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(57)【要約】
【課題】
　レジストとして使用される有機組成物に変わる良好な
パターニングの結果をもたらす組成物を提供すること。
【解決手段】
安定化させた前駆体溶液が放射状無機コーティング材を
形成するべく使用され得る。該前駆体溶液は、一般的に
金属亜酸化物陽イオン、過酸化物系リガンド、および多
原子陰イオンを含む。この前駆体溶液の高レベルの安定
性を得るために前駆体溶液の設計をし得る。得られるコ
ーティング材は、紫外線、Ｘ線放射線又は電子ビーム放
射線のような選択された放射線によるパターニング用に
設計され得る。この放射状パターン形成されたコーティ
ング材が材料特性に関して高いコントラストを有し得る
ことによって、潜像の現像にきわめて低いライン幅粗さ
を有するラインおよびきわめて小さなピッチを有する隣
接構造体をうまく形成し得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水と、金属亜酸化物陽イオンと、多原子無機陰イオンと、過酸化物基を含んで成る感放
射線リガンドとの混合物を含んで成る無機パターン形成前駆体水溶液であって、その組成
は、金属亜酸化物陽イオンに対するリガンドのモル濃度比が少なくとも約２であり、前記
前駆体溶液が、相分離に関して、更に混合されることなく少なくとも約２時間安定する、
無機パターン形成前駆体水溶液。
【請求項２】
　約０．０１Ｍ～約１．４Ｍの金属亜酸化物陽イオン濃度を有し、前記金属亜酸化物陽イ
オン濃度の約０．５～約２倍の多原子無機陰イオン濃度を有する、請求項１に記載の水性
無機パターン形成前駆体水溶液の組成物。
【請求項３】
　前記金属亜酸化物陽イオンがＨｆＯ＋２、ＺｒＯ＋２、またはこれらの組合せを含んで
成り、前記多原子陰イオンが硫酸塩を含んで成り、および前記多原子陰イオンがホウ酸塩
、リン酸塩、タングステン酸塩、ケイ酸塩、またはこれらの組合せを含んで成る、請求項
１に記載の水性無機パターン形成前駆体水溶液の組成物。
【請求項４】
　金属亜酸化物陽イオンに対するリガンドのモル濃度比が少なくとも約５となっている、
請求項１に記載の水性無機パターン形成前駆体水溶液の組成物。
【請求項５】
　更に混合されることなく少なくとも約２４時間の安定性を有する、請求項１に記載の水
性無機パターン形成前駆体水溶液の組成物。
【請求項６】
　感放射線無機コーティング前駆体溶液の形成方法であって、
　金属亜酸化物陽イオンを含んで成る第一の水溶液、過酸化物基を有するリガンドを含ん
で成る錯体溶液および多原子無機陰イオンを含んで成る組成物とを混ぜ合わせて前記コー
ティング前駆体溶液を形成することを含んで成り、金属亜酸化物陽イオンに対するリガン
ドのモル濃度比が少なくとも約２となっている、方法。
【請求項７】
　前記無機陰イオンを導入前に、前記第一の水溶液を前記錯体溶液と混合してリガンド－
陽イオン混合溶液を形成し、前記多原子無機陰イオンを含んで成る溶液の添加前に前記リ
ガンド－陽イオン混合溶液を少なくとも約５分間エージングする、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　基板上に無機材料をパターン形成するための方法であって、
　溶媒と、金属亜酸化物陽イオンと、過酸化物基を含んで成るリガンドと、無機多原子陰
イオンとを含んで成る、放射線によるパターン形成可能なコーティング材の層を形成して
コート基板を形成すること、
　前記コート基板を加熱して前記溶媒の少なくとも一部を除去すること、
　前記コート基板に放射線のパターンを照射して、照射された箇所のコーティングを縮合
させること、および
　前記コーティングを現像液と接触させる前に前記コート基板を少なくとも約４５℃の温
度にまで照射した後に加熱すること
を含んで成る方法。
【請求項９】
　前記放射線として、紫外線または電子ビームが含まれる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記金属亜酸化物陽イオンがＨｆＯ＋２、ＺｒＯ＋２、またはこれらの組合せを含んで
成り、また前記多原子陰イオンが硫酸塩陰イオンを含んで成る、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記コーティング材は、金属亜酸化物陽イオンに対するモル濃度比が少なくとも約５で
あるリガンドを含んで成る、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記コーティング材の層が約１ｎｍ～約４０ｎｍの平均厚さを有する、請求項８に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記コート基板を現像組成物にさらして、露光されていない箇所における前記コーティ
ング組成物を少なくとも部分的に除去する工程をさらに含んで成る、請求項８に記載の方
法。
【請求項１４】
　基板および前記基板の表面上にパターン形成された無機材料を有して成る構造体であっ
て、前記パターン形成された無機材料が、約６０ｎｍ以下のピッチで約２．２５ｎｍ以下
の平均ライン幅ラフネスを有するか、または個々のフィーチャについて約３０ｎｍ以下の
平均幅を有する、エッジを有している構造体。
【請求項１５】
　前記パターン形成された無機材料が、金属亜酸化物組成物を含んで成る、請求項１４に
記載の構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照により本明細書中に援用される同時係属中の“Ｐｈｏｔｏｐａｔｔｅｒ
ｎａｂｌｅ　Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｈａｒｄｍａｓｋ”という名称のＳｔｏｗｅｒｓらの
米国仮特許出願番号第６１／３５０，１０３号に関する優先権を請求する。
【０００２】
政府の権利に関する記述
　本明細書中で説明される本発明の開発は、アメリカ科学財団研究（Ｕ．Ｓ．　Ｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）資金ＤＧＥ－０５４９５０３および
ＩＩＰ－０９１２９２１による政府支援により少なくとも部分的に資金提供され、連邦政
府は本発明において一定の権利を有する。
【０００３】
　本発明は、デバイスの素子を形成するために使用され、および／又は他の材料のパター
ニングを容易にするためのレジストとして使用され得るパターン形成された無機層に関す
る。本発明はさらに、パターニングを行うための方法の基となる放射線、および放射線に
よりきわめて高い解像度でパターン形成され得るコーティングを形成するために堆積され
得る前駆体溶液に関する。
【背景技術】
【０００４】
　半導体系デバイスおよび他の電子デバイスを形成する場合、構造を組み込むために一般
的に材料をパターン形成する。したがって構造は一般的に様々な材料からパターンを形成
する一連の蒸着およびエッチングステップの反復工程を通して形成される。この方法で非
常に多くのデバイスを小さな面積中に形成し得る。該技術のいくつかの進歩は、性能を向
上させるために望ましいデバイスの設置面積の低減を含み得る。
【０００５】
　放射線パターンを用いてそのパターンに対応する有機組成物の化学構造を変えるために
、放射線でパターン形成されるレジストとして有機組成物を使用され得る。例えば、半導
体ウェーハのパターニングのためのプロセスは、感放射線有機材料の薄膜からの所望の像
のリソグラフィによる転写を必要とする。レジストのパターニングは、一般的に選択され
たエネルギー源に、例えばマスクを介してレジストを露光して潜像を記録し、次いでレジ
ストの選択された領域を現像し除去することを含む幾つかのステップを伴う。ポジ型レジ
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ストの場合には、露光領域がそのような領域を選択的に除去可能にするために変換され、
一方、ネガ型レジストの場合には、未露光領域がより容易に除去可能である。
【０００６】
　一般的に放射線、反応性ガス、または溶液でパターンを現像してレジストの選択的感応
性部分を除去し得、一方、レジストの他の部分は、保護用耐エッチング層として働く。し
かしながら、像を効果的に現像するのには液状現像液を用い得る。保護用レジスト層の残
りの領域においてウィンドウまたはギャップを介して基板を選択的にエッチングすること
ができる。また、保護用レジスト層の残りの領域において、その現像済みウィンドウまた
はギャップを介して所望の材料を下にある基板の露光された領域中に堆積させ得る。最後
にその保護用レジスト層を除去する。この過程を繰り返してパターン形成された材料の追
加の層を形成し得る。化学蒸着法、物理蒸着法、又は他の所望の手法を用いる事で、これ
ら機能性無機材料を堆積し得る。導電性材料の蒸着またはドーパントの注入のような追加
の加工ステップを用い得る。ミクロ加工およびナノ加工の分野では、高い集積密度を達成
し、また回路機能を向上させるために集積回路における機能サイズは非常に小さくなった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００９／１２０１６９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／０２４２３３０Ａ号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１０／００４４６９８Ａ号明細書
【特許文献４】米国特許第７，２０８，３４１号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｈａｒｒｙ　Ｊ．Ｌｅｖｉｎｓｏｎ、「Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　
Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ」２ｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，ＳＰＩＥ　Ｐｒｅｓｓ，Ｍｏｎｏｇ
ｒａｐｈ　Ｖｏｌ．ＰＭ１４６（２００５）
【非特許文献２】Ｃｒｉｓ　Ｍａｃｋ、「Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ
ｓ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ，Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｏｆ　
Ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ」Ｗｉｌｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ（２００
７）
【非特許文献３】Ｐ．Ｚｉｍｍｅｒｍａｎ，Ｊ．Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃ
ｈｎｏｌ．，Ｖｏｌ．２２，Ｎｏ．５，２００９，ｐ．６２５
【発明の概要】
【０００９】
　第一の態様において本発明は、水、金属亜酸化物陽イオン、多原子無機陰イオンおよび
過酸化物基を含んで成るリガンドとの混合物を含んで成る無機パターン形成前駆体水溶液
に関する。その組成物は、金属亜酸化物陽イオンに対するリガンドのモル濃度の比が少な
くとも約２であり、このレジスト組成物は追加の混合なしに相分離に関して少なくとも約
２時間安定である。
【００１０】
　更なる態様において本発明は、感放射線無機コーティング前駆体溶液の形成方法に関し
、該方法は金属亜酸化物陽イオンを含む第一の水溶液、過酸化物基を有するリガンドを含
んで成る錯体溶液および多原子無機陰イオンを含んで成る組成物を混ぜ合わせてコーティ
ング前駆体溶液を形成することを含んで成る。ある実施態様では、金属亜酸化物陽イオン
に対するリガンドのモル濃度の比が少なくとも約２である。
【００１１】
　別の態様では本発明は、基板上で無機材料をパターン形成する方法に関し、該方法は、
放射線によるパターン形成可能なコーティング材の層を形成してコート基板の形成、該コ
ート基板の加熱による溶媒の少なくとも一部の除去、該コート基板の放射線パターンへの
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露光、および照射後の該コート基板の加熱を含んで成る。一般的に該パターン形成された
コーティング材は、金属亜酸化物陽イオン、過酸化物基を含んで成るリガンド、および多
原子無機陰イオンを含んで成る。コート基板の照射は、照射した場所でコーティングを縮
合させ得る。照射後のコート基板の加熱は、コーティングを現像液と接触させる前に少な
くとも約４５℃までの温度であってよい。
【００１２】
　他の態様では本発明は、基板および該基板表面上のパターン形成された無機材料とを含
んで成るパターン形成された構造体に関する。このパターン形成された無機材料は、パタ
ーン形成された半導体材料またはパターン形成された誘電材料を含んで成ることができ、
またこのパターン形成された無機材料は、約６０ｎｍ以下のピッチで約２．２５ｎｍ以下
の平均ライン幅ラフネスのエッジを有するか、または個々のフィーチャが約３０ｎｍ以下
の平均幅を有することができる。
【００１３】
　更なる態様において本発明は、基板とその基板表面のパターン形成された無機材料とを
含むパターン形成された構造体の形成方法に関する。該方法は、コーティング材の層に、
約１００ｍＪ／ｃｍ２以下の線量の極紫外線、または３０ｋＶで約３００μＣ／ｃｍ２以
下に相当する線量の電子ビームを照射するステップ、およびその照射された層を現像用組
成物と接触させて非照射材料を溶解し、パターン形成された無機材料を形成するステップ
を含んで成り得る。ある実施態様ではパターン形成された無機材料は、約６０ｎｍ以下の
平均ピッチを有するか、または個々のフィーチャが約３０ｎｍ以下の平均幅を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、リガンドに結合した金属陽イオンを示す模式図である。Ｍは金属原子を
表し、Ｏは酸素原子を表し、これらは放射線からエネルギーを吸収することによって誘発
される縮合反応を受ける。
【図２】図２は、潜像を有する放射線でパターン形成された構造体の模式的な斜視図であ
る。
【図３】図３は、図２の構造体の側平面図である。
【図４】図４は、潜像を現像して非照射コーティング材を除去してパターン形成された構
造体を形成した後の図２の構造体の模式的な斜視図である。
【図５】図５は、図４のパターン形成された構造体の側面図である。
【図６】図６は、下層をエッチングした後の図４および図５のパターン形成された構造体
の側平面図である。
【図７】図７は、パターン形成された縮合コーティング材をエッチングして除去した後の
図６の構造体の側平面図である。
【図８】図８は、「熱凍結」二重パターニング工程の流れの側平面図である。図２～４に
示す工程は、第一層を第二層に対して不溶性にするベーク後に繰り返される。
【図９】図９は、Ｈｆ系コーティング材による高さ約１００ｎｍの段差を有する金属ゲー
ト線を覆った段差被覆の走査型電子顕微鏡写真である。
【図１０】図１０は、２０ｍＪ／ｃｍ２の線量レベルで１９３ｎｍ波長干渉リソグラフィ
によりパターン形成したＺｒ系コーティング材における１２０ｎｍピッチ線の走査型電子
顕微鏡写真である。
【図１１】図１１は、電子ビームリソグラフィによりパターン形成したＨｆ系コーティン
グ材における３６ｎｍピッチ線の走査型電子顕微鏡写真である。
【図１２】図１２は、図１１に示したパターンの一部の拡大図である。
【図１３】図１３Ａは、電子ビームによりパターン形成し、２．３８％ＴＭＡＨ中で現像
した３６ｎｍピッチポストの走査型電子顕微鏡写真である。図１３Ｂは、電子ビームによ
りパターン形成し、２５％ＴＭＡＨ中で現像した３６ｎｍピッチポストの走査型電子顕微
鏡写真である。
【図１４】図１４は、１．６～１．８ｎｍのラフネスの線を有する現像したパターンの一
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部の走査型電子顕微鏡写真である。
【図１５】図１５は、電子ビームリソグラフィを用いて本明細書中で述べるコーティング
材で形成された二重パターン形成構造体の走査型電子顕微鏡写真である。
【図１６】図１６は、図１５に示したパターンの一部の拡大図である。
【図１７】図１７は、幅４０ｎｍのエッチングされたケイ素ナノピラーの走査型電子顕微
鏡写真である。ピラーは、Ｈｆ系コーティング材で形成されたハードマスクを介したイオ
ンエッチングにより作製された。
【図１８】図１８Ａ～Ｄは、本明細書中で述べるＨｆ系コーティング材を用いて行い、２
５％ＴＭＡＨ中で現像したＥＵＶリソグラフィの走査型電子顕微鏡写真である。各事例に
おいて図は、幅が指定のピッチのほぼ半分の線からなるその決められたピッチの線および
間隔、すなわちＡ）３２ｎｍピッチの線および間隔、Ｂ）３０ｎｍピッチの線および間隔
、Ｃ）２８ｎｍピッチの線および間隔、Ｄ）２６ｎｍピッチの線および間隔を示す。
【発明の詳細な説明】
【００１５】
　無機前駆体溶液の著しい改良によって、多原子イオンを含んで成る無機酸化物材料にす
ぐれた直接パターニングの結果を与える。この前駆体溶液を用いて、感放射線性無機コー
ティング材を堆積し得る。特に関心のある実施態様では、放射線への露光が、照射された
コーティング材を、現像剤組成物による除去に対して耐性を示す縮合された材料に変換す
る。非照射コーティング材の少なくとも一部の選択的な除去は、縮合したコーティング材
の領域を含むパターンおよび非照射コーティング材が除去されて下にある基板が露出した
領域とを残す。紫外線および／または電子ビームのような選択された放射線に対して敏感
であるようにコーティング材を設計し得る。さらにその前駆体溶液を配合することで、商
品流通に関する適切な貯蔵寿命を安定にし得る。
【００１６】
　また、この改良された前駆体溶液を形成するための組成の変更は、像の現像の改良も可
能にする。具体的には照射されたコーティング材は、現像液、例えば非照射コーティング
材を溶解するための適当な液体に対して高レベルな耐性を有する安定な無機材料をもたら
し得る。したがって、縮合したコーティング材を現像の間に除去することなくコーティン
グ層を薄くし得る。従来の有機レジストと比べて、本明細書中で述べる無機材料は、市販
の関連する機能層に対する多くのエッチング化学作用に対してきわめて高い耐性を有する
。これは、普通ならマスク機能に関してパターン形成される有機レジストを補うために使
用されるはずの中間の犠牲的無機パターン転写層を回避することを介して、工程の単純化
を可能にする。また、該コーティング材により便利な二重パターニングが可能になる。具
体的には熱処理後、その照射されるコーティング材の縮合部分は、更なる前駆体溶液を含
んで成る多くの組成物との接触に対して安定である。したがって、堆積されたハードマス
クコーティング材を前もって除去することなく多重パターニングを行い得る。
【００１７】
　続いて、所望の機能材料をパターン形成するためのマスクとしてこのパターン形成され
た材料を使用した後に、そのパターン形成された無機コーティング材を除去し得る。別法
では、得られたパターン形成された無機材料を、デバイスの構成要素として構造体中に組
み込むこともできる。パターン形成された無機コーティング材料を構造体中に組み込む場
合、放射線による材料の直接パターニングを使用することを介して、その加工手順の多く
のステップをなくすことができる。別法では、短波長の電磁放射線および／または電子ビ
ームを用いて露光させた薄い無機コーティング材を使用して非常に高い解像度の構造体を
形成することができること、また改良されたパターン形成構造体を形成するためにライン
幅ラフネスをきわめて低レベルまで低減できることが分かった。
【００１８】
　集積電子デバイス等の形成は、構造体内に個々の素子または構成要素を形成するための
材料のパターニングを含む。一般にこのパターニングは、互いにインターフェースで接続
して所望の機能性を引き出す層の一部を被覆する異なる組成物を含む。様々な材料が半導



