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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板上に、光半透過膜、遮光膜及びハードマスク膜が順に積層された構造を有す
るマスクブランクであって、
　前記光半透過膜は、少なくともケイ素を含有しており、
　前記ハードマスク膜は、少なくともケイ素とタンタルのいずれか一方または両方を含有
しており、
　前記遮光膜は、下層、中間層及び上層の積層構造であって、クロムを含有しており、
　前記遮光膜における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチ
ングレートは、前記上層が最も遅く、次いで前記下層が遅い、ことを特徴とするマスクブ
ランク。
【請求項２】
　前記遮光膜において、前記クロムの含有量は、前記上層が最も多く、前記下層が次に多
い、ことを特徴とする請求項１に記載のマスクブランク。
【請求項３】
　前記遮光膜にはさらに酸素が含まれており、酸素の含有量は、前記中間層よりも前記下
層のほうが少ないことを特徴とする請求項１又は２に記載のマスクブランク。
【請求項４】
　前記上層は、前記クロムの含有量が６０原子％以上であることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれかに記載のマスクブランク。
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【請求項５】
　前記上層は、厚さが３ｎｍ以上８ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれかに記載のマスクブランク。
【請求項６】
　前記中間層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチ
ングレートは、前記上層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチン
グのエッチングレートの３倍以上であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記
載のマスクブランク。
【請求項７】
　前記中間層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチ
ングレートは、前記下層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチン
グのエッチングレートの２倍以下であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記
載のマスクブランク。
【請求項８】
　前記ハードマスク膜は、酸素を含有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに
記載のマスクブランク。
【請求項９】
　前記光半透過膜は、ケイ素と窒素を含有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれ
かに記載のマスクブランク。
【請求項１０】
　前記光半透過膜と前記遮光膜の積層構造におけるＡｒＦエキシマレーザー光（波長１９
３ｎｍ）に対する透過率が０．２％以下であり、かつ、８００～９００ｎｍの波長領域の
少なくとも一部の波長における光の透過率が５０％以下であることを特徴とする請求項１
乃至９のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項１１】
　前記ハードマスク膜および前記光半透過膜は、フッ素系ガスを用いたドライエッチング
によってパターニングされることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載のマス
クブランク。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれかに記載のマスクブランクを用いる転写用マスクの製造方法
であって、
　前記ハードマスク膜上に形成された光半透過膜のパターンを有するレジスト膜をマスク
とし、フッ素系ガスを用いたドライエッチングにより、前記ハードマスク膜に光半透過膜
のパターンを形成する工程と、
　前記光半透過膜のパターンが形成されたハードマスク膜をマスクとし、塩素ガスと酸素
ガスの混合ガスを用いたドライエッチングにより、前記遮光膜に光半透過膜のパターンを
形成する工程と、
　前記光半透過膜のパターンが形成された遮光膜をマスクとし、フッ素系ガスを用いたド
ライエッチングにより、前記光半透過膜に光半透過膜のパターンを形成する工程と、
　前記遮光膜上に形成された遮光パターンを有するレジスト膜をマスクとし、塩素ガスと
酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングにより、前記遮光膜に遮光パターンを形成
する工程と、
を有することを特徴とする転写用マスクの製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の転写用マスクの製造方法により製造された転写用マスクを用い、リ
ソグラフィー法により前記転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写す
る工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体装置の製造に用いられる転写用マスクの製造方法、該転写用マスクの
製造に用いられるマスクブランクに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
 一般に、半導体装置の製造工程では、フォトリソグラフィー法を用いて微細パターンの
形成が行われている。また、この微細パターンの形成には通常何枚もの転写用マスク（通
常、フォトマスクとも呼ばれている）が使用される。この転写用マスクは、一般に透光性
のガラス基板上に、金属薄膜等からなる遮光性の微細パターンを設けたものであり、この
転写用マスクの製造においてもフォトリソグラフィー法が用いられている。
【０００３】
　この転写用マスクは同じ微細パターンを大量に転写するための原版となるため、転写用
マスク上に形成されたパターンの寸法精度は、作製される微細パターンの寸法精度に直接
影響する。半導体回路の集積度が向上するにつれ、パターンの寸法は小さくなり、転写用
マスクの精度もより高いものが要求されている。
【０００４】
　従来より、このような転写用マスクとしては、ガラス基板等の透光性基板上に、遮光膜
からなる転写パターンが形成されたバイナリマスクや、位相シフト膜、あるいは位相シフ
ト膜及び遮光膜からなる転写パターンが形成された位相シフト型マスクなどがよく知られ
ている。また、転写パターン形成領域の周辺部に遮光帯が形成されているハーフトーン型
位相シフトマスクも知られている。
【０００５】
　たとえば下記特許文献１には、　ハーフトーン型転写用マスク製造用のマスクブランク
として、基板側から金属シリサイド系の転写用マスク膜（光半透過膜）、クロム系化合物
からなる遮光膜及びケイ素化合物からなるハードマスク膜の薄膜構成を有するマスクブラ
ンクが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００４／０９０６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に開示されているようなマスクブランクをパターニングする場合、まず、マ
スクブランクの表面に形成した所定のレジストパターンをマスクとして、フッ素系ガスに
よるドライエッチングにより、ケイ素化合物からなるハードマスク膜をパターニングする
。次に、パターニングされたハードマスク膜をマスクとして、塩素と酸素の混合ガスによ
るドライエッチングにより、クロム系化合物からなる遮光膜をパターニングする。続いて
、パターニングされた遮光膜をマスクとして、フッ素系ガスによるドライエッチングによ
