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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定領域内の非平面偏差であるトポグラフィを有した基板上から、前記トポグラフィに
起因する凹部の容積に応じた量のレジストを滴下する滴下ステップと、
　平坦な押印面を有したブランクテンプレートと前記基板との間の距離が所定距離となる
よう、前記ブランクテンプレートまたは前記基板を移動させる移動ステップと、
　前記ブランクテンプレートの押印面を前記レジストに押し当てる押し当てステップと、
　前記レジストを硬化させる硬化ステップと、
　前記ブランクテンプレートを前記レジストから離型する離型ステップと、
　前記レジスト上から前記基板を全面エッチングするエッチングステップと、
　を含み、
　前記基板上に滴下される前記レジストのレジスト量は、前記基板のショット毎に調整さ
れ、
　かつ前記レジストの単位面積あたりの滴下密度は、１つのショット上で少なくとも２種
類が設定され、
　かつ前記ブランクテンプレートの押印面は、前記基板の複数ショットを含む領域以上の
大きさを有しており、前記ブランクテンプレートの押印面を前記レジストに押し当てる際
には、一度の押し当て処理の際に、前記複数ショットに対して前記押印面が押し当てられ
、
　かつ前記全面エッチングの際の前記レジストと前記基板上の被エッチング膜との間のエ
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ッチング選択比は、１．５以下である、
　基板平坦化方法。
【請求項２】
　前記レジストの滴下位置は、前記トポグラフィに起因する凹凸の位置に応じて設定され
る、
　請求項１に記載の基板平坦化方法。
【請求項３】
　前記レジスト量は、前記凹部の容積と、前記トポグラフィに起因する凹凸よりも上部側
に配置される上部側レジストの容積と、に基づいて算出される、
　請求項１に記載の基板平坦化方法。
【請求項４】
　所定領域内の非平面偏差であるトポグラフィを有した基板上から、前記トポグラフィに
起因する凹部の容積に応じた量のレジストを滴下する滴下ステップと、
　平坦な押印面を有したブランクテンプレートと前記基板との間の距離が所定距離となる
よう、前記ブランクテンプレートまたは前記基板を移動させる移動ステップと、
　前記ブランクテンプレートの押印面を前記レジストに押し当てる押し当てステップと、
　前記レジストを硬化させる硬化ステップと、
　前記ブランクテンプレートを前記レジストから離型する離型ステップと、
　前記レジスト上から前記基板を全面エッチングするエッチングステップと、
　を含み、
　前記レジストの単位面積あたりの滴下密度は、前記基板の１つのショット上で少なくと
も２種類が設定され、
　かつ前記ブランクテンプレートの押印面は、前記基板の複数ショットを含む領域以上の
大きさを有しており、前記ブランクテンプレートの押印面を前記レジストに押し当てる際
には、一度の押し当て処理の際に、前記複数ショットに対して前記押印面が押し当てられ
、
　かつ前記全面エッチングの際の前記レジストと前記基板上の被エッチング膜との間のエ
ッチング選択比は、１．５以下である、
　基板平坦化方法。
【請求項５】
　前記レジストの滴下位置は、前記トポグラフィに起因する凹凸の位置に応じて設定され
る、
　請求項４に記載の基板平坦化方法。
【請求項６】
　前記レジストのレジスト量は、前記凹部の容積と、前記トポグラフィに起因する凹凸よ
りも上層側に配置される上部側レジストの容積と、に基づいて算出される、
　請求項４に記載の基板平坦化方法。
【請求項７】
　前記基板の前記全面エッチングでは、前記基板の前記凹部のみに前記レジストが埋めら
れるように、前記基板の表面の一部が露出するまで前記レジストをエッチバックし、前記
レジストがすべて除去されるように、さらに前記レジストをエッチバックする、
　請求項１または４に記載の基板平坦化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、基板平坦化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノインプリント技術は、テンプレートの表面に形成されているテンプレートパターン