(7) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

体を構成し得、半導体は、選択されたドーパント、誘電体、導電体、および／または他の
種類の材料を有し得る。高解像度のパターンを形成するにはパターンを導入するために感
放射線性有機組成物を使用することができる。該組成物は、選択されたパターンを導入す
るために選択的材料除去を使用できるように、組成物の一部を現像／エッチングに対して
耐性をもつように加工することができるため、レジストと呼び得る。選択されたパターン
またはパターンのネガに対する放射を使用してレジストを露光し、現像液に耐える領域お
よび現像液に溶ける領域を有するパターンまたは潜像を形成し得る。デバイス内に所望の
無機材料構造体を直接形成するために、および／または有機レジストの代わりの放射線で
パターン形成可能な無機レジストとして、本明細書中にて説明される感放射線性無機組成
物を使用することができる。どちらの場合もその顕著な工程改善を活用することができ、
また、パターン形成された材料の構造も改良することができる。
【００１９】
　コーティング材を形成するには、前駆体溶液をウェーハなどの基板表面に塗布する。あ
る態様では、コーティング組成物のレオロジー、例えば粘度が基板上に薄いコーティング
を形成できるように、その無機前駆体溶液は比較的低い金属イオン濃度を有する。より薄
いコーティングの使用は、放射線に露光させ、パターンを現像したときに、より高解像度
の構造体の形成と一致する。コーティング材のこの独立して加工可能な化学的部分の比較
的高い密度および小さい空間寸法を、ライン幅ラフネスの減少、小さいフィーチャサイズ
、および／またはきわめて高い解像度を有する構造体の形成のために活用し得る。
【００２０】
　特定の放射線の種類用に、本明細書中で説明されるコーティング材を設計し得、またこ
れに対応して所望のコーティング材組成物が得られるように前駆体溶液を配合し得る。具
体的にはコーティング材は、選択した放射線の所望の吸収作用を有するように設計され、
またより大きな放射線の吸収断面積を有するコーティング材を使用するほど、それに対応
してより低い放射線量の使用が可能になる。組成物の適切な選択により、そのパターン形
成組成物は、例えば紫外線、Ｘ線、または電子ビーム、ならびにそれぞれの放射線の種類
の範囲内の特定の波長または波長範囲に対して感応性であることができる。これらの特定
の放射線の種類は、短い放射波長に基づく小さなパターンを形成する能力によるものであ
ることが望ましい。したがって、本明細書中で説明されるコーティング材を使用して、デ
バイス形成能力を高めることができる対応する低ライン幅ラフネスにより効果的に小さな
パターンを形成し得る。また、放射線でパターン形成されたコーティング材は薄く、適切
な現像液に対する感受性に関して高いコントラストを有するため、非照射コーティング材
の除去後、構造体は隣接した構造体間の小さなピッチを有し得る。
【００２１】
　前駆体溶液は、金属亜酸化物陽イオン、過酸化物基を含む感放射線リガンドおよび多原
子陰イオンを有する水溶液を含んで成る。金属亜酸化物陽イオンは、金属元素および共有
結合した酸素原子を有する多原子陽イオンである。金属亜酸化物または金属水酸化物の水
溶液はゲル化および／または沈殿に関して不安定な傾向がある。具体的にはこれら溶液は
、溶媒を除去すると不安定になり、金属陽イオンによりオキソ水酸化物の網目を形成する
恐れがある。だが沈殿した材料は下記に説明するように有用な特性を有する場合もある。
改善された沈殿物の安定性および制御を前駆体溶液に処方することによって、放射線が材
料の変化を誘発するために使用され得る。また、具体的には過酸化物系リガンドは、その
材料の加工の制御も可能にしながら前駆体溶液を安定化させる。
【００２２】
　具体的には前駆体溶液は、その溶液の金属亜酸化物陽イオンに対する感放射線リガンド
のモル濃度の比が少なくとも約２、またある実施態様では少なくとも約５であるように、
十分な感放射線リガンドを含んで成り得る。具体的には過酸化物系リガンド濃度が高いほ
ど、前駆体安定性の驚くべき大きな改善をもたらす。理論によって制限されることを望む
ものではないが、感放射線リガンド濃度の増加によって、金属陽イオンのアグロメレーシ
ョンを減らして溶液を安定化させる。したがって前駆体溶液は更なる撹拌なしに、固形物
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の沈降に対して少なくとも２時間、また場合によっては例えば１月以上、著しく長時間安
定であることができる。長い安定時間のため、この改良された前駆体は、潜在的な商業的
利用に対する汎用性を増大させる。過酸化水素は望ましい感放射線リガンドを可能にする
が、他の無機過酸化物が適当である場合もある。ある態様では、有機過酸化物を使用する
ことができるが、一般的にはある電子技術の応用において少なくとも最終製品の形成の場
合、有機化合物は完全に除去されるべきである。
【００２３】
　さらに、金属亜酸化物陽イオンおよび多原子陰イオンから形成される材料が、それら材
料を電子デバイスなどの構成要素に適したものにする有用な材料特性を提供することがで
きることが発見されている。特性を調整するために材料に追加の金属陽イオンおよび陰イ
オンを取り込むこともできる。これらの一般的前駆体溶液については、ｋｅｓｚｌｅｒら
の「Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｄ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ　ａｎｄ　Ｌａｍｉ
ｎａｔｅｓ，Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ
　ａｎｄ　Ｌａｍｉｎａｔｅｓ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｕｓｅ　ａ
ｎｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ」という名称の（特許文献１）中にさらに記載されており
、これは参照により本明細書中に援用される（以後、「ｋｅｓｚｌｅｒのＰＣＴ出願」）
。本明細書中で説明されるように、前駆体溶液の著しい改良は、著しく高い感放射線リガ
ンド濃度の使用を介して達成される。さらにもっと驚くべきことに前駆体溶液中の感放射
線リガンド濃度の著しい増大は、放射線露光後により大きなコントラストを有するコーテ
ィング材をもたらし、その結果、さらに前駆体溶液の安定性がパターニングの改善および
より短い現像時間を達成するという驚くべき追加の利点も存在する。
【００２４】
　金属亜酸化物陽イオンは、所望の放射線吸収を達成するように選択され得る。具体的に
はＺｒＯ＋２系コーティング材は、波長１９３ｎｍで遠紫外線の良好な吸収を示す。Ｈｆ
Ｏ＋２系コーティング材は、放射Ｘ線および放射電子ビームの良好な吸収を示し、またコ
ーティング材に、密度および平滑度などの望ましい特性を与え得る。ある前駆体溶液は、
ＺｒＯ＋２およびＨｆＯ＋２陽イオンのブレンドを効果的に取り込んでコーティング材の
望ましい総合的特性を実現する。前駆体溶液は、リソグラフィにとって重要な幾つかの放
射波長の吸収を増すように追加の金属陽イオンを含むことができる。金属陽イオンは、水
との相互作用により様々な度合いで加水分解することができ、水による加水分解の状態は
一般にｐＨに大きく左右される。金属イオン濃度を選択して前駆体溶液の望ましい特性を
得ることができ、一般的により希薄な溶液はより薄いコーティング材の形成と一致する。
【００２５】
　硫酸塩陰イオンは前駆体溶液中に取り込むための望ましい多原子陰イオンであるが、他
の多原子陰イオンが硫酸塩陰イオンに対する望ましい代替物または添加物であってもよい
。多原子陰イオンの濃度は、様々な現像剤組成物に対するコーティング材の感受性と相関
関係があることが分かっている。幾つかの多原子陰イオンは、酸素原子および／または水
酸基と共有結合した金属原子を含み、また陰イオン構造もｐＨに左右されることがある。
【００２６】
　また、より安定性の高い精製前駆体溶液も、基板の放射線露光部分と未露光部分の間の
より大きなコントラストの可能性を有するコーティング材をもたらす。具体的には、露光
コーティング材は適切なやり方で現像剤組成物に対して抵抗して残ることができるが、非
照射コーティング材は適切な現像剤組成物で相対的により容易に溶解することができる。
非照射コーティング材は、照射コーティング材と比べて現像液に相対的により容易に溶け
るため、コーティング組成物の望ましい除去を今までどおり維持したままで現像液との接
触時間を減らすことができる。具体的にはこの改良された組成物および対応する材料によ
り、ライン幅ラフネスは驚くべき低レベルまで低減される。これに対応してピッチも、隣
接素子間の適切な絶縁、一般には電気的絶縁によりそれら隣接素子間できわめて小さくし
得る。照射されたコーティング組成物は、現像／エッチング工程に対して非常に耐性があ
り、その結果、基板表面上の照射済みパターン形成組成物の適切な部分を残したまま非照
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射コーティング組成物をきれいに取り除くことに関して現像工程の有効性を損なうことな
く、コーティング組成物をきわめて薄くすることができる。現像液に触れる時間を短縮で
きることは、さらにコーティングの露光部分を損傷することなく薄いコーティングを使用
することと一致する。
【００２７】
　一般的にパターニングを行うには、基板の表面全体または選択した部分に前駆体溶液を
塗布する。前駆体組成物は、例えば通常のコーティング手法を用いて基板上に堆積させる
ことができる。コーティング材の塗布に先立って、前駆体水溶液による濡れを向上させる
ために表面の親水性を増すように親水表面処理を用いて基板表面を調製することができる
。例えば、スピンコーティングを用いて前駆体溶液をウェーハまたは他の基板上に塗布す
ることができるが、他のコーティング手法、例えばスプレー塗装、ナイフエッジ塗装、ま
たは他の適切な技術を用いることもできる。前駆体溶液を塗布するために例えばスクリー
ン印刷、インクジェット印刷などの印刷技術を使用することもできる。しかしながら微細
形状パターニングは、一般には印刷を使用するのではなく放射線によるパターニングで行
われる。溶媒の少なくとも一部の除去は、コーティング材を更なる加工のために安定化さ
せることができる。溶媒は、部分的にはコーティング工程自体を通じて除去することがで
きる。また、溶媒の除去の一助となるようにコーティング材付き基板を加熱することもで
きる。十分に溶媒の除去後、コーティング材は、パターニングを考慮に入れても一般には
比較的安定であり、パターニングのためにさらに加工することができる。
【００２８】
　一般にコーティング材は、放射線への露光が照射領域においてコーティング材の組成を
潜像として変えるように感放射線性である。放射線パターンは、物理的マスクを介して放
射線を通過または反射させることにより導入され、適切な光学系を用いてパターン形成さ
れた放射線をコーティング材に送達し得る。これに加えてまたは別法では、放射線のビー
ムでコーティング材全体にわたって走査して、放射線への露光に基づく潜像としてコーテ
ィング材中にパターンを形成し得る。放射線吸収は、コーティング材の照射部分の縮合を
引き起こす。換言すれば、放射線吸収由来のエネルギーが金属イオンのアグロメレーショ
ンを引き起こして、照射された材料の性質を変える。
【００２９】
　理論に限定されることを望むものではないが、放射線を吸収すると過酸化物の官能基が
ばらばらになり、組成物がそれに対応して架橋金属－酸素結合の形成により縮合すると考
えられる。縮合反応により放射線パターンはコーティング材中のパターンに転写される。
具体的には、照射され、それに応じて縮合されたコーティング材のパターンと、コーティ
ング材がパターン形成される照射前の組成と実質上変わらない非照射コーティング材のパ
ターンが存在する。
【００３０】
　照射後の材料の加熱により材料特性のコントラストを、縮合したコーティング組成物と
非照射コーティング組成物の間で増大し得ることを発見した。具体的にはこの加熱工程が
、照射されたコーティング組成物の縮合を増進させることが分かる。加熱は、現像のステ
ップにおける非照射材料の除去能力をあまり変えない。
【００３１】
　パターン形成されたコーティング組成物を、コーティング材の非照射部分を除去する現
像液、例えば２．３８重量％の水酸化テトラメチルアンモニウム（半導体リソグラフィに
おける標準的現像液）にさらす。現像は、現像液組成を適切に選択することにより短時間
行うことができる。さらに縮合した照射済みコーティング材の安定化のため、縮合コーテ
ィング材は現像液に対してきわめて安定である。縮合コーティング材はきわめて硬いマス
キング材料を形成する。
【００３２】
　コーティング材のパターニング後、パターンを覆って追加の材料層を塗布し得、かつ／
または非照射コーティング材を除去することにより生じたウィンドウを介して追加のエッ
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チングを行って、パターン形成されたコーティング材中の潜像に基づき基板材料を選択的
に除去もし得る。このようなやり方で、パターン形成されたコーティング材を使用して様
々な組成物の更なる相補的なパターニングにより構造体を組み立て得る。イオンもまた、
電気的特性の制御のために、パターン形成されたコーティング材のウィンドウを介して選
択的に基板中に注入してよい。このパターン形成された無機コーティングの緻密性は、従
来の有機パターン形成コーティングと比べて高い注入抵抗をもたらす。このパターン形成
されたコーティング材はそれ自体が構造体に望ましい特性を組み込むことのできる無機材
料であるため、パターン形成されたコーティング材をデバイス中に直接組み込むことがで
きる。このパターン形成されたコーティング材を構造体に直接組み込む実施態様の場合、
レジストのパターニングおよび除去だけを達成する別個のステップが回避されるため、き
わめて大きな加工の利点を達成し得る。これらの使用法は下記の考察において詳しく述べ
る。
【００３３】
　前述のように、本明細書中で述べる感放射線コーティング材は、ネガレジストとして使
用され得る。パターン形成されたコーティング材を現像して非照射コーティング材を除去
した後に、パターンを追加の加工ステップのために使用し得る。具体的にはパターン形成
されたコーティングのギャップを介してエッチングし得る。さらに追加の材料を、追加の
材料がこのパターン形成されたコーティング材のギャップを貫通して下にある基板に達す
る状態で堆積させることができる。ある実施態様では、エッチングおよび／または蒸着の
組合せは、コーティング材中のパターンに基づく。コーティング材中のパターンに基づい
て追加の加工を行った後に、無機コーティング材すなわち無機レジストを、適当なエッチ
ング組成物または他のエッチング工程を用いて除去し得る。例えば、照射済みコーティン
グ材を、ドライＢＣｌ３プラズマエッチングまたは水性ＨＦウェットエッチングにより除
去し得る。ネガレジストとしての、またポジレジストのある実施態様としての同様の組成
物の使用法が、参照により本明細書中に援用されているケゼラーＰＣＴ出願中に記載され
ている。有機レジストと比べてこの無機コーティング材は、選択された放射線の吸収に関
して、また露光領域と未露光領域との間の高いコントラストに関して、高い解像度を適度
の放射線量で達成し得るような明確な利点を提供する。
【００３４】
　パターン形成された感放射線無機コーティング材の直接使用は、有機レジストを別個に
使用することなく、パターン形成された無機層の形成を可能にする。無機コーティング材
の照射領域と非照射領域との間の特性の大きなコントラストは、現像工程の間にコーティ
ング材の抵抗性縮合部分をあまり損傷することなく非照射部分をきれいに取り除くことが
できる薄いパターン層の形成を可能にする。このパターン形成された無機コーティング材
の密度および全般的耐エッチング性のため、パターン形成された薄いコーティング材は、
マスクとしてのこのパターン形成された無機コーティング材によって導かれ、例えばエッ
チングおよびイオン注入を含めた、構造体の更なる加工に効果的に使用することができる
。ある実施態様では、機能素子としてデバイス中に直接組み込まれる適切な厚さおよび物
理的性質を有する縮合無機コーティング材を設計し得る。例えば、参照により本明細書中
に援用される、Ｈｅｒｍａｎらの“Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ”という名
称の米国特許出願公開第２００５／０２４２３３０Ａ号に記載されているように製品金属
亜酸化物組成物を誘電体として使用し得る。また、金属亜酸化物組成物のある実施態様は
、参照により本明細書中に援用される、Ｈｅｒｍａｎらの“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
　Ｆｉｌｍ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ”という名称の米国特許出願公開第２０１０／００
４４６９８Ａ号に記載されているように半導体特性を示す。したがって、適切な機能性を
有するように該コーティング材を選択し得る。
【００３５】
　リソグラフィ手法の全般的使用法は、電子業界でよく知られている。例えば、Ｌｅｅら
の「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ　Ｂｏａｒｄ」という名称の米国特許第７，２０８，３４１号、Ｈａｒｒｙ　Ｊ．Ｌ
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ｅｖｉｎｓｏｎ、「Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ」２ｎｄ　Ｅ
ｄｉｔｉｏｎ，ＳＰＩＥ　Ｐｒｅｓｓ，Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　Ｖｏｌ．ＰＭ１４６（２０
０５）、およびＣｒｉｓ　Ｍａｃｋ、「Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ
　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ，Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｍ
ｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ」Ｗｉｌｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ（２００７
）を参照されたい。これら３つの文献はすべて参照により本明細書中に援用される。基板
は、ポリマーなどの他の基板を使用することもできるが、一般には単結晶シリコンウェー
ハであり、これは他の層を含んでもよい。具体的には本明細書中で述べる無機コーティン
グ材の加工温度は比較的低く、その結果、６００℃を超えるような高温では損傷なしに加
工することが不可能な基板上に、本明細書中で述べるパターン形成された無機コーティン
グ材の形成をきわめて高い解像度で行うことができる。本明細書中で説明される無機コー
ティング材を用いて素子をパターン形成することができる好適なデバイスには、例えば集
積電子回路、太陽電池、電子ディスプレイなどが挙げられる。
【００３６】
前駆体溶液
　前駆体溶液は、前駆体溶液の市販製品の貯蔵寿命が適切であるように、きわめて高レベ
ルの安定性を達成するように配合されてきた。また、前駆体溶液の配合が、金属陽イオン
の選択に基づいて選定された放射線に対して所望のレベルの放射線吸収を達成するように
設計され得ることが発見された。前駆体溶液は、金属酸化物の化学および多原子陰イオン
を含む金属陽イオンの水溶液に基づいている。前駆体溶液は、少なくとも部分的な溶媒除
去時にコーティング組成物を形成するように、また最終的には金属酸化物および多原子陰
イオンを含む無機固形物を形成するように設計される。前駆体溶液の制御は、金属陽イオ
ンに対して感放射線リガンド、具体的には過酸化物系リガンドの高い濃度に基づいている
。具体的には、水酸基対金属陽イオンのモル比が少なくとも２である場合、より安定な溶
液を形成することができる。より安定な前駆体溶液は、最終の照射コーティング材と非照
射コーティング材との間のより大きなコントラストという別の利点を提供する。
【００３７】
　前駆体水溶液は、一般的に１種類またはそれよりも多い種類の金属陽イオンを含んで成
る。水溶液中では金属陽イオンは、水分子との相互作用のため水和している。この相互作
用の性質は一般的にｐＨに左右される。具体的には加水分解が起こって酸素原子を金属イ
オンと結合させ、対応する水素イオンの放出により水酸化物リガンドまたはオキソ結合を
形成し得る。追加の加水分解が起こるに従って、溶液は金属酸化物の沈殿に関して、また
はゲル化に関して不安定になる。最終的には酸化物質を形成することが望ましいが、この
酸化物への進行は、まず溶液を加工してコーティング材にし、次いで多原子陰イオンを含
む最終の金属酸化物の組成物にする手順の一部として制御される。溶媒除去は酸化物の形
成に寄与することができるが、この手法は本明細書中で説明される過酸化物系リガンドの
使用なしには工程の有効な制御を実現しない。下記に述べるように過酸化物系リガンドを
用いて溶液の加工の有効な制御を実現することができる。
【００３８】
　こうして金属陽イオンの水溶液は、更なる加工の準備が整う。具体的にはそれを前駆体
水溶液の追加成分、すなわち溶液を金属酸化物の組成物の方へさらに進める準備の整った
金属亜酸化物として使用することが望ましい。一般には前駆体溶液は、約０．０１Ｍ～約
１．４Ｍ、更なる実施形態では約０．０５Ｍ～約１．２Ｍ、また追加の実施形態では約０
．１Ｍ～約１．０Ｍの金属亜酸化物陽イオンを含んで成る。当業者は、上記に明示した範
囲内の金属亜酸化物の別の範囲について検討し、それらも本発明の開示の範囲内にあると
認識するであろう。金属亜酸化物は、ハロゲン塩、例えば塩化物、フッ化物、臭化物、ヨ
ウ化物、またはこれらの組合せなどの適当な塩として加えることができる。前駆体溶液中
での金属亜酸化物イオンの使用に基づいて、感放射線リガンドの使用に基づく溶液の良好
な制御を維持したまま、比較的低レベルの加熱を用いて酸化物を形成することができる。
【００３９】
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　金属亜酸化物陽イオンとして様々な金属イオン、例えばＶＯ＋２、ＳｂＯ＋、ＲｅＯ３
＋、ＴｉＯ＋２、ＴａＯ＋３、ＴａＯ２