り、金属シリサイド系の転写用マスク膜（光半透過膜）をパターニングする。
【０００８】
　ところで、上記のクロム系遮光膜は、組成に含まれるクロム元素の割合が多ければ、消
衰係数が高くなるので膜厚を薄くしても高い光学濃度が得られる点で有利であるが、クロ
ム元素の割合が高いほどエッチングレートが遅くなりパターニングに時間を要するので、
遮光膜のパターニングが完了する前に上層のハードマスク膜のパターンが消失してしまう
おそれがある。
【０００９】
　一方、組成に含まれるクロム元素の割合が少なければ、エッチングレートは速くなるが
、消衰係数が低くなるので所定の光学濃度を得るためには膜厚を厚くする必要がある。ま
た、クロム系遮光膜のドライエッチングに用いる塩素と酸素の混合ガスは等方性エッチン
グの性質を有するため、クロム成分が少なくエッチングレートが速くて膜厚が厚ければパ
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ターンの側壁もエッチングガスによって侵食されてしまい、パターンの断面がえぐれた形
状になるという問題もある。例えば寸法が８０ｎｍ以上のパターンであれば、遮光膜のエ
ッチングによって遮光膜パターンの断面がえぐれた形状になったとしても、形成された遮
光膜パターンの高さに対して遮光膜パターンとその直下の転写用マスク膜（光半透過膜）
との接触面積が稼げるので遮光膜パターンが倒れてしまう危険性はほとんどないが、寸法
が５０ｎｍ以下のＳＲＡＦ(Sub Resolution Assist Features)パターンの場合に、上記と
同程度のえぐれ現象が生じると、遮光膜パターンの高さに対して遮光膜パターンと転写用
マスク膜（光半透過膜）との接触面積が狭くなりすぎてしまい、遮光膜パターンが倒れて
しまうことがある。遮光膜パターンの倒れが生じると、該遮光膜パターンをマスクとした
転写用マスク膜（光半透過膜）のパターニングが困難になる。
【００１０】
　また、遮光膜パターンの断面のえぐれの程度が大きいと、上層のハードマスク膜パター
ンよりも遮光膜パターンの寸法が細くなり、たとえ遮光膜パターンの倒れが生じないとし
ても、この遮光膜パターンをマスクとしてパターニングして形成される転写用マスク膜の
パターン精度が劣化する。
　以上のように、従来構成のマスクブランクを用いて、例えばＳＲＡＦパターンのような
微細なパターンを転写用マスク膜に形成しようとする場合、高いパターン精度を得ること
が困難である。
【００１１】
　そこで、本発明は、このような従来の問題に鑑みなされたものであり、その目的とする
ところは、第１に、ＳＲＡＦパターンのような微細な転写パターンであっても高精度で形
成することができるマスクブランクを提供することであり、第２に、このようなマスクブ
ランクを用いて、微細パターンが高精度で形成された転写用マスクの製造方法を提供する
ことであり、第３に、かかる転写用マスクを用いて、パターン精度の優れた高品質の半導
体装置の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者は、透光性基板上に、光半透過膜、遮光膜及びハードマスク膜が順に積層され
た構造を有するマスクブランクにおいて、上記遮光膜を所定の積層構造とし、遮光膜の各
層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレート
に着目して鋭意検討した結果、得られた知見に基づき本発明を完成した。
　すなわち、上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を有する。
【００１３】
（構成１）
　透光性基板上に、光半透過膜、遮光膜及びハードマスク膜が順に積層された構造を有す
るマスクブランクであって、前記光半透過膜は、少なくともケイ素を含有しており、前記
ハードマスク膜は、少なくともケイ素とタンタルのいずれか一方または両方を含有してお
り、前記遮光膜は、下層、中間層及び上層の積層構造であって、クロムを含有しており、
前記遮光膜における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチン
グレートは、前記上層が最も遅く、次いで前記下層が遅い、ことを特徴とするマスクブラ
ンク。
　構成１によれば、ハードマスク膜の直下にあるクロムを含有する遮光膜の上層は、塩素
ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレートが遮光膜の中で
最も遅いため、エッチング中のサイドエッチが生じにくい（パターンの側壁が侵食されに
くい）。遮光膜の上層のサイドエッチが生じにくいことで、遮光膜の上層には、直上のハ
ードマスク膜のパターン形状がほぼ正確に転写される。ハードマスク膜のパターン形状が
ほぼ正確に転写された上層を遮光膜が有することで、遮光膜のパターンをマスクとしてパ
ターニングされるケイ素含有の光半透過膜にも、ハードマスク膜のパターンをほぼ正確に
形成することができる。
【００１４】
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　また、構成１では、遮光膜の中間層のエッチングレートが最も速い膜設計となるため、
遮光膜全体としてのエッチングレートを速くすることができる。
　また、上層に次いでエッチングレートの遅い下層は、中間層よりもエッチングレートが
遅いため、中間層よりもサイドエッチが生じにくい（パターンの側壁が侵食されにくい）
。このため、下層のエッチング過程ではサイドエッチによる側壁の過度な侵食が抑制され
るため、遮光膜パターンと光半透過膜との接触面積を遮光膜の下層で確保することができ
る。その結果、たとえば寸法が５０ｎｍ以下のパターンを形成する場合も、遮光膜パター
ンが倒れてしまうことはない。
　以上のように、構成１によれば、ＳＲＡＦパターンのような微細な転写パターンであっ
ても、本発明のマスクブランクの転写用マスク膜となる光半透過膜に高精度で形成するこ
とができ、結果、パターン精度に優れた転写用マスクを製造することができる。
【００１５】
（構成２）
　前記遮光膜において、クロムの含有量は、前記上層が最も多く、前記下層が次に多い、
ことを特徴とする構成1に記載のマスクブランク。
　構成２のように、遮光膜の上層部分にクロムの含有量が最も多い領域を有することで、
上層が、塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレートが
遮光膜の中で最も遅くなり、上記のとおり、遮光膜の上層には、直上のハードマスク膜の
パターン形状がほぼ正確に転写されるため、最終的にはパターン形状に優れた転写用マス
クを製造することができる。また、下層は、上層に次いでクロムの含有量が多いため、遮
光膜とは異なる膜質の光半透過膜との密着性も良くなるので、遮光膜パターンの倒れをよ
り効果的に抑制することができる。なお、中間層は、クロムの含有量が最も少ないため、
エッチング時にパターンの側壁部分の侵食はあるものの、このような中間層を有すること
で遮光膜全体としてのエッチングレートを速めることができる。
【００１６】
（構成３）
　前記遮光膜にはさらに酸素が含まれており、酸素の含有量は、前記中間層よりも前記下
層のほうが少ないことを特徴とする構成１又は２に記載のマスクブランク。
　構成３のように、遮光膜中の酸素の含有量は、中間層よりも下層のほうが少ないことに
より、中間層の酸素含有量が最も多くなるため、中間層のエッチングレートがより速くな
る。このため、遮光膜全体のエッチングレートを速く保つことができる。また、下層に含
まれる酸素含有量が中間層よりも少ないことで、中間層から下層にエッチングが移行する
ときに深さ方向のエッチングレートが遅くなるが、下層におけるパターンのサイドエッチ
の進行も遅くなるため、下層でパターンの幅方向の寸法が保たれ、結果、遮光膜のパター
ンと光半透過膜との接触面積を保つことができる。さらに、下層の酸素含有量が相対的に
少ないことによって遮光膜パターンと光半透過膜との密着性をより高める効果も得られる
。
【００１７】
（構成４）
