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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリビニルピロリドン、ポリパラヒドロキシスチレン樹脂及びノボラック樹脂の少なく
ともいずれかと、下記一般式（１）で表される化合物とを少なくとも含み、非水系であり
、かつ酸発生剤及び架橋剤を含まないことを特徴とするレジストパターン厚肉化材料。
【化１】

　ただし、前記一般式（１）中、Ｘは下記構造式（１）で表される官能基を表す。Ｙは水
酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、及
びアルキル基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいずれか
である。ｍは１以上の整数を表し、ｎは０以上の整数を表す。

【化２】



(2) JP 5018307 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし異なって
いてもよく、水素又は置換基を表す。Ｚは水酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、
及びアルコキシ基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいず
れかである。
【請求項２】
　界面活性剤を含み、該界面活性剤のレジストパターン厚肉化材料における含有量が、該
レジストパターン厚肉化材料１００質量部に対し、０．００５質量部以上である請求項１
に記載のレジストパターン厚肉化材料。
【請求項３】
　レジストパターン厚肉化材料が塗布されるレジストパターンを実質的に溶解しない有機
溶剤を含む請求項１から２のいずれかに記載のレジストパターン厚肉化材料。
【請求項４】
　前記有機溶剤が、炭素数４以上のアルコール系溶剤、及び炭素数２以上のグリコール系
溶剤から選択される少なくとも１種である請求項３に記載のレジストパターン厚肉化材料
。
【請求項５】
　前記炭素数４以上のアルコール系溶剤が、イソブタノール、ｎ－ブタノール、及び４－
メチル－２－ペンタノールから選択される少なくとも１種である請求項４に記載のレジス
トパターン厚肉化材料。
【請求項６】
　前記炭素数２以上のグリコール系溶剤が、エチレングリコール及びプロピレングリコー
ルから選択される少なくとも１種である請求項４から５のいずれかに記載のレジストパタ
ーン厚肉化材料。
【請求項７】
　被加工面上にレジストパターンを形成後、該レジストパターンの表面を覆うように請求
項１から６のいずれかに記載のレジストパターン厚肉化材料を塗布することにより該レジ
ストパターンを厚肉化するレジストパターン形成工程と、該厚肉化したレジストパターン
をマスクとしてエッチングにより前記被加工面をパターニングするパターニング工程とを
含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　レジストパターンが、ＡｒＦレジスト、及びアクリル系樹脂を含んでなるレジストの少
なくともいずれかで形成された請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項７から８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法により製造されることを特徴
とする半導体装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置を製造する際に形成するレジストパターンを厚肉化させて、既存
の露光装置の光源における露光限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜きパターンを
形成可能なレジストパターン厚肉化材料、それを用いた、レジストパターンの形成方法、
半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在では、半導体集積回路の高集積化が進み、ＬＳＩやＶＬＳＩが実用化されており、
それに伴って配線パターンが微細化されてきている。配線パターンを微細に形成するには
、被処理基板上をレジスト膜で被覆し、該レジスト膜に対して選択露光を行った後に現像
することによりレジストパターンを形成し、該レジストパターンをマスクとして前記被処
理基板に対してドライエッチングを行い、その後に該レジストパターンを除去することに
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より所望のパターン（例えば配線パターンなど）を得るリソグラフィ技術が非常に有用で
ある。光露光によるリソグラフィ技術は、パターンがますます微細になりゆく今でも、高
い量産性の維持を目的として、微細加工への利用が依然として強く望まれている。このた
め、露光光（露光に用いる光）として、より波長の短い深紫外線を追究するだけでなく、
マスクパターン自体や光源の形状等に関して、種々の創意工夫がなされてきている。この
ように、より微細なパターンを描画するための光露光の延命を、製造者にとって容易な手
法で可能とする技術の開発は依然として需要が高い。
【０００３】
　例えば、既存のレジスト材料を用いて形成したレジストパターンを厚肉化し、微細なレ
ジスト抜きパターンを得ることを可能にするレジストパターン厚肉化材料（「レジスト膨
潤剤」と称することがある）を用いて、より微細なパターンを形成する技術が提案されて
いる。例えば、レジストパターンを形成した後、架橋性を有するポリビニルアセタール樹
脂やシリコーン系樹脂を基材とした水溶液系材料を、前記レジストパターンに塗布して塗
膜を形成し加熱することにより、該レジストパターン中の残留酸を利用して該塗膜と前記
レジストパターンとをその接触界面において架橋反応させた後、水またはアルカリ性水溶
液で現像することにより、前記レジストパターンを厚肉化（以下「膨潤」と称することが
ある）させることにより該レジストパターン間の距離を短くし、微細なレジスト抜きパタ
ーンを形成し、その後に該レジスト抜きパターンと同形状の所望のパターン（例えば配線
パターンなど）を形成する技術が提案されている（特許文献１参照）。また、このような
水溶液系材料には、前記レジスト抜きパターンの幅の大きな縮小効果が期待することがで
きる点で、更に架橋剤を添加した組成が提案されている。
【０００４】
　しかしながら、現在の半導体プロセスで使用されるコータ／デベロッパに繋ぎ込める薬
液の種類は、レジスト材料やリンス溶液に限定されており、新たな薬液ラインの設置は、
通常困難である。また、水溶液系材料を塗布することが想定されていないため、新たな廃
液管理が必要となる点でも、適用困難である。
　また、架橋反応を利用したこれらの材料組成では、反応量の制御が困難であり、レジス
トパターンの初期パターンサイズによる反応量の違い、レジスト抜きパターンの埋まりに
よる消失、反応量のパターン形状依存などが生じ易く、プロセス裕度が低いという欠点が
ある。
【０００５】
　微細な配線パターン等を形成する観点からは、露光光として、ＫｒＦ（フッ化クリプト
ン）エキシマレーザー光（波長２４８ｎｍ）よりも短波長の光、例えば、ＡｒＦ（フッ化
アルゴン）エキシマレーザー光（波長１９３ｎｍ）などを利用することが望まれる。一方
、該ＡｒＦ（フッ化アルゴン）エキシマレーザー光（波長１９３ｎｍ）よりも更に短波長
のＸ線、電子線などを利用したパターン形成の場合には、高コストで低生産性となるため
、前記ＡｒＦ（フッ化アルゴン）エキシマレーザー光（波長１９３ｎｍ）を利用すること
が望まれる。
　しかし、前記特許文献１に記載の水溶液系材料の組成では、フェノール系樹脂を用いる
ＫｒＦレジストパターンの厚肉化（膨潤）には有効であるものの、樹脂系の異なるＡｒＦ
レジストパターンの厚肉化（膨潤）には有効ではないことが知られており、先端デバイス
の加工に使用されているＡｒＦレジストには適用することができないという問題がある。
【０００６】
　また、前記特許文献１に記載の技術により得られた縮小後のレジストパターンは、前記
ポリビニルアセタール樹脂を基材とする場合、ドライエッチング耐性が不足することがあ
り、加工性に問題が生じることがある。一方、前記シリコーン系樹脂を基材とする場合、
ドライエッチング耐性は充分であるものの、該シリコーン系樹脂のエッチング残渣が生じ
るため、該残渣の除去工程が更に必要になることが多く、実用的でない。
【０００７】
　したがって、新たな装置の設置が不要で、パターニング時に露光光としてＡｒＦ（フッ
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化アルゴン）エキシマレーザー光を利用することができ、前記架橋性を有する樹脂乃至前
記架橋剤を含む樹脂からなる水溶液系材料では充分に厚肉化（膨潤）させることができな
いＡｒＦレジストパターン等を充分に厚肉化可能であり、微細なレジスト抜きパターンの
形成乃至配線パターン等の形成を低コストで簡便に形成可能な技術の開発が望まれている
。
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－２８３９１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来における問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち
、
　本発明は、パターニング時に露光光としてＡｒＦ（フッ化アルゴン）エキシマレーザー
光をも利用可能であり、ＡｒＦレジスト等で形成されたレジストパターン上に塗布等する
だけで、ライン状パターン等のレジストパターンをそのサイズに依存することなく厚肉化
することができ、水乃至アルカリ現像液による現像が可能で、エッチング耐性に特に優れ
、露光装置の光源における露光限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜きパターンを
低コストで簡便に効率よく形成可能なレジストパターン厚肉化材料を提供することを目的
とする。
　また、本発明は、新たな装置の設置が不要で、パターニング時に露光光としてＡｒＦ（
フッ化アルゴン）エキシマレーザー光をも利用可能であり、ライン状パターン等のレジス
トパターンをそのサイズに依存することなく厚肉化することができ、露光装置の光源にお
ける露光限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜きパターンを低コストで簡便に効率
よく形成可能なレジストパターンの形成方法を提供することを目的とする。
　また、本発明は、新たな装置の設置が不要で、パターニング時に露光光としてＡｒＦ（
フッ化アルゴン）エキシマレーザー光をも利用可能であり、露光装置の光源における露光
限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜きパターンを形成可能であり、該レジスト抜
きパターンを用いて形成した微細な配線パターンを有する高性能な半導体装置を効率的に
量産可能な半導体装置の製造方法、及び該半導体装置の製造方法により製造され、微細な
配線パターンを有し、高性能な半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者等は、前記課題に鑑み、鋭意検討を行った結果、以下の知見を得た。即ち、脂
肪族系樹脂、シリコーン樹脂等と、架橋剤とを含む従来のレジスト膨潤剤を用いたレジス
トパターンの膨潤化では、残留酸による架橋反応を利用しなければ厚肉化させることがで
きなかったが、これに代えて、樹脂と、ベンジルアルコール、ベンジルアミン、及びこれ
らの誘導体等とを少なくとも含み、非水系であり、かつ酸発生剤及び架橋剤を含まないレ
ジストパターン厚肉化材料を用いると、架橋反応が生じないため、反応の制御が容易とな
り、レジストパターンをそのサイズに依存することなく厚肉化することができ、しかも、
該レジストパターン厚肉化材料は、水乃至アルカリ現像液により現像することが可能であ
ることを知見した。また、前記樹脂として、フェノール系樹脂、ポリビニルピロリドン等
を用いると、これらの樹脂及び前記ベンジルアルコール等は、構造の一部に芳香族環を有
しているため、エッチング耐性に特に優れるレジストパターン厚肉化材料が得られること
を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　本発明は、本発明者等の前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための手段
としては、後述する付記に列挙した通りである。
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、樹脂と、下記一般式（１）で表される化合物
とを少なくとも含み、非水系であり、かつ酸発生剤及び架橋剤を含まないことを特徴とす
る。
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【化３】

