７】
　スペーサーエッチングが終わると、ハードマスク層130の残された部分（存在する場合
）および暫定層140は、独立して立っているスペーサー182を残すために、次に除去される
。第一暫定層140の残余部分（ライン144aの形態中）は、好ましくは、SO2を用いたエッチ
ングのような硫黄含有プラズマエッチングを用いて選択的に除去される。このようにして
、スペーサーで形成された他のパターンを残すために、一つのパターンの構成物が除去さ
れる。
【００５８】
　従って、ある実施形態では、マスキング構成物を形成するためのスペーサー物質を用い
て、ピッチ減少が実施される。このようにして形成されたマスキング構成物は、フォトレ
ジストラインよりも小さなピッチを有する可能性があり、ピッチが減少されたスペースで
隔てられる、ピッチが減少されたマスキングラインを含むことができる；ピッチマルチプ
リケーションが行われる。図説した実施形態において、スペーサー182で形成されたパタ
ーンのピッチは、フォトレジストライン124aおよびスペース122aで形成されたパターン（
図３～５）（ここで、ピッチは、フォトリソグラフィーによって最初に決定される）のお
およそ半分である。好ましくは、約100nmのピッチを有するスペーサーパターンが形成さ
れる。
【００５９】
　さらに図８について、スペーサー182で形成されたパターンを、下方に存在する第二暫
定層150に拡張することができる。この拡張は選択的エッチング用化学物質によって行う
ことができる。例えば、スペーサー182は二酸化ケイ素で形成され、下方に存在する層150
はアモルファスシリコンで形成される場合、エッチングによって、前者をほとんど損なう
ことなく後者を除去することができる。好ましいエッチングには、物理的構成が含まれる
可能性があり、好ましくは、化学的構成（HBr/Cl2エッチングなどの反応性イオンエッチ
ング（RIE）など）も含むことができる。このようなエッチングは、例えば、LAM TCP9400
を用い（LAM Research Corporation of Fremont, CAから入手可能）、Cl2を約0～50sccm
、HBrを約0～200sccmの流量とし、圧力は、約7～60mTorr、最高出力は、約300～1000W、
最低出力は、約50～250Wである。
【００６０】
　図９は、図８の構造に充填物質190を全面的にデポジションした後を示す。充填物質190
は、二酸化ケイ素（SO2）で構成されていると有利である。ある好ましい実施形態では、
スペーサー182および充填物質190は、以下の図１７～２０、２２～２３、および２６～２
７の考察部分から良くわかるように、同じ物質もしくは類似の物質からなる。従って、ス
ペーサー182および充填物質190の両者は、二酸化ケイ素で構成することができる。充填物
質190（すなわち二酸化ケイ素）をデポジションするためのある好ましいプロセスは、App
lied Materials' Producer（登録商標）HARP（商標）である。（HARPは、「縦横比が大き
いプロセス」（"High Aspect Ratio Process"）を意味する。）
【００６１】
　他の実施形態では、スペーサー182は充填物質190をデポジションする前に除去すること
ができる。ハードマスク層160がDARC物質で構成されている場合は、スペーサーを除去す
るために湿式エッチングを用いることができる。スペーサー182の除去により、充填物質1
90の被覆率を向上させることができる。
【００６２】
　図１０～２０、２２～２３、および２６～２７は、それぞれ少なくとも4つの対応する
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図（１０Ａ～１０Ｄ、１１Ａ～１１ＤなどのようにＡ～Ｄの文字を付した）を図説する。
「Ａ」の図は、上から見た図もしくは平面図を表す。ここで、便宜上、ハッチングが含ま
れる。Ｂ～Ｃの図は、対応するＡの図で表されている同じ構造の断面図を示す。さらに、
これらの図で「Ｂ」とされているものは、他の「Ｂ」の図と同じ方向の構造を常に示す。
方向については、「Ｃ」とされているものや「Ｄ」となっているものでも同様である。
【００６３】
　図１０Ａ～１０Ｄは、スペーサー182と充填物質190の一部を、例えば、化学機械研磨（
CMP）プロセスなどを通して、除去した後の図９の構造を示す。乾式エッチングもしくは
プラズマエッチングも平坦化に用いることができる。CMPプロセスが用いられた場合、好
ましくは、ハードマスク層160と暫定層150の間に薄いエッチング停止層が加えられる。エ
ッチング停止層は、例えば、Si3N4で構成することができる。
【００６４】
　図１０Ａは、平坦化を行った後の表面の概念的な平面図を示す。表面は、例えば、アモ
ルファスシリコンである充填物質212と、例えば二酸化ケイ素とすることができる縞214の
交互の縞を有する縞状のパターンを示す。アモルファスシリコンの縞212は第二暫定層150
に形成され、二酸化ケイ素の縞214は縞212の間のスペースを充填している充填物質190の
残余部分である。便宜上、図１０Ａの表面は、縞状構造を含む物質を示すために、クロス
ハッチングで表現している。縞212は、好ましくは、約30～70nmの範囲の幅213を有する。
縞214は好ましくは、約30～70nmの範囲の幅215を有する。さらに好ましくは、縞212およ
び214は、それぞれ幅213および215を有し、それぞれは約50nmである。後者の場合は、パ
ターンは約100nmのピッチを有する縞で構成される。
【００６５】
　図１０Ｂは、図１０Ａの１０Ｂ－１０Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。この
図は、二つのセットの縞は同じ「水平面」（"level"）に形成されることを明示している
。本出願においては、便宜上、「水平面」という語は、通常、基板110の表面の平面に対
して平行であり同じ距離にある厚い平面に位置する集積回路の部分をあらわすのに用いる
。従って、層160は、層170のものとは異なる水平面に位置するが、縞212と縞214は同じ水
平面に位置する。対照的に、「層」（"layer"）は、通常、同じ物質から形成された一緒
にデポジションされた集積回路の部分を表すのに用いられる。
【００６６】
　図１０Ｃは、図１０Ｂの１０Ｃ－１０Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１
０Ｄは、図１０Ｂの１０Ｄ－１０Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【００６７】
　図２～１０を参照しながら、先に、記述し図説した方法の第一段階では、スペーサーの
パターンはピッチマルチプリケーションで形成され、下方に存在する縞状構造を形成する
ために、もしくは、第一レジストマスクのパターンに対してピッチマルチプリケーション
されて形成された「第一パターン」を形成するために用いられた。
【００６８】
　〔第二段階〕
　図１１～１７を参照する好ましい実施形態における方法の第二段階では、スペーサーの
第二のパターンがピッチマルチプリケーションで形成され、図１０の下方に存在する縞状
構造と交差する、覆っている縞状構造（図１７参照）を形成するために用いられる。この
段階におけるエッチングの順番の例は次のとおりである：1)複数の層のデポジション；2)
覆っている層をフォトリソグラフィーでパターニング；3)構成物の縮小；4)パターンを下
方に存在する層に拡張；5)覆っている層の残余部分の除去；6)スペーサー物質を全面的に
デポジション；7)スペーサーエッチング；8)スペーサーマンドレルの除去。
【００６９】
　図１１Ａ～１１Ｄは、複数の新たなマスキング層320～340をデポジションした後の図１
０の構造を示す。縞212および縞214を有するパターンは、現在は、物質の複数の新たな層
の下に位置する。層120～170と同様に、層320～340も、基板110の下方に存在する層（一
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つまたは複数）をパターニングするためのマスクを形成するためにエッチングすることが
可能である。これらのマスクは、後述するように、様々な構成物を形成するために用いる
ことができる。構成物は、集積回路の構成要素の一つ以上の部分を含むことができる。
【００７０】
　図１１Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１１Ｂは、図１１Ａの１１Ｂ－１１Ｂの
線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｃは、図１１Ｂの１１Ｃ－１１Ｃの線に沿
って見た概念的な断面図である。図１１Ｄは、図１１Ｂの１１Ｄ－１１Ｄの線に沿って見
た概念的な断面図である。
【００７１】
　図１１Ａ～１１Ｄにおいて、マスキング層320は、好ましくは、層120について先に述べ
た特性と同様の特性を有する。
【００７２】
　図１１Ｂ～１１Ｄにおいて、マスキング層330は、好ましくは、層130について先に述べ
た特性と同様の特性を有する。
【００７３】
　図１１Ｂ～１１Ｄにおいて、第四暫定層340は、好ましくは、層140について先に述べた
特性と同様の特性を有する。
【００７４】
　層120～170の物質と同様に、層320～340の物質も、基板110を覆っており、好ましくは
、エッチング用化学物質、ならびに、本明細書中で述べた様々なパターン形成ステップお
よびパターン転写ステップの処理条件を考慮して選択される。このような層もまた、好ま
しくは他の曝露されている物質に対して選択的にエッチングできるように選択されるのが
好ましい。
【００７５】
　図１１Ａ～１１Ｄで図説される実施形態では、第二選択的形成可能層320が第三ハード
マスク層もしくはエッチング停止層330を覆っている。層330は、第四暫定層340を覆って
おり、第四暫定層340は縞212および214を有する水平面を覆っている。下方に存在する水
平面160および170は、基板110と同様に、損なわれることなく残っている。図２に表した
層について記載したように、ある実施形態においては一つ以上の層320～340を省略するこ
とができる。
【００７６】
　図１１Ａ～１１Ｄでは、第二選択的形成可能層320が、好ましくは、当業者に既知の任
意のフォトレジストを含むフォトレジストで形成される。層120について先に記載した全
ての好ましい性質、および、その他の記載は、層320にも適応される。
【００７７】
　第三ハードマスク層330は、好ましくは、無機物質を含み、図説している実施形態にお
いては、層330はDARCである。層130について先に記載した全ての好ましい性質、および、
その他の記載は、層330にも適応される。
【００７８】
　第四暫定層340は、好ましくは、アモルファスカーボンで形成される。層140について先
に記載した全ての好ましい性質、および、その他の記載は、層340にも適応される。いく
つかの実施形態において、層340はアモルファスカーボンで形成される。アモルファスカ
ーボンデポジションにおいて段差被覆性を良くすることができないことがあるので、下方
に存在する縞状の表面が平坦化されている（図１０参照）。
【００７９】
　層120～170のものと同様に、層320～340の厚みは、好ましくは、エッチング用化学物質
、ならびに、本明細書中で述べた処理条件との適合性に基づいて選択される。従って前述
のとおり、厚みは、パターン転写に適した厚みでなければならず、さらされている周囲の
物質が磨耗しないようにハードマスク層330は、その転写もしくは除去を迅速に行うこと
ができる程度に薄いと好都合である。
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【００８０】
　図説した実施形態では、第二選択的形成可能層320は、感光性の層で、好ましくは約100
～250nmの厚みであり、より好ましくは130～200nmの厚みである。第三ハードマスク層330
は、好ましくは約10～30nmの厚みであり、より好ましくは約15～25nmの厚みである。第四
暫定層340は、好ましくは約130～200nmの厚みであり、より好ましくは140～160nmの厚み
である。
【００８１】
　さらに、層320、層330、および層340は、当業者に知られている様々な既知の方法で形
成することができる。例えば、層120、層130、および層140を形成するための上記の方法
を、層320、層330、および層340をそれぞれ形成するのに用いることができる。
【００８２】
　図１２Ａ～１２Ｄでは、スペース322で隔てられたライン324を有する、層320に形成さ
れたパターンを図説している。図３以下において先に述べた、ライン124を形成するため
の好ましい特性および方法は、ライン324にも適用できるが、ライン324はライン124に並
行ではない。これは、縞212および縞214がライン324に並行ではないことを見ても、分か
るとおりである（ライン124は除去されてはいるが）。従って、縞212および縞214がライ
ン124と同じ長さ方向に細長くされているので、ライン124とライン324は並行ではない。
【００８３】
　ライン324が縞212および縞214に並行ではないため、図説した方法は、下方に存在する
パターンを覆っているフォトレジストの交差するパターンを形成するための方法というこ
とができる。従って、細長くした第一のパターンの寸法が細長くした第二のパターンの寸
法と一直線に並んでいない、あるいは並行ではないときに、一つのパターンが、第二のパ
ターンに「交差する」。細長いライン124は細長い縞212および縞214とそろえられるが、
細長い縞212および縞214は、細長いライン324と交差する。従って、細長いライン124は細
長い縞212および縞214とそろえられたものとして記載され、細長い縞212および縞214は、
細長いライン324と交差するものとして記載される。図説する実施形態において、ライン3
24は、単に交差するだけではなく、縞212および縞214と直交する。しかしながら、「交差
する」（"cross"）の語は、並行ではない全ての角度を含む意味であり、90度の角度のみ
を指すわけではない。従って、図示された方法によって形成された、例示的な構成物およ
び／または孔は、通常、長方形をしているが（図２１Ａ、２５Ａおよび２７Ａ参照）、ゆ
がんだ四角形もしくは菱形などの他の形も意図することができる。
【００８４】
　図１２Ａ～１２Ｄでは、形成可能な物質構造324で区切られたスペース322を含むパター