　前記上層は、クロムの含有量が６０原子％以上であることを特徴とする構成１乃至３の
いずれかに記載のマスクブランク。
　構成４のように、遮光膜の上層のクロム含有量が６０原子％以上であることにより、上
層によって遮光膜全体の光学濃度を高められるとともに、上層におけるドライエッチング
のエッチングレートが遅くなり、上層部分でのサイドエッチが抑制されるので、直上のハ
ードマスク膜のパターン形状がほぼ正確に転写され、最終的にはパターン形状に優れた転
写用マスクを製造することができる。
【００１８】
（構成５）
　前記上層は、厚さが３ｎｍ以上８ｎｍ以下であることを特徴とする構成１乃至４のいず
れかに記載のマスクブランク。
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　構成５のように、遮光膜の上層の厚さを３ｎｍ以上８ｎｍ以下の範囲とすることにより
、上層のエッチング時間を好適に抑制しつつ、上層でのパターニング精度を良好に維持す
ることができる。
【００１９】
（構成６）
　前記中間層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチ
ングレートは、前記上層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチン
グのエッチングレートの３倍以上であることを特徴とする構成１乃至５のいずれかに記載
のマスクブランク。
　構成６にあるように、中間層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエ
ッチングのエッチングレートが、上層におけるエッチングレートの３倍以上であることに
より、上層から中間層にエッチングが移行するときに深さ方向のエッチングレートが速ま
り、上層でのサイドエッチの進行を抑制しつつ中間層の深さ方向のエッチングを完結する
ことができる。
【００２０】
（構成７）
　前記中間層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチ
ングレートは、前記下層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチン
グのエッチングレートの２倍以下であることを特徴とする構成１乃至６のいずれかに記載
のマスクブランク。
　構成１のように中間層から下層にエッチングが移行するときに深さ方向のエッチングレ
ートが遅くなるが、構成７にあるように、中間層におけるエッチングレートが下層におけ
るエッチングレートの２倍以下であることにより、下層のエッチング時に、中間層のサイ
ドエッチがより進行する前に下層のエッチング及び必要なオーバーエッチングが完了する
ため、とくにパターン側壁の中間層と下層との界面での段差形成を抑制することができる
。
【００２１】
（構成８）
　前記ハードマスク膜は、さらに酸素を含有することを特徴とする構成１乃至７のいずれ
かに記載のマスクブランク。
　ハードマスク膜は、直下の遮光膜とエッチング選択性の高い素材であることが必要であ
るが、構成８にあるように、ハードマスク膜にケイ素やタンタルの酸化物等を含有する素
材を選択することにより、クロム系の素材からなる遮光膜との高いエッチング選択性を確
保することができ、レジストの薄膜化のみならずハードマスク膜の膜厚も薄くすることが
可能である。したがって、マスクブランク表面に形成されたレジストパターンの転写精度
が向上する。
【００２２】
（構成９）
　前記光半透過膜は、ケイ素と窒素を含有することを特徴とする構成１乃至８のいずれか
に記載のマスクブランク。
　構成９にあるように、光半透過膜にケイ素と窒素を含有する素材を適用することで、ク
ロム系の遮光膜とのエッチング選択性を確保することができる。また、ケイ素と窒素を含
有する素材であれば、エッチングガスとして異方性のフッ素系ガスを使用したパターニン
グを適用することができる。したがって、ハードマスク膜のパターン形状がほぼ正確に転
写された遮光膜パターンをマスクとすることによって光半透過膜にもパターン精度に優れ
たパターンを形成することができる。
【００２３】
（構成１０）
　前記光半透過膜と前記遮光膜の積層構造におけるＡｒＦエキシマレーザー光（波長１９
３ｎｍ）に対する透過率が０．２％以下であり、かつ、８００～９００ｎｍの波長領域の
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少なくとも一部の波長における光の透過率が５０％以下であることを特徴とする構成１乃
至９のいずれかに記載のマスクブランク。
　波長８００～９００ｎｍの近赤外領域の光はレジストを感光しないため、露光機にマス
クブランクを配置する場合の位置決めに使用される光である。構成１０にあるように、光
半透過膜と遮光膜の積層構造におけるＡｒＦエキシマレーザー光（波長１９３ｎｍ）に対
する透過率が０．２％以下であり、かつ、８００～９００ｎｍの波長領域の少なくとも一
部の波長における光の透過率が５０％以下であることによって、露光光のＡｒＦエキシマ
レーザーに対する良好な遮光性を備え、かつ、露光機へのマスクブランクの配置が容易に
なるため好ましい。
【００２４】
（構成１１）
　前記ハードマスク膜および光半透過膜は、フッ素系ガスを用いたドライエッチングによ
ってパターニングされることを特徴とする構成１乃至１０のいずれかに記載のマスクブラ
ンク。
　構成１１によれば、ハードマスク膜および光半透過膜は、異方性のフッ素系ガスを用い
たドライエッチングによってパターニングされるので、遮光膜の上層に直上のハードマス
ク膜のパターン形状がほぼ正確に転写されることと相俟って、該遮光膜をマスクとするパ
ターニングにより光半透過膜にパターン形状精度に優れた転写パターンを形成することが
できる。
【００２５】
（構成１２）
　構成１乃至１１のいずれかに記載のマスクブランクを用いる転写用マスクの製造方法で
あって、前記ハードマスク膜上に形成された光半透過膜のパターンを有するレジスト膜を
マスクとし、フッ素系ガスを用いたドライエッチングにより、前記ハードマスク膜に光半
透過膜のパターンを形成する工程と、前記光半透過膜のパターンが形成されたハードマス
ク膜をマスクとし、塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングにより、前
記遮光膜に光半透過膜のパターンを形成する工程と、前記光半透過膜のパターンが形成さ
れた遮光膜をマスクとし、フッ素系ガスを用いたドライエッチングにより、前記光半透過
膜に光半透過膜のパターンを形成する工程と、前記遮光膜上に形成された遮光パターンを
有するレジスト膜をマスクとし、塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチン
グにより、前記遮光膜に遮光パターンを形成する工程と、を有することを特徴とする転写
用マスクの製造方法。
　構成１２にあるように、本発明に係るマスクブランクを用いて上記製造工程により転写
用マスクを製造することによって、ＳＲＡＦパターンのような微細パターンが高精度で形
成された転写用マスクを得ることができる。
【００２６】
（構成１３）
　構成１１に記載の転写用マスクの製造方法により製造された転写用マスクを用い、リソ
グラフィー法により前記転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写する
工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
　構成１３にあるように、上記の微細パターンが高精度で形成された転写用マスクを用い
て、パターン精度の優れた高品質の半導体装置を得ることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明のマスクブランクによれば、ＳＲＡＦパターンのような微細な転写パターンであ
っても高精度で形成することができる。すなわち、本発明のマスクブランクによれば、遮
光膜の上層のエッチングレートが最も遅く上層パターンのサイドエッチが少ないため、レ