　ただし、前記一般式（１）中、Ｘは下記構造式（１）で表される官能基を表す。Ｙは水
酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、及
びアルキル基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいずれか
である。ｍは１以上の整数を表し、ｎは０以上の整数を表す。
【化４】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし異なって
いてもよく、水素又は置換基を表す。Ｚは水酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、
及びアルコキシ基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいず
れかである。
　該レジストパターン厚肉化材料がレジストパターン上に塗布されると、該レジストパタ
ーン厚肉化材料のうち、前記レジストパターンとの界面付近にあるものが該レジストパタ
ーンに染み込んで該レジストパターンの材料と相互作用（ミキシング）すると共に、前記
一般式（１）で表される化合物が、近傍に存在する前記樹脂と反応する。このとき、前記
レジストパターン厚肉化材料と前記レジストパターンとの親和性が良好であるため、該レ
ジストパターンを内層としてその表面上に、該レジストパターン厚肉化材料と該レジスト
パターンとが相互作用してなる表層（ミキシング層）が効率よく形成される。その結果、
前記レジストパターンが、前記レジストパターン厚肉化材料により効率よく厚肉化される
。こうして厚肉化（「膨潤」と称することがある）されたレジストパターン（以下「厚肉
化レジストパターン」と称することがある）は、前記レジストパターン厚肉化材料により
均一に厚肉化されている。このため、該厚肉化レジストパターンにより形成されるレジス
ト抜きパターン（以下「抜きパターン」と称することがある）は露光限界（解像限界）を
超えてより微細な構造を有する。なお、本発明のレジストパターン厚肉化材料は、前記一
般式（１）で表される化合物を含有しているので、前記レジストパターンの材料の種類や
大きさ等に関係なく良好なかつ均一な厚肉化効果を示し、前記レジストパターンの材料や
大きさに対する依存性が少ない。また、前記樹脂として、フェノール系樹脂、ポリビニル
ピロリドン等を用いる場合には、これらの樹脂及び前記一般式（１）で表される化合物が
芳香族環を有しているので、エッチング耐性に特に優れる。このため、種々のサイズのレ
ジストパターンが混在するＬＯＧＩＣ　ＬＳＩの配線層に用いられるライン状パターン等
のレジストパターンの形成にも好適に適用可能である。
【００１２】
　本発明のレジストパターンの形成方法は、レジストパターンを形成後、該レジストパタ
ーンの表面を覆うように本発明の前記レジストパターン厚肉化材料を塗布することを含む
ことを特徴とする。
　該レジストパターンの形成方法においては、レジストパターンが形成された後、該レジ
ストパターン上に前記レジストパターン厚肉化材料が塗布されると、該レジストパターン
厚肉化材料のうち、該レジストパターンとの界面付近にあるものが該レジストパターンに
染み込んで該レジストパターンの材料と相互作用（ミキシング）すると共に、前記一般式
（１）で表される化合物が、近傍に存在する前記樹脂と反応する。このため、該レジスト
パターンを内層としてその表面上に、該レジストパターン厚肉化材料と該レジストパター
ンとによる表層（ミキシング層）が形成される。こうして厚肉化された厚肉化レジストパ
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ターンは、前記レジストパターン厚肉化材料により均一に厚肉化されている。このため、
該厚肉化レジストパターンにより形成されるレジスト抜きパターンは、露光限界（解像限
界）を超えてより微細な構造を有する。なお、前記レジストパターン厚肉化材料が、前記
一般式（１）で表される化合物を含有しているので、前記レジストパターンの材料の種類
や大きさ等に関係なく良好なかつ均一な厚肉化効果を示し、前記レジストパターンの材料
や大きさに対する依存性が少ない。また、前記樹脂として、フェノール系樹脂、ポリビニ
ルピロリドン等を用いる場合には、これらの樹脂及び前記一般式（１）で表される化合物
が芳香族環を有しているので、エッチング耐性に特に優れる。このため、前記レジストパ
ターンの形成方法は、コンタクトホールパターンのみならず、種々のサイズのレジストパ
ターンが混在するＬＯＧＩＣ　ＬＳＩの配線層に用いられるライン状パターン等のレジス
トパターンの形成にも好適に適用可能である。
【００１３】
　本発明の半導体装置の製造方法は、被加工面上にレジストパターンを形成後、該レジス
トパターンの表面を覆うように本発明の前記レジストパターン厚肉化材料を塗布すること
により該レジストパターンを厚肉化するレジストパターン形成工程と、該厚肉化したレジ
ストパターンをマスクとしてエッチングにより前記被加工面をパターニングするパターニ
ング工程とを含むことを特徴とする。
　該半導体装置の製造方法では、まず、前記レジストパターン形成工程において、配線パ
ターン等のパターンを形成する対象である前記被加工面上にレジストパターンを形成した
後、該レジストパターンの表面を覆うように本発明の前記レジストパターン厚肉化材料が
塗布される。すると、該レジストパターン厚肉化材料のうち、該レジストパターンとの界
面付近にあるものが該レジストパターンに染み込んで該レジストパターンの材料と相互作
用（ミキシング）すると共に、前記一般式（１）で表される化合物が、近傍に存在する前
記樹脂と反応する。このため、該レジストパターンを内層としてその表面上に、該レジス
トパターン厚肉化材料と該レジストパターンとが相互作用してなる表層（ミキシング層）
が形成される。こうして厚肉化された厚肉化レジストパターンは、前記レジストパターン
厚肉化材料により均一に厚肉化されている。このため、該厚肉化レジストパターンにより
形成されるレジスト抜きパターンは、露光限界（解像限界）を超えてより微細な構造を有
する。なお、前記レジストパターン厚肉化材料は、前記一般式（１）で表される化合物を
含有しているので、前記レジストパターンの材料の種類や大きさ等に関係なく良好なかつ
均一な厚肉化効果を示し、前記レジストパターンの材料や大きさに対する依存性が少ない
。また、前記樹脂として、フェノール系樹脂、ポリビニルピロリドン等を用いる場合には
、これらの樹脂及び前記一般式（１）で表される化合物が芳香族環を有しているので、エ
ッチング耐性に特に優れる。このため、コンタクトホールパターンのみならず、種々のサ
イズのレジストパターンが混在する半導体装置であるＬＯＧＩＣ　ＬＳＩの配線層に用い
られるライン状パターン等の厚肉化レジストパターンが容易にかつ高精細に形成される。
　次に、前記パターニング工程においては、前記レジストパターン形成工程において厚肉
化された厚肉化レジストパターンを用いてエッチングを行うことにより、前記被加工面が
微細かつ高精細にしかも寸法精度よくパターニングされ、極めて微細かつ高精細で、しか
も寸法精度に優れた配線パターン等のパターンを有する高品質かつ高性能な半導体装置が
効率よく製造される。
　本発明の半導体装置は、本発明の前記半導体装置の製造方法により製造されることを特
徴とする。該半導体装置は、極めて微細かつ高精細で、しかも寸法精度に優れた配線パタ
ーン等のパターンを有し、高品質かつ高性能である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、従来における問題を解決することができ、前記目的を達成することが
できる。
　また、本発明によると、パターニング時に露光光としてＡｒＦ（フッ化アルゴン）エキ
シマレーザー光をも利用可能であり、ＡｒＦレジスト等で形成されたレジストパターン上
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に塗布等するだけで、ライン状パターン等のレジストパターンをそのサイズに依存するこ
となく厚肉化することができ、水乃至アルカリ現像液による現像が可能で、エッチング耐
性に特に優れ、露光装置の光源における露光限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜
きパターンを低コストで簡便に効率よく形成可能なレジストパターン厚肉化材料を提供す
ることができる。
　また、本発明によると、新たな装置の設置が不要で、パターニング時に露光光としてＡ
ｒＦ（フッ化アルゴン）エキシマレーザー光をも利用可能であり、ライン状パターン等の
レジストパターンをそのサイズに依存することなく厚肉化することができ、露光装置の光
源における露光限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜きパターンを低コストで簡便
に効率よく形成可能なレジストパターンの形成方法を提供することができる。
　また、本発明によると、新たな装置の設置が不要で、パターニング時に露光光としてＡ
ｒＦ（フッ化アルゴン）エキシマレーザー光をも利用可能であり、露光装置の光源におけ
る露光限界（解像限界）を超えて微細なレジスト抜きパターンを形成可能であり、該レジ
スト抜きパターンを用いて形成した微細な配線パターンを有する高性能な半導体装置を効
率的に量産可能な半導体装置の製造方法、及び該半導体装置の製造方法により製造され、
微細な配線パターンを有し、高性能な半導体装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（レジストパターン厚肉化材料）
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、樹脂と、下記一般式（１）で表される化合物
とを少なくとも含有してなり、更に必要に応じて適宜選択した、界面活性剤、有機溶剤、
その他の成分などを含有してなり、非水系であり、かつ酸発生剤及び架橋剤を含まない。
【００１６】
【化５】

　ただし、前記一般式（１）中、Ｘは下記構造式（１）で表される官能基を表す。Ｙは水
酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、及
びアルキル基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいずれか
である。ｍは１以上の整数を表し、ｎは０以上の整数を表す。
【００１７】
【化６】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし異なって
いてもよく、水素又は置換基を表す。Ｚは水酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、
及びアルコキシ基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいず
れかである。
【００１８】
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、非水系である。ここで、「非水系」とは、水
を含まないことを意味し、非水系溶剤、例えば、後述する有機溶剤を含んでいるのが好ま
しい。
　本発明の前記レジストパターン厚肉化材料は、酸発生剤及び架橋剤を含まないことが必
要であり、該レジストパターン厚肉化材料によるレジストパターンの厚肉化は、酸の拡散
による架橋反応を利用した従来のレジストパターンの膨潤化技術とは異なる。
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【００１９】
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、水溶性乃至アルカリ可溶性であるのが好まし
い。この場合、水乃至アルカリ現像液による現像（未反応部の除去）が可能であり、レジ
ストパターンの形成時に、現像用の新たな薬液ラインの設置が不要で、レジストコータカ
ップを共用することができ、装置コストの低減を図ることができる。
　前記水溶性としては、未反応部の除去が可能な程度に溶解性があれば特に制限はなく、
目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、２５℃の水１００ｇに対し、前記レ
ジストパターン厚肉化材料が０．１ｇ以上溶解する水溶性が好ましい。
　前記アルカリ可溶性としては、上記同様に特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができるが、例えば、２５℃の２．３８質量％テトラメチルアンモニウムハイドロオ
キサイド（ＴＭＡＨ）水溶液１００ｇに対し、前記レジストパターン厚肉化材料が０．１
ｇ以上溶解するアルカリ可溶性が好ましい。
　本発明のレジストパターン厚肉化材料の態様としては、水溶液、コロイド液、エマルジ
ョン液などの態様であってもよいが、水溶液であるのが好ましい。
【００２０】
－樹脂－
　前記樹脂としては、特に制限はなく目的に応じて適宜選択することができるが、前記レ
ジストパターン厚肉化材料に優れたエッチング耐性を付与することができる点で、環状構
造を少なくとも一部に有しているのが好ましく、例えば、フェノール系樹脂、ポリビニル
ピロリドン、スチレン－マレイン酸共重合体、アルキッド樹脂及びこれらの混合物から選
択される少なくとも１種が好適に挙げられる。
　前記フェノール系樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、ポリパラヒドロキシスチレン樹脂、ノボラック樹脂、などが好適に挙げられる。
　前記樹脂は、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中で
も、ポリパラヒドロキシスチレン樹脂、ノボラック樹脂、ポリビニルピロリドンが好まし
い。
【００２１】
　前記樹脂の前記レジストパターン厚肉化材料における含有量としては、後述の一般式（
１）で表される化合物、界面活性剤、有機溶剤等の種類や含有量などに応じて適宜決定す
ることができる。
【００２２】
－一般式（１）で表される化合物－
　前記一般式（１）で表される化合物としては、芳香族環を構造の一部に有し、下記一般
式（１）で表される限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。該芳
香族環を有することにより、優れたエッチング耐性を前記レジストパターン厚肉化材料に
付与することができる点で有利である。
【００２３】
【化７】

