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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の被エッチング膜上に保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜上にハードマスク層を形成する工程と、
　前記ハードマスク層上に第１ピッチで反復形成される複数の第１マスクパターンを形成
する工程と、
　前記複数の第１マスクパターンのうち、相互隣接した２つの第１マスクパターンの間に
１つずつ位置する複数の第２マスクパターンを形成する工程と、
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンをエッチングマスクとして前記ハード
マスク層をエッチングして、前記保護膜を露出させるハードマスクパターンを形成する工
程と、
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去する工程と、
　前記保護膜の露出された部分を除去して、前記被エッチング膜を露出させる工程と、
　前記ハードマスクパターンをエッチングマスクとして前記被エッチング膜をエッチング
して、前記第１ピッチの１／２であるピッチで反復形成される複数の微細パターンを形成
する工程と、を含み、
　前記第２マスクパターンを形成する工程は、
　前記複数の第１マスクパターンのうち、相互隣接した２つの第１マスクパターンの間の
位置にリセスが形成されている上面を有するバッファ層を前記第１マスクパターン上に形
成する工程と、
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　前記バッファ層の上面に形成された前記リセス内に第２マスクパターンを形成する工程
と、を含み、
　前記複数の第１マスクパターンを形成した後、前記バッファ層を形成する前に前記第１
マスクパターンの間で露出される前記ハードマスク層をその上面から所定の厚さほど除去
して前記ハードマスク層の上面に低い表面部を形成する工程をさらに含み、
　前記バッファ層は、前記第１マスクパターンと前記低い表面部とをそれぞれ前記第１厚
さで均一に覆うように形成されることを特徴とする半導体素子の微細パターンの形成方法
。
【請求項２】
　前記第２マスクパターンは、前記第１マスクパターンと同じ水平面上に形成されること
を特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３】
　前記第２マスクパターンが形成された後に、前記ハードマスク層をエッチングする前に
、前記ハードマスク層が露出されるまで前記第１マスクパターン及び第２マスクパターン
をエッチングマスクとして前記バッファ層を乾式エッチングする工程をさらに含むことを
特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項４】
　前記第２マスクパターンが形成された後に、前記バッファ層を乾式エッチングする前に
、前記第１マスクパターンの上面が露出されるように前記バッファ層の一部を除去する工
程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法
。
【請求項５】
　前記バッファ層の一部を除去するために湿式または乾式エッチング工程を利用すること
を特徴とする請求項４に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項６】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、それぞれポリシリコンからなるこ
とを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項７】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去するために、ＨＢｒ及びＣｌ2

のうち選択される少なくとも一つのガスとＯ2ガスとの混合ガスをエッチングガスとして
使用する乾式エッチング工程を利用することを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の
微細パターンの形成方法。
【請求項８】
　前記エッチングガスは、Ｈｅガスをさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の半導
体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項９】
　前記乾式エッチング工程は、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲気下で行わ
れることを特徴とする請求項７に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１０】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去するために、ＮＨ4ＯＨ、Ｈ2Ｏ

2及びＨ2Ｏが混合液からなるエッチング液を使用する湿式エッチング工程を利用すること
を特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１１】
　前記ハードマスク層は、酸化膜、窒化膜、またはこれらの組合わせからなることを特徴
とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１２】
　前記保護膜は、前記ハードマスク層の構成物質とは異なるエッチング特性を有する物質
で形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１３】
　前記ハードマスク層及びバッファ層は、それぞれ酸化膜で形成され、
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　前記保護膜は、窒化膜で形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微
細パターンの形成方法。
【請求項１４】
　前記ハードマスク層及びバッファ層は、それぞれ窒化膜で形成され、
　前記保護膜は、酸化膜で形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微
細パターンの形成方法。
【請求項１５】
　前記被エッチング膜は、導電物質、半導体、絶縁物質、またはこれらの組合わせからな
ることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１６】
　前記被エッチング膜は、タングステン、タングステンシリサイド、ポリシリコン及びア
ルミニウムからなる群から選択される少なくとも一つの物質で形成されることを特徴とす
る請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１７】
　前記被エッチング膜をエッチングするために、フッ素原子を含むエッチングガスを使用
することを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１８】
　前記保護膜の露出された部分を除去するために、前記被エッチング膜をエッチングする
工程と同じエッチング条件で前記保護膜をエッチングすることを特徴とする請求項１に記
載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項１９】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、それぞれ前記第１ピッチの１／４
である幅を有するように形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細
パターンの形成方法。
【請求項２０】
　前記被エッチング膜をエッチングした後、前記ハードマスクパターンをエッチングマス
クとして前記基板をエッチングして前記基板にトレンチを形成する工程と、
　前記トレンチの内部を絶縁膜で満たして素子分離領域を形成する工程と、を含むことを
特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項２１】
　基板上の被エッチング膜上にハードマスク層を形成する工程と、
　前記ハードマスク層上に第１ピッチで反復形成される複数の第１マスクパターンを形成
する工程と、
　前記複数の第１マスクパターンのうち、相互隣接した２つの第１マスクパターンの間に
１つずつ位置する複数の第２マスクパターンを形成する工程と、
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンをエッチングマスクとして前記ハード
マスク層の一部が残留するように前記ハードマスク層をエッチングして、前記第１マスク
パターンと第２マスクパターンとの間の位置で前記被エッチング膜を覆っている、前記ハ
ードマスク層の一部からなる残留保護膜を備えるハードマスクパターンを形成する工程と
、
　前記残留保護膜が前記被エッチング膜を覆っている状態で、前記第１マスクパターン及
び第２マスクパターンを除去する工程と、
　前記ハードマスクパターンの前記残留保護膜を除去して前記被エッチング膜を露出させ
る工程と、
　前記ハードマスクパターンをエッチングマスクとして前記被エッチング膜をエッチング
して、前記第１ピッチの１／２であるピッチで反復形成される複数の微細パターンを形成
する工程と、を含み、
　前記第２マスクパターンを形成する工程は、
　前記複数の第１マスクパターンのうち、相互隣接した２つの第１マスクパターンの間の
位置にリセスが形成されている上面を有するバッファ層を前記第１マスクパターン上に形
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成する工程と、
　前記バッファ層の上面に形成された前記リセス内に第２マスクパターンを形成する工程
と、を含み、
　前記複数の第１マスクパターンを形成した後、前記バッファ層を形成する前に前記第１
マスクパターンの間で露出される前記ハードマスク層をその上面から所定厚さほど除去し
て前記ハードマスク層の低い表面部を形成する工程をさらに含み、
　前記バッファ層は、前記第１マスクパターンと前記低い表面部とをそれぞれ前記第１厚
さで均一に覆うように形成されることを特徴とする半導体素子の微細パターンの形成方法
。
【請求項２２】
　前記第２マスクパターンは、前記第１マスクパターンと同じ水平面上に形成されること
を特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項２３】
　前記第２マスクパターンが形成された後、前記ハードマスク層をエッチングする前に、
前記ハードマスク層が露出されるまで前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを
エッチングマスクとして、前記バッファ層を乾式エッチングする工程をさらに含むことを
特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項２４】
　前記第２マスクパターンが形成された後、前記バッファ層を乾式エッチングする前に、
前記第１マスクパターンの上面が露出されるように前記バッファ層の一部を除去する工程
をさらに含むことを特徴とする請求項２３に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法
。
【請求項２５】
　前記バッファ層の一部を除去するために、湿式または乾式エッチング工程を利用するこ
とを特徴とする請求項２４に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項２６】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、それぞれポリシリコンで形成され
ることを特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項２７】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去するために、ＨＢｒ及びＣｌ2

