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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　露光光に対して透明な基板上に第１遮光性膜と第２遮光性膜とが順次積層された遮光性
膜を備えたフォトマスクブランクであって、
　前記第１遮光性膜は、フッ素系ドライエッチングでは実質的にエッチングされないクロ
ム（Ｃｒ）を主成分とする膜厚３ｎｍ以上１５ｎｍ以下の層からなり、
　前記第２遮光性膜はフッ素系ドライエッチングが可能な珪素含有化合物を主成分とする
層からなり、
　前記第１遮光性膜と第２遮光性膜の光学濃度の総和は２．５以上である、ことを特徴と
するフォトマスクブランク。
【請求項２】
　前記珪素含有化合物は、珪素の酸化物、窒化物、または酸化窒化物、もしくは珪素と遷
移金属の酸化物、窒化物、または酸化窒化物である、ことを特徴とする請求項１に記載の
フォトマスクブランク。
【請求項３】
　前記遷移金属は、チタン（Ｔｉ）、バナジウム（Ｖ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（
Ｎｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、モリブデン（Ｍｏ）、ハフニウム（Ｈ
ｆ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）から選択された少なくとも１種の金属元素
であることを特徴とする請求項２に記載のフォトマスクブランク。
【請求項４】
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　前記珪素含有化合物は、珪素１０～９５ａｔ％、酸素０～６０ａｔ％、窒素０～５７ａ
ｔ％、遷移金属０～３５ａｔ％、の範囲の組成とされていることを特徴とする請求項２ま
たは３に記載のフォトマスクブランク。
【請求項５】
　前記第２遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．２～３．０であることを特徴とす
る請求項１乃至４の何れか１項に記載のフォトマスクブランク。
【請求項６】
　前記第２遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．５～２．５であることを特徴とす
る請求項５に記載のフォトマスクブランク。
【請求項７】
　前記第２遮光性膜の膜厚は、１０ｎｍ以上５５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１乃至６の何れか１項に記載のフォトマスクブランク。
【請求項８】
　前記第２遮光性膜の膜厚は２５ｎｍ以上５５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項７
に記載のフォトマスクブランク。
【請求項９】
　前記第２遮光性膜の窒素含有量は、５ａｔ％以上２０ａｔ％以下であることを特徴とす
る請求項１乃至８の何れか１項に記載のフォトマスクブランク。
【請求項１０】
　前記第２遮光性膜の露光波長での消衰係数ｋは、前記基板側から表面側にかけて漸次減
少するプロファイルをもつことを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載のフォト
マスクブランク。
【請求項１１】
　前記第１遮光性膜は、金属クロム、クロム酸化物、クロム窒化物、クロム酸窒化物、ク
ロム酸化炭化物、クロム窒化炭化物、またはクロム酸窒化炭化物を主成分とする膜である
ことを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載のフォトマスクブランク。
【請求項１２】
　前記第１遮光性膜は、クロム３０～９５ａｔ％、酸素０～６０ａｔ％、窒素０～５０ａ
ｔ％、炭素０～２０ａｔ％、の範囲の組成とされていることを特徴とする請求項１１に記
載のフォトマスクブランク。
【請求項１３】
　前記第１遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．３～３．０であることを特徴とす
る請求項１乃至１２の何れか１項に記載のフォトマスクブランク。
【請求項１４】
　前記第１遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．５～２．０であることを特徴とす
る請求項１３に記載のフォトマスクブランク。
【請求項１５】
　前記第１遮光性膜の膜厚は、５ｎｍ以上１５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１
乃至１４の何れか１項に記載のフォトマスクブランク。
【請求項１６】
　前記第１遮光性膜と第２遮光性膜を順次積層させた遮光性膜の露光光に対する光学濃度
は２．５以上であることを特徴とする請求項１乃至１５の何れか１項に記載のフォトマス
クブランク。