　ただし、前記一般式（１）中、Ｘは下記構造式（１）で表される官能基を表す。Ｙは水
酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、及
びアルキル基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいずれか
である。
　ｍは１以上の整数を表し、ｎは０以上の整数を表す。架橋反応の発生を防止して反応を
容易に制御することができる点で、ｍは１であるのが好ましい。
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【００２４】
【化８】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし異なって
いてもよく、水素又は置換基を表す。Ｚは水酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、
及びアルコキシ基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいず
れかである。
【００２５】
　前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は水素であるのが好ましい。該Ｒ１及びＲ２が水素
であると、水溶性の面で有利であることが多い。
　前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２が前記置換基である場合、該置換基としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ケトン（アルキルカルボニ
ル）基、アルコキシカルボニル基、アルキル基、などが挙げられる。
【００２６】
　前記一般式（１）で表される化合物の具体例としては、例えば、ベンジルアルコール構
造を有する化合物、ベンジルアミン構造を有する化合物、などが好適に挙げられる。
　前記ベンジルアルコール構造を有する化合物としては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、例えば、ベンジルアルコール及びその誘導体が好ましく、
具体的には、ベンジルアルコール、２－ヒドロキシベンジルアルコール（サリチルアルコ
ール）、４－ヒドロキシベンジルアルコール、２－アミノベンジルアルコール、４－アミ
ノベンジルアルコール、２，４－ジヒドロキシベンジルアルコール、１，４－ベンゼンジ
メタノール、１，３－ベンゼンジメタノール、１－フェニル－１，２－エタンジオール、
４－メトキシメチルフェノール、などが挙げられる。
　前記ベンジルアミン構造を有する化合物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができるが、例えば、ベンジルアミン及びその誘導体が好ましく、具体的に
は、ベンジルアミン、２－ヒドロキシベンジルアミン、２－メトキシベンジルアミン、な
どが挙げられる。
　これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２７】
　前記一般式（１）で表される化合物の前記レジストパターン厚肉化材料における含有量
としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、前記レ
ジストパターン厚肉化材料の全量に対し、０．０１～５０質量部が好ましく、０．１～１
０質量部がより好ましい。
　前記一般式（１）で表される化合物の含有量が、０．０１質量部未満であると、所望の
反応量が得られにくいことがあり、５０質量部を超えると、塗布時に析出したり、パター
ン上で欠陥となったりする可能性が高くなるため好ましくない。
【００２８】
－界面活性剤－
　前記界面活性剤は、レジストパターン厚肉化材料とレジストパターンとの馴染みが改善
させたい場合、より大きな厚肉化量が要求される場合、レジストパターン厚肉化材料とレ
ジストパターンとの界面における厚肉化効果の面内均一性を向上させたい場合、消泡性が
必要な場合、等に添加すると、これらの要求を実現することができる。
　前記界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、非イオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、両性界面活性
剤、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用しても
よい。これらの中でも、ナトリウム塩、カリウム塩等の金属イオンを含有しない点で非イ
オン性界面活性剤が好ましい。
【００２９】
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　前記非イオン性界面活性剤としては、アルコキシレート系界面活性剤、脂肪酸エステル
系界面活性剤、アミド系界面活性剤、アルコール系界面活性剤、エチレンジアミン系界面
活性剤、及びシリコーン系界面活性剤から選択されるものが好適に挙げられる。なお、こ
れらの具体例としては、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン縮合物化合物、ポリ
オキシアルキレンアルキルエーテル化合物、ポリオキシエチレンアルキルエーテル化合物
、ポリオキシエチレン誘導体化合物、ソルビタン脂肪酸エステル化合物、グリセリン脂肪
酸エステル化合物、第１級アルコールエトキシレート化合物、フェノールエトキシレート
化合物、ノニルフェノールエトキシレート化合物、オクチルフェノールエトキシレート化
合物、ラウリルアルコールエトキシレート化合物、オレイルアルコールエトキシレート化
合物、脂肪酸エステル系、アミド系、天然アルコール系、エチレンジアミン系、第２級ア
ルコールエトキシレート系、などが好適に挙げられる。
【００３０】
　前記カチオン性界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、例えば、アルキルカチオン系界面活性剤、アミド型４級カチオン系界面活性
剤、エステル型４級カチオン系界面活性剤などが好適に挙げられる。
【００３１】
　前記両性界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、アミンオキサイド系界面活性剤、ベタイン系界面活性剤などが挙げられる。
【００３２】
　前記界面活性剤の前記レジストパターン厚肉化材料における含有量としては、特に制限
はなく、前記樹脂、前記一般式（１）で表される化合物等の種類や含有量などに応じて適
宜選択することができるが、例えば、前記レジストパターン厚肉化材料１００質量部に対
し、０．００５質量部以上であるのが好ましく、反応量と面内均一性とに優れる点で、０
．０５～２質量部がより好ましく、０．０８～０．２５質量部が更に好ましい。
　前記含有量が０．００５質量部未満であると、塗布性の向上には効果があるものの、レ
ジストパターンとの反応量については、界面活性剤を入れない場合と大差がないことが多
い。
【００３３】
－有機溶剤－
　前記有機溶剤としては、前記レジストパターンを実質的に溶解しないものであれば特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、炭素数４以上のアルコ
ール系溶剤、炭素数２以上のグリコール系溶剤などが好適に挙げられる。
　前記レジストパターン厚肉化材料が前記有機溶剤を含有していると、該レジストパター
ン厚肉化材料における、前記樹脂、前記一般式（１）で表される化合物等の溶解性を向上
させることができる点で有利である。
【００３４】
　前記炭素数４以上のアルコール系溶剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができるが、炭素数が４～５であるのが好ましく、例えば、イソブタノール、
ｎ－ブタノール、４－メチル－２－ペンタノール、などが好適に挙げられる。
　前記炭素数２以上のグリコール系溶剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができるが、炭素数が２～３であるのが好ましく、例えば、エチレングリコー
ル、プロピレングリコールなどが好適に挙げられる。
【００３５】
　これらの有機溶剤は、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これ
らの中でも、前記レジストパターン厚肉化材料の塗布時の急速な乾燥を抑制し、良好に塗
布を行うことができる点で、８０～２００℃程度の沸点を有するものが好ましい。
　前記有機溶剤の前記レジストパターン厚肉化材料における含有量としては、前記樹脂、
前記一般式（１）で表される化合物、前記界面活性剤等の種類や含有量などに応じて適宜
決定することができる。
【００３６】
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－その他の成分－
　前記その他の成分としては、本発明の効果を害しない限り特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができ、公知の各種添加剤、例えば、熱酸発生剤、アミン系、アミド
系、等に代表されるクエンチャーなどが挙げられる。
　前記その他の成分の前記レジストパターン厚肉化材料における含有量としては、前記樹
脂、前記一般式（１）で表される化合物、前記界面活性剤等の種類や含有量などに応じて
適宜決定することができる。
【００３７】
－使用等－
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、前記レジストパターン上に塗布して使用する
ことができる。
　なお、前記塗布の際、前記界面活性剤については、前記レジストパターン厚肉化材料に
含有させずに、該レジストパターン厚肉化材料を塗布する前に別途に塗布してもよい。
【００３８】
　前記レジストパターン厚肉化材料を前記レジストパターン上に塗布すると、該レジスト
パターンと相互作用（ミキシング）すると共に、前記一般式（１）で表される化合物が、
近傍に存在する前記樹脂と反応し、前記レジストパターンの表面に、前記レジストパター
ン厚肉化材料と前記レジストパターンとが相互作用してなる層（ミキシング層）が形成さ
れる。その結果、前記レジストパターンは、前記ミキシング層が形成された分だけ、厚肉
化され、厚肉化されたレジストパターンが形成される。
　このとき、前記レジストパターン厚肉化材料中に前記一般式（１）で表される化合物が
含まれているので、前記レジストパターンの材料の種類や大きさ等に関係なく良好なかつ
均一な厚肉化効果が得られ、前記レジストパターンの材料や大きさに対して、厚肉化量の
依存性が少ない。
【００３９】
　こうして厚肉化された前記レジストパターンにより形成された前記レジスト抜きパター
ンの径乃至幅は、厚肉化前の前記レジストパターンにより形成されていた前記レジスト抜
きパターンの径乃至幅よりも小さくなる。その結果、前記レジストパターンのパターニン
グ時に用いた露光装置の光源の露光限界（解像限界）を超えて（前記光源に用いられる光
の波長でパターニング可能な開口乃至パターン間隔の大きさの限界値よりも小さく）、よ
り微細な前記レジスト抜きパターンが形成される。即ち、前記レジストパターンのパター
ニング時にＡｒＦエキシマレーザー光を用いて得られたレジストパターンに対し、本発明
の前記レジストパターン厚肉化材料を用いて厚肉化すると、厚肉化されたレジストパター
ンにより形成されたレジスト抜きパターンは、例えば、あたかも電子線を用いてパターニ
ングしたかのような微細かつ高精細なものとなる。
　なお、前記レジストパターンの厚肉化量は、前記レジストパターン厚肉化材料の粘度、
塗布厚み、ベーク温度、ベーク時間等を適宜調節することにより、所望の範囲に制御する
ことができる。
【００４０】
－レジストパターンの材料－
　前記レジストパターン（本発明のレジストパターン厚肉化材料が塗布されるレジストパ
ターン）の材料としては、特に制限はなく、公知のレジスト材料の中から目的に応じて適
宜選択することができ、ネガ型、ポジ型のいずれであってもよく、例えば、ｇ線、ｉ線、
ＫｒＦエキシマレーザー、ＡｒＦエキシマレーザー、Ｆ２エキシマレーザー、電子線等で
パターニング可能なｇ線レジスト、ｉ線レジスト、ＫｒＦレジスト、ＡｒＦレジスト、Ｆ

