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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工対象上に第１のマスク層を形成し、
　閉ループ構造の第１のパターンを有するテンプレートを、インプリント材を介して前記
第１のマスク層上に押し付けて、前記インプリント材を固化させてインプリントを行い、
　固化した前記インプリント材をマスクとして、前記第１のマスク層をエッチングして、
閉ループ構造を有する第２のパターンを含む第１のマスクを形成し、
　第１の加工パターンを前記第１のマスク上に形成し、
　前記第１の加工パターンを用いて、前記第１のマスクの前記第２のパターンの一部を除
去する閉ループ構造の除去を行って第２のマスクを形成し、
　前記一部が除去された前記第２のパターンを含む前記第２のマスクを用いて、前記加工
対象をエッチングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記テンプレートは、閉ループ構造の前記第１のパターンと、閉ループ構造を有さない
第３のパターンと、を有することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記閉ループ構造の除去は、他の処理と同時に行われることを特徴とする請求項１また
は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１のパターンは、フローティングゲート構造を有するメモリセルからなるＮＡＮ
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Ｄ型フラッシュメモリのワード線形成用のパターンであり、
　前記閉ループ構造の除去は、前記メモリセルのフローティングゲート電極に、所定形状
の開口を形成して抵抗素子またはキャパシタンス素子を形成する処理と同時に行うことを
特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１のマスク層を形成する前に、前記加工対象上に、第２のマスク層を形成し、
　前記インプリントでは、閉ループ構造の前記第１のパターンのみが形成された前記テン
プレートを使用し、
　前記第１のマスク形成後で前記加工対象のエッチングの前に、前記第１のマスクが形成
された前記第２のマスク層上に第２の加工パターンを形成し、前記第１のマスクと前記第
２の加工パターンを用いて前記第２のマスク層をエッチングして前記第２のマスクを形成
することを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の加工パターンは、フォトリソグラフィ技術によって形成されることを特徴と
する請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１のパターンは、隣接する一対のライン部を形成するパターンの端部間が接続さ
れた閉ループ構造であり、
　前記閉ループ構造の除去は、前記第１のパターンによって形成された前記第２のパター
ンのラインの端部を除去することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の半導
体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプリント法を用いた半導体装置の製造方法に関する。また、本発明は、
インプリント法で用いるテンプレートと、そのテンプレートおよびそのテンプレートで形
成したパターンを検査するためのパターン検査データの作成方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の微細化の進行に伴って、半導体装置の製造プロセスに用いられてい
るフォトリソグラフィ工程での課題が顕著になりつつある。つまり、現時点における最先
端の半導体装置の設計ルールは、ハーフピッチ（ｈｐ）で数十ｎｍ程度にまで微細化して
きており、従来の光を用いた縮小パターン転写によるリソグラフィでは解像力が不足し、
パターン形成が困難な状況になっている。そこで、近年では、このようなリソグラフィに
代わって、ナノインプリント技術が提案されている。
【０００３】
　このナノインプリント技術は、転写すべきパターンがあらかじめ形成された原版の型（
テンプレート）を、処理対象である基板上に塗布された有機材料に接触させ、光または熱
を加えながら有機材料を硬化させることによって、有機材料層にパターンを転写する方法
である（たとえば、特許文献１，２参照）。
【０００４】
　このナノインプリント技術で使用されるテンプレートの製造方法として、芯材となるパ
ターンの側壁にパターンを形成して、この側壁パターンを用いてテンプレート基板を加工
する方法が知られている（たとえば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－６８４１１号公報
【特許文献２】特開２０００－１９４１４２号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／０２８６４４９号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、テンプレートの製造歩留まりを下げずに、側壁転写プロセスを用いてテンプ
レートを製造できるとともに、従来のインプリントリソグラフィ法で製造した場合に比し
て半導体装置の製造プロセスを簡略化することができる半導体装置の製造方法と、その半
導体装置の製造方法で使用されるテンプレートを提供することを目的とする。また、製造
したテンプレートの形状と、そのテンプレートによって形成された被処理膜を形成するた
めのパターンが、テンプレートの描画データに基づいて正しく製造されているかを調べる
ために使用するパターン検査データの作成方法を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の一態様によれば、加工対象上に第１のマスク層を形成し、閉ループ構造の第
１のパターンを有するテンプレートを、インプリント材を介して前記第１のマスク層上に
押し付けて、前記インプリント材を固化させてインプリントを行い、固化した前記インプ
リント材をマスクとして、前記第１のマスク層をエッチングして、閉ループ構造を有する
第２のパターンを含む第１のマスクを形成し、第１の加工パターンを前記第１のマスク上
に形成し、前記第１の加工パターンを用いて、前記第１のマスクの前記第２のパターンの
一部を除去する閉ループ構造の除去を行って第２のマスクを形成し、前記一部が除去され
た前記第２のパターンを含む前記第２のマスクを用いて、前記加工対象をエッチングする
ことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【０００８】
　また、本願発明の一態様によれば、インプリントリソグラフィで使用されるテンプレー
トにおいて、デバイスパターン形成用の閉ループ構造の第１のパターンを有することを特