ジスト膜ないしはハードマスク膜に形成された転写パターン形状がほぼ正確に転写された
遮光膜パターンを形成することができるので、該遮光膜パターンをマスクとして、光半透
過膜に形成するパターン精度を高くすることができる。また、遮光膜の下層のエッチング
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レートが上層に次いで遅く、中間層と比較しても遅く、下層パターンのサイドエッチを少
なくできるので、遮光膜パターンと光半透過膜との十分な接触面積を確保でき、良好な密
着性を得ることができる。したがってＳＲＡＦパターンのような微細なパターンを形成し
ても、遮光膜パターンが倒れないので、光半透過膜のパターンも高精度で形成することが
できる。
　また、このような本発明のマスクブランクを用いることにより、微細パターンが高精度
で形成された転写用マスクを製造することができる。
　さらに、かかる転写用マスクを用いて、パターン精度の優れた高品質の半導体装置を製
造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係るマスクブランクの一実施の形態の断面概略図である。
【図２】（ａ）～（ｅ）は本発明に係るマスクブランクを用いた転写用マスクの製造工程
を示すマスクブランク等の断面概略図である。
【図３】本発明の実施例における遮光膜パターンの断面形状を示す断面図である。
【図４】本発明の比較例における遮光膜パターンの断面形状を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳述する。
　前述のように、本発明者は、透光性基板上に、光半透過膜、遮光膜及びハードマスク膜
が順に積層された構造を有するマスクブランクにおいて、上記遮光膜を所定の積層構造と
し、遮光膜の各層における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエ
ッチングレートに着目して鋭意検討した結果、以下の構成を有する本発明によって前記の
課題を解決できることを見出したものである。
【００３０】
　すなわち、本発明は、上記構成１にあるとおり、透光性基板上に、光半透過膜、遮光膜
及びハードマスク膜が順に積層された構造を有するマスクブランクであって、前記光半透
過膜は、少なくともケイ素を含有しており、前記ハードマスク膜は、少なくともケイ素と
タンタルのいずれか一方または両方を含有しており、前記遮光膜は、下層、中間層及び上
層の積層構造であって、クロムを含有しており、前記遮光膜における塩素ガスと酸素ガス
の混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレートは、前記上層が最も遅く、次い
で前記下層が遅い、ことを特徴とするマスクブランクである。
【００３１】
　図１は、本発明に係るマスクブランクの一実施の形態を示す断面概略図である。
　図１にあるとおり、本発明に係るマスクブランクの一実施の形態１０は、透光性基板１
上に、光半透過膜２、遮光膜３、及びハードマスク膜４が順に積層された構造を有する。
また、上記遮光膜３は、下層３１、中間層３２、及び上層３３の積層構造である。
【００３２】
　上記マスクブランク１０において、上記光半透過膜２は少なくともケイ素を含有してお
り、上記ハードマスク膜４は少なくともケイ素とタンタルのいずれか一方または両方を含
有しており、また上記積層構造の遮光膜３はクロムを含有している。なお、詳しくは後述
するが、上記光半透過膜２は、ケイ素と窒素を含有する素材を適用することが特に好まし
く、上記ハードマスク膜４は、ケイ素やタンタルのほかに酸素を含有する素材を適用する
ことが特に好ましい。
【００３３】
　ここで、上記マスクブランク１０における透光性基板１としては、半導体装置製造用の
転写用マスクに用いられる基板であれば特に限定されない。位相シフト型マスク用のブラ
ンクに使用する場合、使用する露光波長に対して透明性を有するものであれば特に制限さ
れず、合成石英基板や、その他各種のガラス基板（例えば、ソーダライムガラス、アルミ
ノシリケートガラス等）が用いられる。この中でも合成石英基板は、微細パターン形成に
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有効なＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）又はそれよりも短波長の領域で透明性
が高いので、特に好ましく用いられる。
【００３４】
　上記ハードマスク膜４は、ケイ素（Ｓｉ）を含有する材料やタンタル（Ｔａ）を含有す
る材料を用いることができる。ハードマスク膜４に好適なケイ素（Ｓｉ）を含有する材料
としては、ケイ素（Ｓｉ）に、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）、ホウ素（Ｂ）およ
び水素（Ｈ）から選らばれる１以上の元素を含有する材料が挙げられる。また、このほか
のハードマスク膜４に好適なケイ素（Ｓｉ）を含有する材料としては、ケイ素（Ｓｉ）お
よび遷移金属に、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）、ホウ素（Ｂ）および水素（Ｈ）
から選ばれる１以上の元素を含有する材料が挙げられる。また、この遷移金属としては、
例えば、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）
、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ニオブ（Ｎｂ）、バナジウム（Ｖ）、コ
バルト（Ｃｏ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、ルテニウム（Ｒｕ）、スズ（Ｓｎ
）が挙げられる。
【００３５】
　一方、ハードマスク膜４に好適なタンタル（Ｔａ）を含有する材料としては、タンタル
（Ｔａ）に、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）、ホウ素（Ｂ）および水素（Ｈ）から
選らばれる１以上の元素を含有する材料が挙げられる。これらの中でも、タンタル（Ｔａ
）に、酸素（Ｏ）を含有する材料が特に好ましい。このような材料の具体例としては、酸
化タンタル（ＴａＯ）、酸化窒化タンタル（ＴａＯＮ）、ホウ化酸化タンタル（ＴａＢＯ
）、ホウ化酸化窒化タンタル（ＴａＢＯＮ）等が挙げられる。
【００３６】
　また、ハードマスク膜４は、ケイ素（Ｓｉ）やタンタル（Ｔａ）の他に、酸素（Ｏ）を
含有する材料で形成されていることが好ましい。このようなハードマスク膜４は、クロム
（Ｃｒ）を含有する材料で形成された遮光膜３との間で十分なエッチング選択性を有して
おり、遮光膜３にほとんどダメージを与えずにハードマスク膜４をエッチング除去するこ
とが可能である。
【００３７】
　このようなハードマスク膜４を構成する材料の具体例としては、酸化シリコン（ＳｉＯ

２）、酸化窒化シリコン（ＳｉＯＮ）、酸化タンタル（ＴａＯ）、酸化窒化タンタル（Ｔ
ａＯＮ）、ホウ化酸化タンタル（ＴａＢＯ）及びホウ化酸化窒化タンタル（ＴａＢＯＮ）
が挙げられる。
　なお、ケイ素と酸素を含有する材料で形成されたハードマスク膜４は、有機系材料のレ
ジスト膜との密着性が低い傾向があるため、ハードマスク膜４の表面をＨＭＤＳ（Hexame
thyldisilazane）処理を施し、表面の密着性を向上させることが好ましい。
【００３８】
　上記ハードマスク膜４の膜厚は特に制約される必要はないが、少なくとも直下の遮光膜
３のエッチングが完了する前に消失しない程度の膜厚が必要である。一方、ハードマスク
膜４の膜厚が厚いと、直上のレジストパターンを薄膜化することが困難である。このよう
な観点から、本実施の形態においては、上記ハードマスク膜４の膜厚は、１．５ｎｍ以上
２０ｎｍ以下の範囲であることが好ましく、特に２．５ｎｍ以上６ｎｍ以下であることが
好適である。
【００３９】
　上記光半透過膜２は、少なくともケイ素を含有する材料で形成されるが、本発明に適用