のうち選択される少なくとも一つのガスとＯ2ガスとの混合ガスをエッチングガスとして
使用する乾式エッチング工程を利用することを特徴とする請求項２１に記載の半導体素子
の微細パターンの形成方法。
【請求項２８】
　前記エッチングガスは、Ｈｅガスをさらに含むことを特徴とする請求項２７に記載の半
導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項２９】
　前記乾式エッチング工程は、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲気下で行わ
れることを特徴とする請求項２７に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３０】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去するために、ＮＨ4ＯＨ、Ｈ2Ｏ

2及びＨ2Ｏが混合液からなるエッチング液を使用する湿式エッチング工程を利用すること
を特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３１】
　前記ハードマスク層は、窒化膜で形成されることを特徴とする請求項２１に記載の半導
体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３２】
　前記ハードマスク層は、窒化膜及び酸化膜が順次に積層された二重層構造を有すること
を特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３３】
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　前記残留保護膜は、窒化膜で形成されることを特徴とする請求項３２に記載の半導体素
子の微細パターンの形成方法。
【請求項３４】
　前記ハードマスク層及びバッファ層は、それぞれ窒化膜で形成されることを特徴とする
請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３５】
　前記バッファ層は、酸化膜で形成されることを特徴とする請求項３２に記載の半導体素
子の微細パターンの形成方法。
【請求項３６】
　前記被エッチング膜は、導電物質、半導体、絶縁物質、またはこれらの組合わせで形成
されることを特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３７】
　前記被エッチング膜は、タングステン、タングステンシリサイド、ポリシリコン及びア
ルミニウムからなる群から選択される少なくとも一つの物質で形成されることを特徴とす
る請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３８】
　前記被エッチング膜をエッチングするために、フッ素原子を含むエッチングガスを使用
することを特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項３９】
　前記残留保護膜を除去するために、前記被エッチング膜をエッチングする工程と同じエ
ッチング条件で前記残留保護膜をエッチングすることを特徴とする請求項２１に記載の半
導体素子の微細パターンの形成方法。
【請求項４０】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、それぞれ前記第１ピッチの１／４
である幅を有するように形成されることを特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微
細パターンの形成方法。
【請求項４１】
　前記被エッチング膜をエッチングした後、前記ハードマスクパターンをエッチングマス
クとして前記基板をエッチングして前記基板にトレンチを形成する工程と、
　前記トレンチの内部を絶縁膜で満たして素子分離領域を形成する工程と、をさらに含む
ことを特徴とする請求項２１に記載の半導体素子の微細パターンの形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の微細パターンの形成方法に係り、特に、ダブルパターニング工
程によって形成される微細ピッチのハードマスクパターンを利用する半導体素子の微細パ
ターンの形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高集積化された半導体素子の製造において、パターンの微細化が必須的である。狭い面
積に多数の素子を集積させるためには、個別素子のサイズを可能なかぎり小さく形成しな
くてはならず、このためには、形成しようとするパターンのそれぞれの幅と前記パターン
間の間隔との和であるピッチを小さくしなくてはならない。最近、半導体素子のデザイン
ルールが急減するにつれて、半導体素子の実現に必要なパターンを形成するためのフォト
リソグラフィ工程において、解像限界によって微細ピッチを有するパターンを形成するに
は限界がある。特に、基板に活性領域を定義する素子分離領域を形成するためのフォトリ
ソグラフィ工程、またはラインアンドスペースパターン（Ｌｉｎｅ ａｎｄ Ｓｐａｃｅ 
Ｐａｔｔｅｒｎ、以下、“Ｌ／Ｓパターン”という）形成のためのフォトリソグラフィ工
程において、解像限界によって微細ピッチを有する所望のパターンを形成するには限界が
ある。
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【０００３】
　前記のようなフォトリソグラフィ工程での解像限界を克服するために、ダブルパターニ
ング工程を利用して微細ピッチを有するハードマスクパターンを形成する方法が提案され
た。これら方法のうち、ハードマスクパターンの形成のためのエッチングマスク材料とし
てポリシリコンを利用する技術では、ポリシリコンからなるエッチングマスクが前記ハー
ドマスクパターン上に残っている状態で被エッチング膜をエッチングするときにエッチン
グ雰囲気にポリシリコンが露出されていることによって、所望のエッチング特性を得られ
なくなる。
【０００４】
　例えば、ハードマスクパターンをエッチングマスクとして利用して、ハードマスク下に
形成されているタングステン（Ｗ）膜をエッチングしようとする場合、エッチャントを構
成するフッ素（Ｆ）原子の一部がポリシリコンを構成するシリコン（Ｓｉ）原子との化学
反応によって損失されて供給されるエッチャントの総量中に、Ｗ膜エッチングに寄与する
エッチャントの量が減少する。その結果、Ｗ膜のエッチング率が低下し、エッチング後に
得られるＷ膜パターンの側壁プロファイルは、大きい傾斜度で傾斜した形態を有する。
【０００５】