２レジスト、電子線レジスト等が好適に挙げられる。これらは、化学増幅型であってもよ
いし、非化学増幅型であってもよい。これらの中でも、ＫｒＦレジスト、ＡｒＦレジスト
、アクリル系樹脂を含んでなるレジスト、などが好ましく、より微細なパターニング、ス
ループットの向上等の観点からは、解像限界の延伸が急務とされているＡｒＦレジスト、
及びアクリル系樹脂を含んでなるレジストの少なくともいずれかがより好ましい。
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【００４１】
　前記レジストパターンの材料の具体例としては、アダマンチル基を側鎖に有するアクリ
ル系レジスト、シクロオレフィン－マレイン酸無水物系（ＣＯＭＡ系）レジスト、シクロ
オレフィン系レジスト、ハイブリッド系（脂環族アクリル系－ＣＯＭＡ系共重合体）レジ
スト、などが挙げられる。これらは、フッ素修飾等されていてもよい。
【００４２】
　前記レジストパターンの形成方法、大きさ、厚み等については、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択することができ、特に厚みについては、加工対象である被加工面、エッ
チング条件等により適宜決定することができるが、一般に０．２～７００μｍ程度である
。
【００４３】
　本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いた前記レジストパターンの厚肉化について
以下に図面を参照しながら説明する。
　図１に示すように、被加工面（基材）５上にレジストパターン３を形成した後、レジス
トパターン３の表面にレジストパターン厚肉化材料１を付与（塗布）し、ベーク（加温及
び乾燥）をして塗膜を形成する。すると、レジストパターン３とレジストパターン厚肉化
材料１との界面においてレジストパターン厚肉化材料１のレジストパターン３へのミキシ
ング（含浸）が起こると共に、該レジストパターン厚肉化材料１中の前記一般式（１）で
表される化合物が、近傍に存在する前記樹脂と反応し、図２に示すように、内層レジスト
パターン１０ｂ（レジストパターン３）とレジストパターン厚肉化材料１との界面におい
て前記ミキシング（含浸）した部分が反応して表層（ミキシング層）１０ａが形成される
。このとき、レジストパターン厚肉化材料１中に前記一般式（１）で表される化合物が含
まれているので、内層レジストパターン１０ｂ（レジストパターン３）の大きさに左右さ
れず（依存せず）安定にかつ均一に内層レジストパターン１０ｂ（レジストパターン３）
が厚肉化される。
【００４４】
　この後、図３に示すように、現像処理を行うことによって、付与（塗布）したレジスト
パターン厚肉化材料１の内、レジストパターン３と相互作用（ミキシング）していない部
分乃至相互作用（ミキシング）が弱い部分（アルカリ可溶性の高い部分）が溶解除去され
、均一に厚肉化された厚肉化レジストパターン１０が形成（現像）される。
　なお、前記現像処理は、水現像であってもよいし、アルカリ現像液による現像であって
もよい。
【００４５】
　厚肉化レジストパターン１０は、内層レジストパターン１０ｂ（レジストパターン３）
の表面に、レジストパターン厚肉化材料１が反応して形成された表層（ミキシング層）１
０ａを有してなる。厚肉化レジストパターン１０は、レジストパターン３に比べて表層（
ミキシング層）１０ａの厚み分だけ厚肉化されているので、厚肉化レジストパターン１０
により形成されるレジスト抜きパターンの大きさ（隣接する厚肉化レジストパターン１０
間の距離、又は、厚肉化レジストパターン１０により形成されたホールパターンの開口径
）は、厚肉化前のレジストパターン３により形成されるレジスト抜きパターンの前記大き
さよりも小さい。このため、レジストパターン３を形成する時の露光装置における光源の
露光限界（解像限界）を超えて前記レジスト抜きパターンを微細に形成することができる
。即ち、例えば、ＡｒＦエキシマレーザー光を用いて露光した場合にもかかわらず、例え
ば、あたかも電子線を用いて露光したかのような、微細な前記レジスト抜きパターンを形
成することができる。厚肉化レジストパターン１０により形成される前記レジスト抜きパ
ターンは、レジストパターン３により形成される前記レジスト抜きパターンよりも微細か
つ高精細である。
【００４６】
　厚肉化レジストパターン１０における表層（ミキシング層）１０ａは、レジストパター
ン厚肉化材料１により形成される。レジストパターン厚肉化材料１における前記一般式（
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１）で表される化合物が芳香族環を有するので、レジストパターン３（内層レジストパタ
ーン１０ｂ）がエッチング耐性に劣る材料であっても、得られる厚肉化レジストパターン
１０はエッチング耐性に優れ、レジストパターン厚肉化材料１における樹脂が、環状構造
を含む前記フェノール系樹脂等である場合には、エッチング耐性が更に向上する。
【００４７】
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、レジストパターンを厚肉化し、露光限界を超
えて前記レジスト抜きパターンを微細化するのに好適に使用することができる。また、本
発明のレジストパターン厚肉化材料は、本発明のレジストパターンの形成方法、本発明の
半導体装置の製造方法などに特に好適に使用することができる。
【００４８】
　また、本発明のレジストパターン厚肉化材料における、前記一般式（１）で表される化
合物が芳香族環を有するので、プラズマ等に晒され、表面のエッチング耐性を向上させる
必要がある樹脂等により形成されたレジストパターンの被覆化乃至厚肉化に好適に使用す
ることができる。更に本発明のレジストパターン厚肉化材料における前記樹脂が、環状構
造を含む前記フェノール系樹脂等である場合には、該レジストパターンの被覆化乃至厚肉
化に、より好適に使用することができる。
　なお、本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いると、例えば、該レジストパターン
厚肉化材料の処理前にアルカリ性水溶液（ｐＨを１０以上）で前処理した後に使用した場
合や、露光後１年間クリーンルーム外の通常雰囲気下に放置したレジストパターンに対し
て使用した場合にも、このような操作を行わなかったときと同程度の厚肉化が可能である
。また、酸や酸発生剤等を含有しない、例えば、ポリメチルメタクリレートからなる非化
学増幅型レジストを用い、電子線露光により形成したレジストパターンに対して使用して
も、化学増幅型レジストと同様に厚肉化させることができる。これらの事実から、酸の拡
散により架橋反応を利用する従来の膨潤化技術とは異なる反応形態をとっていることが容
易に理解できる。また、本発明の前記レジストパターン厚肉化材料を用いた場合には、前
記レジストパターンと、前記レジストパターン厚肉化材料により形成される前記ミキシン
グ層との間の樹脂の相溶性に依存して厚肉化が実現されるものと推測することができる。
【００４９】
（レジストパターンの形成方法）
　本発明のレジストパターンの形成方法においては、レジストパターンを形成後、該レジ
ストパターンの表面を覆うように本発明の前記レジストパターン厚肉化材料を塗布するこ
とを含み、更に必要に応じて適宜選択したその他の処理を含む。
【００５０】
　前記レジストパターンの材料としては、本発明の前記レジストパターン厚肉化材料にお
いて上述したものが好適に挙げられる。
　前記レジストパターンは、公知の方法に従って形成することができる。
　前記レジストパターンは、被加工面（基材）上に形成することができ、該被加工面（基
材）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、該レジスト
パターンが半導体装置に形成される場合には、該被加工面（基材）としては、半導体基材
表面が挙げられ、具体的には、シリコンウエハ等の基板、各種酸化膜等が好適に挙げられ
る。
【００５１】
　前記レジストパターン厚肉化材料の塗布の方法としては、特に制限はなく、目的に応じ
て公知の塗布方法の中から適宜選択することができ、例えば、スピンコート法などが好適
に挙げられる。該スピンコート法の場合、その条件としては例えば、回転数が１００～１
０，０００ｒｐｍ程度であり、８００～５，０００ｒｐｍが好ましく、時間が１秒間～１
０分間程度であり、１～９０秒間が好ましい。
　前記塗布の際の塗布厚みとしては、通常、１００～１０，０００Å（１０～１，０００
ｎｍ）程度であり、１，０００～５，０００Å（１００～５００ｎｍ）程度が好ましい。
　なお、前記塗布の際、前記界面活性剤については、前記レジストパターン厚肉化材料に
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含有させずに、該レジストパターン厚肉化材料を塗布する前に別途に塗布してもよい。
【００５２】
　前記塗布の際乃至その後で、塗布した前記レジストパターン厚肉化材料を加熱（プリベ
ーク：加温及び乾燥）を行うのが好ましい。この場合、該レジストパターンと前記レジス
トパターン厚肉化材料との界面において該レジストパターン厚肉化材料の該レジストパタ
ーンへのミキシング（含浸）を効率よく生じさせることができる。
　なお、前記プリベーク（加温及び乾燥）の条件、方法等としては、レジストパターンを
軟化させない限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、
その回数としては、１回であってもよいし、２回以上であってもよい。２回以上の場合、
各回におけるプリベークの温度は、一定であってもよいし、異なっていてもよく、前記一
定である場合、４０～１５０℃程度が好ましく、７０～１２０℃がより好ましく、また、
その時間としては、１０秒間～５分間程度が好ましく、４０～１００秒間がより好ましい
。
【００５３】
　また、必要に応じて、前記プリベーク（加温及び乾燥）の後で、更に加熱し、塗布した
前記レジストパターン厚肉化材料の反応を促進する反応ベークを行うことも、前記レジス
トパターンとレジストパターン厚肉化材料との界面において前記ミキシング（含浸）した
部分の反応を効率的に進行させることもできる等の点で好ましい。
　なお、前記反応ベークの条件、方法等としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができるが、前記プリベーク（加温及び乾燥）よりも通常高い温度条件が採用
される。前記反応ベークの条件としては、例えば、温度が７０～１５０℃程度であり、９
０～１３０℃が好ましく、時間が１０秒間～５分間程度であり、４０～１００秒間が好ま
しい。
【００５４】
　更に、前記反応ベークの後で、塗布した前記レジストパターン厚肉化材料に対し、現像
（未反応部の除去）処理を行うのが好ましい。この場合、塗布したレジストパターン厚肉
化材料の内、前記レジストパターンと相互作用（ミキシング）及び反応していない部分乃
至相互作用（ミキシング）が弱い部分（アルカリ可溶性の高い部分）を溶解除去し、厚肉
化レジストパターンを現像する（得る）ことができる点で好ましい。
　前記現像処理に用いる現像液としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、例えば、アルカリ現像液、水（純水）が好適に挙げられる。これらは１種
単独で使用してもよいし、併用してもよい。これらによる現像処理では、新たな薬液ライ
ンの設置が不要であり、レジスト現像カップを共用することができ、装置コストの低減を
図ることができる。
　前記アルカリ現像液としては、例えば、２．３８質量％テトラメチルアンモニウムハイ
ドロオキサイド（ＴＭＡＨ）水溶液が好適に挙げられる。
【００５５】
　ここで、本発明のレジストパターンの形成方法について以下に図面を参照しながら説明
する。
　図４に示すように、被加工面（基材）５上にレジスト材３ａを塗布した後、図５に示す
ように、これをパターニングしてレジストパターン３を形成した後、図６に示すように、
レジストパターン３の表面にレジストパターン厚肉化材料１を塗布し、ベーク（加温及び
乾燥）をして塗膜を形成する。すると、レジストパターン３とレジストパターン厚肉化材
料１との界面においてレジストパターン厚肉化材料１のレジストパターン３への相互作用
（ミキシング（含浸））が起こり、図７に示すように、レジストパターン３とレジストパ
ターン厚肉化材料１との界面において前記相互作用（ミキシング（含浸））が行われ、次
いで、レジストパターン厚肉化材料１中の前記一般式（１）で表される化合物が、近傍に
存在する前記樹脂と反応する。この後、図８に示すように、現像処理を行うと、塗布した
レジストパターン厚肉化材料１の内、レジストパターン３と反応していない部分乃至相互
作用（ミキシング）が弱い部分（アルカリ可溶性の高い部分）が溶解除去され、内層レジ
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ストパターン１０ｂ（レジストパターン３）上に表層１０ａを有してなる厚肉化レジスト
パターン１０が形成（現像）される。
　なお、前記現像処理は、水現像であってもよいし、アルカリ現像液による現像であって
もよい。
【００５６】
　厚肉化レジストパターン１０は、レジストパターン厚肉化材料１により厚肉化され、内
層レジストパターン１０ｂ（レジストパターン３）の表面に、レジストパターン厚肉化材
料１が反応して形成された表層１０ａを有してなる。このとき、レジストパターン厚肉化
材料１は、前記一般式（１）で表される化合物を含有しているので、レジストパターン３
の大きさや材料の種類に関係なく良好かつ均一に厚肉化レジストパターン１０は、厚肉化
される。レジストパターン１０は、レジストパターン３（内層レジストパターン１０ｂ）
に比べて表層１０ａの厚み分だけ厚肉化されているので、厚肉化レジストパターン１０に
より形成されるレジスト抜きパターンの幅は、レジストパターン３（内層レジストパター
ン１０ｂ）により形成されるレジスト抜きパターンの幅よりも小さく、厚肉化レジストパ
ターン１０により形成される前記レジスト抜きパターンは微細である。
【００５７】
　厚肉化レジストパターン１０における表層１０ａは、レジストパターン厚肉化材料１に
より形成され、レジストパターン厚肉化材料１における、前記一般式（１）で表される化
合物が芳香族環を有するので、レジストパターン３（内層レジストパターン１０ｂ）がエ
ッチング耐性に劣る材料であっても、その表面にエッチング耐性に優れる表層（ミキシン
グ層）１０ａを有する厚肉化レジストパターン１０を形成することができる。また、レジ
ストパターン厚肉化材料１における前記樹脂が、環状構造を含む前記フェノール系樹脂等
である場合には、表層（ミキシング層）１０ａのエッチング耐性が更に向上する。
【００５８】
　本発明のレジストパターンの形成方法により製造されたレジストパターン（「厚肉化レ
ジストパターン」と称することがある）は、前記レジストパターンの表面に本発明の前記
レジストパターン厚肉化材料が相互作用（ミキシング）して形成された表層を有してなる
。該レジストパターン厚肉化材料は、芳香族環を有する前記一般式（１）で表される化合
物を含むので、前記レジストパターンがエッチング耐性に劣る材料であったとしても、該
レジストパターンの表面にエッチング耐性に優れる表層（ミキシング層）を有する厚肉化
レジストパターンを効率的に製造することができ、前記レジストパターン厚肉化材料にお
ける樹脂が、環状構造を含む前記フェノール系樹脂等である場合には、エッチング耐性を
更に向上させることができる。また、本発明のレジストパターンの形成方法により製造さ
れた厚肉化レジストパターンは、前記レジストパターンに比べて前記表層（ミキシング層
）の厚み分だけ厚肉化されているので、製造された厚肉化レジストパターン１０により形
成される前記レジスト抜きパターンの大きさ（径、幅等）は、前記レジストパターンによ
り形成されるレジスト抜きパターンの大きさ（径、幅等）よりも小さいため、本発明のレ
ジストパターンの形成方法によれば、微細な前記レジスト抜きパターンを効率的に製造す
ることができる。
【００５９】
　前記厚肉化レジストパターンは、エッチング耐性に優れていることが好ましく、前記レ
ジストパターンに比しエッチング速度（ｎｍ／ｍｉｎ）が同等以下であるのが好ましい。
具体的には、同条件下で測定した場合における、前記表層（ミキシング層）のエッチング
速度（ｎｍ／ｍｉｎ）と前記レジストパターンのエッチング速度（ｎｍ／ｍｉｎ）との比
（レジストパターン／表層（ミキシング層））が、１．１以上であるのが好ましく、１．
２以上であるのがより好ましく、１．３以上であるのが特に好ましい。
　なお、前記エッチング速度（ｎｍ／ｍｉｎ）は、例えば、公知のエッチング装置を用い
て所定時間エッチング処理を行い試料の減膜量を測定し、単位時間当たりの減膜量を算出
することにより測定することができる。
　前記表層（ミキシング層）は、本発明の前記レジストパターン厚肉化材料を用いて好適
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に形成することができ、エッチング耐性の更なる向上の観点からは前記フェノール系樹脂
等の環状構造を含むのが好ましい。
　前記表層（ミキシング層）が前記環状構造を含むか否かについては、例えば、該表層（
ミキシング層）につきＩＲ吸収スペクトルを分析すること等により確認することができる
。
【００６０】
　本発明のレジストパターンの形成方法は、各種のレジスト抜きパターン、例えば、ライ
ン＆スペースパターン、ホールパターン（コンタクトホール用など）、トレンチ（溝）パ
ターン、などの形成に好適であり、該レジストパターンの形成方法により形成された厚肉
化レジストパターンは、例えば、マスクパターン、レチクルパターンなどとして使用する
ことができ、金属プラグ、各種配線、磁気ヘッド、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、ＰＤＰ
（プラズマディスプレイパネル）、ＳＡＷフィルタ（弾性表面波フィルタ）等の機能部品
、光配線の接続に利用される光部品、マイクロアクチュエータ等の微細部品、半導体装置
の製造に好適に使用することができ、後述する本発明の半導体装置の製造方法に好適に使
用することができる。
【００６１】
（半導体装置及びその製造方法）
　本発明の半導体装置の製造方法は、レジストパターン形成工程と、パターニング工程と
を含み、更に必要に応じて適宜選択したその他の工程とを含む。
　本発明の半導体装置は、本発明の前記半導体装置の製造方法により製造される。
【００６２】
　前記レジストパターン形成工程は、被加工面上にレジストパターンを形成後、該レジス
トパターンの表面を覆うように本発明の前記レジストパターン厚肉化材料を塗布すること
により該レジストパターンを厚肉化する工程である。該レジストパターン形成工程により
、厚肉化された厚肉化レジストパターンが前記被加工面上に形成される。
　該レジストパターン形成工程における詳細は、本発明の前記レジストパターンの形成方
法と同様であり、前記レジストパターン厚肉化材料の塗布後、加熱し、現像処理すること
を含むのが好ましい。
【００６３】
　なお、前記被加工面としては、半導体装置における各種部材の表面層が挙げられるが、
シリコンウエハ等の基板乃至その表面、各種酸化膜などが好適に挙げられる。前記レジス
トパターンは上述した通りであり、該レジストパターンの材料としては、前記ＡｒＦレジ
スト、前記アクリル系樹脂を含んでなるレジスト等が好ましい。前記塗布の方法、前記加
熱（前記プリベーク、前記反応ベーク）の方法、及び前記現像処理は上述した通りである
。
【００６４】
　前記パターニング工程は、前記レジストパターン形成工程により形成した前記厚肉化レ
ジストパターンをマスク等として用いて（マスクパターン等として用いて）エッチングを
行うことにより、前記被加工面をパターニングする工程である。
　前記エッチングの方法としては、特に制限はなく、公知の方法の中から目的に応じて適
宜選択することができるが、例えば、ドライエッチングが好適に挙げられる。該エッチン
グの条件としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００６５】
　前記その他の工程としては、例えば、界面活性剤塗布工程などが好適に挙げられる。
　前記界面活性剤塗布工程は、前記厚肉化レジストパターン形成工程の前に、前記レジス
トパターンの表面に前記界面活性剤を塗布する工程である。
【００６６】
　前記界面活性剤としては、特に制限はなく目的に応じて適宜選択することができるが、
例えば、上述したものが好適に挙げられ、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン縮
合物化合物、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル化合物、ポリオキシエチレンアルキ
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ルエーテル化合物、ポリオキシエチレン誘導体化合物、ソルビタン脂肪酸エステル化合物
、グリセリン脂肪酸エステル化合物、第１級アルコールエトキシレート化合物、フェノー
ルエトキシレート化合物、ノニルフェノールエトキシレート化合物、オクチルフェノール
エトキシレート化合物、ラウリルアルコールエトキシレート化合物、オレイルアルコール
エトキシレート化合物、脂肪酸エステル系、アミド系、天然アルコール系、エチレンジア
ミン系、第２級アルコールエトキシレート系、アルキルカチオン系、アミド型４級カチオ
ン系、エステル型４級カチオン系、アミンオキサイド系、ベタイン系、シリコーン系、な
どが挙げられる。
【００６７】
　本発明の半導体装置の製造方法によると、例えば、ロジックデバイス、フラッシュメモ
リ、ＤＲＡＭ、ＦＲＡＭ、等を初めとする各種半導体装置を効率的に製造することができ
る。
【実施例】
【００６８】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定される
ものではない。
【００６９】
（実施例１）
－レジストパターン厚肉化材料の調製－
　表１に示す組成を有する、非水系であり、酸発生剤及び架橋剤を含まないレジストパタ
ーン厚肉化材料Ａ～Ｏを調製した。
　なお、表１において、「厚肉化材料」は、レジストパターン厚肉化材料を意味し、「Ａ
」～「Ｏ」は、前記レジストパターン厚肉化材料Ａ～Ｏに対応している。前記レジストパ
ターン厚肉化材料Ａ～Ｏの内、前記レジストパターン厚肉化材料Ａは比較例に相当し、前
記レジストパターン厚肉化材料Ｂ～Ｏは実施例（本発明）に相当する。表１中のカッコ内
の数値の単位は、「質量部」を表す。
　前記レジストパターン厚肉化材料Ｂ～Ｏの「一般式（１）表される化合物」の欄におけ
る、ベンジルアルコール、ベンジルアミン、及びその誘導体は、下記一般式（１）で表さ
れる化合物である。
【００７０】
【化９】