を、基板上のレジストに転写する技術である。レジストは、例えば、ＵＶ硬化材などの光
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硬化性樹脂である。
【０００３】
　ナノインプリントが行われる際には、テンプレートが、基板上のレジストに押し当てら
れて、テンプレートパターン内にレジストが充填される。そして、充填されたレジストが
硬化させられ、その後、基板からテンプレートが離型される。これにより、基板上のレジ
ストに凹凸パターンが形成される。
【０００４】
　しかしながら、基板の段差（トポグラフィ）が大きい場合、段差の近傍でテンプレート
の追随性が悪化するので、パターン不良を引き起こす原因となる。また、トポグラフィが
大きい場合には、テンプレートと基板との間のレジストの厚み（ＲＬＴと呼ぶ）に膜厚差
が生じるので、テンプレートのせん断力が高くなる。このため、ＲＬＴに膜厚差が生じる
と、アライメントに影響を及ぼす。この結果、基板とインプリントパターンとの間の重ね
合わせ精度が悪化する原因となる。また、光露光が行われる際に基板の段差が大きいと、
ショット内の結像位置が段差の上部と下部とで揃わないので、パターニング不良が発生す
る。
【０００５】
　基板の段差を平坦化するためには、塗布膜形成などの平坦化技術が提案されているが、
ナノスケールでの基板の段差においては平坦化が不十分であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－２１１４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、基板表面を容易かつ精度良く平坦化することができ
る基板平坦化方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態によれば、基板平坦化方法が提供される。前記基板平坦化方法では、所定領域
内の非平面偏差であるトポグラフィを有した基板上から、前記トポグラフィに起因する凹
部の容積に応じた量のレジストが滴下される。そして、平坦な押印面を有したブランクテ
ンプレートと前記基板との間の距離が所定距離となるよう、前記ブランクテンプレートま
たは前記基板が移動させられる。これにより、前記ブランクテンプレートの押印面が前記
レジストに押し当てられる。そして、前記レジストが硬化させられる。その後、前記ブラ
ンクテンプレートが前記レジストから離型される。そして、前記レジスト上から前記基板
が全面エッチングされる。さらに、前記基板上に滴下される前記レジストのレジスト量は
、前記基板のショット毎に調整されている。前記レジストの単位面積あたりの滴下密度は
、１つのショット上で少なくとも２種類が設定される。また、前記ブランクテンプレート
の押印面は、前記基板の複数ショットを含む領域以上の大きさを有しており、前記ブラン
クテンプレートの押印面を前記レジストに押し当てる際には、一度の押し当て処理の際に
、前記複数ショットに対して前記押印面が押し当てられる。また、前記全面エッチングの
際の前記レジストと前記基板上の被エッチング膜との間のエッチング選択比は、１．５以
下である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、ウエハ上に設定されるショット位置と、ショット内でのウエハ表面の凹
凸と、を説明するための図である。
【図２】図２は、実施形態に係るレジスト滴下処理を説明するための図である。
【図３】図３は、実施形態に係る押印処理を説明するための図である。
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【図４】図４は、実施形態に係るエッチバック処理を説明するための図である。
【図５】図５は、ショット毎のレジスト滴下位置を説明するための図である。
【図６】図６は、実施形態に係るレジスト滴下量算出装置の構成を示す図である。
【図７】図７は、実施形態に係るレジスト滴下量の算出処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図８】図８は、複数ショットずつの押印処理を説明するための図である。
【図９】図９は、レジスト滴下量算出装置のハードウェア構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、実施形態に係る基板平坦化方法および滴下量算出方法を詳