徴とするテンプレートが提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、テンプレートの製造歩留まりを下げずに、側壁転写プロセスを用いて
テンプレートを製造できるとともに、従来のインプリントリソグラフィ法で製造した場合
に比して半導体装置の製造プロセスを簡略化することができるという効果を奏する。
【００１１】
　また、本発明によれば、製造したテンプレートの形状と、そのテンプレートによって形
成された被処理膜を形成するためのパターンが、テンプレートの描画データに基づいて正
しく製造されているかを調べることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１の実施の形態で使用されるテンプレートの製造方法の処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図２】図２は、テンプレートの製造方法の手順の一例を模式的に示す断面図である。
【図３】図３は、第１の実施の形態の方法によって製造された子テンプレートの一例を示
す平面図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を
示すフローチャートである。
【図５】図５は、半導体装置の製造方法の手順の一例を模式的に示す断面図である。
【図６】図６は、閉ループ除去時に使用される露光マスクの一例を示す図である。
【図７】図７は、ナノインプリント法を用いて半導体装置を製造する場合における従来例
と第１の実施の形態の工程数を比較する図である。
【図８】図８は、第２の実施の形態で使用されるテンプレートの製造方法の処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、テンプレートの製造方法の手順の一例を模式的に示す断面図である。
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【図１０】図１０は、第２の実施の形態の方法によって製造された子テンプレートの一例
を示す平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態による半導体装置の製造方法の手順の一
例を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、半導体装置の製造方法の手順の一例を模式的に示す断面図である。
【図１３】図１３は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの素子分離パターンを形成するための
手順の一例を模式的に示す平面図である。
【図１４】図１４は、第３の実施の形態によるテンプレートの製造方法の手順の一例を示
す断面図である。
【図１５】図１５は、この第４の実施の形態によるテンプレートの製造方法の手順の一例
を示す断面図である。
【図１６】図１６は、パターン検査データの作成方法の手順の一例を示すフローチャート
である。
【図１７】図１７は、パターン検査データの作成方法の手順の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１８】図１８は、パターン検査データの作成方法の手順の一例を模式的に示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、本発明の実施の形態にかかる半導体装置の製造方法、並び
にテンプレートおよびその検査方法を詳細に説明する。なお、これらの実施の形態により
本発明が限定されるものではない。また、以下の実施の形態で用いられるテンプレートや
半導体装置の断面図は模式的なものであり、層の厚みと幅との関係や各層の厚みの比率な
どは現実のものとは異なる。さらに、以下で示す膜厚は一例であり、これに限定されるも
のではない。
【００１４】
（第１の実施の形態）
　この第１の実施の形態では、閉ループ除去処理を行っていないテンプレートを用いて、
被処理膜上に、最小寸法のパターンとそれ以外の寸法のパターン（以下、大パターンとい
う）を形成するためのハードマスクを形成した後に、このハードマスクの閉ループ除去処
理を行い、このハードマスクを用いて被処理膜をエッチングするものである。
【００１５】
　そこで、以下では、まず閉ループ除去処理を行っていないテンプレートの製造方法を説
明した後、そのテンプレートを用いた半導体装置の製造方法について説明する。
【００１６】
＜テンプレートの製造方法＞
　図１は、第１の実施の形態で使用されるテンプレートの製造方法の処理手順の一例を示
すフローチャートであり、図２は、テンプレートの製造方法の手順の一例を模式的に示す
断面図である。
【００１７】
　まず、石英などのテンプレート基板１Ａ上に、ＣｒやＭｏＳｉなどのテンプレート基板
１Ａに対してエッチングマスクとなるハードマスク層１１Ａと、酸化シリコン膜（ＳｉＯ

2膜）や窒化シリコン膜（ＳｉＮ膜）、ポリシリコン膜などの側壁転写プロセスにおいて
芯材（CORE）となるコア層１２Ａを順に堆積する（ステップＳ１１）。
【００１８】
　ついで、コア層１２Ａ上にレジストを塗布し、後に側壁パターンの芯材を形成するため
のレジストパターン２１を形成する第１のリソグラフィ処理を行う（ステップＳ１２、図
２（ａ））。テンプレート形成の場合には、この第１のリソグラフィ処理は電子線描画で
行われるのが一般的である。側壁パターン部におけるレジストパターン２１のパターンピ
ッチとレジスト寸法は、共に最終的なテンプレート上のパターンのピッチと寸法の約２倍
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である。たとえば最終的に１５ｎｍの寸法が必要なときには、コア層１２Ａ上に形成され
るレジストパターン２１の寸法は約３０ｎｍ、レジストパターン２１のピッチは約６０ｎ
ｍとなる。またこのときのレジストパターン２１の膜厚は５０～１５０ｎｍ程度である。
【００１９】
　その後、このレジストパターン２１をマスクに下地のコア層１２Ａをエッチングし、コ
ア層１２Ａのパターンを形成する。ここで形成されるパターンの寸法は、レジストパター
ン２１の寸法とほぼ同じである。ついで、形成されたコア層１２Ａのパターンをエッチン
グプロセスによってスリミングする。このスリミングプロセスとして、ＣＤＥ（Chemical
　Dry　Etching）法やウェット法などの等方的なエッチングプロセスが一般的に用いられ
、そのプロセスはハードマスク材料、スリミング量の制御性などによって決定される。た
とえばコア層１２ＡとしてＳｉＮ膜を選択した場合には、ホットリン酸によるウェットエ
ッチングなどを用いることができる。スリミングによって細らせる量はテンプレート上の
最終的な寸法の約１／２（片側の端部辺り）が目安である。たとえば最終的に１５ｎｍの
寸法が必要なときには、スリミング量は片側辺り約７．５ｎｍとなる。コア層１２Ａのス
リミングプロセスが終了した後、レジストパターン２１を剥離する。レジスト剥離プロセ
スとしては、酸素雰囲気での灰化プロセス（Ｏ2アッシャー）などが一般的である。以上
によって、ハードマスク層１１Ａ上に芯材１２が形成される（ステップＳ１３、図２（ｂ