　また、ハードマスクパターン上に残っているポリシリコン膜の高さ均一度が不良な場合
、前記ハードマスクパターンをエッチングマスクとして利用して基板をエッチングして素
子分離用のトレンチを形成しようとするとき、前記ポリシリコン膜のエッジ部分でスキャ
タリングされるエッチャントによって、基板に形成されるトレンチの側壁プロファイルが
非対称的に形成され、素子の動作特性に悪影響を及ぼして歩留まりを低下させるという問
題を引き起こす。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、前記従来の技術での問題点を解決しようとするものであって、フォト
リソグラフィ工程での解像限界を超える微細ピッチのパターンを実現するため、ダブルパ
ターニング工程によって形成されたハードマスクをエッチングマスクとして利用するとき
、ハードマスクパターン上に残留するポリシリコンによって引き起こされる問題点を防止
できる半導体素子の微細パターンの形成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明の第１態様による半導体素子の微細パターンの形成
方法では、基板上の被エッチング膜上に保護膜を形成する。前記保護膜上にハードマスク
層を形成する。前記ハードマスク層上に第１ピッチで反復形成される複数の第１マスクパ
ターンを形成する。前記複数の第１マスクパターンのうち、相互隣接した２つの第１マス
クパターンの間に１つずつ位置する複数の第２マスクパターンを形成する。
【０００８】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンをエッチングマスクとして前記ハード
マスク層をエッチングして、前記保護膜を露出させるハードマスクパターンを形成する。
前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去する。前記保護膜の露出された部
分を除去して前記被エッチング膜を露出させる。前記ハードマスクパターンをエッチング
マスクとして前記被エッチング膜をエッチングして、前記第１ピッチの１／２であるピッ
チで反復形成される複数の微細パターンを形成する。
【０００９】
　前記第２マスクパターンは、前記第１マスクパターンと同じ水平面上に形成されうる。
このため、前記第２マスクパターンを形成する工程は、前記複数の第１マスクパターンの
うち、相互隣接した２つの第１マスクパターンの間の位置にリセスが形成されている上面
を有するバッファ層を前記第１マスクパターン上に形成する工程と、前記バッファ層の上
面に形成された前記リセス内に第２マスクパターンを形成する工程と、を含みうる。
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【００１０】
　また、前記第２マスクパターンが形成された後に、前記ハードマスク層をエッチングす
る前に、前記ハードマスク層が露出されるまで前記第１マスクパターン及び第２マスクパ
ターンをエッチングマスクとして前記バッファ層を乾式エッチングする工程をさらに含み
うる。
　また、前記第２マスクパターンが形成された後、前記バッファ層を乾式エッチングする
前に、前記第１マスクパターンの上面が露出されるように前記バッファ層の一部を除去す
る工程をさらに含みうる。
【００１１】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、それぞれポリシリコンからなる。
前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去するため、ＨＢｒ及びＣｌ2のう
ち選択される少なくとも一つのガスとＯ2ガスとの混合ガスをエッチングガスとして使用
する乾式エッチング工程を利用しうる。そして、前記エッチングガスは、Ｈｅガスをさら
に含みうる。前記乾式エッチング工程は、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲
気下で行われうる。または、前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンを除去する
ため、ＮＨ4ＯＨ、Ｈ2Ｏ2及びＨ2Ｏが混合液からなるエッチング液として使用する湿式エ
ッチング工程を利用することもある。
【００１２】
　前記ハードマスク層は、酸化膜、窒化膜、またはこれらの組合わせで形成されうる。前
記保護膜は、前記ハードマスク層の構成物質とは異なるエッチング特性を有する物質で形
成される。例えば、前記ハードマスク層及びバッファ層は、それぞれ酸化膜で形成され、
前記保護膜は、窒化膜で形成されうる。または、前記ハードマスク層及びバッファ層は、
それぞれ窒化膜で形成され、前記保護膜は、酸化膜で形成されうる。または、前記ハード
マスク層は、前記被エッチング膜上に形成された窒化膜と、前記窒化膜上に形成された酸
化膜とで形成され、前記バッファ層は、酸化膜で形成されうる。
【００１３】
　前記被エッチング膜は、導電物質、半導体、絶縁物質、またはこれらの組合わせで形成
されうる。前記被エッチング膜の構成物質のさらに具体的な例には、タングステン、タン
グステンシリサイド、ポリシリコン、アルミニウムなどが挙げられる。
　前記被エッチング膜をエッチングするため、フッ素原子を含むエッチングガスを使用し
うる。そして、前記保護膜の露出された部分を除去するため、前記被エッチング膜をエッ
チングする工程と同じエッチング条件で前記保護膜をエッチングしうる。
【００１４】
　本発明の第１態様による半導体素子の微細パターンの形成方法では、前記複数の第１マ
スクパターンを形成した後、前記バッファ層を形成する前に前記第１マスクパターンの間
で露出される前記ハードマスク層を、その上面から所定厚さほど除去して前記ハードマス
ク層の上面に低い表面部を形成しうる。この場合、前記バッファ層は、前記第１マスクパ
ターンと前記低い表面部とをそれぞれ前記第１厚さで均一に覆うように形成されうる。
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、それぞれ前記第１ピッチの１／４
である幅を有するように形成されることが望ましい。
【００１５】
　本発明の第１態様による半導体素子の微細パターンの形成方法では、前記被エッチング
膜をエッチングした後、前記ハードマスクパターンをエッチングマスクとして前記基板を
エッチングして前記基板にトレンチを形成する工程と、前記トレンチの内部を絶縁膜で満
たして素子分離領域を形成する工程と、をさらに含みうる。
　また、前記目的を達成するため、本発明の第２態様による半導体素子の微細パターンの
形成方法では、基板上の被エッチング膜上にハードマスク層を形成する。前記ハードマス