細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではない。
【００１１】
（実施形態）
　図１は、ウエハ上に設定されるショット位置と、ショット内でのウエハ表面の凹凸と、
を説明するための図である。図１の（ａ）は、ウエハ１０上に設定されるショット１１の
位置を示している。また、図１の（ｂ）は、ショット１１内でのウエハ表面の凹凸を示し
ている。なお、図１の（ｂ）では、１つのショットの凹凸を示しており、周囲のショット
の凹凸は図示省略している。
【００１２】
　インプリントリソグラフィが行われる際には、トポグラフィを有したウエハ１０に対し
てレジストが滴下される。そして、レジストがブランクテンプレート（平坦な基板）で押
印されたうえで、レジストが硬化させられる。この後、レジストがエッチバックされる。
これにより、レジストとともにウエハ１０上の凸部分が削られて、ウエハ１０が平坦化さ
れる。
【００１３】
　本実施形態では、ウエハ１０上に滴下されるレジストのレジスト量が、ウエハ１０のシ
ョット毎に調整される。ウエハ１０は、半導体ウエハなどの基板（被転写基板）であり、
ウエハ上へはインプリントリソグラフィなどを用いて半導体装置が形成される。ウエハ１
０へは、複数のショット１１がマトリクス状に配置されている。そして、ウエハ１０上で
は、ショット毎に回路パターンなどが形成される。
【００１４】
　各ショット１１では、半導体装置（基板上パターン）が形成される側の面（一方の主面
）に、面内の平面度を示すトポグラフィを有している。トポグラフィは、空間波長成分が
約０．２ｍｍ～２０ｍｍのウエハ表面に存在する凹凸であり、ＦＱＡ（Fixed　Quality　
Area）内の非平面偏差である。トポグラフィは、ウエハ表面上のディップ、バンプ、波な
どを含んでいる。これらのディップ、バンプ、波などは、谷の高さのピークが数ナノメー
トル～数百ナノメートルまで変化している。本実施形態のトポグラフィは、所定領域内（
例えば、ショット１１内）における、所定の空間波長範囲内かつＦＱＡ内の非平面偏差で
ある。
【００１５】
　半導体装置が形成されるウエハ１０は、工程（レイヤ）ごとに種々のトポグラフィを有
している。このため、ウエハ１０では、レイヤ毎のトポグラフィに応じた平坦化処理が行
われる。
【００１６】
　例えば、ウエハ１０は、第Ｍ（Ｍは自然数）の工程では第Ｍのトポグラフィを有してい
る。本実施形態では、第Ｍのトポグラフィに対しては、第Ｍの滴下位置にレジスト（イン
プリント材料）が滴下される。このとき、レジストの滴下位置は、トポグラフィに起因す
る凹凸の位置に応じて設定される。したがって、レジストの単位面積あたりの滴下密度は
、１つのショット上で少なくとも２種類が設定される。
【００１７】
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　また、ウエハ１０は、ショット毎に異なるトポグラフィを有している場合がある。この
ため、本実施形態では、ウエハ１０のショット毎にレジスト量が算出される。レジストは
、例えば、ＵＶ硬化材などの光硬化性樹脂などである。レジストが滴下されてレジストが
平坦化された後に、ウエハ１０がエッチバックされる。
【００１８】
　つぎに、ウエハ１０への平坦化処理について説明する。ウエハ１０への平坦化処理が行
われる際には、レジスト滴下処理と、レジストへのテンプレートの押印処理と、レジスト
のエッチバック処理と、が行われる。
【００１９】
　図２は、実施形態に係るレジスト滴下処理を説明するための図である。ウエハ１０の各
ショット１１に対して、インクジェット方式でレジストの滴下処理が行われる。図２では
、ショット１１－１～１１－Ｎ（Ｎは自然数）に対してレジストの滴下処理が行われる場
合を示している。
【００２０】
　ショット１１－１～１１－Ｎにおけるレジスト滴下位置の設定方法はそれぞれのショッ
トで同様である。したがって、ここではショット１１－１に対するレジスト滴下位置の設
定方法について説明する。
【００２１】
　ショット１１－１内にはトポグラフィがあるので、ショット１１－１の表面は凹凸（段
差）を有している。この凹凸は、基板上パターンなどの凹凸パターンではなく、ショット