））。
【００２０】
　ついで、形成した芯材１２のパターンの側壁に側壁パターン１３Ａを形成する（ステッ
プＳ１４、図２（ｃ））。側壁パターン形成方法の詳細は省略するが、側壁材となる酸化
膜や窒化膜などの絶縁膜をＣＶＤ法やスパッタリング法などの成膜法用いて芯材１２を形
成したハードマスク層１１Ａ上に堆積させ、ＲＩＥ（Reactive　Ion　Etching）などの異
方性エッチングによってエッチバックして芯材１２の側壁部のみにパターンを残す方式が
一般的である。この側壁パターン１３Ａの寸法は、側壁材の堆積膜厚にほぼ一致し、その
世代の集積回路の最小寸法と同じ値になるように設定する。側壁パターン１３Ａの寸法は
、側壁膜の堆積膜にほぼ一致するため、寸法制御性は極めて高い。
【００２１】
　その後、側壁パターン１３Ａを有する芯材１２が形成されたハードマスク層１１Ａ上の
全面にレジストを塗布し、最小寸法パターンを形成する領域（以下、最小寸法パターン形
成領域という）以外のパターンを形成する箇所の芯材１２を残存させるようにレジストパ
ターン２２を形成する第２のリソグラフィ処理を行う（ステップＳ１５、図２（ｄ））。
これによって、最小寸法パターン形成領域は露出し、それ以外の領域（たとえば周辺回路
が形成される領域）はレジストパターン２２で覆われる。このとき形成するレジストパタ
ーン２２の膜厚は、第１のリソグラフィ処理でのレジストパターン２１の膜厚よりも厚く
なる。
【００２２】
　ついで、露出された側壁パターンを形成した芯材１２のうちの芯材１２をエッチングに
よって除去する。このエッチング法として、気相ＨＦ処理法などが一般的に知られている
。このとき最小寸法パターン形成領域の芯材１２のみ除去され、最小寸法パターン形成領
域以外の芯材１２はレジストパターン２２で覆われているため除去されない。その後、レ
ジストパターン２２を剥離する。これによって、最小寸法パターン形成領域では、側壁パ
ターン１３Ａによって最終的な目標となる寸法とピッチを有する第１のパターン１３が形
成され、最小寸法パターン形成領域以外の領域では、側壁パターン１３Ａを有する芯材１
２による第２のパターン１４が形成された状態となる（ステップＳ１６、図２（ｅ））。
なお、最小寸法パターンとは、側壁転写プロセスで形成される側壁パターン１３Ａの高さ
によって規定されるラインアンドスペースパターンを用いて形成されるパターンのことを
いい、それ以外の寸法のパターンはすべて大パターンというものとする。最小寸法パター
ンは、たとえばＮＡＮＤ型フラッシュメモリのメモリセル部に形成されるパターンであり
、大パターンはメモリセル部の周辺に形成される周辺回路部などに形成されるパターンで
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ある。
【００２３】
　ついで、下地となるハードマスク層１１Ａを、最小寸法パターン形成領域では第１のパ
ターン１３をマスクとして、最小寸法パターン形成領域以外の領域では第２のパターン１
４をマスクとして、エッチングする（ステップＳ１７、図２（ｆ））。これによって、ハ
ードマスク層１１Ａに、第１のパターン１３と、第２のパターン１４とが転写され、ハー
ドマスク１１が形成される。
【００２４】
　その後、マスクとなった第１のパターン１３と第２のパターン１４をエッチングによっ
て除去し、ハードマスク１１をマスクにしてテンプレート基板１Ａをエッチングし、ハー
ドマスク１１を剥離する。これによって、溝（凹部）２を有する親テンプレート１が形成
される（ステップＳ１８、図２（ｇ））。
【００２５】
　そして、親テンプレート１から、子テンプレート５を形成する（ステップＳ１９、図２
（ｈ））。この子テンプレート５は、コピーテンプレートのことであり、ナノインプリン
ト法を用いた集積回路量産のためにはこのような子テンプレート５を大量に作製する必要
がある。親テンプレート１から子テンプレート５を作製するには、ナノインプリントリソ
グラフィを用いるのが一般的である。子テンプレート５は、親テンプレート１の凹凸が逆
転したものであり、親テンプレート１の凸部だった領域に凹部６，７が形成される。凹部
６は、最小パターン寸法形成領域に形成され、凹部７は、それ以外の領域に形成される。
【００２６】
　以上のようにして、テンプレートの作製処理が終了する。図３は、第１の実施の形態の
方法によって製造された子テンプレートの一例を示す平面図である。この図３に示される
ように、子テンプレート５の最小パターン寸法形成領域に形成される凹部６は、上記の側
壁パターン１３Ａに対応しており、閉ループを構成している。以上で説明した工程では、
側壁転写プロセスを用いて、子テンプレート５を形成しているので、芯材１２を除去する
ステップＳ１７以後のパターンは閉ループ状となっている。そのため、従来では、ステッ
プＳ１７（図２（ｅ））で、フォトリソグラフィ技術によって、閉ループを除去する処理
を行ってからテンプレート基板１Ａをエッチングしていたが、この第１の実施の形態では
、閉ループ除去処理を行わずに、テンプレート基板１Ａをエッチングしている。これによ
って、テンプレートの作製にかかる処理工程を削減することが可能となる。
【００２７】
＜半導体装置の製造方法＞
　図４は、本発明の第１の実施の形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示すフ
ローチャートであり、図５は、半導体装置の製造方法の手順の一例を模式的に示す断面図
である。ここでは、処理対象である被処理膜としてシリコン基板（以下、単に基板ともい
う）を例に上げ、シリコン基板に加工を行う場合について説明する。
【００２８】
　まず、被処理膜であるシリコン基板５１上に、シリコン窒化膜などのハードマスク層６
１Ａを形成する。ついで、ハードマスク層６１Ａ上に、熱硬化性または光硬化性の有機材
料からなるインプリント材７１Ａを必要量滴下し、上記のテンプレートの製造方法で作製
された閉ループ除去処理をしていない子テンプレート５のパターン形成面をハードマスク
層６１Ａと対向させながら、基板５１に押し付ける（ステップＳ３１、図５（ａ））。こ
の状態で、基板に紫外線などの光を照射し、または基板５１を加熱し、インプリント材７
１Ａを固化させる。その後、子テンプレート５を基板５１から取り外すことによって、ハ
ードマスク層６１Ａ上に、レジストパターン７１が形成される（ステップＳ３２、図５（
ｂ））。上記したように、子テンプレート５は、最小寸法パターン形成領域では閉ループ
構造を有しているので、レジストパターン７１も最小寸法パターン形成領域では閉ループ
構造を有している。
【００２９】
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　ついで、レジストパターン７１をマスクとしてハードマスク層６１Ａをエッチングして
、ハードマスク６１を形成する（ステップＳ３３、図５（ｃ））。なお、このハードマス
ク６１も、子テンプレート５のパターン形状がそのまま転写されたものであるので、平面
視上では、最小寸法パターン形成領域のパターンの端部において、閉ループ構造を有して
いる。
【００３０】