ンが第二形成可能層320の中に、ライン124について先に述べて図３にあらわした方法と同
様に、形成される。従って、図１２Ａ～１２Ｄは、覆っているレジスト層のフォトリソグ
ラフィーによるパターニング後の図１１の構造を示す。図１２Ａは、表面の概念的な平面
図を示す。図１２Ｂは、図１２Ａの１２Ｂ－１２Ｂの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。図１２Ｃは、図１２Ｂの１２Ｃ－１２Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図
１２Ｄは、図１２Ｂの１２Ｄ－１２Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【００８５】
　図３に示したパターンと同様に、パターンは、従来のフォトリソグラフィー技術で形成
された一連のフォトレジストライン324によって形成される。先に述べたパターンと同様
に、ライン324を細くするための縮小ステップを行うことができ、マンドレルとして修正
されたライン324aを用いてスペーサー形成をすることができ、または、パターンを縮小ス
テップが行われる前に下方に存在する層に転写することもできる。しかしながら、以下に
記載する図説される実施形態では、縮小ステップはフォトレジストライン324に対して行
われ、その後、パターンが下方に存在する層に転写され、下方に存在する層の部分がスペ
ーサーマンドレルを形成する。
【００８６】
　図１３Ａ～１３Ｄは、ライン324が、修正されたライン324aを形成するために、例えば
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、等方性エッチングによって縮小された後の図１２の構造を示す。また、縮小ステップは
スペース322を修正したスペース322aを形成するために広くする。図１３Ａは、表面の概
念的な平面図を示す。図１３Ｂは、図１３Ａの１３Ｂ－１３Ｂの線に沿って見た概念的な
断面図である。図１３Ｃは、図１３Ｂの１３Ｃ－１３Ｃの線に沿って見た概念的な断面図
である。図１３Ｄは、図１３Ｂの１３Ｄ－１３Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である
。
【００８７】
　図１３Ａ～１３Ｄの構造は、好ましくは、図４に関連付けて記載した構成物と同じ特性
を多く有する。その構成を形成するのにも同様の方法を用いることができる；好ましいエ
ッチング物質およびエッチング方法、ならびに望ましい構成は前述のとおりである。例え
ば、好ましくは、フォトレジストライン324を、硫黄酸化物プラズマなど（SO2、O2、N2、
およびArを含むプラズマなど）や任意のほかの好ましいプラズマの等方性エッチングを用
いてサイズを小さくする。他に用いることができる二つのプラズマは、例えば、HBr/O2プ
ラズマもしくはCl2/O2プラズマである。
【００８８】
　ライン124aと同様に、修正したライン324aは、スペーサーパターンがそれに沿って形成
されるプレースホルダーもしくはマンドレルの寸法を決定する。既に記載したそのほかの
ことも適用可能である。例えば、他の実施形態では、ライン324のパターンを上記のよう
に最初に切り取るか幅を狭めることなく、下方に存在する層に転写することができる。こ
のような実施形態では、ライン324のパターンに対応するパターンを暫定層340に形成する
ことができ、そのパターンの構成物は、縮小ステップ（shrink step）で幅を狭めること
ができる。他の実施形態では、スペーサー物質のデポジションとエッチングが形成可能層
320に適合性がある場合には、暫定層340を省略することができ、スペーサー物質を直接的
に感光性のライン324、もしくは、より狭いライン324aにデポジションすることができる
。
【００８９】
　図説した実施形態では、ライン324aは、後で下方に存在する層340に形成されるプレー
スホルダーもしくはマンドレルのためのマスクを形成し、それに沿って、スペーサー物質
380の全面的なデポジションの後でスペーサーパターン382（図１７）が形成される（図１
６）。
【００９０】
　図１４Ａ～１４Ｄは、感光性の層320のパターンを、どのように第四暫定層340に拡張す
ることができるかを説明する。図１４Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１４Ｂは、
図１４Ａの１４Ｂ－１４Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｃは、図１４
Ｂの１４Ｃ－１４Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｄは、図１４Ｂの１
４Ｄ－１４Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【００９１】
　第四暫定層340は、好ましくは、耐熱性が高いことなど、第二暫定層140について既に述
べた有利な特性を有している。図１４Ａ～１４Ｄに示したように、ライン124aおよびスペ
ース122aのパターンを下方に存在する層に拡張もしくは転写したのと同様の方法で（例え
ば、パターンをハードマスク層330に転写するための選択的エッチング、および、パター
ンを第四暫定層340に転写するためのSO2含有異方性プラズマエッチングを用いて）、図１
３Ａ～１３Ｄのライン324aおよびスペース322aは下方に存在する層に拡張もしくは転写す
ることができる。好ましいエッチング用化学物質とその他のエッチング用化学物質は先に
述べたとおりである。
【００９２】
　図１４Ａで図説しているように、記載されたエッチングステップでは、ライン324aによ
ってマスクされていない層330および層340の部分が除去され、縞212および縞214の部分が
露出した状態になる。図１４Ａで見ることができる表面には、描かれている構造の下方に
存在する物質を明らかにし、どのようにライン324aが縞212および縞214と交差しているか
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を示すようにハッチング（網掛け）してある。
【００９３】
　図１５Ａ～１５Ｄは、覆っている層320と層330の残っている部分が除去された後の図１
４の構造をしめす。このような工程は、既に説明し、図５～６で図説している。図１５Ａ
は、表面の概念的な平面図を示す。図１５Ｂは、図１５Ａの１５Ｂ－１５Ｂの線に沿って
見た概念的な断面図である。図１５Ｃは、図１５Ｂの１５Ｃ－１５Ｃの線に沿って見た概
念的な断面図である。図１５Ｄは、図１５Ｂの１５Ｄ－１５Ｄの線に沿って見た概念的な
断面図である。図１５Ａ～１５Ｄで説明されているように、ライン344およびスペース342
は、前に覆っている層に現れていたパターンと同じ交差パターン（例えば、ライン144aお
よびスペース142aを参照）を示す。
【００９４】
　図１５に示したように、一度、形成可能層320で最初に形成されたラインパターンが層3
40に拡張されると、形成可能層320の残存している部分を、選択的エッチングを用いて除
去することができる。あるいは、パターンを層340に拡張する段階などのような、カーボ
ンエッチング段階の間に、層320の残存部分をエッチングで除去することができる。従っ
て、層320に最初から形成されたラインパターンは、層330および340に転写される。転写
されたパターンは、層320に最初から形成されたものと、おおよそ同じラインパターンで
ある；転写されたラインパターンは、一般にライン324aおよびスペース322aにそれぞれ対
応するライン344aおよびスペース342aを有する。図説している実施形態においては、ハー
ドマスク層330の一部は保護キャップとしてライン344aの上に残存している。ライン344a
は、その後で形成されるスペーサーのマンドレルとして機能する。
【００９５】
　図１６Ａ～１６Ｄは、スペーサー物質380をマンドレル344aの上に全面的にデポジショ
ンした後の、図１５の構造をしめす。図１６Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１６
Ｂは、図１６Ａの１６Ｂ－１６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｃは、
図１６Ｂの１６Ｃ－１６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｄは、図１６
Ｂの１６Ｄ－１６Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【００９６】
　層380のスペーサー物質の層は、好ましくは、既に述べたスペーサー物質の層180と、物
質、厚み、被覆率およびデポジションモードが似ている。図説する実施形態では、ハード
マスク層330の部分が適所に残されるが、その他の実施例では、そのような部分は適所に
残存しない。ハードマスク層330の部分がスペーサーデポジションの前に除去される場合
は、それらの除去に選択性エッチングを用いることができる。留意すべきは、層380の物
質は層180の物質と異なるものとすることができ、それぞれの層を、本明細書に記載され
ている他の周囲の層に対して選択的にエッチングすることができる。二酸化ケイ素が好ま
しいスペーサー物質である。
【００９７】
　図１７Ａ～１７Ｄは、スペーサーエッチング、および、その後のエッチングの後で、独
立して立っているスペーサーのパターンを残している、図１６の構造をしめす。図１７Ａ
は、表面の概念的な平面図を示す。図１７Ｂは、図１７Ａの１７Ｂ－１７Ｂの線に沿って
見た概念的な断面図である。図１７Ｃは、図１７Ｂの１７Ｃ－１７Ｃの線に沿って見た概
念的な断面図である。図１７Ｄは、図１７Ｂの１７Ｄ－１７Ｄの線に沿って見た概念的な
断面図である。
【００９８】
　好ましいスペーサーエッチング、および、その他のスペーサーエッチングは、図７～８
に関連して前に述べたとおりである。例えば、スペーサーエッチングはフルオロカーボン
プラズマを用いて行うことができる。既に述べたスペーサーエッチングと同様に、結果と
して、好ましくは、ライン344aに対して効果的に減少したピッチを有する細長くしたスペ
ーサーのパターンが得られる。スペーサーエッチングが終わると、ハードマスク層330の
残された部分（存在する場合）および第四暫定層340は、独立して立っているスペーサー3
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82を残すために、次に除去される。このようにして、スペーサー382で形成された他のパ
ターンを残すために、一つのパターンの構成物が除去される。
【００９９】
　適所において細長くしたスペーサー382と、下方に存在するマスクライン212および214
を交差させ、交差している規格において第二のピッチ減少工程が行われる、すなわち、ラ
イン212および214に平行ではない規格である。図説した実施形態において、スペーサー38
2で形成されたパターンのピッチは、フォトレジストライン344およびスペース342で形成
されたパターンのおおよそ半分である。スペーサーパターン382は約140nm以下のピッチを
有すると、有利である。好ましくは、スペーサーパターン382は約100nm以下のピッチを有
する。
【０１００】
　図１１～１７を参照しながら、これまで記載し説明してきた第二段階において、ピッチ
マルチプリケーションにより第二のスペーサーパターンが形成され、図１０で説明した下
に存在しているラインパターンと交差する、覆っているラインパターンを形成するために
用いられる。
【０１０１】
　〔第三段階〕
　図１８～２０について、好ましい実施形態における方法の第三段階では、図１７に描か
れている交差している縞状構造が、二つの大きさの規則的な間隔で形成できる小さな孔を
有する、物質の格子を形成するために用いられる（図１９～２０を参照）。この段階にお
けるエッチングの順番の例は次のとおりである：1)一般的な物質で構成されている（二酸
化ケイ素など）いくつかの曝露されている層の部分の除去であるが、下方に存在する縞物
質の曝露されている部分の物質の一つ（アモルファスシリコンなど）を損なわずに残すス
テップ；2)二つの覆っているパターン（酸化物スペーサーパターン、交差しているアモル
ファスシリコン・ストリップパターンなど）を、下方に存在するマスクもしくは暫定層（
アモルファスカーボンなど）に拡張；3)孔を有する一つの下方に存在する層を残すための
覆っている層の除去。
【０１０２】
　図１８Ａ～１８Ｅは、スペーサー382および縞214を含むいくつかの層の曝露された部分
を、縞212をほとんど損なうことなく、選択的にエッチングした後の図１７の構造をしめ
す。好ましい実施形態において、縞212はアモルファスシリコンで構成され、スペーサー
および縞214は二酸化ケイ素で形成されているため、エッチングは二酸化ケイ素エッチン
グ（すなわち、二酸化ケイ素が同様に曝露されているアモルファスシリコンに対して選択
的にエッチングされる）である。用いることができるエッチングの一つは、フルオロカー
ボンエッチングである。図１８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１８Ｂは、図１８
Ａの１８Ｂ－１８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８Ｃは、図１８Ａおよ
び図１８Ｂの１８Ｃ－１８Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８Ｄは、図１
８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｄ－１８Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８Ｅ
は、図１８Ａの１８Ｅ－１８Ｅの線に沿って見た概念的な断面図である。
【０１０３】
　これらの図で明らかなように、縞214の曝露している部分、スペーサー382および層160
は全てエッチングされるが、縞214の曝露している部分はエッチング段階においてほとん
ど損なわれることなく残される。従っていくつかの実施形態において、三つの異なる酸化
ケイ素の層の部分が同じエッチング用化学物質によってエッチングされる。図説されてい
る実施形態において、この複数の層からの物質のエッチングが行われ、スペーサー382、
縞214および第二ハードマスク層160として、それぞれ、二酸化ケイ素で構成することがで
