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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二のポリマーを含むブロック共重合体の膜を基板に形成するステップと、
　前記ブロック共重合体の膜を、溶剤蒸気雰囲気の下において前記ブロック共重合体のガ
ラス転移温度よりも高い温度で加熱して、前記ブロック共重合体を相分離させるステップ
と、
　相分離された前記ブロック共重合体の膜のうち一のポリマーを除去するステップと、を
含むパターン形成方法。
【請求項２】
　少なくとも二のポリマーを含むブロック共重合体の膜を基板に形成するステップと、
　前記ブロック共重合体の膜を溶剤蒸気雰囲気の下で加熱して、前記ブロック共重合体を
相分離させるステップと、
　相分離された前記ブロック共重合体の膜のうち一のポリマーを除去するステップと、を
含み、
　前記相分離させるステップにおいて、前記溶剤蒸気雰囲気中の溶剤蒸気の分圧を連続的
に又は段階的に低下させる、パターン形成方法。
【請求項３】
　前記相分離させるステップにおいて、前記溶剤蒸気雰囲気に第１の溶剤の蒸気と第２の
溶剤の蒸気とが含まれる、請求項１又は２に記載のパターン形成方法。
【請求項４】
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　前記第１の溶剤の蒸気の分圧と、前記第２の溶剤の蒸気の分圧との比を経時的に変化さ
せる、請求項３に記載のパターン形成方法。
【請求項５】
　前記相分離させるステップにおいて、前記溶剤蒸気雰囲気中の溶剤蒸気を第３の溶剤の
蒸気から第４の溶剤の蒸気に変更する、請求項１又は２に記載のパターン形成方法。
【請求項６】
　前記相分離させるステップにおいて、前記前記ブロック共重合体の膜を加熱する温度を
低下させる、請求項１から５のいずれか一項に記載のパターン形成方法。
【請求項７】
　前記相分離させるステップの後に、前記ブロック共重合体の膜を不活性ガス雰囲気の下
で加熱し、前記膜を乾燥させるステップを更に含む、請求項１から６のいずれか一項に記
載のパターン形成方法。
【請求項８】
　前記乾燥させるステップにおける温度が前記相分離させるステップにおける温度よりも
高い、請求項７に記載のパターン形成方法。
【請求項９】
　容器内に配置され、ブロック共重合体の膜が形成される基板が載置される載置台と、
　前記載置台に内蔵され、当該載置台に載置される前記基板を、前記ブロック共重合体の
ガラス転移温度よりも高い温度で加熱する加熱部と、
　溶剤の蒸気を含む気体を前記容器内に供給する溶剤蒸気供給部と、
　前記容器内の前記気体を排気する排気部と、を備える加熱装置。
【請求項１０】
　容器内に配置され、ブロック共重合体の膜が形成される基板が載置される載置台と、
　前記載置台に内蔵され、当該載置台に載置される前記基板を加熱する加熱部と、
　溶剤の蒸気を含む気体を前記容器内に供給する溶剤蒸気供給部と、
　前記容器内の前記気体を排気する排気部と、
　前記溶剤蒸気供給部を制御して、前記溶剤の蒸気を含む気体中の前記溶剤の蒸気の分圧
を連続的に又は段階的に低下させる制御部と、を備える加熱装置。
【請求項１１】
　前記溶剤の蒸気が、第１の溶剤の蒸気と第２の溶剤の蒸気とを含む、請求項９又は１０
に記載の加熱装置。
【請求項１２】
　前記溶剤蒸気供給部が第１の溶剤の蒸気を含む気体を前記容器内に供給し、
　第２の溶剤の蒸気を含む気体を前記容器内に供給する追加の溶剤蒸気供給部と、
　前記溶剤蒸気供給部及び前記追加の溶剤蒸気供給部を制御して、前記第１の溶剤の蒸気
の分圧と、前記第２の溶剤の蒸気の分圧との比を経時的に変化させる制御部と、を更に備
える、請求項９又は１０に記載の加熱装置。
【請求項１３】
　前記制御部が、前記溶剤蒸気供給部及び前記追加の溶剤蒸気供給部を制御して、前記容
器内に供給される前記溶剤の蒸気を含む気体中の前記溶剤の蒸気を第１の溶剤の蒸気から
第２の溶剤の蒸気に変更する、請求項１２に記載の加熱装置。
【請求項１４】
　前記加熱部を制御して、前記前記ブロック共重合体の膜を加熱する温度を低下させる制
御部を更に備える、請求項９から１３のいずれか一項に記載の加熱装置。
【請求項１５】
　前記加熱部が、前記基板上の前記ブロック共重合体の膜を不活性ガス雰囲気の下で加熱
する、請求項９から１４のいずれか一項に記載の加熱装置。
【請求項１６】
　前記ブロック共重合体の膜を乾燥させるときの温度が前記ブロック共重合体の膜を加熱
するときの温度よりも高い、請求項１５に記載の加熱装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己組織的（ＤＳＡ）リソグラフィー技術に関し、この技術を利用するパタ