＋、ＹＯ＋、ＮｂＯ＋２、ＭｏＯ＋２、ＷＯ＋４

、ＷＯ２
＋２、ＡｌＯ＋、ＧａＯ＋、ＣｒＯ＋、ＦｅＯ＋、ＢｉＯ＋、ＬａＯ＋、ＣｅＯ

＋、ＰｒＯ＋、ＮｄＯ＋、ＰｍＯ＋、ＳｍＯ＋、ＥｕＯ＋、ＧｄＯ＋、ＴｂＯ＋、ＤｙＯ
＋、ＨｏＯ＋、ＥｒＯ＋、ＴｍＯ＋、ＹｂＯ＋、ＬｕＯ＋、ＴｉＯｙ（ＯＨ）ｚ

（４－２

ｙ－ｚ）＋、ＴａＯｙ（ＯＨ）ｚ
（５－２ｙ－ｚ）＋、ＹＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ

）＋、ＮｂＯｙ（ＯＨ）ｚ
（４－２ｙ－ｚ）＋、ＭｏＯｙ（ＯＨ）ｚ

（４－２ｙ－ｚ）＋

、ＷＯｙ（ＯＨ）ｚ
（６－２ｙ－ｚ）＋、ＡｌＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、Ｇａ
Ｏｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、Ｚｎ（ＯＨ）＋、ＣｒＯｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－

ｚ）＋、ＦｅＯｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＢｉＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）

＋、ＬａＯｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＣｅＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、
ＰｒＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、ＮｂＯｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、Ｐｍ

Ｏｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＳｍＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、ＥｕＯｙ

（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＧｄＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、ＴｂＯｙ（Ｏ
Ｈ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、ＤｙＯｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＨｏＯｙ（ＯＨ）

ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＥｒＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－２ｙ－ｚ）＋、ＴｍＯｙ（ＯＨ）ｚ
（

３－２ｙ－ｚ）＋、ＹｂＯｙ（ＯＨ）ｚ
（３－２ｙ－ｚ）＋、ＬｕＯｙ（ＯＨ）ｚ

（３－

２ｙ－ｚ）＋、またはこれらの組合せを準備することができる。パラメーターｙおよびｚ
は、イオンが金属原子の特定の酸化状態に基づいて正電荷を有するように選択することが
できる。特に関心のある金属亜酸化物陽イオンには、例えばＺｒＯ＋２、ＺｒＯＯＨ＋、
Ｚｒ（ＯＨ）２

＋２、Ｚｒ（ＯＨ）３
＋、ＨｆＯ＋２、ＨｆＯＯＨ＋、Ｈｆ（ＯＨ）２

＋

２、Ｈｆ（ＯＨ）３
＋、これらの組合せ、および／または他の金属亜酸化物陽イオンとの

組合せが挙げられる。さらにこの溶液は、追加の金属陽イオン、例えばハフニウム（Ｈｆ
＋４）、チタン（Ｔｉ＋４）、ジルコニウム（Ｚｒ＋４）、セリウム（Ｃｅ＋４）、スズ
（Ｓｎ＋４）、タンタル（Ｔａ＋５）、ニオブ（Ｎｂ＋４）、イットリウム（Ｙ＋３）、
モリブデン（Ｍｏ＋６）、タングステン（Ｗ＋６）、アルミニウム（Ａｌ＋３）、ガリウ
ム（Ｇａ＋３）、亜鉛（Ｚｎ＋２）、クローム（Ｃｒ＋３）、鉄（Ｆｅ＋３）、ビスマス
（Ｂｉ＋３）、スカンジウム（Ｓｃ＋３）、バナジウム（Ｖ＋４）、マンガン（Ｍｎ＋２

、Ｍｎ＋３、Ｍｎ＋４）、コバルト（Ｃｏ＋２、Ｃｏ＋３）、ニッケル（Ｎｉ＋２、Ｎｉ
＋３）、インジウム（Ｉｎ＋３）、アンチモン（Ｓｂ＋５）、イリジウム（Ｉｒ＋３、Ｉ
ｒ＋４）、白金（Ｐｔ＋２、Ｐｔ＋４）、ランタン（Ｌａ＋３）、プラセオジム（Ｐｒ＋

３）、ネオジム（Ｎｄ＋３）、プロメチウム（Ｐｍ＋３）、サマリウム（Ｓｍ＋３）、ユ
ーロピウム（Ｅｕ＋３）、ガドリニウム（Ｇｄ＋３）、テルビウム（Ｔｂ＋３）、ジスプ
ロシウム（Ｄｙ＋３）、ホルミウム（Ｈｏ＋３）、エルビウム（Ｅｂ＋３）、ツリウム（
Ｔｍ＋３）、イッテルビウム（Ｙｂ＋３）、ルテチウム（Ｌｕ＋３）、またはこれらの組
合せを含むことができる。前述のように溶液中の陽イオンの状態はｐＨに左右され、した
がって酸素配位の初期状態が溶液中で変わる可能性があるが、趨勢は酸化物の形成を引き
起こす加水分解の方向にある。過酸化物系リガンドは、ゲル化および最終的には沈殿を引
き起こす金属－酸素の網目の形成を妨げることが分かっている。したがって過酸化物を使
用して、過酸化物結合の破壊時に迅速に縮合することができる安定状態を形成することが
できる。
【００４０】
　金属陽イオンは、一般に放射線吸収に大きな影響を与える。したがって金属陽イオンは
、所望の放射線および吸収断面積に基づいて選択することができる。ＺｒＯ＋２は、１９
３ｎｍ波長の紫外線および他の遠紫外線の良好な吸収を示すことが分かっている。ＨｆＯ
＋２は、電子ビーム材料および極紫外線の良好な吸収を示す。放射線吸収用組成物の更な
るチューニングは、他の金属イオンの添加に基づいて調整することができる。例えば、チ
タン、亜鉛、カルシウム、インジウム、スズ、アンチモン、ビスマス、またはこれらの組
合せを含んで成る１種類またはそれよりも多い種類のイオン（陽イオンまたは陰イオン）
を前駆体溶液に加えて、例えば２４８ｎｍ波長の紫外線に対して感応性を示すようにより
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長波長に移動した吸収端を有するコーティング材を形成し得る。また、マグネシウム、ホ
ウ素、カルシウム、アルミニウム、ケイ素、リン、またはこれらの組合せを含む１種類ま
たはそれよりも多い種類のイオン（陽イオンまたは陰イオン）を用いて、より短波長にお
いて吸収断面積を増大させることもできる。吸収されたエネルギーは、過酸化物結合の破
壊を引き起こし得る過酸化物リガンドに移り、材料特性の所望の制御を実現する。
【００４１】
　また、前駆体溶液は一般には酸素系である多原子陰イオンを含んで成り得る。最終的な
無機酸化物の形成を通じて、酸素系多原子陰イオンを最終の固体材料内の酸化物中に持ち
込み得る。陽イオンの場合と同様にこれら陰イオンの性質はｐＨに左右され得る。適当な
酸素系多原子陰イオンには、例えばＳＯ４