きる。これらの三つの分離された層の物質は三つの層が図中で区別できるように、様々な
太さの点描を用いて描かれる。ある実施形態において、それぞれの三つの層は異なる共通
材料で構成することができる。本明細書中では、「共通材料」（"common material"）と
は、周辺の物質に対する選択性を保持しているが、組成物中で個々のものを一緒にエッチ



(23) JP 5239854 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

ングできるために十分な類似性を有している物質のことを指す。従って、この目的におい
て共通材料として考えることができる物質の例には、TEOS、BPSG、LSO、SiO2、C-ドープ
酸化物（C-doped oxide）、F-ドープ酸化物（F-doped oxide）、多孔性酸化物（porous o
xide）、SODなどの様々な形態の酸化ケイ素がある。もっとも好ましくは、これらの層の
個々のものが、同じ組成方法を用い、同じ物質から構成される（例えば、個々のものをLS
Oで形成することができる）。他の実施形態において、第二ハードマスク層160は、前述の
とおり、DARC物質から形成される。
【０１０４】
　縞214はスペーサー382ほど厚くないので、縞214の曝露されている部分がはじめに、エ
ッチング段階で除去される。従って、エッチングは部分的にスペーサー382の部分を除去
し、他方、修正されたスペース382aを形成する。これは、縞214および層160の曝露されて
いる部分を完全に貫く。あるいは、層160が、スペーサー382および縞214と異なる物質で
構成されている場合には、層160から第三暫定層170まで貫くために分離選択的エッチング
（separate selective etch）を用いることができる。
【０１０５】
　図１９Ａ～１９Ｄは、好ましくはアモルファスカーボンで形成されている第三暫定層17
0の曝露されている部分をエッチングしたあとの、図１８の構造をしめす。図１９Ａは、
表面の概念的な平面図を示す。図１９Ｂは、図１９Ａの１９Ｂ－１９Ｂの線に沿って見た
概念的な断面図である。図１９Ｃは、図１９Ｂの１９Ｃ－１９Ｃの線に沿って見た概念的
な断面図である。図１９Ｄは、図１９Ｂの１９Ｄ－１９Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。
【０１０６】
　縞212と交差するスペーサー382aによって層170の上に形成された保護的格子のため、小
さく、高密度、かつ／または、均等に間隔があいた孔412を層170に形成するための保護さ
れていない領域のみで、下方に存在する層170の物質がエッチングで除去される。図２０
Ｃは、孔を断面図にあらわし、どのように孔が層170から層110までの全体を通して拡張さ
れるのが好ましいかを明示している。先に考察したように、層170は「基板」層というこ
ともでき、層110も同じように基板ということができる。
【０１０７】
　このエッチング段階の後、層170は二つの別個の重なり合ったパターンが存在する構成
物を示す。従って、図１９Ａおよび図２０Ａでは、図２～１０のピッチマルチプリケーシ
ョンで形成されたパターンと、図１１～１７のピッチマルチプリケーションで形成された
（交差している）パターンを、両者が重なり合ったパターンからパターンを形成するため
に、どのように結合することができるかを図説している。
【０１０８】
　図２０Ａ～２０Ｄは、第三暫定層170中のパターンの孔412を明示するために覆っている
層を除去したあとの、図１９の構造をしめす。図２０Ａは、表面の概念的な平面図を示す
。図２０Ｂは、図２０Ａの２０Ｂ－２０Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図２
０Ｃは、図２０Ａの２０Ｃ－２０Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｄは
、図２０Ａの２０Ｄ－２０Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【０１０９】
　図２０Ａ～２０Ｃに図説した構造を得るために覆っている層の残存部分を除去するため
に、一つ以上のエッチングステップを用いることができる。例えば、エッチングは、修正
されたスペーサー382aを除去するために用いることができ、別のエッチング段階を酸化ケ
イ素の縞214およびアモルファスシリコンの縞212、ならびに第二ハードマスク層160の残
存部分を除去するために用いることができる。あるいは、一つのエッチングステップで一
度に上方の全ての層をCMP工程、スパッタエッチング、乾式エッチング、反応性イオンエ
ッチング、または、層170および層110の物質以外の全てを除去することができる任意の化
学物質もしくは工程により、除去することができる。図説されている実施形態では、層11
0の上のカーボングリッドを残して、層160が図２０で完全に除去されている。ある実施形
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態において、覆っている層の残存部分は基板のエッチングの間に消費される結果、これら
の層を除くためのさらに別個のステップが必要ない。
【０１１０】
　この実施形態において、カーボングリッドは、少し長方形の形をしている穴をあけられ
ている。ある実施例においては、構成物の形は正方形である、つまり、構成物の縦と横の
大きさがほぼ同じである。好ましくは、構成物は、約60ナノメートル未満の第一の幅と、
第一の幅の10倍未満の第一の縦の長さを有する。従って、好ましい実施形態は、連続性の
ラインよりもむしろ、分離された構成物を形成する。ある大きさのパターンのピッチマル
チプリケーションによって、ピッチマルチプリケーションをされたラインが得られるが、
交差しているパターンのピッチマルチプリケーションは、小さく、密集していて、分離さ
れた構成物である。従って、縦の長さが、構成物の幅の何倍も長くない構成物は、ライン
（例えば、その幅の何千倍もの長さがあることもある）とは異なる。好ましい実施形態は
、正方形に近い形をしたものよりも、少し長細くした形である。
【０１１１】
　構成物は、好ましくは、約60nm未満の間隔をあけられている。好ましい実施形態では、
分離された構成物がそれぞれ縦約50nmで横約60nmの大きさを有する長方形の設置面積を有
する。他の好ましい実施形態では、分離された構成物が縦約50nmで横約50nmの大きさを有
する正方形の設置面積を有する。
【０１１２】
　図２１Ａは、孔412のパターンが第三暫定層170中に基板110まで延長され、第三暫定層1
70が除去され、孔が導電物質420で満たされた後の図２０Ｃの構造を示している。導電物
質420は、好ましくは、基板の穴を満たしていて、図説したように、連続的にあふれてい
る層を形成するためにあふれさせる。導電物質420は、任意の電気的導電体もしくは半導
体物質とすることができる。好ましい実施形態においては、導電物質420はドープされた
ポリシリコンである。ある実施形態では、導電物質420はタングステン、銅、またはアル
ミニウムのような導電性の金属である。導電物質420は、たいてい、複数の副層を含む。
例えば、チタン接着層、金属窒化物障壁層、および金属充填層は全て組み合わせて用いる
ことができる。
【０１１３】
　図２１Ｂは、あふれている導電物質をエッチングした後の図２１Ａの構造を示す。好ま
しくは、あふれている物質は、CMP工程で除去される。ある実施形態では、ハードマスク
層（図示せず）は、CMP停止層として機能させるために、第三暫定層170と基板110の間に
デポジションさせることができる。ある実施形態では、あふれている物質を除去するため
に、RIEもしくはスパッタエッチングを用いることができる。
【０１１４】
　連続的なあふれている導電物質420の層を除去した後、導電物質の一部は、密集して、
かつ／または、規則的に間隔があいている、分離した接点422を形成する。好ましい接点
は、150nm未満の幅のピッチを有する。さらに好ましくは、このような接点422は約100nm
以下の幅のピッチである。ある好ましい実施形態において、図説された基板の格子（層17
0のカーボングリッドからパターニングされる）は、接点422を相互に分離する絶縁体を提
供する。ある実施形態では、孔412はパターニングに用いられる可能性があり、あるいは
、スタッドキャパシタのポスト（post）、トレンチキャパシタ、および／または、トラン
ジスタのポストなどの他の分離した構成物を形成することができる。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、孔は半導体からなる構成物をパターニングするために用いる
ことができる。これらの構成物は、マスク層の下の単結晶シリコン層の部分を露出する可
能性があるマスクの孔の選択エピタキシーにより構成することができる。構成物は、下方
に存在する層のソース部分（図示せず）と分離した構成物の一部であるドレインをつなぐ
、縦方向を取り囲むゲートトランジスタとすることができる。従って、孔はその中にソー
ス部分とドレインをつなぐチャネルを有する可能性があり、または、ソース部分とドレイ
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ンをつなぐチャネルとして機能する可能性もある。
【０１１６】
　図説した実施形態では、前述のとおり、接点422は孔412の基板110までの延長となる。
先に詳しく説明したように、それぞれの接点422の大きさは、有利なことに、スペーサー1
82を用いて形成されるスペーサーパターンの解像度により部分的に決定され、スペーサー
382を用いて形成されるスペーサーパターンの解像度により、部分的に決定される。いく
つかの実施形態では、接点は対称な四角い部分である。ある実施形態では、接点は接する
ように設計された構成物に対応する形状にされている。
【０１１７】
　その他のいくつかの実施形態では、修正された層170（基板110を覆っている、孔のある
カーボングリッド）を、孔412が下方に存在する基板層110に拡長される前に、直接、導電
性物質で満たすことができる。この実施形態では、ハードマスク層160をCMP停止層として
機能させるために適切な部分に残存させることができる。ハードマスク層160が、下方に
存在する修正された暫定層170にも存在する規則的な孔と同じパターンを含む機械的なCMP
停止層として機能するため、CMP工程を用いると効果的である。いくつかの実施形態では
、このエッチング停止障壁を二回使用することができる：CMPエッチングを停止させるた
め（修正されたスペーサー382aの残存部分、酸化ケイ素の縞214、アモルファスシリコン
の縞212、および、第二ハードマスク層160を除去するために用いられる）に一回；暫定層
170の孔を満たした、あふれている導電性物質のエッチングを停止するために一回。
【０１１８】
　一度、カーボングリッドが導電性物質で満たされると、独立して立っている導電性の接
点422を残すために、修正された層170のカーボングリッドを除去することができる。接点
の間のスペースは、その後、酸化物などの絶縁物質で満たすことができる（図示せず）。
ある実施形態では、修正した層170のパターンは、まず、基板層110（ILDなど）まで延長
され、その後、下の層に、接点が形成される。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、孔412（基板110まで延長されているか、もしくは、覆ってい
る層にある）は、金属などの電気的導電性物質を収容するように構成される。さらに、集
積回路を形成するために用いられるとき、孔412は、好ましくは、トランジスタのソース
部分などの下方に存在する構成物と覆っている層にある他の部分（例えば、ビットライン
）を接続する、電気的に導電性の接点を形成することができる位置に存在する。
【０１２０】
　ある実施形態では、接点422は異なる構造を有するものとすることができる。例えば、
構成物は、接点422に図説したものよりも鋭くないように構成された角を有するものとす
ることができる。さらに、接点422の比率、形、間隔、高さ、幅、および、輪郭は、図２
２で図説したものと異なるものとすることができる。
【０１２１】
　ある実施形態では、接点422はポリシリコンプラグである。有利な実施形態では、接点4
22はメモリ配列を接続する構成要素である。しかしながら、かかる接点は、任意の電気デ
バイスの部分もしくは構成要素と、任意の他の電気デバイスもしくは構成要素を接続する
ことができる。
【０１２２】
　図１８～２１を参照しながら、先に図説した方法の第三段階は、二つの方向に規則的に
開けられた、小さい、密に配列された孔を有するマスク物質の格子を形成するのに図１７
に図示した交差した縞構造を用いた。このマスクの孔、もしくは、マスクを通して下方に
存在する層にエッチングされた孔は、その後、図２１に図示したように、格子に小さく密
に間隔を開けられた構成物を形成するために、物質で満たすことができる。当業者は、当
然、孔の密なパターンを有するマスクを用いる他の適用例を理解することができる。
【０１２３】
　図１７に図説したように、別々の層に異なるパターンを有するマスクを、下方に存在す



(26) JP 5239854 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

る層と基板の両方から遮蔽することができる。図１８～２１は、二つの重ねあわせたパタ
ーンから結合したパターンまたはマスクを効果的に構成するために、二つのパターンを一
緒にするかもしくは統合する一つの方法を示す。次の図は、二つのパターンが交差する構
成物もしくはパターンを有する場合に特に有効であるパターン統合の更なる実施形態を示
す。
【０１２４】
　〔第四段階〕
　第四段階として、好ましい実施形態および図２２～２８に従った方法の第三段階の代わ
りに、図１７に示した交差した縞構造は、二つの方向に規則的に形成された、小さい、密
に配列されたマスク構成物（独立して立っている支柱もしくはポスト（pillars or posts
））を形成するために用いられる。特に、図１７および２２～２５は、このような分離し
たマスク構成物を形成するための一つの方法を示す。図１７および２６～２８は、第三段
階および第四段階の代わりとなる、分離したマスク構成物を形成するための他の方法を示
すことに注意されたい。
【０１２５】
　図２２～２５は、小さい、密に配列され、かつ／または、等間隔の間をあけた支柱を有