可能な上記光半透過膜２の構成は特に限定される必要はなく、例えば従来から使用されて
いる位相シフト型マスクにおける光半透過膜の構成を適用することができる。
　このような光半透過膜２の例としては、例えば遷移金属及びケイ素からなる金属シリサ
イド、あるいは遷移金属とケイ素に、酸素、窒素及び炭素から選ばれる１以上の元素を含
有させた材料からなる金属シリサイド系の光半透過膜、ケイ素に酸素、窒素、炭素、ホウ
素等を含有させた材料からなるケイ素系の光半透過膜が好ましく挙げられる。上記金属シ
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リサイド系の光半透過膜に含まれる遷移金属としては、例えばモリブデン、タンタル、タ
ングステン、チタン、クロム、ニッケル、バナジウム、ジルコニウム、ルテニウム、ロジ
ウム等が挙げられる。この中でも特にモリブデンが好適である。
【００４０】
　上記遷移金属とケイ素を含有する材料としては、具体的には、遷移金属シリサイド、ま
たは遷移金属シリサイドの窒化物、酸化物、炭化物、酸窒化物、炭酸化物、あるいは炭酸
窒化物を含む材料が好適である。また、上記ケイ素を含有する材料としては、具体的には
、ケイ素の窒化物、酸化物、炭化物、酸窒化物（酸化窒化物）、炭酸化物（炭化酸化物）
、あるいは炭酸窒化物（炭化酸化窒化物）を含む材料が好適である。
【００４１】
　また、本発明においては、上記光半透過膜２が、単層構造、あるいは、低透過率層と高
透過率層とからなる積層構造のいずれにも適用することができる。
　上記光半透過膜２の好ましい膜厚は、材質によっても異なるが、特に位相シフト機能、
光透過率の観点から適宜調整されることが望ましい。通常は、１００ｎｍ以下、さらに好
ましくは８０ｎｍ以下の範囲であることが好適である。
【００４２】
　また、上記積層構造の遮光膜３は、クロムを含有する材料で形成される。
　上記クロムを含有する材料としては、例えばＣｒ単体、あるいはＣｒＸ（ここでＸはＮ
、Ｃ、Ｏ等から選ばれる少なくとも一種）などのＣｒ化合物（例えばＣｒＮ，ＣｒＣ，Ｃ
ｒＯ，ＣｒＯＮ，ＣｒＣＮ，ＣｒＯＣ，ＣｒＯＣＮなど）が挙げられる。
【００４３】
 図１に示すマスクブランク１０のような透光性基板１上に光半透過膜２、遮光膜３、及
びハードマスク膜４が順に積層された積層膜からなる薄膜を形成する方法は特に制約され
る必要はないが、なかでもスパッタリング成膜法が好ましく挙げられる。スパッタリング
成膜法によると、均一で膜厚の一定な膜を形成することが出来るので好適である。
【００４４】
　本実施の形態に係るマスクブランク１０においては、上述の構成１にあるとおり、遮光
膜３は、下層３１、中間層３２及び上層３３の積層構造であって、クロムを含有しており
、この遮光膜３における塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッ
チングレートは、上層３３が最も遅く、次いで下層３１が遅い、ことを特徴としている。
【００４５】
　上記のように、ハードマスク膜４の直下にあるクロムを含有する遮光膜３の上層３３は
、塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレート（以下、
説明の便宜上、単に「エッチングレート」と説明することもあるが、塩素ガスと酸素ガス
の混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレートを意味するものとする。）が遮
光膜３の中で最も遅いため、エッチング中のサイドエッチが生じにくい（換言すれば、パ
ターンの側壁が侵食されにくい）。遮光膜３の上層３３部分でのサイドエッチが生じにく
いことで、遮光膜３の上層３３には、直上のハードマスク膜４のパターン形状がほぼ正確
に転写される。マスクブランク１０の表面に形成するレジスト膜を薄膜化することで、ハ
ードマスク膜４には、最終的に光半透過膜２に形成されるべき転写パターンを有するレジ
ストパターンが正確に転写されるので、ハードマスク膜４のパターン形状がほぼ正確に転
写され、レジスト膜に形成されたパターン形状（たとえばパターン寸法）との差異が極め
て少ない上層３３を遮光膜３が有することで、該遮光膜３のパターンをマスクとして異方
性エッチングによりパターニングされるケイ素含有の光半透過膜２にも、ハードマスク膜
４のパターンをほぼ正確に形成することができる。要するに、光半透過膜２のパターンを
レジストパターンないしはハードマスク膜パターンと寸法の乖離することなく形成するこ
とができるので、光半透過膜２に形成するパターン精度を高くすることができる。
【００４６】
　また、遮光膜３の中間層３２のエッチングレートが最も速い膜設計となるため、遮光膜
３全体としてのエッチングレートを速くすることができる。なお、中間層３２は、遮光膜
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３の総膜厚に対して、３０％～７０％の膜厚であることが好ましく、５０％～６０％の膜
厚がより好ましい。中間層３２の膜厚が薄すぎると、遮光膜３全体のエッチングレートを
速める効果が少なくなり、膜厚が厚すぎると、中間層３２でのサイドエッチが深くなりす
ぎてしまい下層３１でのパターン形状の回復が不十分になる恐れがある。
【００４７】
　また、上層３３に次いでエッチングレートの遅い下層３１は、中間層３２よりもエッチ
ングレートが遅いため、中間層３２よりもサイドエッチが生じにくい（パターンの側壁が
侵食されにくい）。このため、下層３１のエッチング過程ではサイドエッチによる側壁の
過度な侵食が抑制されるため、上層３３のパターン形状が回復でき、しかも遮光膜３のパ
ターンと光半透過膜２との接触面積を遮光膜３の下層３１で確保することができる。その
結果、たとえば寸法が５０ｎｍ以下のパターンを形成する場合も、遮光膜パターンが倒れ
てしまうことはない。
【００４８】
　以上のように、本実施形態のマスクブランク１０において、上記遮光膜３は、ハードマ
スク膜４のパターンを出来るだけ忠実に光半透過膜２に転写する目的で設けられている。
上記マスクブランク１０を用いて製造される転写用マスク、すなわち位相シフト型マスク
においては、最終的な転写パターンは光半透過膜２に形成されたパターンであり、上記遮
光膜３に形成されるパターンは転写パターンとはならないため遮光膜パターンの断面形状
自体は然程重要ではない。遮光膜３のパターンの断面形状において、上記中間層３２部分
において多少サイドエッチによる側壁の侵食があっても、上述したように本発明の上記積
層構造の遮光膜３は、ハードマスク膜４のパターンを出来るだけ忠実に光半透過膜２に転
写することができるので、遮光膜３の断面形状の問題はない。
【００４９】
　本実施の形態によれば、ＳＲＡＦパターンのような微細な転写パターンであっても、転
写用マスク膜となる光半透過膜に高い精度で形成することができ、結果、パターン精度に
優れた転写用マスクを製造することができる。
　なお、遮光膜３の各層のエッチングレートの調整方法は特に限定されないが、遮光膜３
を構成する各層の組成をそれぞれ異ならせることによって行うことが本発明には好適であ
る。基本的には、各層のクロム含有量を調整することで可能であるが、例えば、各層で、
クロムの酸化度や窒化度等を調整したり、各層の組成におけるクロム以外の構成を異なら
せたりすることで調整することができる。また、エッチングレートを速めることができる
元素（たとえばインジウムやモリブデン）の添加量を調整することによって各層のエッチ
ングレートを調整するようにしてもよい。
【００５０】
　上記遮光膜３において、クロムの含有量は、上層３３が最も多く、下層３１が次に多い
ことが好適である（構成２の発明）。
　遮光膜３の上層３３部分にクロムの含有量が最も多い領域を有することで、上層３３が
、塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングのエッチングレートが遮光膜
３の中で最も遅くなる。そのため、上層３３でのサイドエッチが少なく、遮光膜３の上層