－２、ＢＯ３
－３、ＡｓＯ４

－３、ＭｏＯ４
－

２、ＰＯ４
－３、ＷＯ４

－２、ＳｅＯ４
－２、ＳｉＯ４

－４、それらのプロトン化形態、
およびそれらの組合せを含む。一般に前駆体溶液は、金属亜酸化物陽イオン濃度の約０．
５～約２．０倍の、他の実施態様では金属亜酸化物陽イオン濃度の約０．７５～約１．５
倍の、また更なる実施態様では金属亜酸化物陽イオン濃度の約０．８～約１．３倍の多原
子陰イオン濃度を含む。当業者は、上記に明示した範囲内の陰イオン濃度の別の範囲につ
いて検討し、それらも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。多原子陰イ
オンはｐＨ調整が適している場合には酸として加えることもでき、および／または多原子
陰イオンは所望の金属陽イオンと共に加えることもできる。前駆体溶液は一般に、金属亜
酸化物陽イオンと共に加えてよいハロゲン陰イオンなどの追加の陰イオンを含んだ状態で
調製し得る。ハロゲン陰イオンは過酸化物リガンドと反応して、Ｃｌ２、Ｂｒ２、または
Ｉ２などのハロゲン分子を形成し得る。ハロゲンイオンとの反応は過酸化物濃度を、加え
た過酸化物の量に対して適度な量まで低下させる。
【００４２】
　過酸化物系リガンドは、組成物を縮合に対して安定化させる。具体的には過酸化物系リ
ガンドの高い相対濃度においては、縮合した金属酸化物または金属水酸化物を形成するこ
となくかなりの量の水を組成物から除去し得る。この安定性の発見に基づいて良好な貯蔵
安定性を有する高濃度の感放射線リガンドを用いて、コーティングを形成するための都合
のよい加工手続きを保持したままで溶液を形成することができる。特に関心のある感放射
線リガンドは過酸化物基－Ｏ－Ｏ－を有する。さきに図１の脈絡において述べたように吸
収された放射線由来のエネルギーは、この酸素－酸素結合を破壊し得る。過酸化物基が破
壊されるにつれてＭ－Ｏ－Ｍ結合（ここで、Ｍは金属原子を表す）の形成により組成物が
縮合するため、対応する安定化が失われる。したがって縮合を放射線により制御すること
ができる。高い感放射線リガンド濃度を有する組成物は、自然縮合の回避に関してきわめ
て安定であり得る。
【００４３】
　化学的に最も単純なリガンド組成物は過酸化水素Ｈ２Ｏ２であり、これは水溶性である
。追加の過酸化物系リガンドは、例えば有機組成物および／または無機組成物を含んで成
る。多くのデバイスにとって炭素は不都合であるため、ある実施態様では無機過酸化物系
リガンドが望ましい。無機過酸化物を感放射線リガンドとして使用する場合、感放射線リ
ガンド由来の炭素汚染の危険性が回避される。好適な無機過酸化物リガンドには、例えば
ペルオキシ硫酸塩イオン（ＳＯ５Ｈ－）、ペルオキシ二硫酸塩イオン（Ｓ２Ｏ８