利に構成するために、図１７の構造に関連して用いられる工程のフローを図説する。この
段階におけるエッチングの順番の例は次のとおりである：1)縞状の物質の一つ（アモルフ
ァスシリコンなど）の曝露されている部分の除去であるが、曝露されている他の物質（二
酸化ケイ素など）を損なわずに残すステップ；2)スペーサー、他の縞状の物質、および、
ハードマスク層の曝露されている部分の除去（三つがすべて同じ物質で構成されている場
合には、一回のエッチングステップで行うこともできる）；3)残っているパターン（すな
わち、アモルファスシリコンの島のマスク）の、独立して立っているマスク支柱もしくは
ポストを構成するための下方に存在する層への拡張。
【０１２６】
　図２２Ａ～２２Ｄは、縞212の暴露された部分が除去され三層になった曝露された層（
スペーサー382、縞214、および、層160が全て曝露されている）が残された後の図１７の
構造を示している。図２２Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２２Ｂは、図２２Ａの
２２Ｂ－２２Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図２２Ｃは、図２２Ｂの２２Ｃ
－２２Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２２Ｄは、図２２Ｂの２２Ｄ－２２
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【０１２７】
　縞212の部分が例えばアモルファスシリコンで構成されている場合に、縞212の暴露され
た部分を選択的に除去するために、HBr/Cl2エッチング物質を用いることができる。
【０１２８】
　図２２Ａは、曝露される可能性がある三つの異なる酸化ケイ素層の部分のいくつかの実
施形態を図説する；スペーサー382、縞214、および、第二ハードマスク層160のそれぞれ
は二酸化ケイ素で形成することができる。これら分離した層の物質は、三つの層（160、2
14、および382）を図中で識別できるように、様々な太さの点描で描写した。他の実施形
態では、第二ハードマスク層160は、前述のとおり、DARC物質で構成される。
【０１２９】
　図２３Ａ～２３Ｂは、選択的エッチングで、図２２Ａに描写した、新たに曝露された島
もしくはキャップ（例えば、アモルファスシリコンで構成される）によってマスクされて
いない、様々な酸化物の構成物の全ての部分を除去した後の図２２の構造を示す。このエ
ッチングステップは下方に存在する層（例えば、アモルファスカーボンで構成される）の
部分を露出させる。図２３Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２３Ｂは、図２３Ａの
２３Ｂ－２３Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。
【０１３０】
　それぞれが同じ物質（好ましい実施形態での二酸化ケイ素など）からなる場合、スペー
サー382、縞214の残存している部分、および、第二ハードマスク層160の保護されていな
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い部分の全てを一つのエッチングステップによって除去することができる。その他には、
これらの個々の物質を除去するのに別個のエッチングステップを用いることもできる。例
えば、一つのエッチングステップでスペーサー382を、キャップ432の物質（例えばケイ素
で構成されている）から選択的に除去することができる。スペーサー382がもはやそれら
の部分を保護しなくなれば、縞214の新しく露出された部分を、その後除去することがで
きる。その後で、アモルファスシリコンの島もしくはキャップ432で保護されていないハ
ードマスク層部分を除去することができる。
【０１３１】
　図２４Ａ～２４Ｂは、図２３の島のパターンを下方に存在する層へ拡張する異方性エッ
チングステップ、アモルファスシリコンのキャップ432で保護された立柱430を残存させる
ステップの後の図２３の構造を示す。図２４Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２４
Ｂは、図２４Ａの２４Ｂ－２４Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。
【０１３２】
　エッチングステップで、アモルファスシリコンキャップ432でマスクされていない第三
暫定層170（好ましくはアモルファスカーボンで構成される）の部分を除去する。アモル
ファスシリコンキャップ432は、第二暫定層150で構成されている縞212の残存部分を含む
。キャップ432は、キャップ432の下に位置するカラムの物質を保護する。従って、キャッ
プ432は、密に配列され、かつ／または、等間隔の間をあけている可能性がある小さい保
護的マスキングアイランドのパターンを構成し、構造の島ではない部分（non-island por
tions）を決定する覆っている交差するパターンによって作ることができる。キャップ432
および結果として得られた支柱430は、密に配列され、かつ／または、等間隔の間をあけ
たものとすることができる。図２４Ｂは、支柱430の断面図であり、それぞれの方向で、
どのように支柱（好ましくは、修正されている層170から基板110まで延長されている）が
スペーサー434に取り巻かれているのかを明らかにしている。この点から、修正された層1
70に存在するパターンは、基板110へとスペーサー434を下に拡張することによって、さら
に基板110まで延長することができる。つまり、修正された層170を基板110の支柱や島を
形成するためのマスクとして用いることができる。
【０１３３】
　図２５Ａ～２５Ｂは、修正されたマスク支柱430aを構成するために、アモルファスシリ
コンエッチングでアモルファスシリコンキャップ432を支柱430から除去した後の図２４の
構造を示す。その他に、CMP工程はアモルファスシリコンキャップ432を除去するのに用い
ることができる。
【０１３４】
　ある実施例では、支柱やポストは半導体材料で構成される。好ましくは、カーボンの支
柱が下方に存在する半導体基板のケイ素の支柱をエッチングするためのマスクとして用い
られる。その他の実施形態では、カーボン層170を省略することができ、孔を、直接、シ
リコウエハーもしくは覆っているエピタキシャル層である可能性がある基板110に形成す
ることができる。前述のとおり、半導体の支柱は、下方に存在する層のソース部分と支柱
の上部にあるドレインを接続する、縦に取り囲まれたゲートトランジスタを含むことがで
きる。従って、支柱もしくはポストは、その中にソース部分とドレインをつなぐチャネル
を有することができ、または、ソース部分とドレインをつなぐチャネルとして機能するこ
ともできる。
【０１３５】
　好ましい実施形態および図２２～２５に従った、その他の方法の第四段階では、図１７
に描写した交差している縞状の構造は、二つの方向に規則的に形成された、小さい、密に
配列された構成物を形成するために用いた。特に、図１７および２２～２５はこのような
構成物を作るための一つの方法を示している。
【０１３６】
　〔第五段階〕
　図２６～２８は第五段階を描写しており、第三段階か第四段階のいずれかの代わりとし
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て、マスク支柱を形成するために図１７に示した構造と関連して用いることができ、図２
４および２５に描写した方法と同様に有利な方法で高密度かつ／または、等間隔の下方に
存在する基板の小さな支柱もしくは島を形成する。この段階におけるエッチングの順番の
例は次のとおりである：1)曝露されている全ての物質を除去する非選択性エッチング（ス
パッタエッチングもしくは反応性イオンエッチング）；2)スペーサーパターンの最終マス
キング層を通しての拡張；3)スペーサー物質の除去；4)二つの縞物質のひとつの残存部分
の除去；5)支柱もしくは島をエッチングするためのマスクとしての残存している縞状物質
の使用。
【０１３７】
　図２６Ａ～２６Ｄは、一つ以上のエッチング工程で全ての露出している層から物質を除
去し、スペーサーを短くし、続いて、第二ハードマスク層160の一部を露出した後に下方
に存在する第三暫定層170の部分を露出した後の図１７の構造を示している。図２６Ａは
、表面の概念的な平面図を示す。図２６Ｂは、図２６Ａの２６Ｂ－２６Ｂの線に沿って見
た概念的な断面図である。図２６Ｃは、図２６Ｂの２６Ｃ－２６Ｃの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２６Ｄは、図２６Ｂの２６Ｄ－２６Ｄの線に沿って見た概念的な断
面図である。
【０１３８】
　図１８Ａ～１８Ｄを参照しながら先に記載したエッチングステップについて、このエッ
チングは、スペーサー382の大きさを小さくするが、修正されたスペーサー382bは修正さ
れたスペーサー382aよりも短い。さらに、図２３Ａ～２３Ｄのエッチングとは異なり、図
説されたエッチング工程では、下方に存在する第三暫定層170のうちスペーサー382で保護
されていない部分のすべてを露出させるために、アモルファスシリコンの縞212に加え二
酸化ケイ素の縞214および第二ハードマスク層160の曝露された部分を突き抜けた。従って
、スペーサー382の高さは、薄い層は除去するが、厚い層は摩滅させるだけになるように
「厚み選択性」（"thickness selective"）エッチングができるようにされる。エッチン
グ工程は厚い層（スペーサー382）が完全に除去する前に停止する。したがって、スペー
サー382の一部は、スペーサー382の下に存在している縞パターンをまだ保護している。こ
の効果をもたらすために用いることができるエッチングの一つは、スパッタエッチングも
しくは反応性イオンエッチング（RIE）である。反応性イオンエッチングは、選択的であ
り、縦方向の壁を形成するのに適している。
【０１３９】
　下方に存在する第三暫定層170の一部が露出された後、図２３および図２４について既
に述べたエッチング停止と同様のものを、第三暫定層170の露出された部分を除去し、第
三暫定層170にスペーサーパターンを拡張するために、行うことができる。
【０１４０】
　図２７Ａ～２７Ｂは、スペーサーパターンを下方に存在する層に拡張した後の図２６の
構造を示している。図２７Ｂは、図２７Ａの２７Ｂ－２７Ｂの線に沿って見た概念的な断
面図である。図２７Ｃは、図２７Ｂの２７Ｃ－２７Ｃの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。図２７Ｄは、図２７Ｂの２７Ｄ－２７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【０１４１】
　選択的アモルファスカーボンエッチングを、層170のマスクされていない部分を除去す
るために行うことができ、ラインパターンを層170に拡張し、修正された層170cを形成す
る。従って、図説されている実施例では、スペーサー382bは、高さが高いカーボンライン
を形成するエッチングのためのマスクとして用いられた。
【０１４２】
　図２８Ａ～２８Ｂは、修正したスペーサー、さらには、下方に存在する縞状物質および
ハードマスク層のマスクされていない部分の残存している部分を除去した後の、図２７の
構造を示す。島のパターンは、支柱を形成するために下方に存在するカーボンラインに拡
張もされている。図２８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２８Ｂは、図２８Ａの２
８Ｂ－２８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。



(29) JP 5239854 B2 2013.7.17

10

20

30

【０１４３】
　図２８Ａ～２８Ｂの構造は、図２７Ａ～２７Ｄの構造から開始する以下の方法によって
、完成させることができる。まず、一つ以上のエッチングで、修正したスペーサー382b、
縞214および第二ハードマスク層160の曝露された部分を除去できる。それぞれの層が同様
の物質（酸化ケイ素など）からなる場合、一つのエッチングステップを用いることができ
る。その後、他の異方性選択的アモルファスカーボンエッチングを、層170c（すなわちカ
ーボンライン）の新たなマスクされていない部分を取り除き、修正された層170d（すなわ
ちカーボンの支柱）を形成するために行うことができる。図２８Ａ～２８Ｂに図説した構
造は、図２４Ａおよび２４Ｂに図説した構造と類似しており、その後のステップは、図２
４Ａおよび２４Ｂについて記載したものと同じである。
【０１４４】
　好ましい実施形態および図２６～２８に従った、その他の方法の第五段階では、図１７
に描写した交差している縞状の構造は、二つの方向に規則的に形成された、小さい、密に
配置された構成物を形成するために用いることができる。
【０１４５】
　修正された層170aに形成されて図２１Ａ～２１Ｄに図説された格子と同様の格子状構造
を形成するための、その他の方法は、図２４および２５に図説した支柱430を形成し、支
柱430の間のスペースをアモルファスカーボンの支柱430に対して選択的にエッチングする
ことができる物質で満たし、支柱430の上部まで物質を研磨し、支柱430を除去するために
選択的エッチングを行う。図２４および２５に図説した構造と同様の支柱構造を形成する
ための他の方法は、修正された層170aを形成し、孔412を第三暫定層170aに対して選択的
にエッチングすることができる物質で満たし、アモルファスカーボン層170aの表面まで物
質を研磨し、修正された層170aを除去するために選択的エッチングを行うことである。こ
れらのポジ型およびネガ型の方法を順番に用いると、配列、支柱もしくはポストの付近の
部分を除去できるが、格子を配列の近傍部分に形成することができる。
【０１４６】
　＜実施形態１＞
　図２９Ａおよび２９Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高密度の
配列を例証する走査型電子顕微鏡写真（SEM）である。それらのSEMは、除去可能なハード
マスクと248nmもしくは193nmのフォトリソグラフィー工程を用いて処理したときの、100n
m未満のピッチを有する孔を示す。
【０１４７】
　＜実施形態２＞
　図３０Ａ～３０Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高密度の配列