３３には、直上のハードマスク膜４のパターン形状がほぼ正確に転写されるため、最終的
にはパターン形状に優れた転写用マスクを製造することができる。また、クロム含有量の
最も多い上層３３は、消衰係数が高いため遮光膜３全体の光学濃度を高める効果も有する
。
【００５１】
　また、下層３１は、上層３３に次いでクロムの含有量が多いため、遮光膜３とは異なる
膜質の光半透過膜２との密着性も良くなるので、遮光膜パターンの倒れをより効果的に抑
制することができる。つまり、下層３１は、クロムの含有量が比較的多いことからクロム
の結合サイトに空き（正孔）が相対的に多くなるため、異なる膜質の光半透過膜２との密
着性も良くなるので、遮光膜パターンの倒れをより効果的に抑制することができる。特に
、アニール処理を施した金属ケイ素系の光半透過膜である場合には、光半透過膜の表面が
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酸素リッチな状態になるため、遮光膜３と光半透過膜２の界面で、上述のクロムの空きサ
イトと光半透過膜の酸素が化学的結合を持って接合するため密着性が高くなる。
　なお、中間層３２は、遮光膜３中でクロムの含有量が最も少ない膜構成となるため、エ
ッチング時にパターンの側壁部分の侵食はあるものの、このような中間層３２を有するこ
とで遮光膜３全体としてのエッチングレートを速めることができる。
【００５２】
　上記遮光膜３において、上層３３は、クロムの含有量が６０原子％以上であることが好
ましい（構成４の発明）。
　遮光膜３の上層３３のクロム含有量が６０原子％以上であることにより、上層３３によ
って遮光膜３全体の光学濃度を高められるとともに、上層３３におけるエッチングレート
が遅くなり、上層部分でのサイドエッチが抑制されるので、直上のハードマスク膜４のパ
ターン形状がほぼ正確に転写され、最終的にはパターン形状に優れた転写用マスクを製造
することができる。
【００５３】
　また、上記遮光膜３にはさらに酸素を含有する場合、酸素の含有量は、中間層３２より
も下層３１のほうが少ないことが好ましい（構成３の発明）。
　遮光膜３中の酸素の含有量が、中間層３２よりも下層３１のほうが少ないことにより、
中間層３２の酸素含有量が最も多くなるため、中間層３２のエッチングレートがより速く
なる。このため、遮光膜３全体のエッチングレートを速く保つことができる。また、下層
３１に含まれる酸素含有量が中間層３２よりも少ないことで、中間層３２から下層３１に
エッチングが移行するときに深さ方向のエッチングレートが遅くなるが、下層３１におけ
るパターンのサイドエッチの進行も遅くなるため、下層３１で上層３３のパターン形状が
回復し、パターンの幅方向の寸法が保たれ、結果、遮光膜３のパターンと光半透過膜２と
の接触面積を保つことができる。さらに、下層３１の酸素含有量が相対的に少ないことに
よって光半透過膜２の酸素とのやりとりが生じ、化学的結合を持って接合するため、遮光
膜３のパターンと光半透過膜２との密着性をより高める効果も得られる。
【００５４】
　また、上記遮光膜３において、上層３３は、厚さが３ｎｍ以上８ｎｍ以下であることが
好適である（構成５の発明）。
　上層３３の厚さが３ｎｍを下回ると、ドライエッチング時の上層３３のパターン側壁の
侵食のリスクが高くなる、また、上層３３の厚さが８ｎｍを超えると、上層３３のエッチ
ング時間が長くなる恐れが生じる。したがって、遮光膜３の上層３３の厚さを、上記の３
ｎｍ以上８ｎｍ以下の範囲とすることにより、上層３３のエッチング時間を好適に抑制し
つつ、上層３３でのパターニング精度を良好に維持することができる。
【００５５】
　また、本発明においては、上記のとおり、遮光膜３における塩素ガスと酸素ガスの混合
ガスを用いたドライエッチングのエッチングレートは、上層３３が最も遅く、次いで下層
３１が遅いことが特徴となっており、よって中間層３２が最もエッチングレートが速い構
成となっている。そして、この場合、上記遮光膜３の中間層３２におけるエッチングレー
トは、上層３３における上記エッチングレートの３倍以上であることが好適である（構成
６の発明）。
　このように、中間層３２におけるエッチングレートが、上層３３におけるエッチングレ
ートの３倍以上であることにより、上層３３から中間層３２にエッチングが移行するとき
に深さ方向のエッチングレートが速まり、上層３３でのサイドエッチの進行を抑制しつつ
中間層３２の深さ方向のエッチングを完結することができるので好ましい。
【００５６】
　また、上記の場合、中間層３２におけるエッチングレートは、下層３１におけるエッチ
ングレートの２倍以下であることが好適である（構成７の発明）。
　中間層３２から下層３１にエッチングが移行するときに深さ方向のエッチングレートが
遅くなるが、このとき中間層３２におけるエッチングレートが下層３１におけるエッチン
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グレートの２倍以下であることにより、下層３１のエッチング時に、中間層３２のサイド
エッチがより進行する前に下層３１のエッチング及び必要なオーバーエッチングが完了す
るため、とくにパターン側壁の中間層３２と下層３１との界面での段差形成を抑制するこ
とができる。
【００５７】
　また、本発明において、上記ハードマスク膜４は、少なくともケイ素とタンタルのいず
れか一方または両方を含有しているが、特にケイ素やタンタルに加えて酸素を含有する材
料で形成されることが好ましい（構成８の発明）。
　上記ハードマスク膜４は、直下の遮光膜３とエッチング選択性の高い素材であることが
必要であるが、とくにハードマスク膜４にケイ素と酸素を含有する素材やタンタルと酸素
を含有する素材を選択することにより、クロム系の素材からなる遮光膜３との高いエッチ
ング選択性を確保することができるため、レジスト膜の薄膜化のみならずハードマスク膜
４の膜厚も薄くすることが可能である。したがって、マスクブランク表面に形成された転
写パターンを有するレジストパターンのハードマスク膜４への転写精度が向上する。
【００５８】
　また、本発明において、上記光半透過膜２は、少なくともケイ素を含有しているが、特
にケイ素と窒素を含有する材料で形成されることが好ましい（構成９の発明）。
　上記光半透過膜２にケイ素と窒素を含有する素材を適用することで、クロム系の遮光膜
３とのエッチング選択性を確保することができる。また、ケイ素と窒素を含有する素材で
あれば、エッチングガスとして異方性のフッ素系ガスを使用したパターニングを適用する
ことができる。したがって、ハードマスク膜４のパターン形状がほぼ正確に転写された遮
光膜３のパターンをマスクとする異方性エッチングによって光半透過膜２にもパターン精
度に優れた転写パターンを形成することができる。
【００５９】
　また、本実施形態のマスクブランク１０は、上記光半透過膜２と上記遮光膜３の積層構
造におけるＡｒＦエキシマレーザー光（波長１９３ｎｍ）に対する透過率が０．２％以下
であり、かつ、８００～９００ｎｍの波長領域の少なくとも一部の波長における光の透過
率が５０％以下であることが好ましい（構成１０の発明）。
　波長８００～９００ｎｍの近赤外領域の光はレジストを感光しないため、露光機にマス
クブランクを配置する場合の位置決めに使用される光である。本構成のように、光半透過
膜２と遮光膜３の積層構造におけるＡｒＦエキシマレーザー光（波長１９３ｎｍ）に対す
る透過率が０．２％以下であり、かつ、８００～９００ｎｍの波長領域の少なくとも一部
の波長における光の透過率が５０％以下であることによって、たとえば遮光帯に要求され
る露光光のＡｒＦエキシマレーザーに対する良好な遮光性を備え、かつ、露光機へのマス
クブランクの配置が容易になるため好ましい。
【００６０】
　また、本実施形態のマスクブランク１０においては、上記ハードマスク膜４および光半
透過膜２は、いずれもフッ素系ガスを用いたドライエッチングによってパターニングする
ことができるので、遮光膜３の上層３３に直上のハードマスク膜４のパターン形状がほぼ
正確に転写されることと相俟って、該遮光膜３をマスクとする異方性エッチングによるパ