【請求項１７】
　前記第１遮光性膜と前記第２遮光性膜の少なくとも一方は、複数層を順次積層させた多
層構造を有することを特徴とする請求項１乃至１６の何れか１項に記載のフォトマスクブ
ランク。
【請求項１８】
　前記第２遮光性膜は反射防止機能を有することを特徴とする請求項１乃至１７の何れか
１項に記載のフォトマスクブランク。
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【請求項１９】
　請求項１乃至１８の何れか１項に記載のフォトマスクブランクを用いて製造されたフォ
トマスク。
【請求項２０】
　透明基板上に、フッ素系ドライエッチングでは実質的にエッチングされないクロムを主
成分とする膜厚３ｎｍ以上１５ｎｍ以下の層からなる第１遮光性膜と、フッ素系ドライエ
ッチングが可能な珪素含有化合物を主成分とする層からなる第２遮光性膜と、が順次積層
された遮光性膜であり、前記第１遮光性膜と第２遮光性膜の光学濃度の総和が２．５以上
である遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用いてフォトマスクを製造する方法であ
って、
　前記第２遮光性膜上に形成されたフォトレジストマスクを用いて該第２遮光性膜をフッ
素系ドライエッチングしてパターニングする第１のステップと、
　前記パターニングされた第２遮光性膜またはレジスト膜をマスクとして前記第１遮光性
膜を酸素含有塩素系ドライエッチングしてパターニングする第２のステップと、
を備えていることを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路、ＣＣＤ（電荷結合素子）、ＬＣＤ（液晶表示素子）用カラ
ーフィルタ、および磁気ヘッドなどの微細加工に用いられるフォトマスク技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、大規模集積回路の高集積化に伴う回路パターンの微細化要求などに応えるた
めに、高度の半導体微細加工技術が極めて重要な要素技術となってきている。例えば、大
規模集積回路の高集積化は、回路を構成する配線パターンの細線化技術や、セルを構成す
る層間の配線のためのコンタクトホールパターンの微細化技術を必須のものとして要求す
る。大規模集積回路のパターン微細化が加速されるのは、その高速動作と低消費電力化の
ためであり、その最も有効な方法がパターンの微細化だからである。
【０００３】
　このような高度の微細加工の殆どはフォトマスクを用いるフォトリソグラフィ技術によ
り施されるものであるため、フォトマスクは露光装置やレジスト材料とともに微細化技術
を支える基本技術となっている。このため、上述の細線化された配線パターンや微細化さ
れたコンタクトホールパターンを有するフォトマスクを実現する目的で、より微細且つよ
り正確なパターンをフォトマスクブランク上に形成するための技術開発が進められてきた
。
【０００４】
　高精度のフォトマスクパターンをフォトマスク基板上に形成するためには、フォトマス
クブランク上に形成するレジストパターンを高精度でパターニングすることが前提となる
。半導体基板を微細加工する際のフォトリソグラフィは縮小投影法により実行されるため
、フォトマスクに形成されるパターンのサイズは半導体基板上に形成するパターンサイズ
の４倍程度の大きさとされるが、このことはフォトマスクに形成されるパターンの精度が
緩和されることを意味するものではなく、むしろ露光後に半導体基板上に得られるパター
ン精度よりも高い精度でフォトマスクパターンを形成することが求められる。
【０００５】
　また、現在では、フォトリソグラフィで半導体基板上に描画される回路パターンのサイ
ズは露光光の波長よりもかなり小さなものとなってきているため、回路パターンをそのま
ま４倍に拡大したフォトマスクパターンが形成されたフォトマスクを使用して縮小露光を
行うと、露光光の干渉などの影響により、フォトマスクパターン通りの形状をレジスト膜
に転写することはできない。
【０００６】
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　そこで、超解像マスクとして、いわゆる光近接効果補正（Optical Proximity Effect C
orrection : OPC）を行うことで転写特性を劣化させる光近接効果の補正技術を適用した
ＯＰＣマスクや、隣り合った開口パターンの位相を１８０°変化させて隣接する開口パタ
ーンの中間での光振幅をゼロとする位相シフトマスクが標準的に用いられている。例えば
、ＯＰＣマスクには回路パターンの１／２以下のサイズのＯＰＣパターン（ハンマヘッド
やアシストバーなど）を形成する必要がある。
【０００７】
　このように、半導体基板上に回路パターンを得るためのフォトリソグラフィのみならず
、フォトマスクブランクにパターン形成するためのフォトリソグラフィにおいても、高精
度のパターニング技術が求められている。フォトリソグラフィ性能の指標のひとつに「限