を例証するSEMである。図３０Ａは、ピッチがおおよそ140nmである場合の構成物の断面図
である。図３０Bは、ピッチがおおよそ100nmである場合の構成物の断面図である。これら
のSEMは、それぞれ以下のパラメータを用いて形成された配列を示す。
【０１４８】
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【表１】

【０１４９】
　＜実施形態３＞
　図３１Ａ～３１Ｃは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高密度の配列
を例証するSEMである。この例証されたパターンは下方に存在するPSGインシュレータに転
写され、ハードマスクはin-situに除去された。ピッチは、図３１Ｂおよび３１Ｃで図説
するように、二つの垂直方向に、おおよそ100nmである。図３０Ａ～３０Ｃに描写された
配列は、方向性を持って並べられてはいないが、規則的な波状のパターンにオフセットさ
れている構成物を有する。この波状パターンのために、孔は、正方形もしくは長方形では
ないことがあるが、その代わりに台形に似ている。さらに、縦方向の壁は完全に垂直では
なく、完全な縦方向でもない。図説したように、本明細書で開示された発明には、様々な
実施形態および構成が含まれる。
【０１５０】
　＜実施形態４＞
　図３２は、格子状の小さな孔の高密度の配列のSEMである。この図は斜視図である。
【０１５１】
　＜実施形態５＞
　図３３Ａ～３３Ｂは、記載された実施形態に従って形成された、小さな高密度の支柱も
しくはポストの配列のSEMである。この例証されたパターンはPSGインシュレータに転写さ
れ、ハードマスクはin-situに除去された。これらのSEMでは、ピッチは、二つの方向に、
おおよそ100nmである。
【０１５２】
　本明細書で考察している原則や利点は、二つ以上のマスクパターンを交差した構成物に
並置して、孔や支柱などの回路構成物を形成するために結合する場合の様々な状況に適用
される。
【０１５３】
　従って、当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、上記の方法や構造に対して、
様々なその他の省略、付加および修正を行うことができる。これらの全ての修正や変更は
、添付の請求項で明確にしているように、本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
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【０１５４】
　発明を限定するものではなく、単に発明を図説するためのものである、好ましい実施形
態についての詳細な説明と、添付の図面から、本発明をよく理解することができる。
【図１Ａ】図１Ａ～１Ｆは、先に述べた従来のピッチマルチプリケーションによって形成
されたマスクラインの断面の概要の図である。
【図１Ｂ】図１Ａ～１Ｆは、先に述べた従来のピッチマルチプリケーションによって形成
されたマスクラインの断面の概要の図である。
【図１Ｃ】図１Ａ～１Ｆは、先に述べた従来のピッチマルチプリケーションによって形成
されたマスクラインの断面の概要の図である。
【図１Ｄ】図１Ａ～１Ｆは、先に述べた従来のピッチマルチプリケーションによって形成
されたマスクラインの断面の概要の図である。
【図１Ｅ】図１Ａ～１Ｆは、先に述べた従来のピッチマルチプリケーションによって形成
されたマスクラインの断面の概要の図である。
【図１Ｆ】図１Ａ～１Ｆは、先に述べた従来のピッチマルチプリケーションによって形成
されたマスクラインの断面の概要の図である。
【図２】図２は、集積回路の形成に用いられるマスキング層と基板層の断面の概要の図で
ある。
【図３】図３は、第一レジスト層をフォトリソグラフィーパターニングした後の図２の構
造を示す。
【図４】図４は、エッチングによって図３のパターンの構成物の大きさが小さくされた後
の図３の構造を示す。
【図５】図５は、図４のパターンを下方に存在する層に拡張した後の、集積回路の形成に
用いられるマスキング層と基板層の断面の概要の図である。
【図６】図６は、覆っている層が除去された後の図５の構造を示す。
【図７】図７は、スペーサー物質の全面的なデポジション後の図６の構造を示す。
【図８】図８は、スペーサーエッチング、および、その後のエッチング（下に存在してい
る層中に拡長された、独立して立っているスペーサーのパターンを残すステップ）をした
後の図７の構造を示す。
【図９】図９は、図８の構造に充填物質を全面的にデポジションした後の構造を示す。
【図１０Ａ】図１０Ａ～１０Ｄは、スペーサーと充填物質の過剰分を、CMPプロセスもし
くはドライエッチングを行って除去した後の図９の構造を示す。図１０Ａは、表面の概念
的な平面図を示す。図１０Ｂは、図１０Ａの１０Ｂ－１０Ｂの線に沿って見た概念的な断
面図である。図１０Ｃは、図１０Ｂの１０Ｃ－１０Ｃの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。図１０Ｄは、図１０Ｂの１０Ｄ－１０Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａ～１０Ｄは、スペーサーと充填物質の過剰分を、CMPプロセスもし
くはドライエッチングを行って除去した後の図９の構造を示す。図１０Ａは、表面の概念
的な平面図を示す。図１０Ｂは、図１０Ａの１０Ｂ－１０Ｂの線に沿って見た概念的な断
面図である。図１０Ｃは、図１０Ｂの１０Ｃ－１０Ｃの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。図１０Ｄは、図１０Ｂの１０Ｄ－１０Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ａ～１０Ｄは、スペーサーと充填物質の過剰分を、CMPプロセスもし
くはドライエッチングを行って除去した後の図９の構造を示す。図１０Ａは、表面の概念
的な平面図を示す。図１０Ｂは、図１０Ａの１０Ｂ－１０Ｂの線に沿って見た概念的な断
面図である。図１０Ｃは、図１０Ｂの１０Ｃ－１０Ｃの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。図１０Ｄは、図１０Ｂの１０Ｄ－１０Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ａ～１０Ｄは、スペーサーと充填物質の過剰分を、CMPプロセスもし
くはドライエッチングを行って除去した後の図９の構造を示す。図１０Ａは、表面の概念
的な平面図を示す。図１０Ｂは、図１０Ａの１０Ｂ－１０Ｂの線に沿って見た概念的な断
面図である。図１０Ｃは、図１０Ｂの１０Ｃ－１０Ｃの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。図１０Ｄは、図１０Ｂの１０Ｄ－１０Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａ～１１Ｄは、複数の新たな層をデポジションした後の図１０の構造
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を示す。図１１Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１１Ｂは、図１１Ａの１１Ｂ－１
１Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｃは、図１１Ｂの１１Ｃ－１１Ｃの
線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｄは、図１１Ｂの１１Ｄ－１１Ｄの線に沿
って見た概念的な断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａ～１１Ｄは、複数の新たな層をデポジションした後の図１０の構造
を示す。図１１Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１１Ｂは、図１１Ａの１１Ｂ－１
１Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｃは、図１１Ｂの１１Ｃ－１１Ｃの
線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｄは、図１１Ｂの１１Ｄ－１１Ｄの線に沿
って見た概念的な断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ａ～１１Ｄは、複数の新たな層をデポジションした後の図１０の構造
を示す。図１１Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１１Ｂは、図１１Ａの１１Ｂ－１
１Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｃは、図１１Ｂの１１Ｃ－１１Ｃの
線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｄは、図１１Ｂの１１Ｄ－１１Ｄの線に沿
って見た概念的な断面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ａ～１１Ｄは、複数の新たな層をデポジションした後の図１０の構造
を示す。図１１Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１１Ｂは、図１１Ａの１１Ｂ－１
１Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｃは、図１１Ｂの１１Ｃ－１１Ｃの
線に沿って見た概念的な断面図である。図１１Ｄは、図１１Ｂの１１Ｄ－１１Ｄの線に沿
って見た概念的な断面図である。
【図１２Ａ】図１２Ａ～１２Ｄは、第二レジスト層のフォトリソグラフィーによるパター
ニング後の図１１の構造を示す。図１２Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１２Ｂは
、図１２Ａの１２Ｂ－１２Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｃは、図１
２Ｂの１２Ｃ－１２Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｄは、図１２Ｂの
１２Ｄ－１２Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａ～１２Ｄは、第二レジスト層のフォトリソグラフィーによるパター
ニング後の図１１の構造を示す。図１２Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１２Ｂは
、図１２Ａの１２Ｂ－１２Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｃは、図１
２Ｂの１２Ｃ－１２Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｄは、図１２Ｂの
１２Ｄ－１２Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１２Ｃ】図１２Ａ～１２Ｄは、第二レジスト層のフォトリソグラフィーによるパター
ニング後の図１１の構造を示す。図１２Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１２Ｂは
、図１２Ａの１２Ｂ－１２Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｃは、図１
２Ｂの１２Ｃ－１２Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｄは、図１２Ｂの
１２Ｄ－１２Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１２Ｄ】図１２Ａ～１２Ｄは、第二レジスト層のフォトリソグラフィーによるパター
ニング後の図１１の構造を示す。図１２Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１２Ｂは
、図１２Ａの１２Ｂ－１２Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｃは、図１
２Ｂの１２Ｃ－１２Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１２Ｄは、図１２Ｂの
１２Ｄ－１２Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１３Ａ】図１３Ａ～１３Ｄは、エッチングによって図１２のパターン中の構成物の大
きさが縮小された後の図１２の構造を示す。図１３Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１３Ｂは、図１３Ａの１３Ｂ－１３Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３
Ｃは、図１３Ｂの１３Ｃ－１３Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３Ｄは、
図１３Ｂの１３Ｄ－１３Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａ～１３Ｄは、エッチングによって図１２のパターン中の構成物の大
きさが縮小された後の図１２の構造を示す。図１３Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１３Ｂは、図１３Ａの１３Ｂ－１３Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３
Ｃは、図１３Ｂの１３Ｃ－１３Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３Ｄは、
図１３Ｂの１３Ｄ－１３Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１３Ｃ】図１３Ａ～１３Ｄは、エッチングによって図１２のパターン中の構成物の大
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きさが縮小された後の図１２の構造を示す。図１３Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１３Ｂは、図１３Ａの１３Ｂ－１３Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３