ターニングによって光半透過膜２にパターン形状精度に優れた転写パターンを形成するこ
とができる。
【００６１】
　本発明は、上記の本発明に係るマスクブランクを用いる転写用マスクの製造方法につい
ても提供するものである。
　図２は、本発明の実施形態に係るマスクブランク１０を用いた転写用マスクの製造工程
を示すマスクブランク等の断面概略図である。なお、図２は製造工程の理解を容易にする
ためのものであり、図２に示すパターンの断面形状は実際に形成される断面形状を正確に
現したものではない。
【００６２】
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　まず、マスクブランク１０の表面に所定のレジストパターン５を形成する（図２（ａ）
参照）。このレジストパターン５は最終的な転写パターンとなる光半透過膜２に形成され
るべき所望のパターンを有する。
　次に、マスクブランク１０のハードマスク膜４上に形成された上記の光半透過膜のパタ
ーンを有するレジストパターン５をマスクとして、フッ素系ガスを用いたドライエッチン
グにより、ハードマスク膜４に光半透過膜のパターンに対応するハードマスク膜パターン
４ａを形成する（図２（ｂ）参照）。
【００６３】
　次に、上記のように形成されたハードマスク膜パターン４ａをマスクとして、塩素ガス
と酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングにより、積層構造の遮光膜３に光半透過
膜のパターンに対応する遮光膜パターン３ａを形成する（図２（ｃ）参照）。
　次に、上記のように形成された遮光膜パターン３ａをマスクとして、フッ素系ガスを用
いたドライエッチングにより、光半透過膜２に光半透過膜パターン２ａを形成する（図２
（ｄ）参照）。なお、この光半透過膜２のエッチング工程において、表面に露出している
ハードマスク膜パターン４ａは除去される。
【００６４】
　次いで、上記遮光膜パターン３ａ上の全面にレジスト膜を塗布し、所定の露光、現像処
理によって遮光膜に形成する遮光パターン（例えば遮光帯パターン）に対応するレジスト
パターン（図示せず）を形成する。そして、該レジストパターンをマスクとして、塩素ガ
スと酸素ガスの混合ガスを用いたドライエッチングにより、光半透過膜パターン２ａ上に
所定の遮光パターン３ｂを形成する。最後に残存するレジストパターンを除去することに
より、転写用マスク（たとえばハーフトーン型位相シフトマスク）２０が出来上がる（図
２（ｅ）参照）。
【００６５】
　上述の説明からも明らかなように、本発明の実施形態に係るマスクブランク１０を用い
て上記製造工程にしたがって転写用マスクを製造することにより、ＳＲＡＦパターンのよ
うな微細パターンであっても高いパターン精度で形成された転写用マスクを得ることがで
きる。すなわち、本発明の実施形態に係るマスクブランク１０によれば、遮光膜３の上層
３３のエッチングレートが最も遅く上層パターンのサイドエッチが少ないため、レジスト
膜ないしはハードマスク膜４に形成された転写パターン形状がほぼ正確に転写された遮光
膜３のパターンを形成することができるので、該遮光膜パターンをマスクとして、光半透
過膜２に形成するパターン精度を高くすることができる。また、遮光膜３の下層３１のエ
ッチングレートが上層３３に次いで遅く、中間層３２と比較しても遅く、下層パターンの
サイドエッチを少なくできるので、遮光膜パターンと光半透過膜２との十分な接触面積を
確保でき、良好な密着性を得ることができる。したがってＳＲＡＦパターンのような微細
なパターンを形成しても、遮光膜パターンが倒れないので、光半透過膜２のパターンも高
いパターン精度で形成することができる。
【００６６】
　また、上述の本発明に係る転写用マスクの製造方法により製造された、上記の微細パタ
ーンが高いパターン精度で形成された転写用マスクを用いて、リソグラフィー法により当
該転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写する工程を含む半導体装置
の製造方法によれば、パターン精度の優れた高品質の半導体装置を得ることができる。
【実施例】
【００６７】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明する。
（実施例１）
　本実施例は、波長１９３ｎｍのＡｒＦエキシマレーザーを露光光として用いるハーフト
ーン型位相シフトマスクの製造に使用するマスクブランクに関する。
　本実施例に使用するマスクブランクは、図１に示すような、透光性基板（ガラス基板）
１上に、光半透過膜２、３層積層構造の遮光膜３、ハードマスク膜４を順に積層した構造
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のものである。このマスクブランクは、以下のようにして作製した。
【００６８】
　ガラス基板として合成石英基板（大きさ約１５２ｍｍ×１５２ｍｍ×厚み６．３５ｍｍ
）を準備した。
　次に、枚葉式ＤＣスパッタリング装置内に上記合成石英基板を設置し、モリブデン（Ｍ
ｏ）とシリコン（Ｓｉ）との混合焼結ターゲット（Ｍｏ：Ｓｉ＝１２原子％：８８原子％
）を用い、アルゴン（Ａｒ）、窒素（Ｎ２）およびヘリウム（Ｈｅ）の混合ガス（流量比
　Ａｒ：Ｎ２：Ｈｅ＝８：７２：１００，圧力＝０．２Ｐａ）をスパッタリングガスとし
、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により、合成石英基板上に、モリブデン
、シリコンおよび窒素からなるＭｏＳｉＮ光半透過膜（位相シフト膜）を６９ｎｍの厚さ
で形成した。形成したＭｏＳｉＮ膜の組成は、Ｍｏ：Ｓｉ：Ｎ＝４．１：３５．６：６０
．３（原子％比）であった。この組成はＸＰＳにより測定した。
【００６９】
　次に、スパッタリング装置から基板を取り出し、上記合成石英基板上の光半透過膜に対
し、大気中での加熱処理を行った。この加熱処理は、４５０℃で３０分間行った。この加
熱処理後の光半透過膜に対し、位相シフト量測定装置を使用してＡｒＦエキシマレーザー
の波長（１９３ｎｍ）における透過率と位相シフト量を測定したところ、透過率は６．４
４％、位相シフト量は１７４．３度であった。
【００７０】
　次に、上記光半透過膜を成膜した基板を再びスパッタリング装置内に投入し、上記光半
透過膜の上に、ＣｒＯＣＮ膜からなる下層、ＣｒＯＣＮ膜からなる中間層、ＣｒＮ膜から
なる上層の積層構造の遮光膜を形成した。具体的には、クロムからなるターゲットを用い
、アルゴン（Ａｒ）と二酸化炭素（ＣＯ２）と窒素（Ｎ２）とヘリウム（Ｈｅ）の混合ガ
ス雰囲気（流量比　Ａｒ：ＣＯ２：Ｎ２：Ｈｅ＝２０：２５：１３：３０、圧力０．３Ｐ
ａ）中で、反応性スパッタリングを行うことにより、上記光半透過膜上に厚さ１５．４ｎ
ｍのＣｒＯＣＮ膜からなる遮光膜下層を形成した。続いて、同じくクロムターゲットを用
い、アルゴン（Ａｒ）と二酸化炭素（ＣＯ２）と窒素（Ｎ２）とヘリウム（Ｈｅ）の混合
ガス雰囲気（流量比　Ａｒ：ＣＯ２：Ｎ２：Ｈｅ＝２０：２４：２２：３０、圧力０．３
Ｐａ）中で、反応性スパッタリングを行うことにより、上記下層の上に厚さ２６．６ｎｍ
のＣｒＯＣＮ膜からなる遮光膜中間層を形成し、続いて、同じくクロムターゲットを用い
、アルゴン（Ａｒ）と窒素（Ｎ２）の混合ガス雰囲気（流量比　Ａｒ：Ｎ２＝２５：５、
圧力０．３Ｐａ）中で、反応性スパッタリングを行うことにより、上記中間層の上に厚さ
３．５ｎｍのＣｒＮ膜からなる遮光膜上層を形成した。
【００７１】
　形成した遮光膜下層のＣｒＯＣＮ膜の組成は、Ｃｒ：Ｏ：Ｃ：Ｎ＝５５．２：２２．１
：１１．６：１１．１（原子％比）であった。また、遮光膜中間層のＣｒＯＣＮ膜の組成
は、Ｃｒ：Ｏ：Ｃ：Ｎ＝４９．２：２３．８：１３．０：１４．０（原子％比）、遮光膜
上層のＣｒＮ膜の組成は、Ｃｒ：Ｎ＝７６．２：２３．８原子％比）であった。これらの
組成はＸＰＳにより測定した。
【００７２】
　次いで、上記遮光膜の上に、ＳｉＯＮ膜からなるハードマスク膜を形成した。具体的に