界解像度」があるが、フォトマスクのパターニング工程でのフォトリソグラフィには、半
導体基板上への回路パターニング工程でのフォトリソグラフィと同等もしくはそれ以上の
高い限界解像度が求められることとなる。
【０００８】
　ところで、フォトマスクパターンを形成するためには、通常は、透明基板上に遮光層を
設けたフォトマスクブランクの上にフォトレジスト膜を形成し、このフォトレジスト膜に
電子線を照射してパターン描画を行い、フォトレジスト膜を現像してレジストパターンを
得る。そして、このレジストパターンを遮光層用のエッチングマスクとして遮光層をパタ
ーニングしてフォトマスクパターンを得る。このような手法で微細なフォトマスクパター
ンを得るためには、フォトレジスト膜の薄膜化と遮光層の材料選択とが重要となる。
【０００９】
　形成するフォトマスクパターンの微細化に対応してレジストパターンも微細化されるこ
ととなるが、レジスト膜の膜厚を薄くすることなくレジストパターンのみを微細化すると
、遮光層用のエッチングマスクとして機能するレジスト部のアスペクト比（レジスト膜厚
とパターン幅との比）が大きくなってしまう。
【００１０】
　一般に、レジストパターンのアスペクト比が大きくなるとそのパターン形状が劣化しや
すく、これをエッチングマスクとする遮光層へのパターン転写精度が低下してしまう。ま
た、極端な場合には、レジストパターンの一部が倒れたり剥離を起こしてパターン抜けが
生じたりすることも起こる。したがって、フォトマスクパターンの微細化に伴って、遮光
層パターニング用のエッチングマスクとして用いるレジストの膜厚を薄くしてアスペクト
比が大きくなりすぎないようにする必要がある。
【００１１】
　一方、フォトレジストをエッチングマスクとしてパターニングを施す場合の遮光膜材料
についてはすでに多くの材料が提案されてきた。このうち、クロム化合物膜はそのエッチ
ングに対する情報量が多く、実用上は常にクロム化合物が遮光膜材料として用いられてき
ており、事実上の標準加工工程として確立されている。例えば、特許文献１乃至３には、
ＡｒＦ露光用のフォトマスクブランクに求められる遮光特性を有する遮光膜をクロム化合
物で形成したフォトマスクブランクの構成例が開示されている。
【００１２】
　クロム化合物の遮光膜は一般的には酸素を含む塩素系ドライエッチングによりパターニ
ングされるが、このエッチング条件はフォトレジストなどの有機膜に対しても無視できな
い程度のエッチング効果を奏することが多い。このため、膜厚が比較的薄いレジスト膜を
マスクとして遮光膜のエッチングを実行すると、このエッチング中にレジストがダメージ
を受けてレジストパターンの形状が変化し、本来のレジストパターンを遮光膜上に正確に
転写することが困難となる。
【００１３】
　しかしながら、有機膜であるフォトレジストに、高い解像性及び高いパターニング精度
とエッチング耐性とを同じに両立させることは技術的に困難であり、従来のパターニング
のプロセスを踏襲する限り、高解像性を得るためにはフォトレジスト膜を薄膜化しなけれ



(5) JP 4413828 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

ばならない反面、パターニング工程におけるエッチング耐性を担保するためにはフォトレ
ジスト膜の薄膜化が制限されるということとなり、高解像性とエッチング耐性との間にト
レードオフの関係が生じる結果となる。
【００１４】
　このため、フォトレジストへの負荷を低減させてより高精度のフォトマスクパターンを
形成するためには、遮光膜材料の選択を最適化してフォトマスクブランクの新たな構造を
提案することが必要となる。
【特許文献１】特開２００３－１９５４７９号公報
【特許文献２】特開２００３－１９５４８３号公報
【特許文献３】登録実用新案第３０９３６３２号公報
【特許文献４】特開２００１－３１２０４３号公報
【特許文献５】特開昭６３－８５５５３号公報
【特許文献６】特開平７－１４０６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　遮光膜材料については既に多くの検討例があり、例えば特許文献４には、ＡｒＦ露光用
の遮光層としてタンタル金属膜を用いた例が報告されている。この例では、遮光層として
タンタル金属膜を、反射防止層として酸化タンタル膜を用い、この２層をエッチングする
際のフォトレジストへの負荷を低減するために、フォトレジストに対して比較的ダメージ
を与え難いフッ素系のガスプラズマでエッチングを実行することとされている。しかしな
がら、例えこのようなエッチング条件を選択したとしても、遮光層と反射防止層の２層を
、フォトレジストのみをマスクとしてエッチングする以上は、フォトレジストへの負荷低
減には限界があり、微細なフォトマスクパターンを高精度で形成に対するという要求を充
分に満足することは困難である。
【００１６】
　一方、ハードマスクを用いることでドライエッチング時のフォトレジストへの負担を軽