ーン形成方法及び加熱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブロック共重合体が自己組織的に配列する性質を利用した自己組織的リソグラフィー技
術の実用化が検討されている（例えば特許文献１及び２、並びに非特許文献１）。自己組
織的リソグラフィー技術においては、まず、例えばＡポリマー鎖とＢポリマー鎖とを含む
ブロック共重合体の溶液が基板に塗布され、ブロック共重合体による薄膜が形成される。
次に、基板を加熱すると、薄膜中で互いにランダムに固溶していたＡポリマー鎖とＢポリ
マー鎖が相分離し、規則的に配列されるＡポリマー領域とＢポリマー領域とが形成される
。
【０００３】
　ブロック共重合体の相分離は、加熱によってＡポリマー及びＢポリマーが流動化し、Ａ
ポリマーどうしが集まり、Ｂポリマーどうしが集まることにより実現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２９７７９号公報
【特許文献２】特開２００７－１２５６９９号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】K. W. Guarini, et al., "Optimization of Diblock Copolymer Thin F
ilm Self Assembly", Advanced Materials, 2002, 14, No. 18, September 16, pp.1290-
1294. (p. 1290, ll.31-51)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ブロック共重合体の薄膜が形成された基板を加熱し、ブロック共重合体を相分離させて
Ａポリマー領域とＢポリマー領域とを形成する際、一般に加熱温度が高いほど、加熱時間
が長いほど、確実に相分離が生じる。しかしながら、加熱温度が高すぎる場合には、Ａポ
リマー及びＢポリマーの溶媒が蒸発して、それぞれが流動化し難くなったり、Ａポリマー
かつ／又はＢポリマーが蒸発したりしてしまうという問題がある。また、加熱時間を長く
すると、製造スループットが低下するという問題も生じる。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑み、ブロック共重合体のポリマーの流動化を促進することに
より、相分離の促進を可能とするパターン形成方法及び加熱装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、少なくとも二のポリマーを含むブロック共重合体の膜を
基板に形成するステップと、前記ブロック共重合体の膜を溶剤蒸気雰囲気の下において前
記ブロック共重合体のガラス転移温度よりも高い温度で加熱して、前記ブロック共重合体
を相分離させるステップと、相分離された前記ブロック共重合体の膜のうち一のポリマー
を除去するステップとを含むパターン形成方法が提供される。
 
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、容器内に配置され、ブロック共重合体の膜が形成される
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基板が載置される載置台と、前記載置台に内蔵され、当該載置台に載置される前記基板を
、前記ブロック共重合体のガラス転移温度よりも高い温度で加熱する加熱部と、前記容器
内に、溶剤の蒸気を含む気体を供給する溶剤蒸気供給部と、前記容器内の前記気体を排気
する排気部とを含む加熱装置が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施形態によれば、ブロック共重合体のポリマーの流動化を促進することによ
り、相分離の促進を可能とするパターン形成方法及び加熱装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態によるパターン形成方法を説明する説明図である。
【図２】本発明の実施形態によるパターン形成方法に従って形成したパターンの表面像で
ある。
【図３】本発明の実施形態による加熱装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の限定的でない例示の実施形態について説明
する。添付の全図面中、同一または対応する部材または部品については、同一または対応
する参照符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態によるパターン形成方法により処理される基板（例えば半導
体ウエハ）の各ステップにおける一部断面を示す。　
　まず、例えばスピン塗布法により、基板としての半導体ウエハ（以下、単にウエハ）Ｗ