－２）、
ペルオキシ塩素酸イオン（ＣｌＯ５Ｈ－）等、およびこれらの組合せを含んで成る。前駆
体組成物は、一般には金属陽イオン濃度の少なくとも約２倍の、更なる実施態様では少な
くとも約３倍の、他の実施態様では少なくとも約４倍の、また追加の実施態様では金属陽
イオン濃度の約５～約２５倍のリガンド濃度を含んで成る。
【００４４】
　一般には所望の化合物を溶解して水溶液を形成する。溶液の成分を溶解し混ぜ合わせた
後、種の特性が水和および過酸化物系リガンド結合の結果として変わってよい。溶液の組
成について本明細書中で言及する場合、溶液中の種の性質があまりよく知られていないた
め、その言及は溶液に加えられる成分に関するものである。
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【００４５】
　ある実施態様では、混ぜ合わせることができる別々の溶液を形成して混合により前駆体
溶液を形成することが望ましいことがある。具体的には、金属亜酸化物陽イオン、任意の
追加の金属陽イオン、過酸化物系リガンド、および多原子陰イオンのうちの１種類または
それよりも多い種類を含んで成る別々の溶液を形成し得る。複数の金属陽イオンを導入す
る場合、それら複数の金属陽イオンを同じ溶液に導入し、かつ／または別個の溶液に導入
し得る。一般にこれら別々の溶液を十分に混合し得る。ある実施態様では、次いで過酸化
物系リガンドが金属陽イオンと共役し得るように金属陽イオン溶液を過酸化物系リガンド
溶液と混合する。得られた溶液は安定化金属陽イオン溶液と呼ぶことができる。ある実施
態様では更なる加工に先立ってこの安定化金属陽イオン溶液を少なくとも約５分間、また
更なる実施形態では少なくとも約１５分間放置して安定化させる。高分子陰イオン溶液を
安定化金属陽イオン溶液に加えて安定化前駆体溶液を形成し得る。前駆体溶液のある実施
態様では、この溶液を混ぜ合わせる順序によって、より望ましい結果がもたらされること
もある。この溶液は、適切な混合条件下で、かつ良好な混合を達成するための適切な速度
で混ぜ合わせ得る。
【００４６】
　前駆体溶液中の種の濃度を選択して溶液の所望の特性を達成し得る。具体的には、低濃
度の方が全体的に見てスピンコーティングなどの幾つかのコーティング方法にとって溶液
の望ましい特性をもたらすことができ、また妥当なコーティングパラメーターを用いてよ
り薄いコーティングを達成し得る。一般に濃度は、選択したコーティング方法に適切なよ
うに選択され得る。前述のように過酸化物系リガンド対金属陽イオンの比較的大きな比率
を用いて前駆体溶液を大幅に安定化させ得る。前駆体溶液の安定性は、初期の溶液に対す
る変化に関して評価を行い得る。具体的には溶液は、大きなゾル粒子の生成により相分離
が生ずる場合、安定性を失う。本明細書中で説明される安定化手法の改良に基づき、溶液
は追加の混合なしに少なくとも約２時間、更なる実施態様では少なくとも約１日、他の実
施態様では少なくとも約５日間、また追加の実施態様では少なくとも約２５日間安定であ
り得る。当業者は、別の安定化時間範囲について検討し、それらも本発明の開示の範囲内
にあることを認識するであろう。溶液を適切な貯蔵寿命で商業的に流通させ得る十分な安
定時間を有する溶液を配合し得る。
【００４７】
コーティング材
　コーティング材は、選択した基板上に前駆体溶液を堆積することにより形成される。基
板は、一般に上にコーティング材を堆積し得る表面を与え、また基板は、表面が最上層と
関係する複数の層を含んで成り得る。基板表面を処理してコーティング材の接着のための
面を調製し得る。表面の調製に先立って表面を必要に応じて清浄および／または平滑にし
得る。適当な基板表面は、任意の妥当な材料を含んで成り得る。特に興味深いある基板に
は、例えばシリコンウェーハ、シリカ基板、他の無機材料、有機ポリマーなどのポリマー
基板、それらの複合体、および表面全体のかつ／または基板の層中のこれらの組合せを含
む。比較的薄い円筒構造などのウェーハが好都合な場合もあるが、任意の妥当な形状の構
造を使用し得る。ポリマー基板または非ポリマー構造体上にポリマー層を有する基板が、
それらの低コストおよび可撓性に基づいてある用途にとって望ましいこともあり、それら
適当なポリマーは、本明細書中で説明されるパターン形成可能な無機材料の加工に使用し
得る比較的低い加工温度に基づいて選択し得る。適当なポリマーには、例えばポリカーボ
ナート、ポリイミド、ポリエステル、ポリアルケン、これらの共重合体、およびこれらの
混合物を含み得る。一般に基板は、特に高解像度の用途の場合には平坦な表面を有するこ
とが望ましい。
【００４８】
　伝統的な有機レジストは非極性溶媒に可溶であり、疎水性表面に堆積される。これら表
面は、表面を疎水性にし、ポリマーレジストの接着を促進させるためにヘキサメチルジシ
ラザン（ＨＭＤＳ）などの化合物で処理し得る。これとは対照的に、本明細書中で説明さ
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れるパターン形成可能な無機材料は水溶液に基づくものであり、それは基板表面に塗布す
るには溶液を親水性表面に塗布するのが望ましいことを示唆する。表面が初めに望ましい
程度の親水性でない場合、表面を親水性にするために、それら特定の基板組成物に適当な
方法を使用し得る。シリコン基板の場合、表面を親水性にするために、これらには限定さ
れないが塩基性界面活性剤中への浸漬、酸素プラズマ処理、ＵＶオゾン処理、ピラニアエ
ッチング液（濃Ｈ２ＳＯ４（水性）と３０重量％Ｈ２Ｏ２（水性）の３：１混合物）中へ
の浸漬、およびジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）による処理と続く約２２５℃～約２７
５℃での約５分間までの加熱を含めた様々な方法を使用することができる。
【００４９】
　一般に、任意の適切なコーティング方法を用いて前駆体溶液を基板に送達することがで
きる。好適なコーティング手法には、例えばスピンコーティング、スプレー塗装、浸漬塗
装、ナイフエッジ塗装、インクジェット印刷およびスクリーン印刷などの印刷手法などを
含み得る。これらのコーティング手法の幾つかはコーティング工程の間にコーティング材
のパターンを形成するが、印刷などから現在得られる解像度は本明細書中で説明される放
射線系パターニングから得られる解像度よりも著しくレベルが低い。コーティング材を多
重コーティングステップで塗布してコーティング工程のより卓越した制御を実現し得る。
例えば多重スピンコーティングを行って所望の最終塗り厚を得ることができる。各コーテ
ィングステップ後または複数のコーティングステップ後に下記に説明する加熱工程を適用
し得る。
【００５０】
　放射線を用いてパターニングを行う場合、比較的均一に基板を被覆するにはスピンコー
ティングが望ましい手法であるが、端部効果が存在する恐れがある。ある実施態様ではウ
ェーハを約５００ｒｐｍ～約１０，０００ｒｐｍの速度で、更なる実施態様では約１００
０ｒｐｍ～約７５００ｒｐｍの速度で、また追加の実施態様では約２０００ｒｐｍ～約６
０００ｒｐｍの速度で回転し得る。回転速度を調整して所望の塗り厚を得ることができる
。スピンコーティングは約５秒間～約５分間、また更なる実施態様では約１５秒間～約２
分間行い得る。例えば５０ｒｐｍ～２５０ｒｐｍでの初期低速回転を用いて基板全体にわ
たって組成物の初期大量拡散を行うことができる。水または他の適切なリンス液で裏面リ
ンス処理、エッジビーム除去のステップなどを行ってエッジビードを除去し得る。当業者
は、上記に明示した範囲内のスピンコーティングパラメーターの別の範囲について検討し
、それらも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。
【００５１】
　コーティングの厚さは、一般に前駆体溶液の濃度、粘度、および回転速度の関数である
。また、他のコーティング方法の場合も、一般に厚さはコーティングパラメーターの選択
により調整し得る。ある実施態様では、小さな、また高度に解像されたフィーチャの形成
を容易にするために薄いコーティングを使用することが望ましいこともある。ある実施態
様では、コーティング材は、約１ミクロン以下の、更なる実施態様では約２５０ナノメー
トル（ｎｍ）以下の、追加の実施態様では約１ナノメートル（ｎｍ）～約５０ｎｍの、他
の実施態様では約１ｎｍ～約４０ｎｍの、また幾つかの実施態様では約１ｎｍ～約２５ｎ
ｍの平均厚さを有することができる。当業者は、上記に明示した範囲内の厚さの別の範囲
について検討し、それらも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。厚さは
、膜の光学的性質に基づいてＸ線反射率および／またはエリプソメトリーの非接触法を用
いて評価し得る。
【００５２】
　多くのコーティング方法が、大きな表面積および／または蒸発を促す溶液の移動を有す
るコーティング材の小滴または他の形を形成するため、コーティング方法自体が一部の溶
媒の蒸発を引き起こす可能性がある。溶媒の減損は、材料中の種の濃度が増大するためコ
ーティング材の粘度を増大させる傾向がある。溶媒をさらに駆逐し、コーティング材の高
密度化を促進させるために、一般にコーティング材を放射線露光に先立って加熱し得る。
コーティング材の加熱処理および高密度化の結果として、コーティング材は過酸化物基の
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熱分解の結果としてコントラストを著しく減損させることなく、屈折率および放射線吸収
の増加を示すことができる。
【００５３】
　コーティング工程の間での目標は、更なる加工のために溶媒を十分に除去してコーティ
ング材を安定化させることである。この溶媒除去工程はコーティング材中に残存する溶媒
の特定な量に関して量的に制御することはできず、一般には得られるコーティング材特性
の経験的評価を行ってパターニング工程にとって効果的な加工条件を選択する。加熱は工
程をうまく働かせるためには必要でないが、加工速度を速めかつ／または工程の再現性を
高めるために塗布済み基板を加熱することが望ましいこともある。熱を利用して溶媒を除
去する実施態様では、コーティング材を、約４５℃～約１５０℃の温度、更なる実施態様
では約５０℃～約１３０℃の温度、他の実施態様では約６０℃～約１１０℃の温度まで加
熱し得る。溶媒除去のための加熱は、一般には少なくとも約０．１分間、更なる実施態様
では約０．５分間～約３０分間、また追加の実施態様では約０．７５分間～約１０分間行
い得る。当業者は、上記に明示した範囲内の加熱温度および時間の別の範囲について検討
し、それらも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。
【００５４】
パターン露光およびパターン形成されたコーティング材
　放射線を用いてコーティング材に微細なパターンを形成し得る。前述のように、所望の
形態の放射線を十分に吸収するように前駆体溶液の組成、したがって対応するコーティン
グ材を設計することができる。放射線の吸収は過酸化物の－Ｏ－Ｏ－結合を破壊するエネ
ルギーの移動を引き起こし、その結果、過酸化物系リガンドの少なくとも一部は材料の安
定化のためにもはや利用できなくなる。十分な量の放射線の吸収により露光コーティング
材は縮合する。一般に放射線は、選択されたパターンに従って送達される。放射線パター
ンは、照射領域および非照射領域を有するコーティング材における対応するパターンまた
は潜像に転写される。照射領域は縮合したコーティング材を含んで成り、非照射領域は一
般に形成されたままのコーティング材を含んで成る。下記で述べるように非照射コーティ
ング材の除去によるコーティング材の現像時にきわめてシャープなエッジを形成し得る。
【００５５】
　一般に、マスクを介して放射線を塗布済み基板に向けるか、また放射線ビームで基板全
体にわたって制御可能に走査させることができる。一般にこの放射線は、電磁放射線、電
子ビーム（ベータ放射線）、または他の適当な放射線を含むことができる。一般に電磁放
射線は、可視光線、紫外線、またはＸ線などの所望の波長または波長域を有する。放射線
パターンが達成できる解像度は一般に放射線の波長に左右され、高い解像度パターンは短
波長の放射線により達成することができる。したがって特に高い解像度パターンを達成す
るには、紫外線、Ｘ線、または電子ビームを使用するのが望ましい。
【００５６】
　参照により本明細書中に援用される国際規格ＩＳＯ　２１３４８（２００７）によれば
、紫外線は１００ｎｍ以上と４００ｎｍ未満の波長間に拡がる。フッ化クリプトンレーザ
ーを２４８ｎｍ紫外線の供給源として使用することができる。紫外域は、一般に容認され
た規格のもとで幾通りかの方法で、例えば１０ｎｍ以上、１２１ｎｍ未満の極紫外線（Ｅ
ＵＶ）と１２２ｎｍ以上、２００ｎｍ未満の遠紫外線（ＦＵＶ）とに細分することができ
る。フッ化アルゴンレーザー由来の１９３ｎｍスペクトル線をＦＵＶの放射線源として使
用することができる。ＥＵＶ光線は、１３．５ｎｍでリソグラフィに使用されており、こ
の光線は、高エネルギーレーザーまたは放電パルスを用いて励起させたＸｅまたはＳｎプ
ラズマ供給源から発生する。軟Ｘ線は、０．１ｎｍ以上、１０ｎｍ未満と定義することが
できる。
【００５７】
　電磁放射線の量は、露光時間に対する積分放射流束によって得られるフルエンスまたは
線量によって特徴づけることができる。適当な放射線フルエンスは、約１ｍＪ／ｃｍ２～
約１５０ｍＪ／ｃｍ２、更なる実施態様では約２ｍＪ／ｃｍ２～約１００ｍＪ／ｃｍ２、
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また更なる実施態様では約３ｍＪ／ｃｍ２～約５０ｍＪ／ｃｍ２であることができる。当
業者は、上記に明示した範囲内の放射線フルエンスの別の範囲について検討し、それらも
本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。
【００５８】
　電子ビームリソグラフィの場合、電子ビームは一般に二次電子を誘起し、それが一般に
照射される材料を変性させる。解像度は材料中の少なくとも一部の二次電子の値域の関数
であり、一般により高い解像度は、より短い値域の二次電子によりもたらされると考えら
れる。本明細書中で述べる無機コーティング材を用いて電子リソグラフィにより達成でき
る高解像度に基づいて、無機材料中の二次電子の値域を限定する。電子ビームはビームの
エネルギーによって特徴づけることができ、適切なエネルギーは約５ｅＶ～約２００ｋｅ
Ｖ、また更なる実施態様では約７．５ｅＶ～約１００ｋｅＶであることができる。３０ｋ
ｅＶにおける近接補正ビーム線量は、１平方センチメートル当たり約０．１マイクロクー
ロン（μＣ／ｃｍ２）～１平方センチメートル当たり約５ミリクーロン（ｍＣ／ｃｍ２）
、更なる実施態様では約０．５μＣ／ｃｍ２～約１ｍＣ／ｃｍ２、また他の実施態様では
約１μＣ／ｃｍ２～約１００μＣ／ｃｍ２の範囲にあることができる。当業者は、本明細
書中の教示に基づいて他のビームエネルギーでの対応する線量を計算することができ、上
記に明示した範囲内の電子ビーム特性の別の範囲について検討し、それらも本発明の開示
の範囲内にあることを認識するであろう。
【００５９】
　放射線による露光後、コーティング材は照射領域および非照射領域によりパターン形成
される。図２および３を参照して、基板１０２、薄膜１０３、およびパターン形成された
コーティング材１０４を含むパターン形成された構造体１００を示す。パターン形成され
たコーティング材１０４は、照射コーティング材の縮合領域１１０、１１２、１１４、１
１６、および非照射コーティング材の非縮合領域１１８、１２０を含んで成る。縮合領域
１１０、１１２、１１４、１１６、および非縮合領域１１８、１２０によって形成された
パターン形成領域は、コーティング材中の潜像を表す。
【００６０】
　無機コーティング材の設計に基づいて、縮合コーティング材を有する照射領域および非
照射、非縮合コーティング材の間に材料特性の大きなコントラストが存在する。このコン
トラストは照射後熱処理で向上させることができるが、驚くべきことにある実施態様では
、照射後熱処理なしでも満足な結果を達成することができることを見出した。露光後熱処
理は、照射済みコーティング材をアニーリングして、コーティング材の非照射領域を過酸