　その後、ハードマスク６１を形成した基板５１上に、レジストを塗布し、リソグラフィ
技術によってレジストパターン７２を形成し、ハードマスク６１の閉ループを除去する処
理を行う（ステップＳ３４、図５（ｄ））。図６は、閉ループ除去時に使用される露光マ
スクの一例を示す図である。この図に示されるように、この閉ループの切断に用いる露光
マスク９０は、遮光膜９２で覆われた透明基板上に、ナノインプリントで形成したハード
マスク６１のラインアンドスペース部のライン端部に光が照射されるように透光部（窓）
９１を設けたパターンとなっている。また、この露光処理に用いられる露光マスク９０は
、光学的近接効果（ＯＰＥ： Optical　Proximity　Effect）やプロセス的近接効果（Ｐ
ＰＥ： Process　Proximity　Effect）をマスクパターンで補正したマスクにすることが
望ましい。さらに、露光処理にＡｒＦ液浸露光装置を用いてもよいが、露光工程のパター
ンサイズがナノインプリントリソグラフィそれよりも大きいので、より長波長の露光光を
使用する露光装置を用いてもよい。これによって、ウエハ工程でのプロセスコスト低減を
図ることができる。
【００３１】
　このような露光マスク９０を使用して、ハードマスク６１の閉ループ部に対応する領域
のみレジストを除去したレジストパターン７２を形成する。そして、このレジストパター
ンをマスクとして、ハードマスク６１をエッチングし、ハードマスク６１の閉ループ部が
除去される。この結果、ハードマスク６１は、最小寸法パターン形成領域では、ラインア
ンドスペースパターンに対応したマスクが形成される。
【００３２】
　レジストパターン７２を除去した後、閉ループ除去処理されたハードマスク６１を用い
て、被処理膜である基板５１をエッチングし、凹部５２を形成する（ステップＳ３６、図
５（ｅ））。以上のようにして、基板５１などの被処理膜の加工処理が行われる。この後
は、従来の半導体装置の製造プロセスと同様にして処理が行われる。
【００３３】
　なお、上述した説明では、子テンプレート５のパターンをハードマスク層６１Ａに転写
してハードマスク６１を形成した後に、ハードマスク６１の閉ループパターンを除去する
工程を、その目的のみとして独立に行っていたが、半導体装置を製造する処理工程におい
て、ウエハ上の閉ループを除去する工程は、他の工程にマージすることも可能である。こ
のようにナノインプリント工程でパターンを形成し、閉ループ除去処理をウエハ（基板）
上のプロセスで行ったとしても、工程数の増加、すなわちコストの増加は生じることがな
い。
【００３４】
　図７は、ナノインプリント法を用いて半導体装置を製造する場合における従来例と第１
の実施の形態の工程数を比較する図である。従来例のように、テンプレートに最小寸法パ
ターンとともにそれ以外の大パターンを形成し、さらにテンプレート上で閉ループ除去処
理まで行う場合には、テンプレートを製造する工程数がたとえば３０工程近くなる。これ
は、たとえば上述した特許文献３に記載のテンプレート製造方法で、側壁パターンの閉ル
ープを除去するには、成膜工程、リソグラフィ工程、エッチング工程および剥離工程が追
加されることによる。そして、このような新たな工程の追加によって、テンプレートの製
造プロセスはさらに複雑なものとなり、テンプレート製造の歩留まりを下げてしまうとい
う問題点がある。つまり、このようなテンプレートの加工は、微細な寸法の加工であるの
で、コスト高の要因となる。また、このような複雑なプロセスを経て作製されるテンプレ
ートを用いて半導体装置を製造した場合には、半導体装置の製造コストも上がってしまう
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という問題点もあった。
【００３５】
　一方、第１の実施の形態のように、閉ループ処理をテンプレート上で行わず、閉ループ
構造を有するパターンを処理対象である基板５１上に形成し、基板５１上で閉ループ除去
処理を行うようにすると、テンプレートを製造するための工程数を、１／３近くに減少さ
せることが可能となる。また、閉ループ除去処理を基板５１上で行うようにしても、閉ル
ープ除去処理を、他の工程とマージすることが可能であるので、半導体装置の製造工程数
は、従来例と比較してほとんど増加しない。
【００３６】
　ここで、閉ループ除去工程を他の工程とマージする例について説明する。ＮＡＮＤ型フ
ラッシュメモリのメモリセルを形成する際に、閉ループ除去処理を施していないテンプレ
ートを用いてパターニングを行なってワード線を形成すると、隣接する一対のワード線間
の端部には閉ループ構造が形成される。この閉ループ構造を除去する工程は、たとえばメ
モリセルがフローティングゲート構造の場合には、フローティングゲート電極の所定の深
さまで開口した所定形状の開口部をエッチングすることによって抵抗素子またはキャパシ
タンス素子を形成する工程にマージさせることができる。
【００３７】
　この第１の実施の形態によれば、インプリント法で半導体装置を製造する場合に、隣接
する一対のラインアンドスペースパターン間の端部が接続される閉ループ構造の除去処理
を行っていないテンプレートを用いて、被処理対象上にパターンを形成し、被処理対象上
でパターンに形成される閉ループパターンをリソグラフィ技術によって除去した。これに
よって、テンプレートの製造歩留まりを下げることなく、所望の特性を有する半導体装置
を製造することができるという効果を有する。また、テンプレートの製造にかかるコスト
を従来に比して抑えることができるとともに、半導体装置の製造工程数を大幅に増加させ
ることがないので、半導体装置の製造にかかるコストも従来に比して抑えることができる
という効果を有する。
【００３８】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態では、最小寸法パターンとそれ以外の大パターンとを有し、閉ループ
除去処理を行っていないテンプレートを用いて、基板上にパターンを形成し、基板上で閉
ループ除去を行う場合について説明した。この第２の実施の形態では、最小寸法パターン
を有し、閉ループ除去処理を行っていないテンプレートを用いて基板上にパターンを形成
した後、最小寸法パターン以外のパターンをリソグラフィで基板上に形成し、閉ループ除
去処理を行う場合について説明する。
【００３９】
　そこで、以下では、まず閉ループ除去処理を行っていない最小寸法パターンのみを有す
るテンプレートの製造方法を説明した後、そのテンプレートを用いた半導体装置の製造方
法について説明する。
【００４０】
＜テンプレートの製造方法＞
　図８は、第２の実施の形態で使用されるテンプレートの製造方法の処理手順の一例を示
すフローチャートであり、図９は、テンプレートの製造方法の手順の一例を模式的に示す
断面図である。
【００４１】
　まず、第１の実施の形態のステップＳ１１～Ｓ１４と図２（ａ）～図２（ｃ）で示した
ように、テンプレート基板１Ａ上にハードマスク層１１Ａとコア層１２Ａを順に堆積し、
リソグラフィ技術とエッチング技術とを用いて所望の寸法とピッチを有するパターンをコ