Ｃは、図１３Ｂの１３Ｃ－１３Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３Ｄは、
図１３Ｂの１３Ｄ－１３Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１３Ｄ】図１３Ａ～１３Ｄは、エッチングによって図１２のパターン中の構成物の大
きさが縮小された後の図１２の構造を示す。図１３Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１３Ｂは、図１３Ａの１３Ｂ－１３Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３
Ｃは、図１３Ｂの１３Ｃ－１３Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１３Ｄは、
図１３Ｂの１３Ｄ－１３Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａ～１４Ｄは、交差している下方に存在するパターンを部分的に露出
するために、図１３Ａ～１３Ｄの構成物のパターンを下方に存在する層に拡張した後の図
１３の構造を示す。図１４Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１４Ｂは、図１４Ａの
１４Ｂ－１４Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｃは、図１４Ｂの１４Ｃ
－１４Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｄは、図１４Ｂの１４Ｄ－１４
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ａ～１４Ｄは、交差している下方に存在するパターンを部分的に露出
するために、図１３Ａ～１３Ｄの構成物のパターンを下方に存在する層に拡張した後の図
１３の構造を示す。図１４Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１４Ｂは、図１４Ａの
１４Ｂ－１４Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｃは、図１４Ｂの１４Ｃ
－１４Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｄは、図１４Ｂの１４Ｄ－１４
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１４Ｃ】図１４Ａ～１４Ｄは、交差している下方に存在するパターンを部分的に露出
するために、図１３Ａ～１３Ｄの構成物のパターンを下方に存在する層に拡張した後の図
１３の構造を示す。図１４Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１４Ｂは、図１４Ａの
１４Ｂ－１４Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｃは、図１４Ｂの１４Ｃ
－１４Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｄは、図１４Ｂの１４Ｄ－１４
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１４Ｄ】図１４Ａ～１４Ｄは、交差している下方に存在するパターンを部分的に露出
するために、図１３Ａ～１３Ｄの構成物のパターンを下方に存在する層に拡張した後の図
１３の構造を示す。図１４Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１４Ｂは、図１４Ａの
１４Ｂ－１４Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｃは、図１４Ｂの１４Ｃ
－１４Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１４Ｄは、図１４Ｂの１４Ｄ－１４
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１５Ａ】図１５Ａ～１５Ｄは、覆っている層が除去された後の図１４の構造を示す。
図１５Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１５Ｂは、図１５Ａの１５Ｂ－１５Ｂの線
に沿って見た概念的な断面図である。図１５Ｃは、図１５Ｂの１５Ｃ－１５Ｃの線に沿っ
て見た概念的な断面図である。図１５Ｄは、図１５Ｂの１５Ｄ－１５Ｄの線に沿って見た
概念的な断面図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａ～１５Ｄは、覆っている層が除去された後の図１４の構造を示す。
図１５Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１５Ｂは、図１５Ａの１５Ｂ－１５Ｂの線
に沿って見た概念的な断面図である。図１５Ｃは、図１５Ｂの１５Ｃ－１５Ｃの線に沿っ
て見た概念的な断面図である。図１５Ｄは、図１５Ｂの１５Ｄ－１５Ｄの線に沿って見た
概念的な断面図である。
【図１５Ｃ】図１５Ａ～１５Ｄは、覆っている層が除去された後の図１４の構造を示す。
図１５Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１５Ｂは、図１５Ａの１５Ｂ－１５Ｂの線
に沿って見た概念的な断面図である。図１５Ｃは、図１５Ｂの１５Ｃ－１５Ｃの線に沿っ
て見た概念的な断面図である。図１５Ｄは、図１５Ｂの１５Ｄ－１５Ｄの線に沿って見た
概念的な断面図である。
【図１５Ｄ】図１５Ａ～１５Ｄは、覆っている層が除去された後の図１４の構造を示す。
図１５Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１５Ｂは、図１５Ａの１５Ｂ－１５Ｂの線
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に沿って見た概念的な断面図である。図１５Ｃは、図１５Ｂの１５Ｃ－１５Ｃの線に沿っ
て見た概念的な断面図である。図１５Ｄは、図１５Ｂの１５Ｄ－１５Ｄの線に沿って見た
概念的な断面図である。
【図１６Ａ】図１６Ａ～１６Ｄは、スペーサー物質を全面的にデポジションした後の、図
１５の構造を示す。図１６Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１６Ｂは、図１６Ａの
１６Ｂ－１６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｃは、図１６Ｂの１６Ｃ
－１６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｄは、図１６Ｂの１６Ｄ－１６
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａ～１６Ｄは、スペーサー物質を全面的にデポジションした後の、図
１５の構造を示す。図１６Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１６Ｂは、図１６Ａの
１６Ｂ－１６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｃは、図１６Ｂの１６Ｃ
－１６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｄは、図１６Ｂの１６Ｄ－１６
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１６Ｃ】図１６Ａ～１６Ｄは、スペーサー物質を全面的にデポジションした後の、図
１５の構造を示す。図１６Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１６Ｂは、図１６Ａの
１６Ｂ－１６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｃは、図１６Ｂの１６Ｃ
－１６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｄは、図１６Ｂの１６Ｄ－１６
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１６Ｄ】図１６Ａ～１６Ｄは、スペーサー物質を全面的にデポジションした後の、図
１５の構造を示す。図１６Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図１６Ｂは、図１６Ａの
１６Ｂ－１６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｃは、図１６Ｂの１６Ｃ
－１６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図１６Ｄは、図１６Ｂの１６Ｄ－１６
Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１７Ａ】図１７Ａ～１７Ｄは、スペーサーエッチング、および、その後のエッチング
（マンドレルを除去する）の後で、独立して立っているスペーサーのパターン（下方に存
在するパターンに直角）を残している、図１６の構造を示す。図１７Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図１７Ｂは、図１７Ａの１７Ｂ－１７Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１７Ｃは、図１７Ｂの１７Ｃ－１７Ｃの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。図１７Ｄは、図１７Ｂの１７Ｄ－１７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａ～１７Ｄは、スペーサーエッチング、および、その後のエッチング
（マンドレルを除去する）の後で、独立して立っているスペーサーのパターン（下方に存
在するパターンに直角）を残している、図１６の構造を示す。図１７Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図１７Ｂは、図１７Ａの１７Ｂ－１７Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１７Ｃは、図１７Ｂの１７Ｃ－１７Ｃの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。図１７Ｄは、図１７Ｂの１７Ｄ－１７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１７Ｃ】図１７Ａ～１７Ｄは、スペーサーエッチング、および、その後のエッチング
（マンドレルを除去する）の後で、独立して立っているスペーサーのパターン（下方に存
在するパターンに直角）を残している、図１６の構造を示す。図１７Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図１７Ｂは、図１７Ａの１７Ｂ－１７Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１７Ｃは、図１７Ｂの１７Ｃ－１７Ｃの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。図１７Ｄは、図１７Ｂの１７Ｄ－１７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１７Ｄ】図１７Ａ～１７Ｄは、スペーサーエッチング、および、その後のエッチング
（マンドレルを除去する）の後で、独立して立っているスペーサーのパターン（下方に存
在するパターンに直角）を残している、図１６の構造を示す。図１７Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図１７Ｂは、図１７Ａの１７Ｂ－１７Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１７Ｃは、図１７Ｂの１７Ｃ－１７Ｃの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。図１７Ｄは、図１７Ｂの１７Ｄ－１７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図１８Ａ】図１８～２０は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に間隔をあ
けた小さな孔を有するマスク格子を形成するための工程の流れを図説する。　図１８Ａ～
１８Ｅは、いくつかの層の曝露された部分を、下に存在しているパターンの曝露された部
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分の縞状物質の一つをほとんど損なうことなく、エッチング（例えば二酸化ケイ素エッチ
ング）で除去した後の図１７の構造を示す。図１８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１８Ｂは、図１８Ａの１８Ｂ－１８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８
Ｃは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｃ－１８Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である
。図１８Ｄは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｄ－１８Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１８Ｅは、図１８Ａの１８Ｅ－１８Ｅの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。
【図１８Ｂ】図１８～２０は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に間隔をあ
けた小さな孔を有するマスク格子を形成するための工程の流れを図説する。　図１８Ａ～
１８Ｅは、いくつかの層の曝露された部分を、下に存在しているパターンの曝露された部
分の縞状物質の一つをほとんど損なうことなく、エッチング（例えば二酸化ケイ素エッチ