化物の熱分解によりあまり顕著に縮合させることなく縮合を向上させるように見える。熱
処理を使用する実施態様の場合、照射後熱処理は、約４５℃～約１５０℃、追加の実施態
様では約５０℃～約１３０℃、また更なる実施態様では約６０℃～約１１０℃の温度で行
うことができる。溶媒除去のための加熱は、一般に少なくとも約０．１分間、更なる実施
態様では約０．５分間～約３０分間、また追加の実施態様では約０．７５分間～約１０分
間行うことができる。当業者は、上記に明示した範囲内の照射後加熱温度および時間の別
の範囲について検討し、それらも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。
材料特性のこの大きなコントラストが、下記の項で説明する現像後のパターン中のシャー
プな線の形成をさらに容易にする。
【００６１】
現像およびパターン形成された構造体
　像の現像は、潜像を含むパターン形成されたコーティング材を現像剤組成物と接触させ
て非照射コーティング材を除去するステップを伴う。図４および５を参照すると、図２お
よび３に示す構造体の潜像を現像液と接触させることにより現像してパターン形成された
構造体１３０が形成される。像の現像後、基板１０２を上面に沿って開口部１３２、１３
４を通して露光する。開口部１３２、１３４は、それぞれ非縮合領域１１８、１２０の位
置に置かれる。
【００６２】
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　一般に現像液は水性の酸または塩基であることができる。よりシャープな像を得るため
には、一般に水性塩基を使用することができる。現像液由来の汚染を低減するために、金
属原子を含まない現像液を使用するのが望ましいこともある。したがって、水酸化テトラ
エチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアンモニウム、水酸化テトラブチルアンモニ
ウム、またはこれらの組合せなどの水酸化第四アンモニウム組成物が現像液として望まし
い。特に関心のある水酸化第四アンモニウムは、一般に式Ｒ４ＮＯＨ（ここで、Ｒ＝メチ
ル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、またはこれらの組合せ）で表すことができる。
一般に無機コーティング材は、現在ポリマーレジストに普通に使用されているものと同じ
現像液、具体的には水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）で現像し得る。市販の
ＴＭＡＨは２．３８重量％で入手でき、この濃度を本明細書中で説明される処理用に使用
し得る。しかしながら無機材料の現像についてのある実施態様では、現像液を、有機レジ
ストの現像に一般に使用される濃度と比べてより高い濃度、例えば２５重量％ＴＭＡＨで
出荷し得る。さらに、混合水酸化第四テトラアルキルアンモニウムを、改良されたライン
エッジの輪郭を得るために経験的評価に基づいて選択し得る。一般に現像液は、約２～約
４０重量％、更なる実施形態では約３～約３５重量％、また他の実施形態では約４～約３
０重量％の水酸化テトラアルキルアンモニウムを含むことができる。当業者は、上記に明
示した範囲内の現像液濃度の別の範囲について検討し、それらも本発明の開示の範囲内に
あることを認識するであろう。
【００６３】
　現像液は、この主要現像剤組成物に加えて、現像工程を容易にするための追加の組成物
を含んで成り得る。好適な添加剤には、例えばアンモニウム、ｄ－ブロック金属陽イオン
（ハフニウム、ジルコニウム、ランタンなど）、ｆ－ブロック金属陽イオン（セリウム、
ルテチウムなど）、ｐ－ブロック金属陽イオン（アルミニウム、スズなど）、アルカリ金
属（リチウム、ナトリウム、カリウムなど）、およびこれらの組合せからなる群から選択
される陽イオンを有する溶存塩と、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、硝酸、硫酸、リン酸、
ケイ酸、ホウ酸、過酸化物、ブトキシド、ギ酸、エチレンジアミン－四酢酸（ＥＤＴＡ）
、タングステン酸、モリブデン酸など、およびこれらの組合せからなる群から選択される
陰イオンを有する溶存塩とを含む。これら任意選択の添加剤が存在する場合、現像液は、
約１０重量％以下の添加剤、また更なる実施態様では約５重量％以下の添加剤を含んで成
り得る。当業者は、上記に明示した範囲内の添加剤濃度の別の範囲について検討し、それ
らも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。これら添加剤は、コントラス
ト、感受性、およびライン幅ラフネスを改良するように選択し得る。また、現像液中の添
加剤は、ＨｆＯ２／ＺｒＯ２粒子の形成および沈殿を抑制し得る。
【００６４】
　より弱い現像液、例えばより低濃度の現像液の場合、より高温の現像工程を用いて工程
速度を上げることができる。より強い現像液の場合、現像工程の温度をより低くして現像
速度を下げ、かつ／または速度を制御することができる。一般に現像温度は、水性溶媒の
適切な値の間で調整し得る。さらに、現像液－コーティング界面近傍の溶存無機コーティ
ング材を含む現像液を、現像の間に超音波で分散させ得る。
【００６５】
　任意の妥当な手法を用いて、現像液をパターン形成されたコーティング材に塗布し得る
。例えば、現像液をパターン形成されたコーティング材上に噴霧し得る。またスピンコー
ティングを用い得る。自動化された処理の場合、静止した型の中でコーティング材上に現
像液を注ぐことを伴うパドル法を用い得る。所望の場合、スピンリンシングおよび／また
はスピンドライを用いて現像工程を終えることもできる。適当なすすぎ液には、例えば超
純水、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、およびこれらの組合
せが挙げられる。像が現像された後、コーティング材がパターンとして基板上に配置され
る。
【００６６】
　現像のステップの完了後、コーティング材を熱処理して、さらに材料を縮合させ、また
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さらに材料を脱水することができる。この熱処理は、無機コーティング材を最終的なデバ
イス中に組み込む実施態様では特に望ましいが、更なるパターニングを容易にするために
コーティング材を安定化することが望ましい場合、無機コーティング材をレジストとして
使用し、最終的に除去する幾つかの実施態様にとっては熱処理を行うことが望ましいこと
もある。具体的には、パターン形成済みコーティング材が所望のレベルのエッチ選択性を
示す条件下でパターン形成済みコーティング材のベークを行うことができる。幾つかの実
施態様では、パターン形成済みコーティング材を約１５０℃～約６００℃、更なる実施態
様では約１７５℃～約５００℃、また追加の実施態様では約２００℃～約４００℃の温度
まで加熱し得る。加熱は、少なくとも約１分間、他の実施態様では約２分間～約１時間、
また更なる実施態様では約２．５分間～約２５分間行い得る。当業者は、上記に明示した
範囲内の熱処理の温度および時間の別の範囲について検討し、それらも本発明の開示の範
囲内にあることを認識するであろう。
【００６７】
　有機レジストに関しては、構造体のアスペクト比（高さを幅で割った比）が非常に大き
くなる場合、構造体はパターンの崩壊の影響を受けやすい。パターンの崩壊は、加工のス
テップに関係した力、例えば表面張力が構造要素を歪めるような高アスペクト比の構造体
の機械的不安定性に関係がある。低アスペクト比の構造体は、潜在的な変形させる力に対
してより安定である。本明細書中で述べるパターン形成可能な無機材料の場合、コーティ
ング材の層が薄い構造体ほど効率的に加工することができるため、高アスペクト比のパタ
ーン形成されたコーティング材を必要とせずに改良されたパターニングを達成し得る。し
たがってきわめて高い解像度のフィーチャが、パターン形成されたコーティング材中の高
アスペクト比のフィーチャの助けを借りることなく形成されている。
【００６８】
　得られる構造体は、きわめて低いライン幅ラフネスを有する、シャープなエッジを有す
ることができる。具体的にはライン幅ラフネスを低減できることに加えて、高いコントラ
ストはまた、小さなフィーチャおよびフィーチャ間の間隔の形成と、きわめてよく解像さ
れた二次元パターン（例えばシャープコーナー）を形成できることとを可能にする。した
がってある実施態様では、近接している構造体の隣接した直線部分は、約６０ｎｍ以下の
、ある実施態様では約５０ｎｍ以下の、また更なる実施態様では約４０ｎｍ以下の平均ピ
ッチを有し得る。ピッチは、設計によって数値を求め、走査型電子顕微鏡法（ＳＥＭ）に
より、例えばトップダウン画像により確かめることができる。本明細書中で使用されるピ
ッチとは、反復構造要素の空間的周期すなわち中心間距離を指す。パターンのフィーチャ
寸法はまた、一般にコーナーなどから離れたところで数値が求められるフィーチャの平均
幅に関して表すこともできる。またフィーチャは、材料要素間の間隔および／または材料
要素を指すこともできる。ある実施態様では平均幅は、約３０ｎｍ以下、更なる実施態様
では約２５ｎｍ以下、また追加の実施態様では約２０ｎｍ以下であることができる。平均
ライン幅ラフネスは、約２．２５ｎｍ以下、また更なる実施態様では約１．２ｎｍ～約２
．０ｎｍであることができる。トップダウンＳＥＭ画像の分析によりライン幅ラフネスの
数値を求めて平均ライン幅から３σ偏差値を導く。この平均は、高度数および低度数ラフ
ネスの両方、すなわちそれぞれ短い相関長および長い相関長を包含する。有機レジストの
ライン幅ラフネスは主として長い相関長によって特徴付けられるが、本発明の無機コーテ
ィング材は著しく短い相関長を示す。パターン転写工程ではエッチング過程の間に短相関
ラフネスを滑らかにし、ずっと高い忠実性パターンを生成することができる。当業者は、
上記に明示した範囲内のピッチ、平均幅、およびライン幅ラフネスの別の範囲について検
討し、それらも本発明の開示の範囲内にあることを認識するであろう。
【００６９】
パターン形成されたコーティング材の更なる加工
　パターン形成されたコーティング材の形成後、選択したデバイスの形成を容易にするた
めに該コーティング材をさらに加工し得る。さらに、構造体を完成させるために一般に更
なる材料の蒸着および／またはパターニングを行い得る。コーティング材は、最終的に除
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去されてもされなくてもよい。パターン形成されたコーティング材の品質は、いずれの事
例においてもデバイスの改良、例えばより小さな設置面積などを有するデバイスに向けて
前進させ得る。
【００７０】
　パターン形成されたコーティング材は、例えば図４および５に示すように下にある基板
への開口部を形成する。従来のレジストの場合と同様に、このパターン形成されたコーテ
ィング材は、パターンを転写して下にある薄膜を選択的に除去するために使用することが
できるエッチマスクを形成する。図６を参照すると下にある薄膜１０３は、縮合領域１１
０、１１２、１１４の下にそれぞれフィーチャ１５２、１５４、１５６を残してパターン
形成される。従来のポリマーレジストと比較して本明細書中で説明される材料は、著しく
大きな耐エッチング性を実現し得る。
【００７１】
　別法ではまたはこれに加えて、更なる材料の蒸着は、下にある構造体の特性を変え、か
つ／または下にある構造体との接触を可能にし得る。この更なるコーティング材は、材料
の望ましい特性に基づいて選択され得る。これに加えて、このパターン形成された無機コ
ーティング材の密度が高い注入抵抗性を実現し得るため、イオンを下にある構造体中に選
択的に注入し得る。ある実施態様では更なる堆積材料は、誘電体、半導体、導電体、また
は他の好適な材料であってよい。適切な手法、例えば溶液法、化学蒸着法（ＣＶＤ）、ス
パッタリング、物理蒸着法（ＰＶＤ）、または他の適当な手法を用いてこの更なる堆積材
料を堆積し得る。
【００７２】
　一般に複数の追加の層を堆積し得る。複数の層の蒸着に関連して追加のパターニングを
行い得る。もし行うならば任意の追加のパターニングは、本明細書中で説明される追加の
量のコーティング材、ポリマー系レジスト、他のパターニング方法、またはそれらの組合
せを用いて行い得る。
【００７３】
　前述のようにパターニング後のコーティング材の層は、除去されてもされなくてもよい
。層を除去しない場合には、パターン形成されたコーティング材は構造体中に組み込まれ
る。パターン形成されたコーティング材を構造体中に組み込む実施態様の場合、コーティ
ング材の特性は、所望のパターニング特性を実現するだけでなく、構造体内で材料の特性
を実現するように選択され得る。
【００７４】
　パターン形成されたコーティング材の除去が望ましい場合、コーティング材はレジスト
として働く。このパターン形成されたコーティング材は、レジスト／コーティング材の除
去に先立って後続の堆積材料をパターン形成するために、かつ／または縮合コーティング
材中の空隙を通して基板を選択的にエッチングするために使用され得る。このコーティン
グ材は適切なエッチング方法を用いて除去され得る。具体的には、縮合したコーティング
材を除去するためには、例えばＢＣｌ３プラズマ、Ｃｌ２プラズマ、ＨＢｒプラズマ、Ａ
ｒプラズマ、または他の適切なプロセスガスを用いたプラズマによるドライエッチングを
行い得る。別法ではまたはこれに加えて、例えばＨＦ（水性）または緩衝ＨＦ（水性）／
ＮＨ４Ｆによるウェットエッチングを用いて、パターン形成されたコーティング材を除去
し得る。図７を参照して、コーティング材除去後の図６の構造体を示す。エッチングされ
た構造体１５０は、基板１０２およびフィーチャ１５２、１５４、１５６を含んで成る。
【００７５】
　これらコーティング材は、Ｐ．Ｚｉｍｍｅｒｍａｎ，Ｊ．Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍ．Ｓｃ
ｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．，Ｖｏｌ．２２，Ｎｏ．５，２００９，ｐ．６２５中で従来のレジ
ストに関して全般的に記述されているような熱凍結法を用いて多重パターニングを行うに
は特に便利である。「熱凍結」による二重パターニング工程の概略を図８に示す。第一ス
テップでは、図４および５に関して描かれているようにリソグラフィ法および現像を用い
てコーティング材を基板１６２上のパターン１６０に形成する。加熱ステップ１６４を行
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ってコーティング材を脱水する。この加熱ステップは、上記現像の項で述べた現像後加熱
のステップに対応する。この「熱凍結」工程は、コーティング材をコーティング材の第二
層の後続の堆積物に対して不溶性にする。第二リソグラフィおよび現像のステップ１６６
を行って基板１６２上に二重パターン形成された構造体１６８を形成する。エッチングス
テップ１７０の後、産物である二重パターン形成された構造体１７２が形成される。この
工程を多重コーティングおよびパターニングのステップに拡張することは容易であり、そ
のような拡張について考慮し、それらも本発明の開示の範囲内にあることに注目されたい
。多重パターニングに関して、本明細書中で説明される無機コーティング材と従来の有機
レジストの間の顕著な違いは、有機レジストが熱ベークの後でさえ従来のレジスト注型溶
媒中に可溶のまま残ることである。本明細書中で説明されるレジスト材料は熱ベークによ
り脱水することができ、その結果、それらが水溶性でなく、後続のコーティング層を塗布
し得る。
【実施例１】
【００７６】
前駆体溶液の調製
　この実施例は、ハフニウム（Ｈｆ）および／またはジルコニウム（Ｚｒ）に基づく金属
亜酸化物陽イオンを含んで成る前駆体溶液を調製するために使用した方法について記載す
る。
【００７７】
　前駆体溶液の成分について別々の水溶液を調製した。表記の便宜上、それぞれの溶液を
亜酸化物陽イオンについてはＰａｒｔ　Ａ、過酸化物系リガンド溶液についてはＰａｒｔ
　Ｂ、また多原子陰イオンを含んで成る溶液についてはＰａｒｔ　Ｃと呼ぶ。５００ｍＬ
の超純水（電気抵抗１８ＭΩ・ｃｍ）と混ぜ合わせた０．５モルのＺｒＯＣｌ２・８Ｈ２