ア層１２Ａに形成して芯材１２を形成した後、芯材１２に側壁パターン１３Ａを形成する
（ステップＳ５１～Ｓ５４）。
【００４２】
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　ついで、側壁パターン１３Ａを形成した芯材１２のうち、芯材１２をＶＰＣ法などのエ
ッチングによって除去する（ステップＳ５５、図９（ａ））。このとき、第１の実施の形
態とは異なり、テンプレート基板１Ａ上に形成されたすべての芯材１２が除去される。
【００４３】
　その後、下地となるハードマスク層１１Ａを、側壁パターン１３Ａをマスクとしてエッ
チングする（ステップＳ５６、図９（ｂ））。これによって、ハードマスク層１１Ａに側
壁パターン１３Ａが転写され、ハードマスク１１が形成される。
【００４４】
　ついで、マスクとなった側壁パターン１３Ａをエッチングによって除去し、ハードマス
ク１１をマスクにテンプレート基板１Ａをエッチングした後、ハードマスク１１を剥離す
る。これによって、親テンプレート１が形成される（ステップＳ５７、図９（ｃ））。そ
して、ナノインプリントリソグラフィなどの方法によって、親テンプレート１から子テン
プレート５を形成する（ステップＳ５８、図９（ｄ））。
【００４５】
　以上のようにして、テンプレートの製造処理が終了する。図１０は、第２の実施の形態
の方法によって製造された子テンプレートの一例を示す平面図である。この図１０に示さ
れるように、子テンプレート５には凹部６によってパターンが形成されている。このパタ
ーンは、最小寸法のラインアンドスペースパターンであり、その端部は閉ループ構造を有
している。第１の実施の形態では、最小寸法パターンのほかに、それ以外の寸法の大パタ
ーンもテンプレート上に形成していたが、この第２の実施の形態では、最小寸法パターン
のみをテンプレート上に形成したので、テンプレート基板上で大パターンを形成するため
のリソグラフィ工程を削減することができるので、第１の実施の形態に比して、さらにテ
ンプレートの作製にかかる処理工程を削減することが可能となる。
【００４６】
＜半導体装置の製造方法＞
　図１１は、本発明の第２の実施の形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示す
フローチャートであり、図１２は、半導体装置の製造方法の手順の一例を模式的に示す断
面図である。
【００４７】
　まず、処理対象であるシリコン基板などの基板５１上に、種類の異なる第１のハードマ
スク層６２Ａと第２のハードマスク層６３Ａを順に堆積する。第１と第２のハードマスク
層６２Ａ，６３Ａとして、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜などを例示することができる
。ついで、第２のハードマスク層６３Ａ上に、光硬化性または熱硬化性の有機材料からな
るインプリント材７１Ａを必要量滴下し、上記のテンプレートの製造方法で作製された、
閉ループ除去処理をしていない最小寸法パターンのみが形成された子テンプレート５のパ
ターン形成面を第２のハードマスク層６３Ａと対向させながら、基板５１に押し付ける（
ステップＳ７１、図１２（ａ））。この状態で、基板５１に紫外線などの光を照射し、ま
たは基板５１を加熱し、インプリント材７１Ａを固化させた後、子テンプレート５を基板
５１から取り外すことによって、第２のハードマスク６３Ａ上に、レジストパターン７１
が形成される（ステップＳ７２、図１２（ｂ））。
【００４８】
　ついで、レジストパターン７１をマスクとして第２のハードマスク層６３Ａをエッチン
グして、第１のハードマスク６３を形成する（ステップＳ７３、図１２（ｃ））。なお、
この第１のハードマスク６３は、子テンプレート５のパターン形状がそのまま転写された
ものであるので、最小寸法パターンのみであり、また、ラインアンドスペースパターンの
端部において閉ループ構造を有している。
【００４９】
　その後、第１のハードマスク６３を形成した基板５１上にレジストを塗布した後、フォ
トリソグラフィ技術によって、最小寸法パターン形成領域以外の領域に周辺回路などの大
パターンを形成するためのレジストパターン７２を形成する（ステップＳ７４、図１２（
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ｄ））。その後、第１のハードマスク６３とレジストパターン７２とをマスクとして第１
のハードマスク層６２Ａをエッチングし、第２のハードマスク６２を形成する（ステップ
Ｓ７５、図１２（ｅ））。これによって、最小寸法パターン形成領域では、最小寸法パタ
ーンのマスクが形成され、それ以外の領域では、大パターンのマスクが形成される。
【００５０】
　ついで、第２のハードマスク６２が形成された基板５１上にレジストを塗布した後、リ
ソグラフィ技術によって、第２のハードマスク６２の閉ループを除去するためのレジスト
パターン７３の形成処理を行う（ステップＳ７６、図１２（ｆ））。このレジストパター
ン７３の形成処理は、第１の実施の形態で説明したのと同様である。
【００５１】
　その後、レジストパターン７３をマスクとして、露出した第２のハードマスク６２をエ
ッチングし、第２のハードマスク６２の閉ループ部分が除去される（ステップＳ７７）。
この閉ループ部分が切断されることによって、ラインアンドスペースパターンが形成され
る。
【００５２】
　レジストパターン７３を除去した後、閉ループ除去処理された第２のハードマスク６２
を用いて、基板５１をエッチングし、凹部５２を形成する（ステップＳ７８、図１２（ｇ
））。以上のようにして、基板などの被処理膜の加工処理が行われる。この後は、従来の
半導体装置の製造プロセスと同様にして処理が行われる。
【００５３】
　なお、上述した半導体装置の製造工程では、最初に第２のハードマスク６２の閉ループ
除去処理を行い、その後で周辺回路の形成処理を行っていたが、これらの工程の順序を逆
にしてもよい。また、第２のハードマスク６２の閉ループ除去処理を、半導体装置の製造
工程の他のリソグラフィ工程とマージしてもよい。
【００５４】
　ここで、第２の実施の形態における半導体装置の製造方法の具体例について、ＮＡＮＤ
型フラッシュメモリの素子分離パターンを形成するためのリソグラフィプロセスを例に挙
げて説明する。図１３は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの素子分離パターンを形成するた
めの手順の一例を模式的に示す平面図である。ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ２５０の素子
分離パターンは、（メモリ）セル部２６０と呼ばれる最も微細な線幅が要求されるパター
ンと、周辺回路部２７０と呼ばれるセル部よりも線幅が大きいパターンとに大別される。
一般的に、セル部２６０のパターンはラインアンドスペースなど単純な繰り返しパターン
となる場合が多く、周辺回路部２７０はデバイス設計者が設計したランダムなデバイス回
路パターンとなる。
【００５５】
　まず、図１３（ｂ）に示されるように、被加工膜が形成された半導体基板上に、テンプ