ク層上に第１ピッチで反復形成される複数の第１マスクパターンを形成する。前記複数の
第１マスクパターンのうち相互隣接した２つの第１マスクパターンの間に１つずつ位置す
る複数の第２マスクパターンを形成する。
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【００１６】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンをエッチングマスクとして、前記ハー
ドマスク層の一部が残留するように前記ハードマスク層をエッチングして前記第１マスク
パターンと第２マスクパターンとの間の位置で前記被エッチング膜を覆っている、前記ハ
ードマスク層の一部からなる残留保護膜を備えるハードマスクパターンを形成する。前記
残留保護膜が前記被エッチング膜を覆っている状態で、前記第１マスクパターン及び第２
マスクパターンを除去する。前記ハードマスクパターンの前記残留保護膜を除去して前記
被エッチング膜を露出させる。前記ハードマスクパターンをエッチングマスクとして前記
被エッチング膜をエッチングして、前記第１ピッチの１／２であるピッチで反復形成され
る複数の微細パターンを形成する。
【００１７】
　本発明の第２態様による半導体素子の微細パターンの形成方法では、前記ハードマスク
層は、窒化膜で形成されうる。また、前記ハードマスク層は、窒化膜及び酸化膜が順次に
積層された二重層構造を有しうる。この場合、前記残留保護膜は、窒化膜で形成されうる
。
　前記残留保護膜を除去するために、前記被エッチング膜をエッチングする工程と同じエ
ッチング条件で前記残留保護膜をエッチングしうる。
（発明の効果）
【００１８】
　本発明による半導体素子の微細パターンの形成方法では、ダブルパターニング工程を利
用してフォトリソグラフィ工程で実現できるピッチの１／２である微細ピッチで反復形成
されるパターンの形成において、ハードマスク材料としてポリシリコンが使われるときの
問題点を解決するために、被エッチング膜を覆う保護膜を利用する。
【００１９】
　本発明による微細パターンの形成方法では、被エッチング膜のエッチング率の低下及び
最終的に形成しようとする微細パターンでの側壁プロファイルの不良の原因として作用す
るポリシリコン膜で形成されるマスクパターンを除去した後に被エッチング膜をエッチン
グする。したがって、最終的に得られる微細パターンで垂直の良好な側壁プロファイルが
得られる。また、ポリシリコン膜で形成されるマスクパターンを除去する工程は、被エッ
チング膜を保護膜で覆った状態で進めるので、前記マスクパターンの除去時に被エッチン
グ膜が損傷されることを防止しうる。
【００２０】
　本発明によれば、ダブルパターニング工程によって形成されたハードマスクをエッチン
グマスクとして利用するとき、ハードマスクパターン上に残留するポリシリコンによって
エッチング率及びパターンの側壁プロファイルに悪影響がおよぶことを防止する。これに
より、フォトリソグラフィ工程での解像限界を克服できる微細ピッチのパターンを所望の
形状で容易に実現しうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次いで、本発明の望ましい実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
　　　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を、図１Ａから図１
Ｌに示す工程順序によって説明する。
　図１Ａを参照すれば、基板１００上に被エッチング膜１０６を形成する。
　被エッチング膜１０６は、半導体素子を構成するための導電層または絶縁層であり、金
属、半導体、または絶縁物質で形成されうる。例えば、被エッチング膜１０６は、タング
ステン（Ｗ）、タングステンシリサイド、ポリシリコン、アルミニウム（Ａｌ）、または
これらの組合わせで形成されうる。
【００２２】
　被エッチング膜１０６上に保護膜１１０を形成する。
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　保護膜１１０は、後続のハードマスクパターンの形成工程中に、被エッチング膜１０６
が損傷されることを保護するために形成するものである。保護膜１１０は、窒化膜または
酸化膜で形成されうる。保護膜１１０は、約５０～４００Åの比較的薄い厚さに形成する
ことが望ましい。
【００２３】
　保護膜１１０上にハードマスク層１２０を形成する。
　ハードマスク層１２０は、被エッチング膜１０６の材料及び形成しようとするパターン
の用途によって多様な物質で形成されうる。例えば、ハードマスク層１２０は、酸化膜、
窒化膜、またはこれらの組合わせで形成されうる。または、被エッチング膜１０６が絶縁
膜または導電膜である場合、被エッチング膜１０６の材料によって、エッチング選択比を
提供できる物質で形成される。
【００２４】
　保護膜１１０とハードマスク層１２０とは、それぞれエッチング特性が異なる物質、す
なわち、所定のエッチング条件に対して異なるエッチング選択比を有する物質で形成する
。例えば、保護膜１１０を窒化膜で形成した場合、ハードマスク層１２０は、酸化膜で形
成する。または、保護膜１１０を酸化膜で形成した場合、ハードマスク層１２０は、窒化
膜で形成する。
【００２５】
　例えば、保護膜１１０が窒化膜で形成された場合に、ハードマスク層１２０は、熱酸化
膜、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）酸化膜、ＵＳＧ膜（
Ｕｎｄｏｐｅｄ Ｓｉｌｉｃａｔｅ Ｇｌａｓｓ Ｆｉｌｍ）及びＨＤＰ酸化膜（Ｈｉｇｈ 
Ｄｅｎｓｉｔｙ Ｐｌａｓｍａ Ｏｘｉｄｅ Ｆｉｌｍ）からなる群から選択される少なく
とも一つの酸化膜で形成されうる。また、保護膜１１０が酸化膜で形成された場合、ハー
ドマスク層１２０は、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ、ＳｉＢＮ及びＢＮからなる群から選択される少
なくとも一つの膜で形成されうる。また、ハードマスク層１２０は、前記で例示された酸
化膜のうち選択される少なくとも一つの酸化膜と前記で例示された窒化膜のうち選択され
る少なくとも一つの窒化膜とで構成される多重層で形成されることもある。
【００２６】
　図１Ｂを参照すれば、通常のフォトリソグラフィ工程を利用して、ハードマスク層１２
０上に複数の第１マスクパターン１３０を形成する。
　第１マスクパターン１３０は、ポリシリコン膜で形成される。
　第１マスクパターン１３０は、最終的に形成しようとするハードマスクパターンのピッ