　ただし、前記一般式（１）中、Ｘは下記構造式（１）で表される官能基を表す。Ｙは水
酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、及
びアルキル基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいずれか
である。ｍは１以上の整数を表し、ｎは０以上の整数を表す。
【００７１】
【化１０】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし異なって
いてもよく、水素又は置換基を表す。Ｚは水酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、
及びアルコキシ基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいず
れかである。
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【００７２】
　また、「樹脂」の欄における「ＰＨＳ」は、ポリパラヒドロキシスチレン樹脂（「マル
カリンカー」；丸善石油化学製）を表し、「ＰＶＰｄ」は、ポリビニルピロリドン樹脂（
「ＰＶＰｄ　Ｋ＝３０」；関東化学製）を表す。「ｐｏｌｙ（ＨＳ９０－Ｐｄ１０）」は
、ヒドロキシスチレン－ビニルピロリドン共重合体（分子量＝６，８００）を表し、常法
に従ってＡＩＢＮ（アゾビスイソブチロニトリル）をラジカル開始剤とした重合反応によ
り合成した。「ノボラック樹脂」は、日本ゼオン製である。
　「界面活性剤」の欄における、「ＫＰ－３４１」は、シリコーン系非イオン性界面活性
剤（信越化学工業製）を表し、「ＰＣ－６」は、非イオン性界面活性剤（ＡＤＥＫＡ製、
多核フェノール系界面活性剤）を表す。ＴＮ－８０は、非イオン性界面活性剤（ＡＤＥＫ
Ａ製、第１級アルコールエトキシレート系界面活性剤）、Ｌ－６４は、非イオン性界面活
性剤（ＡＤＥＫＡ製、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン縮合物化合物）を表す
。
【００７３】