レート製造方法で凹部６が形成された子テンプレート５を用いたナノインプリントリソグ
ラフィ法によって、セル部２６０のレジストパターンを形成するための第１のリソグラフ
ィ処理を行う。この子テンプレート５は上述したように側壁転写工程を用いて作製されて
いるので、最小寸法パターンは閉ループ構造を有している。その後、このレジストパター
ンをマスクとして、被加工膜をエッチングし、半導体基板上に被加工膜パターンを形成す
る。この被加工膜パターンは、ラインアンドスペースパターン２０１が形成されてなるも
のであるが、隣接する一対のラインアンドスペースパターン２０１間の端部２０１Ａはパ
ターンで接続された構造を有している。
【００５６】
　第１のリソグラフィ処理をナノインプリント法で行った後、図１３（ｃ）に示されるよ
うに、被加工膜パターンを形成した半導体基板上にレジストを塗布し、ラインアンドスペ
ースパターン２０１の閉ループ（端部２０１Ａ）を切断するための露光処理（第２のリソ
グラフィ処理）を行う。この閉ループの切断に用いるマスクパターンを形成するための露
光マスク１００は、遮光膜１０１が形成された透明基板のナノインプリントで形成したラ
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インアンドスペースパターン２０１のライン端部２０１Ａに光が照射されるように開口部
（窓）１０２を開けたパターンとなっている。
【００５７】
　その後、図１３（ｃ）に示されるように、半導体基板上の全面にレジストを塗布し、露
光マスク１１０を用いて、周辺回路パターン２２０形成のための第３のリソグラフィ処理
を施す。周辺回路パターン２２０が形成された露光マスク１１０を通してレーザビームを
レジストに照射する。
【００５８】
　その後、ナノインプリントリソグラフィで形成された最小寸法パターン２１０と、第３
のリソグラフィ処理で形成された周辺回路パターン２２０と、をマスクとして、被加工膜
をエッチングし、最小寸法パターン形成領域と周辺回路パターン形成領域のそれぞれに素
子分離の加工パターンが形成される。
【００５９】
　なお、ここでは、図１３（ｂ）の閉ループ除去処理の後に、周辺回路パターンの形成処
理を行っているが、この順番は逆でもよい。
【００６０】
　この第２の実施の形態によっても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【００６１】
（第３の実施の形態）
　この第３の実施の形態では、第１と第２の実施の形態とは異なる方法でテンプレートを
製造する場合について説明する。
【００６２】
　図１４は、第３の実施の形態によるテンプレートの製造方法の手順の一例を示す断面図
である。まず、石英などのテンプレート基板１Ａ上にＣｒやＭｏＳｉなどのテンプレート
基板１Ａに対してエッチングマスクとなるハードマスク層１５Ａを堆積する。ついで、ハ
ードマスク層１５Ａ上にレジストを塗布し、第１のリソグラフィ処理を行って、後に側壁
パターンの芯材となるレジストパターン２１を形成する（図１４（ａ））。このレジスト
パターン２１の形成は、第１の実施の形態で説明したのと同様である。
【００６３】
　その後、このレジストパターン２１をマスクに下地のハードマスク層１５Ａをエッチン
グし、芯材１５パターンを形成する。なお、第１の実施の形態では、テンプレート基板１
Ａ上にハードマスク層１１Ａとコア層１２Ａの２層を積層して、コア層１２Ａから芯材１
２が形成されていたが、この第３の実施の形態では、テンプレート基板１Ａ上にハードマ
スク層１５Ａの１層のみを堆積しているので、芯材１５はこのハードマスク層１５Ａから
形成される。
【００６４】
　つづけて、ＣＤＥ法やウェット法などの等方エッチングプロセスを用いて、形成した芯
材１５のスリミングを行う（図１４（ｂ））。このスリミングによって細らせる量は、テ
ンプレート上の最終的な寸法の約１／２（片側辺り）が目安である。芯材１５のスリミン
グプロセスが終了した後、レジストパターン２１を剥離する。
【００６５】
　ついで、形成した芯材１５パターンの側壁に側壁パターン１３Ａを形成する（図１４（
ｃ））。側壁パターン１３Ａの形成方法の詳細は省略するが、側壁材となる酸化膜や窒化
膜などの絶縁膜を芯材１５を形成したテンプレート基板１Ａ上に堆積し、エッチバックす
ることによって、芯材１５の側壁部のみに側壁パターン１３Ａを残す。側壁パターン１３
Ａの寸法は、側壁材の堆積膜厚にほぼ一致し、その世代の集積回路の最小寸法と同じ値に
なるように設定される。また、側壁パターン１３Ａの寸法は側壁材の堆積膜にほぼ一致す
るため、寸法制御性は極めて高い。
【００６６】
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　その後、側壁パターン１３Ａを形成した芯材１２が形成されたテンプレート基板１Ａ上
の全面にレジストを塗布し、最小寸法パターン形成領域以外の大パターン形成領域の芯材
１５を残存させるようにレジストパターン２２を形成する第２のリソグラフィ処理を行う
（図１４（ｄ））。これによって、最小寸法パターン形成領域は露出され、それ以外の大
パターン形成領域（たとえば周辺回路形成領域）はレジストパターン２２で覆われる。こ
のとき形成するレジスト膜厚は、第１のリソグラフィ処理でのレジスト膜厚よりも厚くな
る。
【００６７】
　ついで、最小寸法パターン形成領域の芯材１５をＶＰＣ法などのエッチング法によって
除去する（図１４（ｅ））。このとき、最小寸法パターン形成領域以外の大パターン形成
領域の芯材１５はレジストパターン２２で覆われているため除去されない。そして、レジ
ストパターン２２を剥離する。これによって、最小寸法パターン形成領域では、最終的な
目標となる寸法とピッチを有する側壁パターン１３Ａからなるパターン１３が形成され、
大パターン形成領域では、側壁パターン１３Ａを形成した芯材１５によるパターン１６が
形成された状態となる。
【００６８】
　その後、下地となるテンプレート基板１Ａを、最小寸法パターン形成領域ではパターン
１３をマスクとしてエッチングし、大パターン形成領域ではパターン１６をマスクとして
エッチングする（図１４（ｆ））。これによって、テンプレート基板１Ａには、パターン
１３，１６以外の部分に凹部２を有する親テンプレート１が形成される。そして、ナノイ
ンプリントリソグラフィなどの方法によって、親テンプレート１から子テンプレート５を
形成する（図１４（ｇ））。この子テンプレート５は、親テンプレート１の凹凸が逆転し
ており、親テンプレート１の凸部が凹部６となっている。
【００６９】
　なお、以上のようにして形成された子テンプレート５を用いて半導体装置を製造する方
法は、第１の実施の形態で説明したのと同様であるので、その説明を省略する。
【００７０】
　また、上記した説明では、第１の実施の形態のテンプレートの製造方法に対応するもの
であったが、第２の実施の形態のテンプレートの製造方法にも同様に適用することができ
る。この場合には、最小寸法パターンしか形成しないので、図１４（ｄ）で大パターン形
成領域にレジストパターン２２を形成する処理が必要なく（すなわち、第２のリソグラフ