ング）で除去した後の図１７の構造を示す。図１８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１８Ｂは、図１８Ａの１８Ｂ－１８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８
Ｃは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｃ－１８Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である
。図１８Ｄは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｄ－１８Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１８Ｅは、図１８Ａの１８Ｅ－１８Ｅの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。
【図１８Ｃ】図１８～２０は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に間隔をあ
けた小さな孔を有するマスク格子を形成するための工程の流れを図説する。　図１８Ａ～
１８Ｅは、いくつかの層の曝露された部分を、下に存在しているパターンの曝露された部
分の縞状物質の一つをほとんど損なうことなく、エッチング（例えば二酸化ケイ素エッチ
ング）で除去した後の図１７の構造を示す。図１８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１８Ｂは、図１８Ａの１８Ｂ－１８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８
Ｃは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｃ－１８Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である
。図１８Ｄは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｄ－１８Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１８Ｅは、図１８Ａの１８Ｅ－１８Ｅの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。
【図１８Ｄ】図１８～２０は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に間隔をあ
けた小さな孔を有するマスク格子を形成するための工程の流れを図説する。　図１８Ａ～
１８Ｅは、いくつかの層の曝露された部分を、下に存在しているパターンの曝露された部
分の縞状物質の一つをほとんど損なうことなく、エッチング（例えば二酸化ケイ素エッチ
ング）で除去した後の図１７の構造を示す。図１８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１８Ｂは、図１８Ａの１８Ｂ－１８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８
Ｃは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｃ－１８Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である
。図１８Ｄは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｄ－１８Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１８Ｅは、図１８Ａの１８Ｅ－１８Ｅの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。
【図１８Ｅ】図１８～２０は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に間隔をあ
けた小さな孔を有するマスク格子を形成するための工程の流れを図説する。　図１８Ａ～
１８Ｅは、いくつかの層の曝露された部分を、下に存在しているパターンの曝露された部
分の縞状物質の一つをほとんど損なうことなく、エッチング（例えば二酸化ケイ素エッチ
ング）で除去した後の図１７の構造を示す。図１８Ａは、表面の概念的な平面図を示す。
図１８Ｂは、図１８Ａの１８Ｂ－１８Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図１８
Ｃは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｃ－１８Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である
。図１８Ｄは、図１８Ａおよび図１８Ｂの１８Ｄ－１８Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。図１８Ｅは、図１８Ａの１８Ｅ－１８Ｅの線に沿って見た概念的な断面図であ
る。
【図１９Ａ】図１９Ａ～１９Ｄは、二つの覆っている層を下方に存在するマスク層もしく
は暫定層に拡張し、下方に存在する層に孔を形成した後の、図１８の構造を示す。図説し
た実施形態では、下に存在している暫定層はアモルファスカーボンである。図１９Ａは、
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表面の概念的な平面図を示す。図１９Ｂは、図１９Ａの１９Ｂ－１９Ｂの線に沿って見た
概念的な断面図である。図２０Ｃは、図１９Ｂの１９Ｃ－１９Ｃの線に沿って見た概念的
な断面図である。図１９Ｄは、図１９Ｂの１９Ｄ－１９Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａ～１９Ｄは、二つの覆っている層を下方に存在するマスク層もしく
は暫定層に拡張し、下方に存在する層に孔を形成した後の、図１８の構造を示す。図説し
た実施形態では、下に存在している暫定層はアモルファスカーボンである。図１９Ａは、
表面の概念的な平面図を示す。図１９Ｂは、図１９Ａの１９Ｂ－１９Ｂの線に沿って見た
概念的な断面図である。図２０Ｃは、図１９Ｂの１９Ｃ－１９Ｃの線に沿って見た概念的
な断面図である。図１９Ｄは、図１９Ｂの１９Ｄ－１９Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。
【図１９Ｃ】図１９Ａ～１９Ｄは、二つの覆っている層を下方に存在するマスク層もしく
は暫定層に拡張し、下方に存在する層に孔を形成した後の、図１８の構造を示す。図説し
た実施形態では、下に存在している暫定層はアモルファスカーボンである。図１９Ａは、
表面の概念的な平面図を示す。図１９Ｂは、図１９Ａの１９Ｂ－１９Ｂの線に沿って見た
概念的な断面図である。図２０Ｃは、図１９Ｂの１９Ｃ－１９Ｃの線に沿って見た概念的
な断面図である。図１９Ｄは、図１９Ｂの１９Ｄ－１９Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。
【図１９Ｄ】図１９Ａ～１９Ｄは、二つの覆っている層を下方に存在するマスク層もしく
は暫定層に拡張し、下方に存在する層に孔を形成した後の、図１８の構造を示す。図説し
た実施形態では、下に存在している暫定層はアモルファスカーボンである。図１９Ａは、
表面の概念的な平面図を示す。図１９Ｂは、図１９Ａの１９Ｂ－１９Ｂの線に沿って見た
概念的な断面図である。図２０Ｃは、図１９Ｂの１９Ｃ－１９Ｃの線に沿って見た概念的
な断面図である。図１９Ｄは、図１９Ｂの１９Ｄ－１９Ｄの線に沿って見た概念的な断面
図である。
【図２０Ａ】図２０Ａ～２０Ｄは、下方の暫定層もしくはマスク（例えばアモルファスカ
ーボン）層の中の孔のパターンを残すために、覆っている層を除去したあとの、図１９の
構造を示す。図２０Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２０Ｂは、図２０Ａの２０Ｂ
－２０Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｃは、図２０Ａの２０Ｃ－２０
Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｄは、図２０Ａの２０Ｄ－２０Ｄの線
に沿って見た概念的な断面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａ～２０Ｄは、下方の暫定層もしくはマスク（例えばアモルファスカ
ーボン）層の中の孔のパターンを残すために、覆っている層を除去したあとの、図１９の
構造を示す。図２０Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２０Ｂは、図２０Ａの２０Ｂ
－２０Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｃは、図２０Ａの２０Ｃ－２０
Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｄは、図２０Ａの２０Ｄ－２０Ｄの線
に沿って見た概念的な断面図である。
【図２０Ｃ】図２０Ａ～２０Ｄは、下方の暫定層もしくはマスク（例えばアモルファスカ
ーボン）層の中の孔のパターンを残すために、覆っている層を除去したあとの、図１９の
構造を示す。図２０Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２０Ｂは、図２０Ａの２０Ｂ
－２０Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｃは、図２０Ａの２０Ｃ－２０
Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｄは、図２０Ａの２０Ｄ－２０Ｄの線
に沿って見た概念的な断面図である。
【図２０Ｄ】図２０Ａ～２０Ｄは、下方の暫定層もしくはマスク（例えばアモルファスカ
ーボン）層の中の孔のパターンを残すために、覆っている層を除去したあとの、図１９の
構造を示す。図２０Ａは、表面の概念的な平面図を示す。図２０Ｂは、図２０Ａの２０Ｂ
－２０Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｃは、図２０Ａの２０Ｃ－２０
Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２０Ｄは、図２０Ａの２０Ｄ－２０Ｄの線
に沿って見た概念的な断面図である。
【図２１Ａ】図２１Ａは、第三暫定層中の孔のパターンが基板まで延長され、第三暫定層
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が除去され、孔が導電物質で満たされた後の図２０Ｃの構造を示している。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、あふれている導電物質をエッチングして除いた後の図２１Ａの
構造を示す。
【図２２Ａ】図２２～２５は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に充填した
小さなマスク支柱を形成するための工程の流れを図説する。図２２Ａ～２２Ｅは、下方に
存在するパターンの曝露された部分の縞状物質のひとつをエッチング（例えばアモルファ
スシリコンエッチング）で除去した後の図１７の構造を示す。図２２Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図２２Ｂは、図２２Ａの２２Ｂ－２２Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図２２Ｃは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｃ－２２Ｃの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２２Ｄは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｄ－２２Ｄの線に沿って
見た概念的な断面図である。図２２Ｅは、図２２Ａの２２Ｅ－２２Ｅの線に沿って見た概
念的な断面図である。
【図２２Ｂ】図２２～２５は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に充填した
小さなマスク支柱を形成するための工程の流れを図説する。図２２Ａ～２２Ｅは、下方に
存在するパターンの曝露された部分の縞状物質のひとつをエッチング（例えばアモルファ
スシリコンエッチング）で除去した後の図１７の構造を示す。図２２Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図２２Ｂは、図２２Ａの２２Ｂ－２２Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図２２Ｃは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｃ－２２Ｃの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２２Ｄは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｄ－２２Ｄの線に沿って
見た概念的な断面図である。図２２Ｅは、図２２Ａの２２Ｅ－２２Ｅの線に沿って見た概
念的な断面図である。
【図２２Ｃ】図２２～２５は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に充填した
小さなマスク支柱を形成するための工程の流れを図説する。図２２Ａ～２２Ｅは、下方に
存在するパターンの曝露された部分の縞状物質のひとつをエッチング（例えばアモルファ
スシリコンエッチング）で除去した後の図１７の構造を示す。図２２Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図２２Ｂは、図２２Ａの２２Ｂ－２２Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図２２Ｃは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｃ－２２Ｃの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２２Ｄは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｄ－２２Ｄの線に沿って