【表１】

【００７４】
（実施例２）
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－レジストパターンの形成－
　実施例１で調製したレジストパターン厚肉化材料Ａ～Ｏを、前記ＡｒＦレジスト（「Ａ
Ｒ１２４４Ｊ」；ＪＳＲ社製）により形成したホールパターン（表２における「厚肉化前
のレジスト抜きパターンサイズ」で示される開口径を有する）上に、スピンコート法によ
り、初めに１，０００ｒｐｍ／５ｓの条件で、次に３，５００ｒｐｍ／４０ｓの条件で塗
布した後、１１０℃／６０ｓの条件でベークを行った。次いで、レジストパターン厚肉化
材料Ａ～Ｅ、Ｊ～Ｌ、及びＮについては、２．３８質量％ＴＭＡＨアルカリ現像液で６０
秒間リンスした後、純水で６０秒間リンスし、レジストパターン厚肉化材料Ｆ～Ｉ、Ｍ及
びＯについては、純水又は２．３８質量％ＴＭＡＨアルカリ現像液で６０秒間リンスした
後、純水で６０秒間リンスし、それぞれ相互作用（ミキシング）していない未反応部を除
去し、レジストパターン厚肉化材料Ａ～Ｏにより厚肉化したレジストパターンを現像させ
ることにより、厚肉化レジストパターンを形成した。
　得られた厚肉化レジストパターンにより形成された前記レジスト抜きパターンのサイズ
（表２における「厚肉化後のレジスト抜きパターンサイズ」）について、初期パターンサ
イズ（厚肉化前のレジストパターンにより形成された前記レジスト抜きパターンのサイズ
を意味し、表２における「厚肉化前のレジスト抜きパターンサイズ」のこと）と共に表２
に示した。なお、表２において、「Ａ」～「Ｏ」は、前記レジストパターン厚肉化材料Ａ
～Ｏに対応する。
【００７５】
【表２】

【００７６】
　表２より、本発明のレジストパターン厚肉化材料Ｂ～Ｏを、ホールパターンの形成に用
いると、ホールパターン内径を狭くすることができることが判った。一方、前記一般式（
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１）で表される化合物を含まない、比較例のレジストパターン厚肉化材料Ａを、ホールパ
ターンの形成に用いると、該ホールパターンの内径は殆ど変化がなく、狭くすることがで
きないことが判った。また、レジストパターン厚肉化材料Ａ～Ｏでは、レジストパターン
の厚肉化後の該レジストパターンが溶解することなく、形状劣化は観察されなかった。
【００７７】
（実施例３）
－レジストパターンの形成－
　実施例１で調製した本発明のレジストパターン厚肉化材料Ｄ及びＧを、前記ＡｒＦレジ
スト（「ＡＲ１２４４Ｊ」；ＪＳＲ社製）により形成した、様々なサイズ（表３における
「厚肉化前のレジスト抜きパターンサイズ」の欄に記載のサイズ、即ち１１０ｎｍ、２０
０ｎｍ、３００ｎｍ及び５００ｎｍ）のスペース部を有するライン＆スペースパターン上
に、スピンコート法により、初めに１，０００ｒｐｍ／５ｓの条件で、次に３，５００ｒ
ｐｍ／４０ｓの条件で塗布し、１１０℃／６０ｓの条件でベークを行った。次いで、レジ
ストパターン厚肉化材料Ｄについては、２．３８質量％ＴＭＡＨ現像液で６０秒間リンス
した後、純水で６０秒間リンスを行い、レジストパターン厚肉化材料Ｇについては、純水
で６０秒間リンスを行い、それぞれ相互作用（ミキシング）しなかった未反応部を除去し
、レジストパターン厚肉化材料Ｄ及びＧにより厚肉化したレジストパターンを現像させる
ことにより、厚肉化レジストパターンを形成した。
【００７８】
　得られた厚肉化レジストパターンにより形成された前記レジスト抜きパターンのサイズ
の縮小量（ｎｍ）（「厚肉化後のレジスト抜きパターンサイズ」と「厚肉化前のレジスト
抜きパターンサイズ」との差）について、初期パターンサイズ（厚肉化前のレジストパタ
ーンにより形成された前記レジスト抜きパターンのサイズを意味し、表３における「厚肉
化前のレジスト抜きパターンサイズ」のこと）と共に表３に示した。なお、表３において
、「厚肉化材料Ｄ」及び「厚肉化材料Ｇ」は、前記レジストパターン厚肉化材料Ｄ及びＧ
に対応する。
【００７９】
【表３】

【００８０】
　表３より、本発明のレジストパターン厚肉化材料Ｄ及びＧを、ライン＆スペースパター
ンの形成に用いると、レジスト抜きパターン（スペース部）の幅を縮小化することができ
、しかも、幅の小さなパターンと幅の大きなパターンとの、反応性（レジスト抜きパター
ンの縮小量）の差が、２ｎｍ以下と小さく、該ライン＆スペースパターンのサイズに対す
る依存性が少ない状態で、該スペースパターンを狭く均一に微細にすることができること
が判った。
【００８１】
（実施例４）
－レジストパターンの形成－
　実施例１で調製した本発明のレジストパターン厚肉化材料Ｄを、非化学増幅型電子線レ
ジスト（「Ｎａｎｏ４９５ＰＭＭＡ」；米ＭｉｃｒｏＣｈｅｍ社製）を用い、電子線露光
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により形成した、開口径５８０ｎｍの開口（ホール）を有するホールパターン上に、スピ
ンコート法により、初めに１，０００ｒｐｍ／５ｓの条件で、次に３，５００ｒｐｍ／４
０ｓの条件で塗布した後、１１０℃／６０ｓの条件でベークを行った。次いで、純水でレ
ジストパターン厚肉化材料Ｄを６０秒間リンスし、相互作用（ミキシング）していない未
反応部を除去し、レジストパターン厚肉化材料Ｄにより厚肉化したレジストパターンを現
像させることにより、厚肉化レジストパターンを形成した。得られた厚肉化レジストパタ
ーンにより形成された前記レジスト抜きパターンのサイズは４５０ｎｍであった。
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、非化学増幅型電子線レジストに対しても厚肉
化可能であり、このことから、レジストパターン内の酸を利用して厚肉化を行うものでは
なく、前記相互作用（ミキシング）は、酸の拡散による架橋反応ではないことが判った。
【００８２】
（実施例５）
－エッチング耐性の評価－
　シリコン基板上に形成したレジストの表面に、本発明のレジストパターン厚肉化材料Ｄ
、Ｇ、及びＫを塗布して厚みが０．５μｍである表層を形成した。
　また、これらの表層との比較のため、従来の脂肪族系樹脂を基材として用いた下記組成
を有する水系のレジストパターン厚肉化材料（比較材料）を調製し、該比較材料による表
層を同様に形成した。
＜比較材料の組成＞
　基材樹脂：ポリビニルアセタール樹脂（「ＫＷ－３」；積水化学製）・・・１６質量部
　架橋剤：テトラメトキシメチルグリコールウリル・・・１．３５質量部
　溶剤：純水９８．６質量部＋イソプロピルアルコール０．４質量部
【００８３】
　得られた各表層に対し、エッチング装置（平行平板型ＲＩＥ装置、富士通（株）製）を
用いて、Ｐμ＝２００Ｗ、圧力＝２．６６６Ｐａ（０．０２Ｔｏｒｒ）、ＣＦ４ガス＝１
００ｓｃｃｍの条件下で３分間エッチングを行い、サンプルの減膜量を測定し、エッチン
グレートを算出し、前記比較材料のエッチングレートを基準として相対評価を行った。結
果を表４に示す。
【００８４】
【表４】

【００８５】
　表４より、本発明のレジストパターン厚肉化材料では、従来の水系のレジストパターン
厚肉化材料に比して、顕著に優れたエッチング耐性を有することが判った。
【００８６】
　以上より、本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いると、レジストパターンのサイ
ズに対する依存性が少ない状態で、レジスト抜きパターンを狭く均一に微細にすることが
でき、しかも純水乃至アルカリ現像液により現像可能であるため、現像用の新たな薬液ラ
インの設置が不要で、レジストコータカップを共用することができ、装置コストの低減を
図ることができる。また、非水系である本発明の前記レジストパターン厚肉化材料により
形成された厚肉化レジストパターンは、ドライエッチング耐性に優れ、加工性が良好であ
る。
【００８７】
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（実施例６）
－フラッシュメモリ及びその製造－
　実施例６は、本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いた本発明の半導体装置及びそ
の製造方法の一例である。なお、この実施例６では、以下のレジスト膜２６、２７、２９
及び３２が、本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いて実施例２及び３におけるのと
同様の方法により厚肉化されたものである。
【００８８】
　図９及び図１０は、ＦＬＯＴＯＸ型又はＥＴＯＸ型と呼ばれるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭ
の上面図（平面図）であり、図１１～図１９は、該ＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製造方法に
関する一例を説明するための断面概略図であり、これらにおける、左図はメモリセル部（
第１素子領域）であって、フローティングゲート電極を有するＭＯＳトランジスタの形成
される部分のゲート幅方向（図９及び図１０におけるＸ方向）の断面（Ａ方向断面）概略
図であり、中央図は前記左図と同部分のメモリセル部であって、前記Ｘ方向と直交するゲ
ート長方向（図９及び図１０におけるＹ方向）の断面（Ｂ方向断面）概略図であり、右図
は周辺回路部（第２素子領域）のＭＯＳトランジスタの形成される部分の断面（図９及び
図１０におけるＡ方向断面）概略図である。
【００８９】
　まず、図１１に示すように、ｐ型のＳｉ基板２２上の素子分離領域に選択的にＳｉＯ２

膜によるフィールド酸化膜２３を形成した。その後、メモリセル部（第１素子領域）のＭ
ＯＳトランジスタにおける第１ゲート絶縁膜２４ａを厚みが１００～３００Å（１０～３
０ｎｍ）となるように熱酸化にてＳｉＯ２膜により形成し、また別の工程で、周辺回路部
（第２素子領域）のＭＯＳトランジスタにおける第２ゲート絶縁膜２４ｂを厚みが１００
～５００Å（１０～５０ｎｍ）となるように熱酸化にてＳｉＯ２膜により形成した。なお
、第１ゲート絶縁膜２４ａ及び第２ゲート絶縁膜２４ｂを同一厚みにする場合には、同一
の工程で同時に酸化膜を形成してもよい。
【００９０】
　次に、前記メモリセル部（図１１の左図及び中央図）にｎ型ディプレションタイプのチ
ャネルを有するＭＯＳトランジスタを形成するため、閾値電圧を制御する目的で前記周辺
回路部（図１１の右図）をレジスト膜２６によりマスクした。そして、フローティングゲ
ート電極直下のチャネル領域となる領域に、ｎ型不純物としてドーズ量１×１０１１～１
×１０１４ｃｍ－２のリン（Ｐ）又は砒素（Ａｓ）をイオン注入法により導入し、第１閾
値制御層２５ａを形成した。なお、このときのドーズ量及び不純物の導電型は、ディプレ
ッションタイプにするかアキュミレーションタイプにするかにより適宜選択することがで
きる。
【００９１】
　次に、前記周辺回路部（図１２の右図）にｎ型ディプレションタイプのチャネルを有す
るＭＯＳトランジスタを形成するため、閾値電圧を制御する目的でメモリセル部（図１２
の左図及び中央図）をレジスト膜２７によりマスクした。そして、ゲート電極直下のチャ
ネル領域となる領域に、ｎ型不純物としてドーズ量１×１０１１～１×１０１４ｃｍ－２