Ｏ（１６１．１２５、Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ　９９．９％）の溶液を濾過することによっ
て溶液Ｐａｒｔ　Ａ１を調製した。５００ｍＬの超純水と混ぜ合わせた０．５モルのＨｆ
ＯＣｌ２・８Ｈ２Ｏ（２０４．７６ｇ、Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ　９８％）の溶液を濾過す
ることによって溶液Ｐａｒｔ　Ａ２を調製した。下記のようにＰａｒｔ　Ａ１を用いて１
９３ｎｍリソグラフィパターニングのための前駆体溶液を形成し、またＰａｒｔ　Ａ２を
用いて１３ｎｍ（極ＵＶまたはＥＵＶとしても知られる）または電子ビームリソグラフィ
パターニングのための前駆体溶液を形成した。Ｈ２Ｏ２（水性）（３０％ｗ／ｗ、Ｍａｌ
ｌｉｎｃｋｒｏｄｔ　Ｂａｋｅｒ）を超純水で希釈して６～８％ｗ／ｗのＨ２Ｏ２（水性
）溶液を生成することによって溶液Ｐａｒｔ　Ｂを調製した。２～５Ｍ　Ｈ２ＳＯ４（水
性）を含んで成る溶液Ｐａｒｔ　Ｃは、保証濃度（Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ、１０Ｎ）で得るか、または濃厚溶液（９８％　Ｈ２ＳＯ４、Ｍａｌｌｉｎｃｋｒｏｄ
ｔ　Ｂａｋｅｒ）を超純水で希釈した。
【００７８】
　１９３ｎｍリソグラフィパターニングについてはＺｒ系前駆体溶液が調製された。ＥＵ
Ｖまたは電子ビームリソグラフィパターニングについてはＨｆ系前駆体溶液が調製された
。どちらの前駆体溶液の調製に使用した方法も、Ｚｒ系前駆体溶液がＰａｒｔ　Ａ１を用
いて調製され、Ｈｆ系前駆体溶液がＰａｒｔ　Ａ２を用いて調製されたことを除いては同
一である。選択された比率の成分溶液、Ｐａｒｔ　Ａ１またはＰａｒｔ　Ａ２、Ｐａｒｔ
　Ｂ、およびＰａｒｔ　Ｃを計量して個々の予め清浄化したポリエチレンボトルに入れた
。目標の最終金属濃度を得るのに十分な量の超純水をＰａｒｔ　Ｃ成分溶液に加えた。次
いでＰａｒｔ　Ａ１またはＰａｒｔ　Ａ２成分溶液をＰａｒｔ　Ｂ成分溶液に注ぐことに
よってボトル中の成分を混ぜ合わせ、５分間待ち、次いでこの混ぜ合わせたＰａｒｔ　Ａ
１またはＰａｒｔ　Ａ２およびＰａｒｔ　Ｂに、Ｐａｒｔ　Ｃを注ぎ、さらに５分間待っ
た。この特定の混合順序が粒子の成長を制限することが分かっている。
【００７９】
　上記の方法を用いて４．８ｍＬの溶液Ｐａｒｔ　Ａ１（Ｚｒ）、１．８ｍＬの溶液Ｐａ
ｒｔ　Ｂ（Ｈ２Ｏ２）、２．１６ｍＬの溶液Ｐａｒｔ　Ｃ（Ｈ２ＳＯ４（水性））、およ
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び２１．２４ｍＬの超純水を混ぜ合わせることによって、０．１６Ｍの最終ジルコニウム
濃度を有するＺｒ系前駆体溶液の配合物３０ｍＬを得た。上記の方法を用いて４．５ｍＬ
の溶液Ｐａｒｔ　Ａ２（Ｈｆ）、１６．８７５ｍＬの溶液Ｐａｒｔ　Ｂ（Ｈ２Ｏ２）、１
．８ｍＬの溶液Ｐａｒｔ　Ｃ（Ｈ２ＳＯ４（水性））、および６．８２５ｍＬの超純水を
混ぜ合わせることによって、０．１５Ｍの最終ハフニウム濃度を有するＨｆ系前駆体溶液
の配合物３０ｍＬを得た。
【実施例２】
【００８０】
コーティング材の調製および蒸着
　この実施例は、基板表面の調製、および実施例１に従って作製した前駆体溶液を用いた
パターン形成可能なコーティング材の蒸着について記載する。
【００８１】
　基板には５インチシリコンウェーハを使用した。シリコンウェーハの表面を塩基性界面
活性剤、酸性界面活性剤、Ｏ２プラズマ、紫外オゾン、ピラニアエッチング液、またはＤ
ＭＳＯで前処理し、続いて２２５℃と２７５℃の間の温度まで加熱して表面を親水性にし
た。選択した前駆体溶液を、標準リソグラフィスピンコーティングトラック上に塗布した
。ウェーハをスピンコーター上に装填し、前駆体溶液をウェーハの中心に定量吐出した。
定量吐出される前駆体溶液の量は、所望の塗り厚およびウェーハのサイズに基づいて選択
した。スピンコーターを１００ＲＰＭで５秒間回転してウェーハ全体にレジストを散布し
、次いで３０００ＲＰＭで３０～６０秒間回転してレジスト膜を注型した。このウェーハ
をプレ露光ベークに４０～２００℃で０．１～５分間かけた。
【００８２】
　また、この方法は段差を有するウェーハをコーティングするためにも使用されている。
図９は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ゲート誘電体用途の約１００ｎｍの段差を有するウ
ェーハ上のＨｆ系コーティング材の被域を示す。５層の連続して堆積させた層から塗膜を
作りだして段差被覆が可能であることを実証した。よりシャープな段差上の適切な被覆が
観察された。
【実施例３】
【００８３】
Ｚｒ系コーティング材の１９３ｎｍリソグラフィパターニング
　この実施例は、Ｚｒ亜酸化物系コーティング材のパターン形成に使用した方法について
述べる。
【００８４】
　このコーティング材は、実施例２の方法に従ってＺｒＯ＋２系コーティング組成物を使
って作製した。このコーティング材を厚さ１０～５０ｎｍで堆積させた。このＺｒ系コー
ティング材に、ＡｒＦレーザー供給源を有するリソグラフィ加工システムを用いて、マス
クまたは生じた干渉パターンでパターン形成させた１９３ｎｍ（ディープＵＶ）光線を照
射した。照射後、ウェーハをウェーハトラックに戻し、４０℃～２００℃で１～５分間露
光後ベークにかけた。この１９３ｎｍＵＶ光線による露光により、パターン形成されたコ
ーティング材が生じた。パドル現像法を用いて、このパターン形成されたコーティング材
を２．３８重量％ＴＭＡＨで現像した。ＴＭＡＨをコーティング材と２０秒間接触させ、
次いで基板を水でリンスし、乾燥した。図１０を参照すると、高度に解像されたパターン
がこの現像液を用いて生成されている。図１０は、１９３ｎｍリソグラフィにより２０ｍ
Ｊ／ｃｍ２の線量レベルで作製したＺｒ系コーティング材における１２０ｎｍピッチ線（
約６０ｎｍの線および間隔）のパターンである。
【実施例４】
【００８５】
Ｈｆ系コーティング材の電子ビームおよびＥＵＶリソグラフィパターニング
　この実施例は、Ｈｆ亜酸化物系コーティング材のパターン形成に使用した方法について
記載する。
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【００８６】
　このコーティング材は、実施例２の方法に従ってＨｆＯ＋２系コーティング組成物を使
って作製し、堆積させた。ある実施態様では、Ｈｆ系コーティング組成物を、３０ｋｅＶ
および約７８μＣ／ｃｍ２の電子ビームに露光させた。得られるパターン形成されたコー
ティング材を、ディップ法を用いて２．３８～２５重量％のＴＭＡＨで現像した。現像液
をウェーハと２０秒間接触させた。次いでウェーハを水でリンスし、乾燥した。現像液と
の接触により、図１１、１２、１３Ａ、および１３Ｂに示すパターンを生じた。高い解像
度パターンが生成された。図１１は、Ｈｆ系コーティング材における３６ｎｍピッチ線を
示す。３６ｎｍのピッチを有する別のパターンを図１２に示す。このパターンは、２４４
μＣ／ｃｍ２の電子ビーム線量により生じた。
【００８７】
　図１３Ａおよび１３Ｂは、電子ビーム放射によりパターン形成されたＨｆ系コーティン
グ材中の３６ｎｍピッチポストを示す。図１３Ａに示す試料は、２．３８重量％ＴＭＡＨ
濃度で現像し、一方、図１３Ｂに示す試料は、２５重量％ＴＭＡＨ濃度で現像した。２５
重量％ＴＭＡＨ濃度の現像は、より正確な輪郭のポストを生じたが、それらの試料は約８
倍の高電子ビーム線量を必要とした。図１４には１．６～１．８ｎｍライン幅ラフネスを
有するパターンを、６０ｎｍピッチ上に２１ｎｍライン幅を有するパターンについて示す
。
【００８８】
　二重パターン形成された構造体を図１５および１６に示す。パターニングを５００μＣ
／ｃｍ２の線量で３０ｋｅＶ電子ビームにより行った。第一層をパターン形成した後、そ
の塗膜を２２０℃でベークしてから第二コーティング組成物を塗布した。より高倍率の図
を図１６に示す。よく解像されかつ均一な３０ｎｍコンタクトホールが図１６中に見える
。
【００８９】
　この実施例で述べる現像後のＨｆ系コーティング材で作られたハードマスクを介してイ
オンエッチングを行った。このコーティング材はイオンエッチング用のマスクとして働い
た。シリコンナノピラーの走査型電子顕微鏡写真を図１７に示す。イオンエッチング後の
パターン形成された構造体は、４０ｎｍのピラー幅を有した。このマスクは、イオンエッ
チングに対するすぐれた抵抗性を示した。
【００９０】
　１３ｎｍで作用する開口数０．２５の投影リソグラフィを用いてＥＵＶ画像を得た。ス
ピンコーティングによってレジストをシリコンウェーハ上に厚さ２０ｎｍで塗布し、続い
て５０℃の塗布後ベークを行った。約８０ｍＪ／ｃｍ２で露光した後、７５℃の露光後ベ
ークを使用してから２５％ＴＭＡＨ中で現像した。この現像済みパターンを図１８Ａ～Ｄ
に示す。図１８に示すパターンは、Ａ）３２ｎｍ、Ｂ）３０ｎｍ、Ｃ）２８ｎｍ、および
Ｄ）２６ｎｍのピッチを有する。
【００９１】
　上記実施態様は例示的なものであり、限定するものではない。追加の実施形態は特許請
求の範囲の中にある。さらに、本発明を特定の実施形態に関して述べたが、当業者は、本
発明の精神および範囲から逸脱することなく形および詳細の変更を行うことができること
を認識するであろう。上記文書の参照による援用はすべて、本明細書中の明確な開示内容
に反するいかなる主題も組み込まれないように限定される。
【符号の説明】
【００９２】
　１００　パターン形成された構造体
　１０２　基板
　１０３　薄膜
　１０４　パターン形成されたコーティング材
　１１０　照射コーティング材の縮合領域
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　１１２　照射コーティング材の縮合領域
　１１４　照射コーティング材の縮合領域
　１１６　照射コーティング材の縮合領域
　１１８　非照射コーティング材の非縮合領域
　１２０　非照射コーティング材の非縮合領域
　１３０　パターン形成された構造体
　１３２　開口部
　１３４　開口部
　１５０　エッチングされた構造体
　１５２　フィーチャ
　１５４　フィーチャ
　１５６　フィーチャ
　１６０　パターン
　１６２　基板
　１６４　加熱のステップ
　１６６　現像のステップ
　１６８　二重パターン形成された構造体
　１７０　エッチングステップ
　１７２　二重パターン形成された構造体産物