チＰより２倍大きい第１ピッチ２Ｐを有するように形成される。第１マスクパターン１３
０の第１幅Ｗ1は、前記第１ピッチ２Ｐの１／４である値を有するように設計されうる。
第１マスクパターン１３０は、例えば、基板１００上で前記第１ピッチ２Ｐで所定の方向
に反復形成される複数のラインパターンで形成されうる。
【００２７】
　図１Ｃを参照すれば、複数の第１マスクパターン１３０の間で露出されるハードマスク
層１２０を、その上面から第１厚さｄほど除去して、ハードマスク層１２０の表面に低い
表面部１２２を形成する。その結果、ハードマスク層１２０の上部にハードマスク層リセ
ス１２４が形成される。前記第１厚さｄは、第１マスクパターン１３０の第１幅Ｗ1と同
じ寸法を有しうる。
　ハードマスク層１２０の上面に低い表面部１２２を形成するために、乾式エッチング工
程が行える、例えば、図１Ｂを参照して説明した第１マスクパターン１３０の形成工程で
、第１マスクパターン１３０の形成のための乾式エッチング工程ときに第１マスクパター
ン１３０が形成された後、連続的に過度エッチングを行って低い表面部１２２を形成させ
うる。他の方法として、低い表面部１２２を形成するための別途の乾式エッチング工程を
行うこともある。
【００２８】
　図１Ｄを参照すれば、複数の第１マスクパターン１３０のうち、相互隣接した２個の第
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１マスクパターン１３０の間の位置にリセス１４２が形成されている上面を有するバッフ
ァ層１４０を第１マスクパターン１３０上に形成する。
　バッファ層１４０は、ハードマスク層１２０のパターニングにおいて、エッチングマス
クとして使われる第１マスクパターン１３０と、後続工程でリセス１４２内に形成される
第２マスクパターン（図１Ｆの“１５０ａ”参照）の高さを均一にするためのバッファの
役割を行う。
【００２９】
　バッファ層１４０は、第１マスクパターン１３０の上面及び側壁と、ハードマスク層１
２０の低い表面部１２２とをそれぞれ均一な厚さに覆うように形成しうる。望ましくは、
バッファ層１４０は、第１マスクパターン１３０とハードマスク層１２０との低い表面部
１２２とをそれぞれ前記第１厚さｄと同じ厚さに均一に覆うように形成される。また、望
ましくは、バッファ層１４０の上面によって限定されるリセス１４２の第２幅Ｗ2が、第
１マスクパターン１３０の第１幅Ｗ1と同じ寸法を有するようにバッファ層１４０の厚さ
を決定する。
【００３０】
　バッファ層１４０は、ハードマスク層１２０と類似したエッチング特性を有する物質で
形成されうる。例えば、バッファ層１４０は、ハードマスク層１２０の構成物質と同じ物
質で形成されうる。または、バッファ層１４０は、ハードマスク層１２０とエッチング特
性は類似しているが、相異なる物質で形成されることもある。例えば、ハードマスク層１
２０及びバッファ層１４０は、それぞれ酸化膜で形成されうる。望ましくは、バッファ層
１４０は、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ Ｌａｙｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）方法によって形成
された酸化膜または窒化膜で形成される。
【００３１】
　図１Ｅを参照すれば、バッファ層１４０が形成された基板１００上に第２マスク層１５
０を形成する。第２マスク層１５０は、ポリシリコン膜で形成される。
　第２マスク層１５０を形成することによって、リセス１４２は、第２マスク層１５０で
完全に満たされる。バッファ層１４０の厚さが前記第１ピッチ２Ｐの１／４である値を有
する場合に、第２マスク層１５０のうち、リセス１４２内に満たされた部分の幅、すなわ
ちリセス１４２の幅Ｗ2は、前記第１ピッチ２Ｐの１／４である値、すなわち第１マスク
パターン３０の幅Ｗ1と同じ値となりうる。
【００３２】
　図１Ｆを参照すれば、第２マスク層１５０の一部を除去してリセス１４２内に第２マス
クパターン１５０ａを形成する。その結果、複数の第２マスクパターン１５０ａの間で第
１マスクパターン１３０を覆っているバッファ層１４０が露出される。
　第２マスク層１５０の一部を除去するときに、第２マスクパターン１５０ａの上面が第
１マスクパターン１３０の上面と同じレベルになるように第１マスク層１５０のエッチン
グ量を調節しうる。例えば、第２マスク層１５０の一部を除去するために湿式エッチング
方法を利用しうる。
【００３３】
　例えば、第２マスクパターン１５０ａは、第１マスクパターン１３０の延長方向と同じ
方向に延びる複数のラインパターンを形成しうる。リセス１４２内に残っている第２マス
クパターン１５０ａは、第１マスクパターン１３０とほぼ同じ水平面上に位置する。
　図１Ｇを参照すれば、バッファ層１４０の露出された部分、すなわち第１マスクパター
ン１３０の上面を覆っている部分を除去して、第１マスクパターン１３０の上面を露出さ
せる。その結果、基板１００上で第１マスクパターン１３０の上面と第２マスクパターン
１５０ａの上面とが同時に露出される。この過程は、場合によって省略可能である。
【００３４】
　バッファ層１４０のうち、第１マスクパターン１３０の上面を覆っている部分を除去す
るために湿式エッチング工程を利用しうる。例えば、バッファ層１４０が酸化膜で形成さ
れた場合、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａに対して比較的高
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いエッチング選択比でバッファ層１４０のみを選択的に除去するために、フッ素（Ｆ）を
含有するエッチング液、例えば、ＤＨＦ（Ｄｉｌｕｔｅｄ ＨＦ）、ＮＨ4Ｆ、またはこれ
らの組合わせで形成されうる。
【００３５】
　また、バッファ層１４０のうち、第１マスクパターン１３０の上面を覆っている部分を
除去するために乾式エッチング工程を利用することもある。この場合、エッチングガスと
してＣxＦy（ｘ及びｙは、それぞれ１から１０の整数）、またはＣxＦy、Ｏ2及びＡｒの
混合ガスを使用しうる。前記ＣxＦyガスとして、例えば、Ｃ4Ｆ6またはＣ4Ｆ8を使用しう
る。
【００３６】
　図１Ｈを参照すれば、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａをエ
ッチングマスクとしてバッファ層１４０を異方性エッチングによって除去し、第１マスク
パターン１３０と第２マスクパターン１５０ａとの間でハードマスク層１２０の上面を露
出させる。
　ここで、第２マスクパターン１５０ａは、前記第１ピッチ２Ｐの１／４である第２幅Ｗ