のリン（Ｐ）又は砒素（Ａｓ）をイオン注入法により導入し、第２閾値制御層２５ｂを形
成した。
【００９２】
　次に、前記メモリセル部（図１３の左図及び中央図）のＭＯＳトランジスタのフローテ
ィングゲート電極、及び前記周辺回路部（図１３の右図）のＭＯＳトランジスタのゲート
電極として、厚みが５００～２，０００Å（５０～２００ｎｍ）である第１ポリシリコン
膜（第１導電体膜）２８を全面に形成した。
【００９３】
　その後、図１４に示すように、マスクとして形成したレジスト膜２９により第１ポリシ
リコン膜２８をパターニングして前記メモリセル部（図１４の左図及び中央図）のＭＯＳ
トランジスタにおけるフローティングゲート電極２８ａを形成した。このとき、図１４に
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示すように、Ｘ方向は最終的な寸法幅になるようにパターニングし、Ｙ方向はパターニン
グせずＳ／Ｄ領域層となる領域はレジスト膜２９により被覆されたままにした。
【００９４】
　次に、（図１５の左図及び中央図）に示すように、レジスト膜２９を除去した後、フロ
ーティングゲート電極２８ａを被覆するようにして、ＳｉＯ２膜からなるキャパシタ絶縁
膜３０ａを厚みが約２００～５００Å（２０～５０ｎｍ）となるように熱酸化にて形成し
た。このとき、前記周辺回路部（図１５の右図）の第１ポリシリコン膜２８上にもＳｉＯ

２膜からなるキャパシタ絶縁膜３０ｂが形成される。なお、ここでは、キャパシタ絶縁膜
３０ａ及び３０ｂはＳｉＯ２膜のみで形成されているが、ＳｉＯ２膜及びＳｉ３Ｎ４膜が
２～３積層された複合膜で形成されていてもよい。
【００９５】
　次に、図１５に示すように、フローティングゲート電極２８ａ及びキャパシタ絶縁膜３
０ａを被覆するようにして、コントロールゲート電極となる第２ポリシリコン膜（第２導
電体膜）３１を厚みが５００～２，０００Å（５０～２００ｎｍ）となるように形成した
。
【００９６】
　次に、図１６に示すように、前記メモリセル部（図１６の左図及び中央図）をレジスト
膜３２によりマスクし、前記周辺回路部（図１６の右図）の第２ポリシリコン膜３１及び
キャパシタ絶縁膜３０ｂを順次、エッチングにより除去し、第１ポリシリコン膜２８を表
出させた。
【００９７】
　次に、図１７に示すように、前記メモリセル部（図１７の左図及び中央図）の第２ポリ
シリコン膜３１、キャパシタ絶縁膜３０ａ及びＸ方向だけパターニングされている第１ポ
リシリコン膜２８ａに対し、レジスト膜３２をマスクとして、第１ゲート部３３ａの最終
的な寸法となるようにＹ方向のパターニングを行い、Ｙ方向に幅約１μｍのコントロール
ゲート電極３１ａ／キャパシタ絶縁膜３０ｃ／フローティングゲート電極２８ｃによる積
層を形成すると共に、前記周辺回路部（図１７の右図）の第１ポリシリコン膜２８に対し
、レジスト膜３２をマスクとして、第２ゲート部３３ｂの最終的な寸法となるようにパタ
ーニングを行い、幅約１μｍのゲート電極２８ｂを形成した。
【００９８】
　次に、前記メモリセル部（図１８の左図及び中央図）のコントロールゲート電極３１ａ
／キャパシタ絶縁膜３０ｃ／フローティングゲート電極２８ｃによる積層をマスクとして
、素子形成領域のＳｉ基板２２にドーズ量１×１０１４～１×１０１６ｃｍ－２のリン（
Ｐ）又は砒素（Ａｓ）をイオン注入法により導入し、ｎ型のＳ／Ｄ領域層３５ａ及び３５
ｂを形成すると共に、前記周辺回路部（図１８の右図）のゲート電極２８ｂをマスクとし
て、素子形成領域のＳｉ基板２２にｎ型不純物としてドーズ量１×１０１４～１×１０１

６ｃｍ－２のリン（Ｐ）又は砒素（Ａｓ）をイオン注入法により導入し、Ｓ／Ｄ領域層３
６ａ及び３６ｂを形成した。
【００９９】
　次に、前記メモリセル部（図１９の左図及び中央図）の第１ゲート部３３ａ及び前記周
辺回路部（図１９の右図）の第２ゲート部３３ｂを、ＰＳＧ膜による層間絶縁膜３７を厚
みが約５，０００Å（５００ｎｍ）となるようにして被覆形成した。
【０１００】
　その後、Ｓ／Ｄ領域層３５ａ及び３５ｂ並びにＳ／Ｄ領域層３６ａ及び３６ｂ上に形成
した層間絶縁膜３７に、コンタクトホール３８ａ及び３８ｂ並びにコンタクトホール３９
ａ及び３９ｂを形成した後、Ｓ／Ｄ電極４０ａ及び４０ｂ並びにＳ／Ｄ電極４１ａ及び４
１ｂを形成した。なお、コンタクトホール３８ａ及び３８ｂ並びにコンタクトホール３９
ａ及び３９ｂの形成は、レジスト材料によるホールパターンを形成し、該ホールパターン
を形成するレジストパターンを本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いて厚肉化し、
微細なレジスト抜きパターン（ホールパターン）を形成してから、常法に従って行った。
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【０１０１】
　以上により、図１９に示すように、半導体装置としてＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭを製造し
た。
【０１０２】
　このＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭにおいては、前記周辺回路部（図１１～図１９における右
図）の第２ゲート絶縁膜２４ｂが形成後から終始、第１ポリシリコン膜２８又はゲート電
極２８ｂにより被覆されている（図１１～図１９における右図）ので、第２ゲート絶縁膜
２４ｂは最初に形成された時の厚みを保持したままである。このため、第２ゲート絶縁膜
２４ｂの厚みの制御を容易に行うことができると共に、閾値電圧の制御のための導電型不
純物濃度の調整も容易に行うことができる。
【０１０３】
　なお、上記実施例では、第１ゲート部３３ａを形成するのに、まずゲート幅方向（図９
及び図１０におけるＸ方向）に所定幅でパターニングした後、ゲート長方向（図９及び図
１０におけるＹ方向）にパターニングして最終的な所定幅としているが、逆に、ゲート長
方向（図９及び図１０におけるＹ方向）に所定幅でパターニングした後、ゲート幅方向（
図９及び図１０におけるＸ方向）にパターニングして最終的な所定幅としてもよい。
【０１０４】
　図２０～図２２に示すＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製造例は、上記実施例において図１９
で示した工程の後が図２０～図２２に示すように変更した以外は上記実施例と同様である
。即ち、図２０に示すように、前記メモリセル部（図２０における左図及び中央図）の第
２ポリシリコン膜３１及び前記周辺回路部（図２０の右図）の第１ポリシリコン膜２８上
に、タングステン（Ｗ）膜又はチタン（Ｔｉ）膜からなる高融点金属膜（第４導電体膜）
４２を厚みが約２，０００Å（２００ｎｍ）となるようにして形成しポリサイド膜を設け
た点でのみ上記実施例と異なる。図２０の後の工程、即ち図２１～図２２に示す工程は、
図１７～図１９と同様に行った。図１７～図１９と同様の工程については説明を省略し、
図２０～図２２においては図１７～図１９と同じものは同記号で表示した。
　以上により、図２２に示すように、半導体装置としてＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭを製造し
た。
【０１０５】
　このＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭにおいては、コントロールゲート電極３１ａ及びゲート電
極２８ｂ上に、高融点金属膜（第４導電体膜）４２ａ及び４２ｂを有するので、電気抵抗
値を一層低減することができる。
　なお、ここでは、高融点金属膜（第４導電体膜）として高融点金属膜（第４導電体膜）
４２ａ及び４２ｂを用いているが、チタンシリサイド（ＴｉＳｉ）膜等の高融点金属シリ
サイド膜を用いてもよい。
【０１０６】
　図２３～図２５に示すＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製造例は、上記実施例において、前記
周辺回路部（第２素子領域）（図２３における右図）の第２ゲート部３３ｃも、前記メモ
リセル部（第１素子領域）（図２３における左図及び中央図）の第１ゲート部３３ａと同
様に、第１ポリシリコン膜２８ｂ（第１導電体膜）／ＳｉＯ２膜３０ｄ（キャパシタ絶縁
膜）／第２ポリシリコン膜３１ｂ（第２導電体膜）という構成にし、図２４又は図２５に
示すように、第１ポリシリコン膜２８ｂ及び第２ポリシリコン膜３１ｂをショートさせて
ゲート電極を形成している点で異なること以外は上記実施例と同様である。
【０１０７】
　ここでは、図２４に示すように、第１ポリシリコン膜２８ｂ（第１導電体膜）／ＳｉＯ

２膜３０ｄ（キャパシタ絶縁膜）／第２ポリシリコン膜３１ｂ（第２導電体膜）を貫通す
る開口部５２ａを、例えば図２３に示す第２ゲート部３３ｃとは別の箇所、例えば絶縁膜
５４上に形成し、開口部５２ａ内に第３導電体膜、例えばＷ膜又はＴｉ膜等の高融点金属
膜５３ａを埋め込むことにより、第１ポリシリコン膜２８ｂ及び第２ポリシリコン膜３１
ｂをショートさせている。また、図２５に示すように、ＳｉＯ２膜３０ｄ（キャパシタ絶
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縁膜）／第２ポリシリコン膜３１ｂ（第２導電体膜）を貫通する開口部５２ｂを形成して
開口部５２ｂの底部に下層の第１ポリシリコン膜２８ｂを表出させた後、開口部５２ｂ内
に第３導電体膜、例えばＷ膜又はＴｉ膜等の高融点金属膜５３ｂを埋め込むことにより、
第１ポリシリコン膜２８ｂ及び第２ポリシリコン膜３１ｂをショートさせている。
【０１０８】
　このＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭにおいては、前記周辺回路部の第２ゲート部３３ｃは、前
記メモリセル部の第１ゲート部３３ａと同構造であるので、前記メモリセル部を形成する
際に同時に前記周辺回路部を形成することができ、製造工程を簡単にすることができ効率
的である。
　なお、ここでは、第３導電体膜５３ａ又は５３ｂと、高融点金属膜（第４導電体膜）４
２とをそれぞれ別々に形成しているが、共通の高融点金属膜として同時に形成してもよい
。
【０１０９】
　ここで、本発明の好ましい態様を付記すると、以下の通りである。
（付記１）　樹脂と、下記一般式（１）で表される化合物とを少なくとも含み、非水系で
あり、かつ酸発生剤及び架橋剤を含まないことを特徴とするレジストパターン厚肉化材料
。
【化１１】

　ただし、前記一般式（１）中、Ｘは下記構造式（１）で表される官能基を表す。Ｙは水
酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、及
びアルキル基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいずれか
である。ｍは１以上の整数を表し、ｎは０以上の整数を表す。