減させるという手法も知られており、例えば特許文献５には、金属シリサイド膜上に形成
したＳｉＯ２膜をエッチングマスクとして金属シリサイド膜のドライエッチングを実行す
るという手法が開示されている。しかしながら、ＳｉＯ２膜は導電性に乏しいために、電
子ビーム露光時にチャージアップが生じてしまうという問題が起りやすい。また、フォト
マスクブランクの欠陥検査は反射率に基づいてなされるのが一般的であり、ＡｒＦ露光用
マスクの欠陥検査には２５７ｎｍの波長の光が使用されるが、正確な欠陥検査のためには
この波長の光において１０～２０％程度の反射率が必要とされる。しかし、ＳｉＯ２膜を
エッチングマスクとして用いると、このＳｉＯ２膜の反射率が高すぎて欠陥検査そのもの
の障害となるという問題がある。
【００１７】
　このように、従来のフォトマスクブランクの構造では、微細なフォトマスクパターンを
高精度で形成するという要求に充分に応えることは困難であり、このことは露光光波長が
短く高い解像度が求められる２５０ｎｍ以下の波長の光を露光光として用いるフォトリソ
グラフィ用フォトマスク（ＫｒＦ：２４８ｎｍ、ＡｒＦ：１９３ｎｍ、Ｆ２：１５７ｎｍ
）で問題となり、特に６５ｎｍルール以下のサイズのレジストパターンを形成するための
フォトマスクにおいて深刻である。したがって、フォトレジストへの負荷を低減させてよ
り高精度のフォトマスクパターンを形成するための遮光膜の材料選択が極めて重要となる
。
【００１８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、フォト
マスクパターンを形成する際のマスクとして用いられるフォトレジストへの負担を軽減さ
せることにより、微細なフォトマスクパターンを高精度で形成することが可能な構造の遮
光膜を備えたフォトマスクブランク、およびそれを用いて作製されたフォトマスクを提供
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することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明はこのような課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、露光光に対して
透明な基板上に第１遮光性膜と第２遮光性膜とが順次積層された遮光性膜を備えたフォト
マスクブランクであって、前記第１遮光性膜は、フッ素系ドライエッチングでは実質的に
エッチングされないクロム（Ｃｒ）を主成分とする膜厚３ｎｍ以上１５ｎｍ以下の層から
なり、前記第２遮光性膜はフッ素系ドライエッチングが可能な珪素含有化合物を主成分と
する層からなり、前記第１遮光性膜と第２遮光性膜の光学濃度の総和は２．５以上である
、ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のフォトマスクブランクにおいて、前記珪素
含有化合物は、珪素の酸化物、窒化物、または酸化窒化物、もしくは珪素と遷移金属の酸
化物、窒化物、または酸化窒化物である、ことを特徴とする。
【００２１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のフォトマスクブランクにおいて、前記遷移
金属は、チタン（Ｔｉ）、バナジウム（Ｖ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、ジ
ルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、モリブデン（Ｍｏ）、ハフニウム（Ｈｆ）、タン
タル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）から選択された少なくとも１種の金属元素であること
を特徴とする。
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載のフォトマスクブランクにおいて、
前記珪素含有化合物は、珪素１０～９５ａｔ％、酸素０～６０ａｔ％、窒素０～５７ａｔ
％、遷移金属０～３５ａｔ％、の範囲の組成とされていることを特徴とする。
【００２３】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４の何れか１項に記載のフォトマスクブランク
において、前記第２遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．２～３．０であることを
特徴とする。
【００２４】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載のフォトマスクブランクにおいて、前記第２
遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．５～２．５であることを特徴とする。
【００２５】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６の何れか１項に記載のフォトマスクブランク