内において所望されたものではない。したがって、ショット内のトポグラフィ（凹凸）に
対して短時間でレジスト１５Ａが充填されるよう、レジスト１５Ａの滴下位置が設定され
る。
【００２２】
　ショット１１－１内では、凹凸の高さに応じた密度でレジスト１５Ａが滴下される。例
えば、凹凸の高さが低い位置ほど高い配置密度でレジスト１５Ａが滴下され、凹凸の高さ
が高い位置ほど低い配置密度でレジスト１５Ａが滴下される。換言すると、レジスト１５
Ａの滴下量は、凹凸の深さに応じて調整される。
【００２３】
　例えば、ショット１１－１内において、凸部６１～６３へは、所定値よりも低い配置密
度でレジスト１５Ａが滴下される。また、ショット１１－１内において、凹部５１，５２
へは、所定値よりも高い配置密度でレジスト１５Ａが滴下される。換言すると、凹部５１
，５２は、凸部６１～６３よりも高い密度でレジスト１５Ａが滴下される。
【００２４】
　具体的には、ショット１１－１へのレジスト１５Ａの滴下量は、ショット１１－１に堆
積させるレジスト１５Ａのレジスト容積である。このレジスト容積は、ショット１１－１
内の段差が形成する容積（段差部容積）と、段差よりも上側に配置されるレジスト１５Ａ
の容積（上部側容積）と、の和である。
【００２５】
　上部側容積は、ショット１１－１の面積（押印面の面積）と必要膜厚（上部側レジスト
の膜厚であるＲＬＴ：Residual　Layer　Thickness）とを乗じることによって算出される
。また、段差部容積（凹部の容積）は、凹凸のうちの凹部の深さおよび面積に基づいて算
出される。
【００２６】
　本実施形態では、上部側容積に段差部容積が加算されることによって、レジスト容積で
あるレジスト滴下量が算出される。そして、レジスト滴下量と、凹凸の位置および高さと
、に基づいて、ショット１１－１内におけるレジスト滴下位置が設定される。
【００２７】
　このように、ショット１１－１内の段差に基づいてレジスト滴下量およびレジスト滴下
位置が設定されることによって、凹部５１，５２では、レジスト１５Ａが厚くなり、凸部
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６１～６３では、レジスト１５Ａが薄くなる。この結果、ショット１１－１内でのレジス
ト１５Ａの表面が略平坦になる。
【００２８】
　図３は、実施形態に係る押印処理を説明するための図である。ショット１１－１～１１
－Ｎにレジスト１５Ａが滴下された後、レジスト１５Ａ上からテンプレート（ブランクテ
ンプレート）２０が押し当てられる。具体的には、ウエハ１０とテンプレート２０との間
の距離が所定距離となるよう、ウエハ１０またはテンプレート２０が移動させられる。
【００２９】
　本実施形態のテンプレート２０は、レジスト１５Ａに押し当てられる側の面（テンプレ
ートパターン面）が平坦な面となっている。例えば、テンプレート２０は、押印面が平坦
なメサ領域を有している。
【００３０】
　まず、ショット１１－１上のレジスト１５Ａに対してテンプレート２０が押し当てられ
た後、ウエハ１０とレジスト１５Ａとが所定時間だけ接触させられる。これにより、レジ
スト１５Ａが、ショット１１－１内に充填される。そして、レジスト１５Ａの上面がテン
プレート２０の押印面と同様の平坦面となる。
【００３１】
　この状態でテンプレート２０の底面（レジスト１５Ａに押し当てられる面とは反対側の
面）側からＵＶ光などが照射される。これにより、レジスト１５Ａが硬化し、テンプレー
ト２０の平坦面がレジスト１５Ａにパターニングされる。この結果、ショット１１－１上
では、レジスト１５Ａが、上面の平坦なレジスト１５Ｂとなる（Ｓ１）。この後、ショッ
ト１１－１上のテンプレート２０がレジスト１５Ｂから離型される。
【００３２】
　また、ショット１１－２に対してもショット１１－１と同様の押印処理が行われる。こ
れにより、ショット１１－２上では、レジスト１５Ａが、上面の平坦なレジスト１５Ｂと
なる（Ｓ２）。この後、ショット１１－２上のテンプレート２０がレジスト１５Ｂから離
型される。
【００３３】
　さらに、ショット１１－Ｎに対してもショット１１－１と同様の押印処理が行われる。
これにより、ショット１１－Ｎ上では、レジスト１５Ａが、上面の平坦なレジスト１５Ｂ
となる（Ｓ３）。この後、ショット１１－３上のテンプレート２０がレジスト１５Ｂから