上に、ポリスチレン（ＰＳ）－ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）ブロック共重合体
（以下、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）を有機溶媒に溶解した溶液（以下、塗布液とも言う）を塗
布すると、図１（ａ）に示すように、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１が形成される。この膜
２１においては、ＰＳポリマーとＰＭＭＡポリマーとが互いにランダムに混ざり合ってい
る。
【００１４】
　次いで、図１（ｂ）に示すように、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１が形成されたウエハＷ
を加熱装置Ｆ内へ搬入し、ホットプレートＨＰ上に載置する。ホットプレートＨＰにより
、溶剤蒸気雰囲気の下で所定の温度でウエハＷを加熱すると、ウエハＷ上の膜２１内にお
いてＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡに相分離が生じる。相分離によりＰＳポリマー領域ＤＳとＰＭＭ
Ａポリマー領域ＤＭとが交互に配列することとなる。なお、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡのＰＳポ
リマー領域ＤＳとＰＭＭＡポリマー領域ＤＭとを所定のパターンで配列させるため、ウエ
ハＷの表面にガイドパターンを形成することが好ましい。
【００１５】
　ここで、溶剤としては、ＰＳポリマーとＰＭＭＡポリマーとが溶解可能なものであれば
、特に限定されることなく、例えばトルエン、アセトン、エタノール、メタノール、及び
シクロヘキサノンなどを用いることができる。また、例えばアトマイザーを用いて溶剤を
噴霧化し、溶剤の噴霧を不活性ガスで加熱装置Ｆ内に輸送することにより、加熱装置Ｆ内
に溶剤蒸気雰囲気を生成できる。　
　また、加熱中の膜２１の温度は、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡのガラス転移温度より高いことが
好ましく、例えば約１５０℃から約３５０℃までの範囲の温度であって良い。
【００１６】
　所定の時間経過後、加熱装置Ｆ内への溶剤蒸気の供給を停止し、膜２１を乾燥させるた
め、不活性ガス（窒素ガス、アルゴンガスやヘリウムガスなどの希ガス）の雰囲気の下で
、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１を更に加熱する。これにより、膜２１中の溶剤（及び溶媒
）が蒸発する。なお、乾燥時の膜２１の温度は、乾燥時にＰＳポリマー及びＰＭＭＡポリ
マーが流動しないように、ガラス転移温度よりも低いと好ましい。
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【００１７】
　加熱終了後、図１（ｃ）に模式的に示すように、ウエハＷ上のＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜
２１に対して、アルゴン（Ａｒ）やヘリウム（Ｈｅ）などの希ガスや、窒素ガスなどの不
活性ガスの雰囲気下で紫外光が照射される。紫外光は、紫外光領域に属する波長成分を有
していれば、特に限定されることはないが、例えば２００ｎｍ以下の波長成分を有してい
ることが好ましい。また、紫外光が、ＰＭＭＡに吸収され得る１８５ｎｍ以下の波長成分
を含んでいることが更に好ましい。波長２００ｎｍ以下の波長成分を有する紫外光を使用
する場合、光源Ｌとして、波長１７２ｎｍの紫外光を発するＸｅエキシマランプを好適に
使用することができる。
【００１８】
　ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１に紫外光が照射されると、ＰＳにおいては架橋反応が生じ
るため、ＰＳが有機溶剤へ溶け難くなる一方、ＰＭＭＡにおいては主鎖が切断されるため
、ＰＭＭＡが有機溶剤へ溶け易くなると考えられる。なお、波長１７２ｎｍの紫外光を用
いる場合、その照射強度（ドーズ量）は約１８０ｍＪ以下であることが好ましい。１８０
ｍＪより大きいドーズ量で波長１７２ｎｍの紫外光をＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１に照射
すると、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１に対して後に有機溶剤を供給する際に有機溶剤がＰ
Ｓポリマー領域ＤＳに浸透し易くなり、その結果、ＰＳポリマー領域ＤＳが膨潤し、ＰＭ
ＭＡポリマー領域ＤＭが除去され難くなるためである。さらに、紫外光のドーズ量が１８
０ｍＪより大きい場合、ＰＭＭＡポリマー領域ＤＭが、変質し凝固するおそれがあり、有