において、前記第２遮光性膜の膜厚は、１０ｎｍ以上５５ｎｍ以下であることを特徴とす
る。
【００２６】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のフォトマスクブランクにおいて、前記第２
遮光性膜の膜厚は２５ｎｍ以上５５ｎｍ以下であることを特徴とする。
【００２７】
　請求項９に記載の発明は、請求項１乃至８の何れか１項に記載のフォトマスクブランク
において、前記第２遮光性膜の窒素含有量は、５ａｔ％以上２０ａｔ％以下であることを
特徴とする。
【００２８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１乃至９の何れか１項に記載のフォトマスクブラン
クにおいて、前記第２遮光性膜の露光波長での消衰係数ｋは、前記基板側から表面側にか
けて漸次減少するプロファイルをもつことを特徴とする。
【００２９】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１乃至１０の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクにおいて、前記第１遮光性膜は、金属クロム、クロム酸化物、クロム窒化物、クロム
酸窒化物、クロム酸化炭化物、クロム窒化炭化物、またはクロム酸窒化炭化物を主成分と
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する膜であることを特徴とする。
【００３０】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載のフォトマスクブランクにおいて、前記
第１遮光性膜は、クロム３０～９５ａｔ％、酸素０～６０ａｔ％、窒素０～５０ａｔ％、
炭素０～２０ａｔ％、の範囲の組成とされていることを特徴とする。
【００３１】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１乃至１２の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクにおいて、前記第１遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．３～３．０であるこ
とを特徴とする。
【００３２】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載のフォトマスクブランクにおいて、前記
第１遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、０．５～２．０であることを特徴とする。
【００３３】
　（削除）
【００３４】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１乃至１４の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクにおいて、前記第１遮光性膜の膜厚は、５ｎｍ以上１５ｎｍ以下であることを特徴と
する。
【００３５】
　請求項１６に記載の発明は、請求項１乃至１５の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクにおいて、前記第１遮光性膜と第２遮光性膜を順次積層させた遮光性膜の露光光に対
する光学濃度は２．５以上であることを特徴とする。
【００３６】
　請求項１７に記載の発明は、請求項１乃至１６の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクにおいて、前記第１遮光性膜と前記第２遮光性膜の少なくとも一方は、複数層を順次
積層させた多層構造を有することを特徴とする。
【００３７】
　請求項１８に記載の発明は、請求項１乃至１７の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクにおいて、前記第２遮光性膜は反射防止機能を有することを特徴とする。
【００３８】
　請求項１９に記載の発明は、請求項１乃至１８の何れか１項に記載のフォトマスクブラ
ンクを用いて製造されたフォトマスクであり、
請求項２０に記載の発明は、透明基板上に、フッ素系ドライエッチングでは実質的にエッ
チングされないクロムを主成分とする膜厚３ｎｍ以上１５ｎｍ以下の層からなる第１遮光
性膜と、フッ素系ドライエッチングが可能な珪素含有化合物を主成分とする層からなる第
２遮光性膜と、が順次積層された遮光性膜であり、前記第１遮光性膜と第２遮光性膜の光
学濃度の総和が２．５以上である遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用いてフォト
マスクを製造する方法であって、前記第２遮光性膜上に形成されたフォトレジストマスク
を用いて該第２遮光性膜をフッ素系ドライエッチングしてパターニングする第１のステッ