【化１２】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし異なって
いてもよく、水素又は置換基を表す。Ｚは水酸基、アミノ基、アルキル基置換アミノ基、
及びアルコキシ基の少なくともいずれかを表し、アルキル置換基の数は、１及び２のいず
れかである。
（付記２）　水溶性乃至アルカリ可溶性である付記１に記載のレジストパターン厚肉化材
料。
（付記３）　一般式（１）中、ｍが１である付記１から２のいずれかに記載のレジストパ
ターン厚肉化材料。
（付記４）　樹脂が、フェノール系樹脂、ポリビニルピロリドン、及びこれらの混合物か
ら選択される少なくとも１種である付記１から３のいずれかに記載のレジストパターン厚
肉化材料。
（付記５）　フェノール系樹脂が、ポリパラヒドロキシスチレン樹脂及びノボラック樹脂
の少なくともいずれかである付記４に記載のレジストパターン厚肉化材料。
（付記６）　界面活性剤を含む付記１から５のいずれかに記載のレジストパターン厚肉化
材料。
（付記７）　界面活性剤が、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン縮合物化合物、
ポリオキシアルキレンアルキルエーテル化合物、ポリオキシエチレンアルキルエーテル化
合物、ポリオキシエチレン誘導体化合物、ソルビタン脂肪酸エステル化合物、グリセリン
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脂肪酸エステル化合物、第１級アルコールエトキシレート化合物、フェノールエトキシレ
ート化合物、ノニルフェノールエトキシレート化合物、オクチルフェノールエトキシレー
ト化合物、ラウリルアルコールエトキシレート化合物、オレイルアルコールエトキシレー
ト化合物、脂肪酸エステル系界面活性剤、アミド系界面活性剤、天然アルコール系界面活
性剤、エチレンジアミン系界面活性剤、第２級アルコールエトキシレート化合物、アルキ
ルカチオン系界面活性剤、アミド型４級カチオン系界面活性剤、エステル型４級カチオン
系界面活性剤、アミンオキサイド系界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、及びシリコーン
系界面活性剤から選択される少なくとも１種である付記６に記載のレジストパターン厚肉
化材料。
（付記８）　界面活性剤のレジストパターン厚肉化材料における含有量が、該レジストパ
ターン厚肉化材料１００質量部に対し、０．００５質量部以上である付記６から７のいず
れかに記載のレジストパターン厚肉化材料。
（付記９）　レジストパターン厚肉化材料が塗布されるレジストパターンを実質的に溶解
しない有機溶剤を含む付記１から８のいずれかに記載のレジストパターン厚肉化材料。
（付記１０）　有機溶剤が、炭素数４以上のアルコール系溶剤、及び炭素数２以上のグリ
コール系溶剤から選択される少なくとも１種である付記９に記載のレジストパターン厚肉
化材料。
（付記１１）　被加工面上にレジストパターンを形成後、該レジストパターンの表面を覆
うように付記１から１０のいずれかに記載のレジストパターン厚肉化材料を塗布すること
により該レジストパターンを厚肉化するレジストパターン形成工程と、該厚肉化したレジ
ストパターンをマスクとしてエッチングにより前記被加工面をパターニングするパターニ
ング工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（付記１２）　レジストパターン形成工程が、レジストパターン厚肉化材料の塗布後、加
熱し、現像処理することを含む付記１１に記載の半導体装置の製造方法。
（付記１３）　レジストパターン形成工程の前に、レジストパターンの表面に、界面活性
剤を塗布する界面活性剤塗布工程を含む付記１１から１２のいずれかに記載の半導体装置
の製造方法。
（付記１４）　界面活性剤が、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン縮合物化合物
、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル化合物、ポリオキシエチレンアルキルエーテル
化合物、ポリオキシエチレン誘導体化合物、ソルビタン脂肪酸エステル化合物、グリセリ
ン脂肪酸エステル化合物、第１級アルコールエトキシレート化合物、フェノールエトキシ
レート化合物、ノニルフェノールエトキシレート化合物、オクチルフェノールエトキシレ
ート化合物、ラウリルアルコールエトキシレート化合物、オレイルアルコールエトキシレ
ート化合物、脂肪酸エステル系界面活性剤、アミド系界面活性剤、天然アルコール系界面
活性剤、エチレンジアミン系界面活性剤、第２級アルコールエトキシレート化合物、アル
キルカチオン系界面活性剤、アミド型４級カチオン系界面活性剤、エステル型４級カチオ
ン系界面活性剤、アミンオキサイド系界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、及びシリコー
ン系界面活性剤から選択される少なくとも１種である付記１３に記載の半導体装置の製造
方法。
（付記１５）　レジストパターンが、ＡｒＦレジスト、及びアクリル系樹脂を含んでなる
レジストの少なくともいずれかで形成された付記１１から１４のいずれかに記載の半導体
装置の製造方法。
（付記１６）　付記１１から１５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法により製造さ
れることを特徴とする半導体装置。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明のレジストパターン厚肉化材料は、ＡｒＦレジスト等によるレジストパターンを
厚肉化し、パターニングの露光時には光を使用しつつも、該光の露光限界を超えてレジス
ト抜きパターン乃至配線パターン等のパターンを微細化に形成するのに好適に用いること
ができ、各種のパターニング方法、半導体の製造方法等に好適に適用することができ、本
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発明のレジストパターン厚肉化材料は、本発明のレジストパターンの形成方法、本発明の
半導体装置の製造方法に特に好適に用いることができる。
　本発明のレジストパターンの形成方法は、例えば、マスクパターン、レチクルパターン
、磁気ヘッド、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）、
ＳＡＷフィルタ（弾性表面波フィルタ）等の機能部品、光配線の接続に利用される光部品
、マイクロアクチュエータ等の微細部品、半導体装置の製造に好適に適用することができ
、本発明の半導体装置の製造方法に好適に用いることができる。
　本発明の半導体装置の製造方法は、フラッシュメモリ、ＤＲＡＭ、ＦＲＡＭ、等を初め
とする各種半導体装置の製造に好適に用いることができ、特に、本発明の半導体装置の製
造に好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】図１は、レジストパターンを本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いて厚肉
化するメカニズムの説明図であり、レジストパターン厚肉化材料をレジストパターンの表
面に付与した状態を表す。
【図２】図２は、レジストパターンを本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いて厚肉
化するメカニズムの説明図であり、レジストパターン厚肉化材料がレジストパターン表面
に染み込んだ状態を表す。
【図３】図３は、レジストパターンを本発明のレジストパターン厚肉化材料を用いて厚肉
化するメカニズムの説明図であり、レジストパターン厚肉化材料によりレジストパターン
表面が厚肉化された状態を表す。
【図４】図４は、本発明のレジストパターンの形成方法の一例を説明するための概略図で
あり、レジスト膜を形成した状態を表す。
【図５】図５は、本発明のレジストパターンの形成方法の一例を説明するための概略図で
あり、レジスト膜をパターン化してレジストパターンを形成した状態を表す。
【図６】図６は、本発明のレジストパターンの形成方法の一例を説明するための概略図で
あり、レジストパターン表面にレジストパターン厚肉化材料を付与した状態を表す。
【図７】図７は、本発明のレジストパターンの形成方法の一例を説明するための概略図で
あり、レジストパターン厚肉化材料がレジストパターン表面にミキシングし、染み込んだ
状態を表す。
【図８】図８は、本発明のレジストパターンの形成方法の一例を説明するための概略図で
あり、厚肉化レジストパターンを現像した状態を表す。
【図９】図９は、本発明の半導体装置の製造方法により製造されるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯ
Ｍの第一の例を示す平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の半導体装置の製造方法により製造されるＦＬＡＳＨ　ＥＰ
ＲＯＭの第一の例を示す平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図である。
【図１２】図１２は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１１の次のステップを表す。
【図１３】図１３は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１２の次のステップを表す。
【図１４】図１４は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１３の次のステップを表す。
【図１５】図１５は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１４の次のステップを表す。
【図１６】図１６は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１５の次のステップを表す。
【図１７】図１７は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１６の次のステップを表す。
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【図１８】図１８は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１７の次のステップを表す。
【図１９】図１９は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第一の例の概略説明図であり、図１８の次のステップを表す。
【図２０】図２０は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第二の例の概略説明図である。
【図２１】図２１は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第二の例の概略説明図であり、図２０の次のステップを表す。
【図２２】図２２は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第二の例の概略説明図であり、図２１の次のステップを表す。
【図２３】図２３は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第三の例の概略説明図である。
【図２４】図２４は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第三の例の概略説明図であり、図２３の次のステップを表す。
【図２５】図２５は、本発明の半導体装置の製造方法によるＦＬＡＳＨ　ＥＰＲＯＭの製
造の第三の例の概略説明図であり、図２４の次のステップを表す。
【符号の説明】
【０１１２】
　　１　　　　レジストパターン厚肉化材料
　　３　　　　レジストパターン
　　５　　　　被加工面（基材）
　　１０　　　レジストパターン（本発明）
　　１０ａ　　表層
　　１０ｂ　　内層レジストパターン
　　２２　　　Ｓｉ基板（半導体基板）
　　２３　　　フィールド酸化膜
　　２４ａ　　第１ゲート絶縁膜
　　２４ｂ　　第２ゲート絶縁膜
　　２５ａ　　第１閾値制御層
　　２５ｂ　　第２閾値制御層
　　２６　　　レジスト膜
　　２７　　　レジスト膜
　　２８　　　第１ポリシリコン層（第１導電体膜）
　　２８ａ　　フローティングゲート電極
　　２８ｂ　　ゲート電極（第１ポリシリコン膜）
　　２８ｃ　　フローティングゲート電極
　　２９　　　レジスト膜
　　３０ａ　　キャパシタ絶縁膜
　　３０ｂ　　キャパシタ絶縁膜
　　３０ｃ　　キャパシタ絶縁膜
　　３０ｄ　　ＳｉＯ２膜
　　３１　　　第２ポリシリコン層（第２導電体膜）
　　３１ａ　　コントロールゲート電極
　　３１ｂ　　第２ポリシリコン膜
　　３２　　　レジスト膜
　　３３ａ　　第１ゲート部
　　３３ｂ　　第２ゲート部
　　３３ｃ　　第２ゲート部
　　３５ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　３５ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
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　　３６ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　３６ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　３７　　　層間絶縁膜
　　３８ａ　　コンタクトホール
　　３８ｂ　　コンタクトホール
　　３９ａ　　コンタクトホール
　　３９ｂ　　コンタクトホール
　　４０ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　４０ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　４１ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　４１ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　４２　　　高融点金属膜（第４導電体膜）
　　４２ａ　　高融点金属膜（第４導電体膜）
　　４２ｂ　　高融点金属膜（第４導電体膜）
　　４４ａ　　第１ゲート部
　　４４ｂ　　第２ゲート部
　　４５ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　４５ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　４６ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　４６ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）領域層
　　４７　　　層間絶縁膜
　　４８ａ　　コンタクトホール
　　４８ｂ　　コンタクトホール
　　４９ａ　　コンタクトホール
　　４９ｂ　　コンタクトホール
　　５０ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　５０ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　５１ａ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　５１ｂ　　Ｓ／Ｄ（ソース・ドレイン）電極
　　５２ａ　　開口部
　　５２ｂ　　開口部
　　５３ａ　　高融点金属膜（第３導電体膜）
　　５３ｂ　　高融点金属膜（第３導電体膜）
　　５４　　　絶縁膜
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