離型される。これらのショット１１－１～１１－Ｎへのインプリント処理によって、レジ
スト１５Ｂの表面がウエハ１０のトポグラフィによらず平坦となる。
【００３４】
　なお、ここでは全てのショットにレジスト１５Ａが滴下された後に、押印処理が実行さ
れる場合について説明したが、１ショットずつレジスト１５Ａの滴下と押印処理とが実行
されてもよい。この場合、レジスト１５Ａの滴下と押印処理とが、１ショットずつ順番に
繰り返される。
【００３５】
　図４は、実施形態に係るエッチバック処理を説明するための図である。全てのショット
１１－１～１１－Ｎに対して押印処理が実行された後、ウエハ１０へのエッチバック処理
が実行される。このとき、ウエハ１０の全面に対してレジスト１５Ｂ上からエッチバック
処理が実行される。これにより、レジスト１５Ｂは、ウエハ１０の表面の一部が露出する
まで削られる。この結果、図４の（ａ）に示すように、ショット１１－１～１１－Ｎ上で
は、レジスト１５Ｂが、レジスト１５Ｃとなる。レジスト１５Ｃは、ウエハ１０上の凹部
領域のみに埋められたレジストである。
【００３６】
　この後、さらにエッチバック処理が継続されると、図４の（ｂ）に示すように、レジス
ト１５Ｃは、全て除去される。そして、ショット１１－１～１１－Ｎは、略平面となる。
この結果、ウエハ１０上のトポグラフィが無くなる。
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【００３７】
　ウエハ１０へのエッチバック処理に対しては、レジスト１５Ｂ，１５Ｃと、ウエハ１０
の表面材料と、の間のエッチング選択比が近くなるようにエッチング条件が最適化されて
いる。例えば、エッチバック処理が実行される際のレジスト１５Ｂ，１５Ｃと、ウエハ１
０の表面材料（被エッチング膜）と、の間のエッチング選択比は、１．５以下である。こ
れにより、ウエハ１０上の凸部がレジスト１５Ｂ，１５Ｃとともにエッチングされるので
、ウエハ１０の段差が低減する。このように、本実施形態では、上述した図２～図４の処
理が行わることによってウエハ１０の平坦化が行われる。
【００３８】
　本実施形態では、ウエハ１０上に滴下するレジスト１５Ａは、ショット毎に変更されて
いる。ウエハ１０は、例えば、ショット毎に異なるトポグラフィを有している場合がある
。このため、ショット毎に、トポグラフィに応じたレジスト滴下位置が設定される。
【００３９】
　図５は、ショット毎のレジスト滴下位置を説明するための図である。ウエハ１０は、例
えば、ウエハ１０の中心からの距離に応じたトポグラフィを有している。このような場合
、各ショットへは、ウエハ１０の中心からの距離に応じたレジスト滴下位置が設定される
。
【００４０】
　例えば、ウエハ１０上の第１の領域３１に配置されているショット群は、ウエハ１０の
中心からの距離が０～Ｌ１である。この場合、第１の領域３１に配置されているショット
に対しては、第１のレジスト滴下位置が設定される。
【００４１】
　また、ウエハ１０上の第２の領域３２に配置されているショット群は、ウエハ１０の中
心からの距離がＬ２～Ｌ３（Ｌ１＜Ｌ３）である。この場合、第２の領域３２に配置され
ているショットに対しては、第２のレジスト滴下位置が設定される。
【００４２】
　また、ウエハ１０上の第３の領域３３に配置されているショット群は、ウエハ１０の中
心からの距離がＬ４～Ｌ５（Ｌ３＜Ｌ５）である。この場合、第３の領域３３に配置され
ているショットに対しては、第３のレジスト滴下位置が設定される。
【００４３】
　図６は、実施形態に係るレジスト滴下量算出装置の構成を示す図である。レジスト滴下
量算出装置４０は、ウエハ１０へのレジスト１５Ａの滴下量を算出するコンピュータなど
である。本実施形態のレジスト滴下量算出装置４０は、ウエハ１０のショット毎にレジス
ト１５Ａの滴下量を算出する。
【００４４】
　レジスト滴下量算出装置４０は、入力部４１、段差部容積算出部４２、上部側容積算出
部４３、滴下量算出部４４、出力部４５を備えている。入力部４１へは、ショット毎のト
ポグラフィに関するトポグラフィ情報と、トポグラフィの上部側に成膜するレジスト１５
Ａのショット毎のレジスト膜厚（ＲＬＴ）に関する膜厚情報と、が入力される。入力部４
１は、トポグラフィ情報を段差部容積算出部４２に送る。また、入力部４１は、膜厚情報
を、上部側容積算出部４３に送る。
【００４５】