プと、前記パターニングされた第２遮光性膜またはレジスト膜をマスクとして前記第１遮
光性膜を酸素含有塩素系ドライエッチングしてパターニングする第２のステップと、を備
えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、第１の遮光性膜と第２の遮光性膜の成膜材料を、互いにドライエッチ
ング特性の異なるものとし、これを最適に選択して組み合わせることとしたので、フォト
マスクパターンを形成する際のマスクとして用いられるフォトレジストへの負担を軽減さ
せることが可能となり、その結果、微細なフォトマスクパターンを高精度で形成すること
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００４０】
　以下に、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００４１】
　本発明者らは、フォトマスクのパターン形成に際してマスクとして用いられるフォトレ
ジストへの負担を軽減させるために鋭意検討を重ねた結果、従来のフォトマスクブランク
の問題点が、クロム系材料の遮光膜の上に設けられる反射防止膜を遮光膜と同様のクロム
系材料で形成していたために反射防止膜と遮光膜の（ドライ）エッチング特性が類似した
ものとなってしまい、その結果、反射防止膜と遮光膜を単一のフォトレジストマスクで加
工しなければならないこととなる点にあるとの結論に至った。そして、反射防止機能を有
する遮光性膜（実質的な反射防止膜：以下「第２の遮光性膜」ということがある。）と実
質的な遮光膜として機能する遮光性膜（以下「第１の遮光性膜」ということがある。）に
互いにドライエッチング特性の異なる材料を最適に選択して組み合わせることにより、フ
ォトマスクパターン形成時のレジストマスクへの負担を軽減させることが可能であること
を見出した。
【００４２】
　したがって、本発明においては、反射防止機能を有する第２の遮光性膜と実質的な遮光
膜として機能する第１の遮光性膜の材料として互いにエッチング特性の異なるもの（異種
材料系）を選択し、このエッチング選択性を利用してフォトマスクパターン形成時のレジ
ストマスクへの負担を軽減するという新規な構造を採用している。
【００４３】
　詳細は後述するが、第１の遮光性膜と第２の遮光性膜の材料のエッチング選択性を利用
すれば、第２の遮光性膜のエッチングマスクとしてのみレジストマスクを用い、パターニ
ングされた第２の遮光性膜をハードマスクとして第１の遮光性膜のエッチングを行うとい
うことが可能となる。特に、第２の遮光性膜の材料としてフォトレジストへの負荷が比較
的軽いフッ素系ドライエッチングで加工が可能な材料（例えば、珪素化合物や金属珪素化
合物、特に金属珪素酸化物、金属珪素窒化物、あるいは金属珪素酸化窒化物など）を選択
すれば、レジストマスクへの負荷は大幅に低減されてレジストパターンの形状変化が顕著
に減少することとなり、反射防止機能を有する第２の遮光性膜に本来のレジストパターン
を正確に転写することができる。そして、このパターニングされた第２の遮光性膜をハー
ドマスクとして、クロムを主成分とする第１の遮光性膜（クロム系遮光膜）をエッチング
することにより、実質的な遮光膜として機能する第１の遮光性膜上に所定のフォトマスク
パターンを正確に転写されることとなる。なお、残存するレジストマスクを用いてクロム
を主成分とする第１の遮光性膜（クロム系遮光膜）をエッチングすることも可能である。
【００４４】
　また、本発明のフォトマスクブランクの構成では、レジストマスクを用いて実行される
エッチングの時間も短縮されるためにレジスト膜厚を薄くすることが可能となるから、フ
ォトマスクパターンを微細化してもアスペクト比が大きくなりすぎることがなく、パター
ン形状の劣化に伴うパターン転写精度の低下や、レジストパターンの一部剥離に起因する
パターン抜けなどの不都合も回避することができる。
【００４５】
　このように、フォトレジストへの負荷の比較的軽いフッ素系ドライエッチング加工が可
能な材料を反射防止機能を有する第２の遮光性膜の材料として選択し、この第２の遮光性
膜上に比較的薄い膜厚のフォトレジストマスクを形成して第２の遮光性膜をパターニング
し、この第２の遮光性膜をハードマスクとして第１の遮光性膜（クロム系遮光膜）をエッ
チングすることとすれば、フォトマスクブランクのパターニング工程においてフォトレジ
ストのエッチング耐性を担保するためにフォトレジスト膜の薄膜化が制限されるという制
約がなくなり、高解像性を得るためのフォトレジスト膜の薄膜化が可能となる。つまり、
従来のフォトマスクブランクの構造が抱える問題点（高解像性とエッチング耐性との間の
トレードオフの関係）が解消され、フォトレジストへの負担を軽減させて、微細なフォト
マスクパターンを高精度で形成することが可能となる。
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【００４６】