2、すなわち第１マスクパターン１３０の幅Ｗ1と同じ幅を有しうる。この場合、基板１０
０上のハードマスク層１２０上には、第１幅Ｗ1を有する第１マスクパターン１３０と第
２幅Ｗ2を有する第２マスクパターン１５０ａとによって、前記第１ピッチ２Ｐの１／２
であるピッチＰを有するマスクパターンが形成されうる。
【００３７】
　図１Ｉを参照すれば、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａをエ
ッチングマスクとして使用してハードマスク層１２０を異方性乾式エッチングして、前記
第１ピッチ２Ｐの１／２であるピッチＰで反復形成されるハードマスクパターン１２０ａ
を形成する。図１Ｉには、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａが
それぞれハードマスク層１２０の乾式エッチング工程を経ながら一部消耗された結果物と
して示されている。
【００３８】
　ハードマスク層１２０及びバッファ層１４０がそれぞれ酸化膜で形成された場合、図１
Ｈを参照して説明したバッファ層１４０のエッチング工程と、図１Ｉを参照して説明した
ハードマスク層１２０のエッチング工程で、それぞれバッファ層１４０及びハードマスク
層１２０を、ポリシリコンからなる第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１
５０ａと窒化膜からなる保護膜１１０とに対して高いエッチング選択比で除去するために
、ＣxＦy（ｘは、１～６の整数、ｙは、３～８の整数）とＯ2との混合ガスをエッチング
ガスとして利用する乾式エッチング工程が行える。
【００３９】
　例えば、Ｃ3Ｆ8、Ｃ4Ｆ6、Ｃ4Ｆ8及びＣ5Ｆ8のうち選択される何れか一つのガスと、Ｏ