　段差部容積算出部４２は、トポグラフィ情報に基づいて、トポグラフィの凹凸に対応す
る段差部容積を算出する。換言すると、段差部容積算出部４２は、トポグラフィ情報に基
づいて、トポグラフィに起因する凹部の容積を算出する。このとき、段差部容積算出部４
２は、ショット毎に段差部容積を算出する。段差部容積算出部４２は、算出した段差部容
積を滴下量算出部４４に送る。
【００４６】
　上部側容積算出部４３は、膜厚情報に基づいて、トポグラフィの凹凸部分（段差）より
も上側に配置されるレジスト１５Ａの上部側容積を算出する。上部側容積算出部４３は、
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ショット毎に上部側容積を算出する。上部側容積算出部４３は、算出した上部側容積を滴
下量算出部４４に送る。
【００４７】
　滴下量算出部４４は、段差部容積に上部側容積を加算することによって、レジスト容積
であるレジスト滴下量を算出する。なお、滴下量算出部４４は、レジスト滴下量としてレ
ジスト１５Ａの滴下数を算出してもよい。滴下量算出部４４は、算出したレジスト滴下量
を出力部４５に送る。出力部４５は、レジスト滴下量をインプリント装置などの外部装置
に出力する。
【００４８】
　図７は、実施形態に係るレジスト滴下量の算出処理手順を示すフローチャートである。
ウエハ１０のトポグラフィに関するトポグラフィ情報が取得されると、入力部４１へは、
トポグラフィ情報が入力される。また、入力部４１へは膜厚情報が入力される。
【００４９】
　段差部容積算出部４２は、トポグラフィ情報に基づいて、ショット毎に段差部容積を算
出する（ステップＳ１０）。具体的には、段差部容積算出部４２は、凹部の深さおよび面
積に基づいて算出する。
【００５０】
　上部側容積算出部４３は、膜厚情報に基づいて、ショット毎に上部側容積を算出する（
ステップＳ２０）。具体的には、上部側容積算出部４３は、押印面の面積と、上部側レジ
ストの膜厚と、に基づいて算出する。
【００５１】
　そして、滴下量算出部４４は、ショット毎に、段差部容積に上部側容積を加算すること
によって、レジスト滴下量（レジスト容積）をショット毎に算出する（ステップＳ３０）
。この後、必要に応じて、出力部４５が、レジスト滴下量をインプリント装置などの外部
装置に出力する。
【００５２】
　なお、本実施形態では、１ショットずつテンプレート２０の押印処理が実行される場合
について説明したが、複数ショットずつテンプレート２０の押印処理が実行されてもよい
。この場合、テンプレートの押印面が、ウエハ１０上の複数ショットを含む領域以上の大
きさとなるようテンプレートを形成しておく。そして、一度の押し当て処理の際に、複数
ショットに対して押印面が押し当てられる。
【００５３】
　図８は、複数ショットずつの押印処理を説明するための図である。複数ショット（例え
ば４ショット）を含む領域１２に対してレジスト１５Ａが滴下された後、レジスト１５Ａ
上からテンプレート２１が押し当てられる。具体的には、ウエハ１０とテンプレート２１
との間の距離が所定距離となるよう、ウエハ１０またはテンプレート２１が移動させられ
る。
【００５４】
　テンプレート２１は、４ショット分のテンプレートパターン面を有している。そして、
テンプレート２１は、テンプレートパターン面（押印面）が平坦な面となっている。押印
処理が行われる際には、領域１２上の各ショットにレジスト１５Ａが滴下される。そして
、領域１２上のレジスト１５Ａに対してテンプレート２１が押し当てられる。換言すると
、一度の押し当て処理の際に、ウエハ１０上の複数ショットに対してテンプレート２１の
押印面が押し当てられる、この後、ウエハ１０とレジスト１５Ａとが所定時間だけ接触さ
せられる。これにより、レジスト１５Ａが、領域１２内の全ショット内に充填される。そ
して、レジスト１５Ａの上面がテンプレート２１の押印面と同様の平坦面となる。
【００５５】
　この状態でテンプレート２１の底面側からＵＶ光などが照射される。これにより、レジ
スト１５Ａが硬化し、テンプレート２１の平坦面がレジスト１５Ａにパターニングされる
。この結果、領域１２内のショット上では、レジスト１５Ａが、上面の平坦なレジスト１
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５Ｂとなる。この後、領域１２上のテンプレート２１がレジスト１５Ｂから離型される。