機溶剤に溶解し難くなるおそれがある。
【００１９】
　なお、不活性ガスによりウエハＷ周囲の雰囲気中の酸素濃度は低下されるが、具体的に
は、不活性ガス雰囲気中の酸素濃度は例えば４００ｐｐｍ以下であれば十分である。
【００２０】
　次に、図１（ｄ）に示すように、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１に対して有機溶剤ＯＳが
供給される。有機溶剤ＯＳにより、膜２１中のＰＭＭＡポリマー領域ＤＭが溶け、ＰＳポ
リマー領域ＤＳがウエハＷの表面上に残る。ここで、有機溶剤ＯＳとしては、例えばイソ
プロピルアルコール（ＩＰＡ）を好適に使用することができる。
【００２１】
　所定の時間が経過した後、ウエハＷの表面を乾燥させると、図１（ｅ）に示すように、
ウエハＷの表面上にＰＳポリマー領域ＤＳによるパターンが得られる。
【００２２】
　上述した本実施形態によるパターン形成方法によれば、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１の
加熱が溶剤蒸気雰囲気の下で行われるため、加熱中の膜２１に溶剤が吸収され得る。この
ため、膜２１に残存する溶媒が加熱中に蒸発しても、吸収された溶剤により膜２１中のＰ
Ｓポリマー及びＰＭＭＡポリマーの（溶媒及び溶剤に対する）濃度が低下するのが抑制さ
れる。したがって、ＰＳポリマー及びＰＭＭＡポリマーの流動性が維持され、相分離が容
易化され得る。よって、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの流動化を促進することにより、相分離を促
進することが可能となる。
【００２３】
　また、例えば大気雰囲気の下で膜２１を加熱する場合には、膜２１に残存する溶媒が蒸
発し、ＰＳポリマー及びＰＭＭＡポリマーの流動性が失われてしまうおそれがあるため、
加熱温度は、例えば約１５０℃程度以下とせざるを得ない。この程度に低い温度において
は相分離に時間がかかり、スループットが低下してしまう。これに対し、本実施形態のパ
ターン形成方法によれば、溶剤蒸気雰囲気の下で膜２１を加熱するため、加熱温度を高く
できる。これにより、相分離を更に促進することが可能となる。
【００２４】
　次に、上述のパターン形成方法に従って形成したＰＳポリマー領域ＤＳによるパターン
を形成した結果について図２を参照しながら説明する。　
　図２（ａ）及び図２（ｂ）は、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡを用いて形成したパターンの上面を
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撮像した走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像である。具体的には、図１（ｅ）に示すＰＳポリ
マー領域ＤＳからなるパターンの上面を示している。なお、これらのパターンを形成した
ときには、ガイドパターンを用いなかったため、指紋状のパターンとなっている。
【００２５】
　また、図２（ａ）に示すパターンは、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１を加熱する際に（図
１（ｂ））、ウエハＷの周囲の雰囲気はトルエン蒸気雰囲気とした。このときのトルエン
分圧は約１５Ｔｏｒｒとした（この分圧のトルエンと窒素ガスにより常圧）。また、図２
（ｂ）に示すパターンにおいても、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１を加熱する際に、ウエハ
Ｗの周囲の雰囲気はトルエン蒸気雰囲気とした。このときのトルエン分圧は約３０Ｔｏｒ
ｒとした。また、図２（ｃ）は、比較のため、空気中で大気圧にてウエハＷを加熱して形
成したパターン（ＰＳポリマー領域ＤＳ）を示している。これらのＳＥＭ像を比較すると
、トルエン蒸気の雰囲気下でウエハＷ（及び膜２１）を加熱した場合には、短時間で、よ
り明確なパターンが得られることが分かる。これは、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜２１中のＰ
Ｓポリマー及びＰＭＭＡポリマーの流動性が、空気だけの場合に比べ、トルエン蒸気によ
って向上したためと考えられる。
【００２６】
　次に、本発明の実施形態によるパターン形成方法を実施するに好適な、本発明の実施形
態による加熱装置について説明する。図３は、加熱装置の概略構成図である。
【００２７】
　図３を参照すると、加熱装置１０は、上端開口及び底部を有する円筒形状の容器本体２
０２と、この容器本体２０２の上端開口を覆う蓋体２０３とを備えている。容器本体２０
２は、円環形状を有する枠体２２１と、枠体２２１の底部から内側に延びる鍔状の底部２