2ガスを１：１の体積比で混合したエッチングガスとを使用しうる。必要に応じて、前記
エッチングガスにＡｒを追加して供給することもある。また、前記乾式エッチング工程は
、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲気下で行われうる。
【００４０】
　また、ハードマスク層１２０及びバッファ層１４０がそれぞれ窒化膜で形成された場合
、図１Ｈを参照して説明したバッファ層１４０のエッチング工程と、図１Ｉを参照して説
明したハードマスク層１２０のエッチング工程とで、それぞれバッファ層１４０及びハー
ドマスク層１２０を、ポリシリコンからなる第１マスクパターン１３０及び第２マスクパ
ターン１５０ａと、酸化膜からなる保護膜１１０とに対して高いエッチング選択比で除去
するために、ＣＨxＦy（ｘ及びｙは、それぞれ１～３の整数、ｘ＋ｙ＝４）で表示される
ガス、例えば、ＣＨ2Ｆ2、ＣＨ3Ｆ、またはこれらの組合わせからなるエッチングガスを
使用して乾式エッチング工程が行える。
【００４１】
必要に応じて、前記エッチングガスにＯ2ガスを追加して供給することもある。また、前
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記乾式エッチング工程は、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲気下で行われう
る。
　図１Ｊを参照すれば、ハードマスクパターン１２０ａ及びバッファ層１４０上に残って
いる第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａを除去する。
　第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａを除去するために乾式エッ
チングまたは湿式エッチング工程を利用しうる。
【００４２】
　例えば、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａを除去するために
、ＨＢｒ及びＯ2の混合ガスをエッチングガスとして使用する乾式エッチング工程を利用
しうる。例えば、前記乾式エッチング工程ときにＨＢｒ及びＯ2ガスをＨＢｒ：Ｏ2の流量
比が約１０：１～３０：１となるように供給しうる。また、前記エッチングガス以外に、
Ｈｅガスを付加的にさらに供給することもある。ここで、ＨＢｒガスは、約１００～３０
０ｓｃｃｍの量で供給され、Ｏ2ガスは、約５～３０ｓｃｃｍの量で供給され、Ｈｅガス
は、約５０～２００ｓｃｃｍの量で供給されうる。場合によって、前記ＨＢｒガスの代わ
りにＣｌ2ガスを使用するか、またはＨＢｒ及びＣｌ2の混合ガスを使用することもある。
【００４３】
　第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａを除去するための乾式エッ
チング工程は、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲気下で行われうる。
　または、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａを除去するために
、ＮＨ4ＯＨ、Ｈ2Ｏ2及びＨ2Ｏの混合液からなるエッチング液を使用する湿式エッチング
工程を利用しうる。この場合、例えば、ＮＨ4ＯＨ：Ｈ2Ｏ2：Ｈ2Ｏ＝４：１：９５の体積
比で混合されたエッチング液を使用しうる。
【００４４】
　第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａが除去される間に、被エッ
チング膜１０６は、保護膜１１０によって覆われているので、第１マスクパターン１３０
及び第２マスクパターン１５０ａの除去時のエッチング雰囲気によって被エッチング膜１
０６が損傷される恐れはない。
　図１Ｋを参照すれば、ハードマスクパターン１２０ａ及びバッファ層１４０をエッチン
グマスクとして、これらの間に露出されている保護膜１１０を除去する。この過程につい
てのさらに詳細な事項は、図１Ｌを参照して後述する。
【００４５】
　図１Ｌを参照すれば、ハードマスクパターン１２０ａ及びバッファ層１４０をエッチン
グマスクとして、これらの間に露出されている被エッチング膜１０６を異方性乾式エッチ
ングする。例えば、被エッチング膜１０６がＷで構成された場合、ＮＦ3、ＳＦ6のような
フッ素（Ｆ）原子を含有するガスを使用する乾式エッチング工程が行える。
　ここで、図１Ｋを参照して説明した保護膜１１０のエッチング工程と被エッチング膜１
０６のエッチング工程とは、同じエッチング条件、すなわち、被エッチング膜１０６の除
去のためのエッチング条件下で同一チャンバ内で連続的に行われうる。この場合にも、保
護膜１１０は、比較的薄い厚さに形成されているので、被エッチング膜１０６の除去のた
めのエッチング条件下でエッチングしてもよく除去されうる。
【００４６】
　また、ハードマスクパターン１２０ａ及びバッファ層１４０上にポリシリコンからなる
第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａが除去された状態で被エッチ
ング膜１０６の乾式エッチングを行うので、エッチング雰囲気でポリシリコンが露出され
ることによって引き起こされる問題、例えば、被エッチング膜１０６のエッチングときに
エッチング率の低下現象、または被エッチング膜１０６のエッチング結果で得られる微細
パターン１０６ａの側壁プロファイルの不良現象を防止しうる。
【００４７】
　図１Ｋ及び図１Ｌに示したように、保護膜１１０及び被エッチング膜１０６のエッチン
グ工程によって、ハードマスクパターン１２０ａ及びバッファ層１４０が一部消耗されて
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その高さが低くなりうる。
　被エッチング膜１０６の乾式エッチング結果として得られる微細パターン１０６ａは、
その側壁プロファイルが垂直の良好なパターン形状を有し、前記第１ピッチ２Ｐの１／４
である幅Ｗ1またはＷ2を有し、前記第１ピッチ２Ｐの１／２であるピッチＰをもって反復
形成される構造を有する。
【００４８】
　　　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を、図２Ａから図２
Ｅに示す工程順序によって説明する。図２Ａから図２Ｅにおいて、図１Ａから図１Ｌと同
じ参照符号は、実質的に同一の部材を示す。
　図２Ａを参照すれば、図１Ａから図１Ｈを参照して説明したような方法で基板１００上
に第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａを形成した後、バッファ層
１４０を異方性エッチングによって除去する。但し、第２実施形態では、第１実施形態で
形成した保護膜１１０の形成工程は省略する。そして、第１実施形態で形成したハードマ
スク層１２０より大きい厚さを有するハードマスク層２２０を形成しうる。例えば、ハー
ドマスク層２２０の厚さは、第１実施形態でのハードマスク層１２０の厚さと保護膜１１
０の厚さとの和またはそれ以上に設定しうる。第２実施形態では、ハードマスク層１２０
及び前記バッファ層が窒化膜からなることが望ましい。
【００４９】
　図２Ｂを参照すれば、図１Ｉを参照して説明したところと類似した方法でハードマスク
層２２０を異方性乾式エッチングしてハードマスクパターン２２０ａを形成する。但し、
第２実施形態では、被エッチング膜１０６上で被エッチング膜１０６の上面を覆うように
、第１マスクパターン１３０と第２マスクパターン１５０ａとの間に残っている残留保護
膜２２０ｂを備えるハードマスクパターン２２０ａを形成する。ハードマスク層２２０の
異方性乾式エッチングときに、残留保護膜２２０ｂが所望の厚さで残るように、ハードマ
スク層２２０のエッチングの深さを制御する。残留保護膜２２０ｂの厚さは、第１実施形
態での保護膜１１０について説明したような条件を満足させうる。
【００５０】
　図２Ｃを参照すれば、図１Ｊを参照して説明したような方法で第１マスクパターン１３
０及び第２マスクパターン１５０ａを除去する。このとき、第１マスクパターン１３０及
び第２マスクパターン１５０ａが除去される間に、被エッチング膜１０６は、残留保護膜
２２０ｂによって覆われているので、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン
１５０ａの除去時のエッチング雰囲気によって被エッチング膜１０６が損傷される恐れは
ない。
【００５１】
　図２Ｄを参照すれば、図１Ｋを参照して説明した保護膜１１０の除去時と類似した方法
で、ハードマスクパターン２２０ａ及びバッファ層１４０をエッチングマスクとしてハー
ドマスクパターン２２０ａの残留保護膜２２０ｂを除去して、被エッチング膜１０６を露
出させるハードマスクパターン２２０ｃを形成する。
【００５２】
　図２Ｅを参照すれば、図１Ｌを参照して説明したような方法でハードマスクパターン２
２０ａ及びバッファ層１４０をエッチングマスクとして、これらの間に露出されている被
エッチング膜１０６を異方性乾式エッチングし、前記第１ピッチ２Ｐの１／４である幅Ｗ