【００５６】
　ウエハ１０上では、次の領域１２に対して、テンプレート２１を用いた押印処理が実行
される。ウエハ１０上では、テンプレート２１を用いた１～複数回の押印処理によって、
ウエハ１０の全ショットが平坦化される。なお、テンプレート２１は、３ショット以下の
テンプレートパターン面を有していてもよいし、５ショット以上のテンプレートパターン
面を有していてもよい。テンプレート２１は、例えば、ウエハ１０の全面と同じ大きさの
テンプレートパターン面を有していてもよい。この場合、一度の押印処理でウエハ１０を
平坦化することが可能となる。
【００５７】
　ウエハ１０への平坦化処理は、例えばウエハプロセスのレイヤ毎に行われる。具体的に
は、ウエハ１０に対して上述した平坦化処理が行われ、その後、ウエハ１０にレジストが
配置（滴下または塗布）される。そして、レジストの配置されたウエハ１０にマスクを用
いてリソグラフィプロセスが行われる。このときの、リソグラフィプロセスは、インプリ
ントリソグラフィであってもよいし、フォトリソグラフィなどの他のリソグラフィであっ
てもよい。ここでは、フォトリソグラフィが行われる場合について説明する。
【００５８】
　レジストが塗布されたウエハ１０に対して露光処理が行なわれる。その後、ウエハ１０
が現像処理されることによって、ウエハ１０上にレジストパターンが形成される。そして
、レジストパターンをマスクとしてレジストパターンよりも下層側の膜がエッチング処理
される。これにより、レジストパターン対応する実パターンがウエハ１０上に形成される
。半導体装置（半導体集積回路）を製造する際には、上述した平坦化処理、露光処理、現
像処理、エッチング処理などがレイヤ毎に繰り返される。
【００５９】
　つぎに、レジスト滴下量算出装置４０のハードウェア構成について説明する。図９は、
レジスト滴下量算出装置のハードウェア構成を示す図である。レジスト滴下量算出装置４
０は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）９１、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）９２
、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）９３、表示部９４、入力部９５を有している。レジ
スト滴下量算出装置４０では、これらのＣＰＵ９１、ＲＯＭ９２、ＲＡＭ９３、表示部９
４、入力部９５がバスラインを介して接続されている。
【００６０】
　ＣＰＵ９１は、コンピュータプログラムである滴下量算出プログラム９７を用いてパタ
ーンの判定を行う。滴下量算出プログラム９７は、コンピュータで実行可能な、レジスト
１５Ａの滴下量をショット毎に算出するための複数の命令を含むコンピュータ読取り可能
かつ非遷移的な記録媒体（nontransitory　computer　readable　recording　medium）を
有するコンピュータプログラムプロダクトである。滴下量算出プログラム９７では、前記
複数の命令が滴下量を算出することをコンピュータに実行させる。
【００６１】
　表示部９４は、液晶モニタなどの表示装置であり、ＣＰＵ９１からの指示に基づいて、
ウエハ１０のショットマップ、トポグラフィ、段差部容積、上部側容積、レジスト容積、
レジスト滴下量などを表示する。入力部９５は、マウスやキーボードを備えて構成され、
使用者から外部入力される指示情報（レジスト滴下量の算出に必要なパラメータ等）を入
力する。入力部９５へ入力された指示情報は、ＣＰＵ９１へ送られる。
【００６２】
　滴下量算出プログラム９７は、ＲＯＭ９２内に格納されており、バスラインを介してＲ
ＡＭ９３へロードされる。図９では、滴下量算出プログラム９７がＲＡＭ９３へロードさ
れた状態を示している。
【００６３】
　ＣＰＵ９１はＲＡＭ９３内にロードされた滴下量算出プログラム９７を実行する。具体
的には、レジスト滴下量算出装置４０では、使用者による入力部９５からの指示入力に従
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って、ＣＰＵ９１がＲＯＭ９２内から滴下量算出プログラム９７を読み出してＲＡＭ９３
内のプログラム格納領域に展開して各種処理を実行する。ＣＰＵ９１は、この各種処理に