２２と、底部２２２に支持されるウエハ載置台２０４とを備えている。ウエハ載置台２０
４の内部には加熱部２０４ｈが設けられ、加熱部２０４ｈには、電源２０４Ｐが接続され
ている。これによりウエハ載置台２０４上に載置されるウエハＷが加熱される。加熱部２
０４ｈ、電源２０４Ｐ、及び温調器（不図示）により、ウエハ載置台２０４が加熱され、
ウエハ載置台２０４に載置されるウエハＷが加熱される。
【００２８】
　ウエハ載置台２０４には、外部の搬送手段（不図示）との間でウエハＷの受け渡しを行
なうための複数本の昇降ピン２４１が設けられており、この昇降ピン２４１は昇降機構２
４２により昇降自在に構成されている。図中の参照符号２４３は、ウエハ載置台２０４の
裏面に設けられた、この昇降機構２４２の周囲を囲むカバー体である。容器本体２０２と
蓋体２０３は、互いに相対的に昇降自在に構成されている。この例では、昇降機構（不図
示）により蓋体２０３が、容器本体２０２と接続される処理位置と、容器本体２０２の上
方側に位置する基板搬出入位置との間で昇降自在である。
【００２９】
　一方、蓋体２０３は、容器本体２０２の枠体２２１の上面に蓋体２０３の周縁部２３１
がＯリングなどのシール部材２０２Ｓを介して載置されている。これにより、容器本体２
０２の上端開口が蓋体２０３により閉じられる。そして、容器本体２０２と蓋体２０３と
の間に処理室２２０が区画されている。
【００３０】
　蓋体２０３の中央部には、ウエハ載置台２０４上に載置されるウエハＷに対して溶剤蒸
気を含む気体（以下、単に溶剤蒸気という）を供給するためのガス供給路２３３が貫通し
ている。ガス供給路２３３には、後述する溶剤蒸気供給機構２７０と接続される配管２６
１が接続されている。また、配管２６１には、処理室２２０をパージする窒素ガス供給源
（不図示）が接続され、パージガスとしての窒素ガスを処理室２２０へ供給することがで
きる。
【００３１】
　ガス供給路２３３の下端部の下方に整流板２３４が配置されている。整流板２３４には
、複数のスリット（又は開口）２３４Ｓが形成されている。複数のスリット２３４Ｓは、
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ガス供給路２３３から流出する溶剤蒸気がウエハ載置台２０４へ向かって流れるのを許容
すると共に、整流板２３４の上側（ガス供給路２３３側）の空間と下側（ウエハ載置台２
０４側）の空間との間に大きな圧力差が生じるように形成されている。このため、ガス供
給路２３３を通して処理室２２０へ供給された溶剤蒸気は、整流板２３４の上側で横方向
に（蓋体２０３の外周に向かって）広がると共に、スリット２３４Ｓを通してウエハＷに
向かって流れる。したがって、溶剤蒸気はほぼ均一な濃度でウエハＷに対して供給され得
る。
【００３２】
　また、蓋体２０３の上壁部２３２の内部には、ガス供給路２３３が形成された中央領域
以外の領域に面状に伸び、例えばリング状の平面形状を有する扁平な空洞部２８２が形成
されている。この空洞部２８２には、蓋体２０３の外周側であってウエハ載置台２０４上
のウエハＷよりも外側において上下方向に延び、処理室２２０に開口する排気路２８１が
連結されている。また、空洞部２８２には、例えば蓋体２０３の中央近傍領域にて、複数
本の（例えば６本の）排気管２８３が接続されている。排気管２８３はエジェクタ２７５
に接続され、エジェクタ２７５はトラップタンク２７６に接続されている。　
　なお、図３中の参照符号２３５はヒータを示し、このヒータ２３５により蓋体２０３が
所定の温度に加熱される。これにより蓋体２０３への溶剤蒸気の凝結が抑制される。
【００３３】
　溶剤蒸気供給機構２７０は、溶剤タンク２７１、流量制御器２７２、及び気化器２７３
を有している。溶剤タンク２７１の内部には溶剤が貯留され、窒素ガス供給源（不図示）
から窒素ガスで内部を加圧することにより、溶剤が配管２７４へ流出し、流量制御器２７
２によって流量制御されて気化器２７３へ供給される。気化器２７３では溶剤が噴霧化さ
れ、窒素ガス供給源から供給される窒素ガスとともに配管２７４を通して配管２６１へ供
給される。
【００３４】
　また、加熱装置１０には、図３に示すように、電源２０４Ｐ、溶剤蒸気供給機構２７０
、エジェクタ２７５などの加熱装置１０を構成する部品又は部材と、図中の一点鎖線で模
式的に示すように電気的に接続される制御部３００が設けられている。制御部３００は、
例えばコンピュータからなり、不図示のプログラム格納部を有している。このプログラム
格納部には、ブロック共重合体の膜が形成されたウエハを溶剤蒸気雰囲気化で加熱する加
熱工程（図１（ｂ）参照）を加熱装置１０に実行させるように命令が組まれたプログラム
が格納されている。制御部３００は、このプログラムに基づいて、電源２０４Ｐ、溶剤蒸
気供給機構２７０、エジェクタ２７５などの部品又は部材に指令信号を出力し、電源２０