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(25) JP 2018-41099 A 2018.3.15

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月9日(2017.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板および前記基板の表面上にパターン形成された無機材料を有して成る構造体であっ
て、前記パターン形成された無機材料が、６０ｎｍ以下のピッチで２．２５ｎｍ以下の平
均ライン幅ラフネスを有するか、または個々のフィーチャについて３０ｎｍ以下の平均幅
を有する、エッジを有している構造体。
【請求項２】
　前記パターン形成された無機材料が、金属亜酸化物組成物を含んで成る、請求項１に記
載の構造体。



(28) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

フロントページの続き

(72)発明者  ジェイソン・ケイ・ストワース
            アメリカ合衆国９７３３０オレゴン州コーバリス、ノースウエスト・ウィサム・ドライブ８０５番
(72)発明者  アラン・ジェイ・テレキー
            アメリカ合衆国９７３３３オレゴン州コーバリス、サウスウエスト・フィフティフィフス・ストリ
            ート７２０番
(72)発明者  ダグラス・エイ・ケズラー
            アメリカ合衆国９７３３０オレゴン州コーバリス、ノースウエスト・ロリ・プレイス８９２７番
(72)発明者  アンドリュー・グレンビル
            アメリカ合衆国９７４０３オレゴン州ユージーン、フェアーマウント・ブールバード１９２５番
Ｆターム(参考) 2H225 AB03  AP01P AP08P CA12  CB09  CB14  CB18  CC01 



(29) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40

【外国語明細書】



(30) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(31) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(32) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(33) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(34) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(35) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(36) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(37) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(38) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(39) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(40) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(41) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(42) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(43) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(44) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(45) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(46) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(47) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(48) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(49) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(50) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(51) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(52) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(53) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(54) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(55) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(56) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(57) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(58) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(59) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(60) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(61) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(62) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(63) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(64) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(65) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30



(66) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20

30

40



(67) JP 2018-41099 A 2018.3.15

10

20


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