見た概念的な断面図である。図２２Ｅは、図２２Ａの２２Ｅ－２２Ｅの線に沿って見た概
念的な断面図である。
【図２２Ｄ】図２２～２５は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に充填した
小さなマスク支柱を形成するための工程の流れを図説する。図２２Ａ～２２Ｅは、下方に
存在するパターンの曝露された部分の縞状物質のひとつをエッチング（例えばアモルファ
スシリコンエッチング）で除去した後の図１７の構造を示す。図２２Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図２２Ｂは、図２２Ａの２２Ｂ－２２Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図２２Ｃは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｃ－２２Ｃの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２２Ｄは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｄ－２２Ｄの線に沿って
見た概念的な断面図である。図２２Ｅは、図２２Ａの２２Ｅ－２２Ｅの線に沿って見た概
念的な断面図である。
【図２２Ｅ】図２２～２５は、図１７の構造に関連して、有利な方法で高密度に充填した
小さなマスク支柱を形成するための工程の流れを図説する。図２２Ａ～２２Ｅは、下方に
存在するパターンの曝露された部分の縞状物質のひとつをエッチング（例えばアモルファ
スシリコンエッチング）で除去した後の図１７の構造を示す。図２２Ａは、表面の概念的
な平面図を示す。図２２Ｂは、図２２Ａの２２Ｂ－２２Ｂの線に沿って見た概念的な断面
図である。図２２Ｃは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｃ－２２Ｃの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２２Ｄは、図２２Ａおよび図２２Ｂの２２Ｄ－２２Ｄの線に沿って
見た概念的な断面図である。図２２Ｅは、図２２Ａの２２Ｅ－２２Ｅの線に沿って見た概
念的な断面図である。
【図２３Ａ】図２３Ａ～２３Ｂは、下方に存在するマスクもしくは暫定層の部分を露出さ
せるために図２２で曝露された物質部分をエッチングする、選択的エッチング（例えば二
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酸化ケイ素エッチング）をした後の図２２の構造を示す。図説している実施形態では、下
方に存在する暫定層はアモルファスカーボンである。選択的エッチングでは、縞状物質の
一つの島（例えば、ケイ素）を除去せず暫定層の上の適切な場所に残存させる。図２３Ａ
は、表面の概念的な平面図を示す。図２３Ｂは、図２３Ａの２３Ｂ－２３Ｂの線に沿って
見た概念的な断面図である。
【図２３Ｂ】図２３Ａ～２３Ｂは、下方に存在するマスクもしくは暫定層の部分を露出さ
せるために図２２で曝露された物質部分をエッチングする、選択的エッチング（例えば二
酸化ケイ素エッチング）をした後の図２２の構造を示す。図説している実施形態では、下
方に存在する暫定層はアモルファスカーボンである。選択的エッチングでは、縞状物質の
一つの島（例えば、ケイ素）を除去せず暫定層の上の適切な場所に残存させる。図２３Ａ
は、表面の概念的な平面図を示す。図２３Ｂは、図２３Ａの２３Ｂ－２３Ｂの線に沿って
見た概念的な断面図である。
【図２４Ａ】図２４Ａ～２４Ｂは、下方に存在する暫定層の曝露された部分をエッチング
した後の図２３の構造を示す。その後、島のパターンは下方に存在する物質に拡張され、
シリコンのキャップで保護されている、立っている支柱もしくはポストを残存させる。
【図２４Ｂ】図２４Ａ～２４Ｂは、下方に存在する暫定層の曝露された部分をエッチング
した後の図２３の構造を示す。その後、島のパターンは下方に存在する物質に拡張され、
シリコンのキャップで保護されている、立っている支柱もしくはポストを残存させる。
【図２５Ａ】図２５Ａ～２５Ｂは、シリコンエッチングでシリコンキャップを支柱もしく
はポストから除去した後の図２４の構造を示す。この支柱は下方に存在する物質のための
マスクとして用いることができる。
【図２５Ｂ】図２５Ａ～２５Ｂは、シリコンエッチングでシリコンキャップを支柱もしく
はポストから除去した後の図２４の構造を示す。この支柱は下方に存在する物質のための
マスクとして用いることができる。
【図２６Ａ】図２６～２７は、図１７に示した構造と関連して用いることができ、有利な
方法で高密度かつ／または、等間隔の小さなマスク支柱、ポスト、もしくは島を形成する
ための別の方法のフローを図説する。図２６Ａ～２６Ｄは、縞状構造の両方の物質の露出
された部分をエッチングして、下方に存在するマスクもしくは暫定層の交差するラインを
露出させる非選択的エッチング（例えば、スパッタエッチングもしくは反応性イオンエッ
チング）を行った後の図１７の構造を示している。図説している実施形態では、下方に存
在する暫定層はアモルファスカーボンで構成される。図２６Ａは、表面の概念的な平面図
を示す。図２６Ｂは、図２６Ａの２６Ｂ－２６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である
。図２６Ｃは、図２６Ｂの２６Ｃ－２６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２
６Ｄは、図２６Ｂの２６Ｄ－２６Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図２６Ｂ】図２６～２７は、図１７に示した構造と関連して用いることができ、有利な
方法で高密度かつ／または、等間隔の小さなマスク支柱、ポスト、もしくは島を形成する
ための別の方法のフローを図説する。図２６Ａ～２６Ｄは、縞状構造の両方の物質の露出
された部分をエッチングして、下方に存在するマスクもしくは暫定層の交差するラインを
露出させる非選択的エッチング（例えば、スパッタエッチングもしくは反応性イオンエッ
チング）を行った後の図１７の構造を示している。図説している実施形態では、下方に存
在する暫定層はアモルファスカーボンで構成される。図２６Ａは、表面の概念的な平面図
を示す。図２６Ｂは、図２６Ａの２６Ｂ－２６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である
。図２６Ｃは、図２６Ｂの２６Ｃ－２６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２
６Ｄは、図２６Ｂの２６Ｄ－２６Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図２６Ｃ】図２６～２７は、図１７に示した構造と関連して用いることができ、有利な
方法で高密度かつ／または、等間隔の小さなマスク支柱、ポスト、もしくは島を形成する
ための別の方法のフローを図説する。図２６Ａ～２６Ｄは、縞状構造の両方の物質の露出
された部分をエッチングして、下方に存在するマスクもしくは暫定層の交差するラインを
露出させる非選択的エッチング（例えば、スパッタエッチングもしくは反応性イオンエッ
チング）を行った後の図１７の構造を示している。図説している実施形態では、下方に存
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在する暫定層はアモルファスカーボンで構成される。図２６Ａは、表面の概念的な平面図
を示す。図２６Ｂは、図２６Ａの２６Ｂ－２６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である
。図２６Ｃは、図２６Ｂの２６Ｃ－２６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２
６Ｄは、図２６Ｂの２６Ｄ－２６Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図２６Ｄ】図２６～２７は、図１７に示した構造と関連して用いることができ、有利な
方法で高密度かつ／または、等間隔の小さなマスク支柱、ポスト、もしくは島を形成する
ための別の方法のフローを図説する。図２６Ａ～２６Ｄは、縞状構造の両方の物質の露出
された部分をエッチングして、下方に存在するマスクもしくは暫定層の交差するラインを
露出させる非選択的エッチング（例えば、スパッタエッチングもしくは反応性イオンエッ
チング）を行った後の図１７の構造を示している。図説している実施形態では、下方に存
在する暫定層はアモルファスカーボンで構成される。図２６Ａは、表面の概念的な平面図
を示す。図２６Ｂは、図２６Ａの２６Ｂ－２６Ｂの線に沿って見た概念的な断面図である
。図２６Ｃは、図２６Ｂの２６Ｃ－２６Ｃの線に沿って見た概念的な断面図である。図２
６Ｄは、図２６Ｂの２６Ｄ－２６Ｄの線に沿って見た概念的な断面図である。
【図２７Ａ】図２７Ａ～２７Ｄは、スペーサーパターンを下方に存在する層（すなわち、
アモルファスカーボン層）に拡張した後の図２６の構造を示している。図２７Ａは、表面
の概念的な平面図を示す。図２７Ｂは、図２７Ａの２７Ｂ－２７Ｂの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２７Ｃは、図２７Ｂの２７Ｃ－２７Ｃの線に沿って見た概念的な断
面図である。図２７Ｄは、図２７Ｂの２７Ｄ－２７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。
【図２７Ｂ】図２７Ａ～２７Ｄは、スペーサーパターンを下方に存在する層（すなわち、
アモルファスカーボン層）に拡張した後の図２６の構造を示している。図２７Ａは、表面
の概念的な平面図を示す。図２７Ｂは、図２７Ａの２７Ｂ－２７Ｂの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２７Ｃは、図２７Ｂの２７Ｃ－２７Ｃの線に沿って見た概念的な断
面図である。図２７Ｄは、図２７Ｂの２７Ｄ－２７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。
【図２７Ｃ】図２７Ａ～２７Ｄは、スペーサーパターンを下方に存在する層（すなわち、
アモルファスカーボン層）に拡張した後の図２６の構造を示している。図２７Ａは、表面
の概念的な平面図を示す。図２７Ｂは、図２７Ａの２７Ｂ－２７Ｂの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２７Ｃは、図２７Ｂの２７Ｃ－２７Ｃの線に沿って見た概念的な断
面図である。図２７Ｄは、図２７Ｂの２７Ｄ－２７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。
【図２７Ｄ】図２７Ａ～２７Ｄは、スペーサーパターンを下方に存在する層（すなわち、
アモルファスカーボン層）に拡張した後の図２６の構造を示している。図２７Ａは、表面
の概念的な平面図を示す。図２７Ｂは、図２７Ａの２７Ｂ－２７Ｂの線に沿って見た概念
的な断面図である。図２７Ｃは、図２７Ｂの２７Ｃ－２７Ｃの線に沿って見た概念的な断
面図である。図２７Ｄは、図２７Ｂの２７Ｄ－２７Ｄの線に沿って見た概念的な断面図で
ある。
【図２８Ａ】図２８Ａ～２８Ｂは、スペーサー、縞状物質の一つを除去し、立っている支
柱もしくはポストをアモルファスシリコンキャップで保護して残存させるために、島のパ
ターンを下方に存在する層の残存している部分に拡張した後の、図２７の構造を示す。
【図２８Ｂ】図２８Ａ～２８Ｂは、スペーサー、縞状物質の一つを除去し、立っている支
柱もしくはポストをアモルファスシリコンキャップで保護して残存させるために、島のパ
ターンを下方に存在する層の残存している部分に拡張した後の、図２７の構造を示す。
【図２９Ａ】図２９Ａおよび２９Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔
の高密度の配列の断面図を例証する走査型電子顕微鏡写真（SEM）である。
【図２９Ｂ】図２９Ａおよび２９Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔
の高密度の配列の断面図を例証する走査型電子顕微鏡写真（SEM）である。
【図３０Ａ】図３０Ａ～３０Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高
密度の配列の斜視図を例証する走査型電子顕微鏡写真（SEM）である。
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【図３０Ｂ】図３０Ａ～３０Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高
密度の配列の斜視図を例証する走査型電子顕微鏡写真（SEM）である。
【図３１Ａ】図３１Ａ～３１Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高
密度の配列を例証するSEMである。図３０Ｂは、図３０Ａのある方向からの断面を図説し
ており、図３０Ｃは、図３０Ａのほぼ垂直方向からの断面を図説している。
【図３１Ｂ】図３１Ａ～３１Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高
密度の配列を例証するSEMである。図３０Ｂは、図３０Ａのある方向からの断面を図説し
ており、図３０Ｃは、図３０Ａのほぼ垂直方向からの断面を図説している。
【図３１Ｃ】図３１Ａ～３１Ｂは、記載された実施形態に従って形成された小さな孔の高
密度の配列を例証するSEMである。図３０Ｂは、図３０Ａのある方向からの断面を図説し
ており、図３０Ｃは、図３０Ａのほぼ垂直方向からの断面を図説している。
【図３２】図３２は、記載された実施形態に従って形成された、小さな高密度の支柱もし
くはポストの配列のSEMである。
【図３３Ａ】図３３Ａ～３３Ｂは、記載された実施形態に従って形成された、小さな高密
度の支柱もしくはポストの配列のSEMである。
【図３３Ｂ】図３３Ａ～３３Ｂは、記載された実施形態に従って形成された、小さな高密
度の支柱もしくはポストの配列のSEMである。
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