４Ｐから加熱部２０４ｈへ供給される電力、溶剤蒸気供給機構２７０の流量制御器２７２
や気化器２７３により供給される溶剤蒸気の流量や濃度、及び処理室２２０からエジェク
タ２７５により排気される溶剤蒸気を含む気体の排気量などを制御する。プログラムは、
例えばハードディスク、コンパクトディスク、マグネットオプティカルディスクまたはメ
モリーカードなどの記憶媒体に収納された状態でプログラム格納部に格納される。
【００３５】
　以上の構成により、溶剤蒸気供給機構２７０により生成される溶剤蒸気は配管２６１及
びガス供給路２３３を通して処理室２２０へ供給され、整流板２３４により均一に、加熱
部２０４ｈにより加熱されるウエハＷに供給される。その後、溶剤蒸気は、排気路２８１
、空洞部２８２、及び排気管２８３を通して、エジェクタ２７５により排気される。エジ
ェクタ２７５により排気された気体はトラップタンク２７６に至り、ここで気体中の溶剤
成分が取り除かれ、外部へと排気される。なお、処理室２２０内の圧力は、供給する溶剤
蒸気の供給量とエジェクタ２７５とにより制御することができ、例えば常圧又は常圧に対
して０Ｐａから３０ｋＰａの圧力（弱陽圧）に維持することが好ましい。
【００３６】
　上述の構成を有する加熱装置１０によれば、溶剤蒸気雰囲気の下でウエハＷを加熱する
ことができる。したがって、ブロック共重合体のポリマーの流動化を促進することにより
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、相分離を促進することが可能となる。
【００３７】
　以上、本発明の好ましい実施形態を参照しながら本発明を説明したが、本発明は上述の
実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々に変形し、変更することができる。
【００３８】
　例えばブロック共重合体の膜を溶剤蒸気雰囲気の下で加熱する際、ウエハＷ周囲の雰囲
気中の溶剤蒸気（下記の混合溶剤の蒸気を含む）の濃度を漸次低下させてもよい。また、
例えばトルエン、アセトン、エタノール、メタノール、及びシクロヘキサノンなどのうち
の少なくとも２つを混合した混合溶剤により、溶剤蒸気雰囲気を形成しても良い。また、
加熱中に、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロック共重合体に対する溶解度の大きいトルエンを使用
し、次いで溶解度の小さいアセトンを使用してもよい。これによれば、初期段階において
、ＰＳポリマー及びＰＭＭＡポリマーの流動性を大きくして早期に相分離させ、ＰＳポリ
マー及びＰＭＭＡポリマーがそれぞれある程度まで集まった後に流動性を低くすることに
より、所望のパターンに配列し易くすることが可能となる。なお、これと同様な効果は、
加熱中の温度を低下させることによっても得ることができる。例えば、加熱中の温度を約
３００℃から約１００℃までステップ状に又は漸次に低下させてもよい。
【００３９】
　さらに、加熱期間を、溶剤の種類に応じて第１から第３の期間に分けてもよい。例えば
第１の期間は、トルエンのみの蒸気雰囲気の下でブロック共重合体の膜を加熱し、第２の
期間は、トルエンとアセトンの混合溶剤の蒸気雰囲気の下でブロック共重合体の膜を加熱
し、第３の期間は、アセトンのみの蒸気雰囲気の下でブロック共重合体の膜を加熱しても
よい。さらにまた、第２の期間においては、トルエンとアセトンの混合溶剤中のトルエン
の濃度を５０％（アセトンの濃度も５０％）としてもよい。また、第２の期間において、
トルエンの濃度を１００％から０％まで変化させると共に、アセトンの濃度を０％から１
００％まで変化させてもよい。
【００４０】
　なお、二以上の種類の溶剤を用いる場合は、それらを混合した混合溶剤を溶剤タンク２
７１に貯留する代わりに、溶剤に対応する複数の溶剤蒸気供給機構２７０を設けても良い
。この場合、複数の溶剤蒸気供給機構２７０は制御部３００により制御され得る。これに
よれば、制御部３００により、各溶剤蒸気供給機構２７０が制御され、使用する溶剤の変
更や、溶剤濃度の変更などを容易に行うことが可能となる。
【００４１】
　また、上述の実施形態においては、ウエハＷ周囲の雰囲気はトルエン蒸気と窒素ガスと
の混合気体雰囲気であったが、窒素ガスの代わりに、アルゴンガスやヘリウムガスなどの
希ガスや、清浄空気を用いてもよい。
【００４２】
　また、上述の実施形態においては、ブロック共重合体としてＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡを例示
したが、これに限定されることなく、例えばポリブタジエン－ポリジメチルシロキサン、
ポリブタジエン－４－ビニルピリジン、ポリブタジエン－メチルメタクリレート、ポリブ