は、シリコンのターゲットを用い、アルゴン（Ａｒ）と一酸化窒素（ＮＯ）とヘリウム（
Ｈｅ）の混合ガス雰囲気（流量比　Ａｒ：ＮＯ：Ｈｅ＝８：２９：３２、圧力０．３Ｐａ
）中で、反応性スパッタリングを行うことにより、上記遮光膜の上に厚さ１５ｎｍのＳｉ
ＯＮ膜からなるハードマスク膜を形成した。形成したＳｉＯＮ膜の組成は、Ｓｉ：Ｏ：Ｎ
＝３７：４４：１９（原子％比）であった。この組成はＸＰＳにより測定した。
【００７３】
　上記光半透過膜と遮光膜の積層膜の光学濃度は、ＡｒＦエキシマレーザーの波長（１９
３ｎｍ）において３．０以上（透過率０．１％以下）であった。また、波長８８０ｎｍ（
露光装置に搭載する基板位置決めに用いられる波長）における透過率は５０％以下であっ
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た。
　以上のようにして本実施例のマスクブランクを作製した。
【００７４】
　次に、このマスクブランクを用いて、前述の図２に示される製造工程に従って、ハーフ
トーン型位相シフトマスクを製造した。なお、以下の符号は図１および図２中の符号と対
応している。
　まず、上記マスクブランク１０の上面にＨＭＤＳ処理を行い、スピン塗布法によって、
電子線描画用の化学増幅型レジスト（富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ社製　
ＰＲＬ００９）を塗布し、所定のベーク処理を行って、膜厚１５０ｎｍのレジスト膜を形
成した。
【００７５】
　次に、電子線描画機を用いて、上記レジスト膜に対して所定のデバイスパターン（光半
透過膜２（位相シフト層）に形成すべき位相シフトパターンに対応するパターンで、ライ
ンアンドスペース（４０ｎｍ）を含む。）を描画した後、レジスト膜を現像してレジスト
パターン５を形成した（図２（ａ）参照）。
【００７６】
　次に、上記レジストパターン５をマスクとして、ハードマスク膜４のドライエッチング
を行い、ハードマスク膜パターン４ａを形成した（図２（ｂ）参照）。ドライエッチング
ガスとしてはフッ素系ガス（ＳＦ６）を用いた。
　上記レジストパターン５を除去した後、上記ハードマスク膜パターン４ａをマスクとし
て、上層、中間層及び下層の積層膜からなる遮光膜３のドライエッチングを連続して行い
、遮光膜パターン３ａを形成した（図２（ｃ）参照）。ドライエッチングガスとしてはＣ
ｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝８：１（流量比））を用いた。なお、遮光膜３の
エッチングレートは、上層が２．９Å／秒、中間層が９．１Å／秒、下層が５．１Å／秒
であった。
【００７７】
　続いて、上記遮光膜パターン３ａをマスクにして、光半透過膜２のドライエッチングを
行い、光半透過膜パターン２ａ（位相シフト膜パターン）を形成した（図２（ｄ）参照）
。ドライエッチングガスとしてはフッ素系ガス（ＳＦ６）を用いた。なお、この光半透過
膜２のエッチング工程において、表面に露出しているハードマスク膜パターン４ａは除去
された。
【００７８】
　次に、上記図２（ｄ）の状態の基板上の全面に、スピン塗布法により、前記レジスト膜
を再び形成し、電子線描画機を用いて、所定のデバイスパターン（たとえば遮光帯パター
ンに対応するパターン）を描画した後、現像して所定のレジストパターンを形成した。続
いて、このレジストパターンをマスクとして、露出している遮光膜パターン３ａのエッチ
ングを行うことにより、たとえば転写パターン形成領域内の遮光膜パターン３ａを除去し
、転写パターン形成領域の周辺部には遮光帯パターン３ｂを形成した。この場合のドライ
エッチングガスとしてはＣｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝８：１（流量比））を
用いた。
　最後に、残存するレジストパターンを除去し、ハーフトーン型位相シフトマスク２０を
作製した（図２（ｅ）参照）。
【００７９】
［遮光膜パターンの評価］
　上記の光半透過膜２のエッチング工程（図２（ｄ）の工程）終了後の遮光膜パターンの
断面形状を確認したところ、図３に示されるような断面形状であった。すなわち遮光膜の
中間層部分ではパターンの壁面にエッチングの侵食による括れがあるものの、下層部分で
パターン幅が回復するような形状でパターニングされていた。なお、この時点でハードマ
スク膜パターン４ａは除去されているため、図３ではその前の状態を破線で示している。
　また、遮光膜３のパターニング工程（図２（ｃ）の工程）終了後に洗浄を行い、ライン



(17) JP 6150299 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

アンドスペース４０ｎｍ（ＳＲＡＦパターンのパターン寸法に相当）のパターンの状態を
確認したところ、遮光膜パターンに倒れは生じていなかった。これは、遮光膜下層と光半
透過膜との接触面積が確保され、かつ、遮光膜下層と光半透過膜の界面での接合性が良好
で、密着性が確保されたことによるものと考えられる。
【００８０】
［光半透過膜パターンの評価］
　上記遮光膜パターンをマスクとしたドライエッチングにより形成された光半透過膜パタ
ーンについて評価したところ、図３からも明らかなように、ラインアンドスペース４０ｎ
ｍのような微細パターンであっても、ハードマスク膜パターンとの寸法の乖離も少ないパ
ターン精度の優れた転写パターンを形成することができた。
【００８１】
（比較例）
　光半透過膜とハードマスク膜は実施例１と同様の膜で、遮光膜の構成のみ異なるマスク
ブランクを作製した。すなわち、本比較例の遮光膜は、単層構造の遮光膜で、実施例１の
遮光膜における中間層の組成と同じ組成で、光学濃度が３．０以上で、膜厚１００ｎｍの
薄膜である。
　この比較例のマスクブランクを用いて、実施例と同様の方法でハーフトーン型位相シフ
トマスクを作製した。
【００８２】
［遮光膜パターンの評価］
　遮光膜３のパターニング工程（図２（ｃ）の工程）終了後の遮光膜パターンの断面形状
を確認したところ、図４に示されるような断面形状であった。すなわち遮光膜はパターン
の壁面にエッチングの侵食によって大きくえぐれた形状になっていた。また、ハードマス
ク膜のパターンよりもライン幅が細くなっており、ハードマスク膜パターンとの寸法の乖
離が大きい傾向となった。
　また、実施例と同様に、遮光膜３のパターニング工程（図２（ｃ）の工程）終了後に洗
浄を行い、ラインアンドスペース４０ｎｍ（ＳＲＡＦパターンのパターン寸法に相当）の
パターンの状態を確認したところ、遮光膜パターンに倒れが生じていた。パターン寸法を
１０ｎｍずつ増加させて同じく遮光膜パターンの状態を確認したところ、パターンに倒れ
が生じなくなったのは、ラインアンドスペース８０ｎｍであった。これは、遮光膜パター
ンの壁面の侵食が大きく、遮光膜と光半透過膜との接触面積が狭くなったことと、遮光膜
と光半透過膜の界面で洗浄に耐える接合状態（密着状態）が確保できなかったことによる
ものと考えられる。
　したがって、本比較例のマスクブランクを用いて、例えばラインアンドスペース４０ｎ
ｍのような微細パターンを形成しようとしても、遮光膜パターンの倒れが生じてしまい、
最終的な転写パターンとなる光半透過膜のパターニングは困難である。
【００８３】
　以上、本発明の実施形態及び実施例について説明したが、これは例示に過ぎず、特許請
求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載した技術には、以上に例示した
具体例をさまざまに変形、変更したものが含まれる。
【符号の説明】
【００８４】
１　透光性基板
２　光半透過膜
３　遮光膜
３１　遮光膜の下層
３２　遮光膜の中間層
３３　遮光膜の上層
４　ハードマスク膜
５　レジストパターン
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１０　マスクブランク
２０　転写用マスク
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