ィ処理が不要であり）、図１４（ｅ）で、すべての芯材１５を除去する以外は、上記した
説明と同じである。
【００７１】
　この第３の実施の形態によれば、テンプレートを製造する際に、テンプレート基板１Ａ
をエッチングするためのハードマスク（パターン１３，１６）を形成するのに必要なハー
ドマスク層１５Ａを１層のみテンプレート基板１Ａ上に形成し、このハードマスク層１５
Ａから側壁転写プロセスによって最小寸法パターンを有するパターン１３を形成したので
、第１と第２の実施の形態の場合に比して、テンプレートの製造工程数を削減できるとい
う効果を、第１と第２の実施の形態の効果に加えて有する。
【００７２】
（第４の実施の形態）
　この第４の実施の形態では、第１の実施の形態のテンプレートの製造方法において、ハ
ードマスク層にパターンを転写する前の段階で、最小寸法パターンとそれ以外のパターン
（大パターン）とを分けて作成する場合について説明する。
【００７３】
　図１５は、この第４の実施の形態によるテンプレートの製造方法の手順の一例を示す断
面図である。まず、石英などのテンプレート基板１Ａ上に、ＣｒやＭｏＳｉなどのテンプ
レート基板１Ａに対してエッチングマスクとなるハードマスク層１１Ａと、酸化シリコン
膜（ＳｉＯ2膜）や窒化シリコン膜（ＳｉＮ膜）、ポリシリコン膜などの側壁転写プロセ



(13) JP 4825891 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

スにおいて芯材となるコア層１２Ａを順に堆積する。ついで、コア層１２Ａ上にレジスト
を塗布し、最小パターン寸法形成領域にのみ、後に側壁パターンの芯材となるレジストパ
ターン２１を形成する第１のリソグラフィ処理を行う（図１５（ａ））。
【００７４】
　その後、このレジストパターン２１をマスクに下地のコア層１２Ａをエッチングし、コ
ア層１２Ａのパターンを形成する。続けて、形成したコア層１２Ａのパターンに対して、
ＣＤＥ法やウェット法などの等方的なエッチングプロセスを用いて、スリミングを行う。
コア層１２Ａのスリミングプロセスが終了した後、レジストパターン２１を剥離する。以
上によって、最小寸法パターン形成領域にのみ芯材１２が形成される（図１５（ｂ））。
【００７５】
　ついで、形成した芯材１２の側壁に側壁パターン１３Ａを形成する（図１５（ｃ））。
この側壁パターン１３Ａは、たとえば、側壁材となる酸化膜や窒化膜などの絶縁膜を芯材
１２を形成したハードマスク層１１Ａ上に堆積させた後、エッチバックすることによって
、芯材１２の側壁部のみに形成することができる。また、この芯材１２は、最小寸法パタ
ーン形成領域のみ形成され、大パターン形成領域には形成されない。その後、芯材１２を
ＶＰＣ法などのエッチング法によって除去する（図１５（ｄ））。
【００７６】
　ついで、側壁パターン１３Ａが形成されたハードマスク層１１Ａ上にレジストを塗布し
、最小寸法パターン以外の大パターンを形成するためのレジストパターン２２を形成する
第２のリソグラフィ処理を行う（図１５（ｅ））。その後、最小寸法パターン形成領域で
は側壁パターン１３Ａをマスクとして、また大パターン形成領域ではレジストパターン２
２をマスクとして、ハードマスク層１１Ａをエッチングし、ハードマスク１１を形成する
（図１５（ｆ））。さらに、このハードマスク１１をマスクとして、テンプレート基板１
Ａをエッチングし、親テンプレート１を形成する（図１５（ｇ））。この親テンプレート
１には、ハードマスク１１が形成されていない部分に凹部（溝）２が形成される。そして
、この親テンプレート１から、ナノインプリントリソグラフィ法などの方法によって、子
テンプレート５を形成する（図１５（ｈ））。この子テンプレート５は、親テンプレート
１の凹凸を逆転したものであり、親テンプレート１の凸部に対応する部分が凹部６となっ
ている。以上によって、テンプレートの製造処理が終了する。
【００７７】
　なお、以上のようにして形成されたテンプレートを用いて半導体装置を製造する方法は
、第１の実施の形態で説明したのと同様であるので、その説明を省略する。
【００７８】
　この第４の実施の形態によっても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【００７９】
（第５の実施の形態）
　従来では、製造したテンプレートのパターン形状と、そのテンプレートによって形成さ
れた被処理膜に形成されるパターン形状については、検査するためのデータは存在しない
ので、これらのパターン形状がテンプレートの描画データに基づいて正しく製造されてい
るか否かを調べることができなかった。そこで、この第５の実施の形態では、第１～第４
の実施の形態で作製した親テンプレートと子テンプレート、および第１～第４の実施の形
態で説明したようにインプリントリソグラフィを用いて子テンプレートを被処理膜上に転
写したパターンを検査するために使用するパターン検査データの作成方法について説明す
る。
【００８０】
　図１６は、パターン検査データの作成方法の手順の一例を示すフローチャートであり、
図１７と図１８は、パターン検査データの作成方法の手順の一例を模式的に示す図である
。ここで、図１７は、閉ループ除去処理をしていない最小寸法パターンと大パターンとを
有する親テンプレートおよび子テンプレートと、子テンプレートを用いて被処理膜上に形
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成したパターンと、を検査するためのパターン検査データの作成方法の手順を示している
。また、図１８は、閉ループ除去処理をしていない最小寸法パターンのみを有する親テン
プレートおよび子テンプレートと、子テンプレートを用いて被処理膜上に形成したパター
ンと、を検査するためのパターン検査データの作成方法の手順を示している。
【００８１】
　まず、図１７（ａ）と図１８（ａ）に示される、テンプレートを製造する際に使用する
描画データ３０１に対して、プラスバイアス処理を行ってプラスバイアスデータ３０２を
作成し（図１７（ｂ）、図１８（ｂ））、また、マイナスバイアス処理を行ってマイナス
バイアスデータ３０３を作成する（ステップＳ１０１、図１７（ｃ）、図１８（ｃ））。
プラスバイアス処理は、描画データ３０１に含まれるパターンデータについて、その外周
部３０１Ａを所定量ａだけ太らせる処理であり、マイナスバイアス処理は、描画データ３
０１に含まれるパターンデータについて、その外周部３０１Ａを所定量ｂだけ細らせる処
理である。これらのバイアス量ａ，ｂとしては、回路上の最小線幅の１／２が目安である
。またプラスバイアス量ａとマイナスバイアス量ｂの絶対値は等しい（│ａ│＝│ｂ│）
ことが望ましいが、用いるテンプレート作製プロセスやウエハプロセスの特性によって、
プラスバイアス量ａとマイナスバイアス量ｂの絶対値を変えてもよい。
【００８２】
　ついで、プラスバイアスデータ３０２とマイナスバイアスデータ３０３を用いて、差分
データ３１０を作成する（ステップＳ１０２、図１７（ｄ）、図１８（ｄ））。この差分
データ３１０は、元のテンプレートの描画データ３０１から見ると、テンプレートの描画