1またはＷ2を有し、前記第１ピッチ２Ｐの１／２であるピッチＰをもって反復形成される
微細パターン１０６ａを形成する。
【００５３】
　第２実施形態でも、ハードマスクパターン２２０ｃ及びバッファ層１４０上にポリシリ
コンからなる第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａが除去された状
態で被エッチング膜１０６の乾式エッチングを行うので、エッチング雰囲気でポリシリコ
ンが露出されることによって引き起こされる問題、例えば、被エッチング膜１０６のエッ
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チングときにエッチング率の低下現象、または被エッチング膜１０６のエッチング結果で
得られる微細パターン１０６ａの側壁プロファイルの不良現象を防止でき、良好な側壁プ
ロファイルを有する微細パターン１０６ａが得られうる。
【００５４】
　　　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を、図３Ａから図３
Ｇに示す工程順序によって説明する。図３Ａから図３Ｇにおいて、図１Ａから図１Ｌと同
じ参照符号は、実質的に同一の部材を示す。
　図３Ａを参照すれば、半導体基板３００上にパッド酸化膜３０２を形成する。
　次いで、図１Ａ及び図１Ｂを参照して説明したハードマスク層１２０及び第１マスクパ
ターン１３０の形成方法と類似した方法で、パッド酸化膜３０２上にハードマスク層３２
０及び第１マスクパターン１３０を形成する。但し、第３実施形態では、ハードマスク層
３２０は、窒化膜３２２と酸化膜３２４とが順次に積層された二重層構造を有するように
形成される。
【００５５】
　図３Ｂを参照すれば、図１Ｃから図１Ｈを参照して説明したような方法でハードマスク
層３２０の酸化膜３２４上にバッファ層１４０及び第２マスクパターン１５０ａを形成す
る。
　図３Ｃを参照すれば、図１Ｉを参照して説明したような方法で第１マスクパターン１３
０及び第２マスクパターン１５０ａをエッチングマスクとして使用して、ハードマスク層
３２０を構成する酸化膜３２４及び窒化膜３２２を順次に異方性乾式エッチングして酸化
膜パターン３２４ａ及び窒化膜パターン３２２ａを形成する。但し、第３実施形態では、
窒化膜３２２をエッチングするときに、図２Ｂを参照して説明したように、パッド酸化膜
３０２上で第１マスクパターン１３０と第２マスクパターン１５０ａとの間に残っている
残留保護膜３２２ｂを備える窒化膜パターン３２２ａが形成されるように、窒化膜３２２
のエッチングの深さを制御する。残留保護膜３２２ｂの厚さは、第１実施形態での保護膜
１１０について説明したような条件を満足させうる。
【００５６】
　図３Ｄを参照すれば、図１Ｊを参照して説明したような方法で第１マスクパターン１３
０及び第２マスクパターン１５０ａを除去する。このとき、第１マスクパターン１３０及
び第２マスクパターン１５０ａが除去される間に、下部のパッド酸化膜３０２及び半導体
基板３００は、残留保護膜３２２ｂによって覆われているので、第１マスクパターン１３
０及び第２マスクパターン１５０ａの除去時のエッチング雰囲気によってパッド酸化膜３
０２及び半導体基板３００が損傷される恐れはない。
【００５７】
　図３Ｅを参照すれば、図１Ｋを参照して説明した保護膜１１０の除去時と類似した方法
で、ハードマスクパターン３２０ａ及びバッファ層１４０をエッチングマスクとして残留
保護膜３２２ｂを除去して、パッド酸化膜３０２を露出させる。その結果、パッド酸化膜
３０２上には、前記第１ピッチ２Ｐの１／２である微細なピッチＰで反復形成される窒化
膜パターン３２２ａ及び酸化膜パターン３２４ａで構成されるハードマスクパターン３２
０ａが形成される。
【００５８】
　図３Ｅには、ハードマスクパターン３２０ａ上にバッファ層１４０が残留していると示
されたが、場合によって、バッファ層１４０は、エッチング中に何れも消耗されて完全に
除去された状態になることもある。または、図３Ｅの結果物上に残っている酸化膜パター
ン３２４ａ、バッファ層１４０及びパッド酸化膜３０２の露出された部分を半導体基板３
００に対して高いエッチング選択比で除去することもある。このために、ＣxＦy（ｘは、
１～６の整数、ｙは、３～８の整数）及びＯ2の混合ガスをエッチングガスとして利用す
る乾式エッチング工程が行える。
【００５９】
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　このとき、例えば、Ｃ3Ｆ8、Ｃ4Ｆ6、Ｃ4Ｆ8及びＣ5Ｆ8のうち選択される何れか一つの
ガスとＯ2ガスとを１：１の体積比で混合したエッチングガスを使用しうる。必要に応じ
て、前記エッチングガスにＡｒを追加して供給することもある。また、前記乾式エッチン
グ工程は、前記エッチングガスから得られるプラズマ雰囲気下で行われうる。
【００６０】
　図３Ｆを参照すれば、ハードマスクパターン３２０ａをエッチングマスクとしてパッド
酸化膜３０２及び半導体基板３００を異方性エッチングして半導体基板３００にトレンチ
３３０を形成する。
　図３Ｆには、トレンチ３３０の形成のための半導体基板３００の乾式エッチング工程を
経ながら酸化膜パターン３２４ａ及びバッファ層１４０が完全に消耗されて残っていない
と示されている。しかし、本発明による半導体素子の微細パターンの形成方法では、図示
したところに限定されない。場合によって、窒化膜パターン３２２ａ上に酸化膜パターン
３２４ａ及びバッファ層１４０が残っている。
【００６１】
　図３Ｇを参照すれば、トレンチ３３０の内部及び窒化膜パターン３２２ａ上に絶縁物質
を蒸着した後に、窒化膜パターン３２２ａが露出されるまでＣＭＰ工程によって結果物を
平坦化する方法で、トレンチ３３０内に絶縁膜３４０を満たして素子分離領域を形成する
。
　図３Ａから図３Ｇを参照して説明した方法のように、ダブルパターニング工程を利用し
て半導体基板３００にトレンチ３３０を形成して素子分離領域を形成することによって、
通常のフォトリソグラフィ工程で実現できるピッチの１／２である微細ピッチで反復的に
形成される素子分離用パターンを形成することが可能である。したがって、フォトリソグ
ラフィ工程での解像限界を超える微細ピッチで反復形成される微細な素子分離領域を容易
に実現できる。
【００６２】
　以上、本発明を望ましい実施形態を例として詳細に説明したが、本発明は、前記実施形
態に限定されず、本発明の技術的思想及び範囲内で当業者によって多様な変形及び変更が
可能である。
（産業上の利用可能性）
　本発明は、半導体素子の微細パターンの形成方法関連の技術分野に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１Ａ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｂ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｃ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｄ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｅ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｆ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｇ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｈ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｉ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
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【図１Ｊ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｋ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図１Ｌ】本発明の第１実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図２Ａ】本発明の第２実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図２Ｂ】本発明の第２実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図２Ｃ】本発明の第２実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図２Ｄ】本発明の第２実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図２Ｅ】本発明の第２実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ａ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ｂ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ｃ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ｄ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ｅ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ｆ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【図３Ｇ】本発明の第３実施形態による半導体素子の微細パターンの形成方法を示す断面
図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１００：基板、１０６：被エッチング膜、１０６ａ：微細パターン、１１０：保護膜、
１２０：ハードマスク層、１２０ａ：低い表面部、１３０：第１マスクパターン、１４０
：バッファ層、１４２：リセス、１５０：第２マスク層、１５０ａ：第２マスクパターン
、２２０：ハードマスク層、２２０ａ：ハードマスクパターン、２２０ｂ：残留保護膜、
２２０ｃ：ハードマスクパターン、３００：半導体基板、３０２：パッド酸化膜、３２０
：ハードマスク層、３２０ａ：酸化膜パターン、３２２：窒化膜、３２２ａ：窒化膜パタ
ーン、３２２ｂ：残留保護膜、３２４：酸化膜、３２４ａ：酸化膜パターン、３３０：ト
レンチ、３４０：絶縁膜



(17) JP 5303133 B2 2013.10.2

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図１Ｆ】

【図１Ｇ】

【図１Ｈ】

【図１Ｉ】

【図１Ｊ】



(18) JP 5303133 B2 2013.10.2

【図１Ｋ】

【図１Ｌ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】



(19) JP 5303133 B2 2013.10.2

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】

【図３Ｇ】



(20) JP 5303133 B2 2013.10.2

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  金　明哲
            大韓民国京畿道水原市霊通区梅灘１洞８１０－１番地現代ホームタウンアパート１１０棟２１０４
            号
(72)発明者  李　▲学▼善
            大韓民国京畿道水原市霊通区霊通洞９４８－８番地９１４号
(72)発明者  韓　▲斉▼愚
            大韓民国忠清南道洪城郡廣川邑大坪里２１６番地

    審査官  井上　由美子

(56)参考文献  特開２００３－０３１５５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２６１３０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／１０１６９５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－１２８６７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５１８６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０６５　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０８
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３２０５　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