際して生じる各種データをＲＡＭ９３内に形成されるデータ格納領域に一時的に記憶させ
ておく。
【００６４】
　レジスト滴下量算出装置４０で実行される滴下量算出プログラム９７は、段差部容積算
出部４２、上部側容積算出部４３、滴下量算出部４４を含むモジュール構成となっており
、これらが主記憶装置上にロードされ、これらが主記憶装置上に生成される。
【００６５】
　本実施形態では、ウエハ１０が平坦化されるので、この後のウエハ１０への処理の際に
ウエハ１０の段差に対する影響を受けにくくなる。例えば、平坦化された後のウエハ１０
に対してインプリントプロセスを用いてパターン形成が行われる場合がある。このインプ
リントプロセスでは、レジストの滴下されたウエハ１０上にテンプレートが接近させられ
る。そして、ウエハ１０上のレジストが毛細管現象によってテンプレートのテンプレート
パターン内に充填される。この後、ＵＶ光の照射によってレジストが固化させられ、その
後、テンプレートが離型される。
【００６６】
　この場合において、段差（トポグラフィ）が大きいウエハ１０Ｘ（図示せず）では、段
差付近でテンプレートの押印がウエハ１０Ｘの形状に追随しない。この結果、ウエハ１０
Ｘでパターニング不良が生じてしまう。一方、本実施形態では、ウエハ１０のトポグラフ
ィが小さいので、テンプレートの押印がウエハ１０の形状に追随する。この結果、ウエハ
１０におけるパターニング不良を防止することができる。
【００６７】
　また、ウエハ１０Ｘのトポグラフィが大きい場合、テンプレートとウエハ１０Ｘとの間
のレジストの厚みであるＲＬＴに膜厚差が生じる。このため、テンプレート面内において
、テンプレートの横方向の移動に要する力であるせん断力に差が生じる。その結果、ウエ
ハ１０Ｘとインプリントパターンとの間の重ね合わせ精度が悪化する。一方、本実施形態
では、ウエハ１０のトポグラフィが小さいので、テンプレート面内におけるせん断力の差
が小さい。このため、ウエハ１０とインプリントパターンとの間の重ね合わせ精度が向上
する。
【００６８】
　ところで、ウエハ１０Ｘに対して塗布膜を形成し、塗布膜によってウエハ１０Ｘの表面
を平坦化する方法がある。この方法では、ｍｍ単位の幅とｎｍ単位の深さで形成されるト
ポグラフィに対しては、塗布膜の膜厚が段差の上部および下部とで変化しない。このため
、塗布膜上にトポグラフィによる段差がそのまま残っていた。一方、本実施形態の平坦化
方法では、ｍｍ単位の幅とｎｍ単位の深さで形成されるトポグラフィに対しても、トポグ
ラフィに起因する段差を解消することが可能となる。
【００６９】
　上述したように、本実施形態では、ウエハ１０の表面段差の深さに対応した分量のレジ
スト１５Ａが滴下される。そして、ブランクテンプレートであるテンプレート２０でレジ
スト１５Ａが押印される。この後、平坦化された状態で硬化したレジスト１５Ｂがエッチ
バック処理される。これにより、レジスト１５Ｂとともにウエハ１０の凸部分が削られる
。この結果、表面段差量が大きいウエハ１０の表面が平坦化される。
【００７０】
　このように実施形態によれば、ウエハ１０上に滴下されるレジスト１５Ａのレジスト量
が、ウエハ１０のショット毎に調整されているので、ウエハ１０の表面を容易かつ精度良
く平坦化することが可能となる。
【００７１】
　また、本実施形態では、テンプレート２１の押印面が、複数ショット分の押印面を有し
、一度の押し当て処理の際に複数ショットに対して押印面が押し当てられる。したがって
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、ウエハ１０の表面を容易かつ精度良く平坦化することが可能となる。
【００７２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…ウエハ、１１…ショット、１５Ａ～１５Ｃ…レジスト、２０，２１…テンプレー
ト、３１～３３…領域、４０…レジスト滴下量算出装置、４２…段差部容積算出部、４３
…上部側容積算出部、４４…滴下量算出部、５１，５２…凹部、６１～６３…凸部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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