データ３０１の周囲をループ状に取り囲んだ形状になっている。つまり、プラスバイアス
データ３０２とマイナスバイアスデータ３０３とが重なる部分については、データは存在
しないので白領域とし、両者が重ならない部分については、いずれかのデータが存在する
ので黒領域とすると、黒領域がループ状となっている。このループ状の部分が、側壁パタ
ーンに対応する。
【００８３】
　その後、差分データ３１０から第１のパターン検査データ３２０を作成する（ステップ
Ｓ１０３）。第１、第３および第４の実施の形態で説明したように、検査対象のテンプレ
ート、またはそのテンプレートから作製したパターンが、最小寸法パターンと大パターン
とを有する場合には、この差分データ３１０に、大パターン３１５を付加し、第１のパタ
ーン検査データ３２０を作成する（図１７（ｅ））。この第１のパターン検査データ３２
０は、第１、第３および第４の実施の形態で説明した、閉ループ除去処理を行っていない
最小寸法パターンと大パターンが形成された親テンプレート１と、子テンプレート５を用
いたインプリントリソグラフィで作製された被処理膜上に形成されたパターンの検査に用
いられる。
【００８４】
　なお、図１８に示されるように、閉ループ除去処理を行っていない最小寸法パターンの
みを有する親テンプレート１および子テンプレート５と、子テンプレート５を用いて形成
した被処理膜上のパターンと、に使用するパターン検査データの場合には、大パターンを
つける必要がないので、ステップＳ１０２で得られた差分データ３１０がそのまま第１の
パターン検査データ３２０となる（図１８（ｄ））。
【００８５】
　さらに、この第１のパターン検査データ３２０の白黒を反転させることで、第２のパタ
ーン検査データ３３０を作成する（ステップＳ１０４、図１７（ｆ）、図１８（ｅ））。
この第２のパターン検査データ３３０は、第１、第３および第４の実施の形態で説明した
、閉ループ除去処理を行っていない最小寸法パターンと大パターンが形成された子テンプ
レート５の検査に用いられる。以上によって、パターン検査データの作成処理が終了する
。
【００８６】
　なお、ここでは、プラスバイアス処理とマイナスバイアス処理を行って、両者の差分デ
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ータ３１０を取得するようにしているが、いずれかのバイアス処理のみを行い、そのバイ
アスデータと描画データ３０１との差分をとったものを差分データとしてもよい。
【００８７】
　上記したように、以上のようにして作成された第１のパターン検査データ３２０は、親
テンプレート１と、子テンプレート５を用いて形成した被処理膜上のパターンの検査に用
いられ、第２のパターン検査データ３３０は、子テンプレート５の検査に用いられる。こ
のパターン検査方法は、たとえば作製された親テンプレート１、子テンプレート５および
被処理膜上のパターンを、撮像装置などで撮像してその画像データを取得し、取得した画
像データと、上記のパターン検査データの作成方法で得られた第１または第２のパターン
検査データ３２０，３３０とを比較する処理を、情報処理装置などで実行させることによ
って行われる。
【００８８】
　なお、上述したパターン検査データの作成方法とパターン検査方法をコンピュータに実
行させるためのプログラムとすることも可能である。このパターン検査データの作成方法
またはパターン検査方法をコンピュータに実行させるためのプログラムは、インストール
可能な形式または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Disk　Read　Onl
y　Memory）、フロッピー（登録商標）ディスク、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Discま
たはDigital　Video　Disc）などのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて
提供される。また、上述したパターン検査データの作成方法またはをパターン検査方法を
コンピュータに実行させるためのプログラムを、インターネットなどのネットワークに接
続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提
供するように構成してもよい。
【００８９】
　このようにパターン検査データの作成方法またはパターン検査方法をコンピュータに実
行させるプログラムとすることで、上記したパターン検査データの作成方法またはパター
ン検査方法は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）の演算手段と、ＲＯＭ（Read　Onl
y　Memory）やＲＡＭ（Random　Access　Memory）などの記憶手段と、ＨＤＤ（Hard　Dis
k　Drive）などの二次記憶手段と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ装置などの外部記憶手段と、デ
ィスプレイ装置などの表示手段と、キーボードやマウスなどの入力手段と、また必要に応
じてネットワークボードなどのネットワークインタフェース手段と、を備えたパーソナル
コンピュータなどの情報処理装置で実行することができる。この場合には、二次記憶手段
にインストールされたパターン検査データの作成方法またはパターン検査方法をコンピュ
ータに実行させるプログラムを、ＲＡＭなどの記憶手段に展開し、演算手段で実行するこ
とで、上記の方法が行われる。
【００９０】
　この第５の実施の形態によれば、描画データ３０１に基づいて作製された親テンプレー
ト１および子テンプレート５と、子テンプレート５からインプリントリソグラフィで作製
された被処理膜上のパターンと、について、所望のパターンを有しているかについて検査
することができるという効果を有する。
【００９１】
　なお、上述した説明では、親テンプレート１から作製した子テンプレート５を用いて、
半導体装置を製造する場合を例に挙げたが、親テンプレート１をそのまま半導体装置の製
造に使用してもよい。
【符号の説明】
【００９２】
　１…親テンプレート、１Ａ…テンプレート基板、２，６，７，５２…凹部、５…子テン
プレート、１１，６１…ハードマスク、１１Ａ，１５Ａ，６１Ａ…ハードマスク層、１２
，１５…芯材、１２Ａ…コア層、１３，１４，１６…パターン、１３Ａ…側壁パターン、
２１，２２，７１，７２，７３…レジストパターン、５１…基板、６２…第１のハードマ
スク、６２Ａ…第２のハードマスク層、６３…第２のハードマスク、６３Ａ…第１のハー
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ドマスク層、７１Ａ…インプリント材、３０１…描画データ、３０１Ａ…外周部、３０２
…プラスバイアスデータ、３０３…マイナスバイアスデータ、３１０…差分データ、３１
５…大パターン、３２０…第１のパターン検査データ、３３０…第２のパターン検査デー
タ。
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