タジエン－ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート、ポリブタジエン－ｔ－ブチルアクリレート
、ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリ－４－ビニルピリジン、ポリエチレン－ポリメ
チルメタクリレート、ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリ－２－ビニルピリジン、ポ
リエチレン－ポリ－２－ビニルピリジン、ポリエチレン－ポリ－４－ビニルピリジン、ポ
リイソプレンーポリー２－ビニルピリジン、ポリメチルメタクリレート－ポリスチレン、
ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリスチレン、ポリメチルアクリレート－ポリスチレ
ン、ポリブタジエンーポリスチレン、ポリイソプレン－ポリスチレン、ポリスチレン－ポ
リ－２－ビニルピリジン、ポリスチレン－ポリ－４－ビニルピリジン、ポリスチレン－ポ
リジメチルシロキサン、ポリスチレン－ポリ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ポリブ
タジエン－ポリアクリル酸ナトリウム、ポリブタジエン－ポリエチレンオキシド、ポリ－



(9) JP 5748708 B2 2015.7.15

10

20

ｔ－ブチルメタクリレート－ポリエチレンオキシド、ポリスチレン－ポリアクリル酸、ポ
リスチレン－ポリメタクリル酸等がある。
【００４３】
　特にポリスチレン－ポリジメチルシロキサン（ＰＳ－ｂ－ＰＤＭＳ）のように有機ポリ
マーと無機ポリマーとにより構成されるブロック共重合体においては、流動性が低いため
、このようなブロック共重合体を使用する場合には、本発明の実施形態を好適に適用でき
る。
【００４４】
　なお、上述の溶剤蒸気供給機構２７０は、溶剤タンク２７１、流量制御器２７２、及び
気化器２７３の代わりに、貯留される溶剤をキャリアガスでバブリングすることにより溶
剤蒸気を生成するバブラータンクと、溶剤蒸気を含むキャリアガスの流量を制御する制御
器とを有してもよい。
【００４５】
　また、上述のパターン形成方法において、ウエハＷを加熱する温度や、加熱時間等を例
示したが、これらに限らず、予備実験等を通して加熱温度や加熱時間等を設定してよいこ
とは勿論である。
【符号の説明】
【００４６】
　１０・・・加熱装置、２０４・・・ウエハ載置台、２０４ｈ・・・加熱部、２３４・・
・整流板、２６１・・・配管、２３３・・・ガス供給路、２２０・・・処理室、２３４・
・・整流板、２８１・・・排気路、２８２・・・空洞部、２８３・・・排気管、２７０・
・・溶剤蒸気供給機構、２７１・・・溶剤タンク、２７２・・・流量制御器、２７３・・
・気化器、２７５・・・エジェクタ、２７６・・・トラップタンク、Ｗ・・・ウエハ。

【図１】 【図３】



(10) JP 5748708 B2 2015.7.15

【図２】



(11) JP 5748708 B2 2015.7.15

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  北野　高広
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  冨田　忠利
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  田内　啓士
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内

    審査官  岡▲崎▼　忠

(56)参考文献  特開２００３－１５５３６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０１５２２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２６１６３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９７４４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０５４７５４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｆ　　　６／００－６／２８　　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　７／００－７／４２　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　　５／００－５／８６　　　
              　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