　以下に、実施例により、本発明をより詳細に説明する。
【実施例１】
【００４７】
　（フォトマスクブランクの基本構造）
　図１は、本発明のフォトマスクブランクの基本構造例を説明するための断面概略図で、
このフォトマスクブランクの基本構造は、図１（ａ）に図示したように、光学的に透明な
基板１１の一方主面に遮光性膜１２が設けられており、この遮光性膜１２が第１の遮光性
膜１３と第２の遮光性膜１４を順次積層させて構成されている。基板１１としては、石英
ガラスやＣＦ２あるいはアルミノシリケートガラスなどの一般的な透明基板を用いること
ができる。また、第１の遮光性膜１３はフッ素系のドライエッチング（Ｆ系ドライエッチ
ング）では実質的にエッチングされない膜であり、その主成分はクロムである。さらに、
第２の遮光性膜１４はＦ系ドライエッチングが可能な珪素含有化合物を主成分とする膜で
ある。
【００４８】
　ここで、第２の遮光性膜１４の主成分である珪素含有化合物には、例えば、珪素の酸化
物、窒化物、または酸化窒化物、もしくは珪素と遷移金属の酸化物、窒化物、または酸化
窒化物を選択することができる。このような遮光性膜では導電性を確保することができる
ために電子線による描画を行う際のチャージアップ抑制効果に優れており、特に遷移金属
が含まれる場合に、この特徴が強く期待できる。また、後述するように反射率の波長依存
性にも優れている。
【００４９】
　珪素含有化合物に含有される遷移金属としては、例えば、チタン（Ｔｉ）、バナジウム
（Ｖ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）
、モリブデン（Ｍｏ）、ハフニウム（Ｈｆ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）か
ら選択された少なくとも１種の金属元素とすることができるが、ドライエッチング加工性
や薬品耐性および導電性の観点からはモリブデンが最も好ましい。このような遷移金属を
含有させた膜は、薬品耐性や導電性および光学特性に優れた反射防止膜としての機能を備
えている。
【００５０】
　第２の遮光性膜１４の材料である珪素含有化合物の組成（原子数比：ａｔ％）は、珪素
が１０～９５ａｔ％、酸素が０～６０ａｔ％、窒素０～５７ａｔ％、遷移金属が０～３５
ａｔ％、の範囲となるように設定され、好ましくは遷移金属を少なくとも０．２ａｔ％以
上含有させるようにする。なお、必要に応じて、この珪素含有化合物に３０ａｔ％以下の
炭素を含有させるようにしてもよい。
【００５１】
　この第２の遮光性膜の露光光に対する光学濃度は、第１の遮光性膜と第２の遮光性膜を
順次積層させた遮光性膜の露光光に対する光学濃度が２．５以上となるように、好ましく
は０．２～３．０の範囲となるように膜設計され、さらに好ましくは０．５～２．５の範
囲とされる。また、第２の遮光性膜１４の厚みは、検査に用いる光の波長に応じて適切に
設計が成されるが、通常は１０～４５ｎｍの膜厚とすることにより反射防止効果が得られ
る。なお、ＡｒＦ露光用フォトマスクの作製に用いるフォトマスクブランクの場合には、
第２の遮光性膜１４の厚みを１５～３０ｎｍとすることが好ましい。
【００５２】
　第２の遮光性膜１４の露光波長での消衰係数ｋのプロファイルは、好ましくは、基板１
１側から表面側にかけて漸次減少するように設計される。このようなプロファイルは、第
２の遮光性膜１４の材料である珪素含有化合物中での遷移金属濃度を変化させることで実
現できる。具体的には、遷移金属濃度を高めると消衰係数ｋは大きくなり、逆に、遷移金
属濃度を低くすることで消衰係数ｋを小さくすることができる。つまり、基板１１側から
表面側にかけて膜中の遷移金属濃度が漸次低くなるように組成設計すればよい。
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【００５３】
　また、珪素含有化合物中での軽元素（酸素、窒素、炭素）濃度を変化させることによっ
ても上記の衰係数ｋのプロファイルを実現できる。具体的には、軽元素濃度を高めると消
衰係数ｋは小さくなり、逆に、軽元素濃度を低くすることで消衰係数ｋを大きくすること
ができる。つまり、基板１１側から表面側にかけて膜中の軽元素濃度が漸次高くなるよう
に組成設計すればよい。
【００５４】
　このような消衰係数プロファイルとすると、第２の遮光性膜１４の遮光性が高まり、第
１の遮光性膜１３の膜厚設計の自由度を高めることができる。これにより、パターニング
時の第１の遮光性膜１３のサイドエッチ量が制御可能となることに加え、「反射防止膜」
として機能させた場合に反射率の波長特性を改善することが可能となる。
【００５５】
　また、第２の遮光性膜１４の組成を、第１の遮光性膜１３との界面領域で珪素が不飽和
状態となるように設計すると第１の遮光性膜１３との密着性を向上させることができる。
一方、表面側の組成を珪素が飽和（あるいは過飽和）となるように設計すると、短波長域
での反射率低減化を図ることが可能となって半導体基板上へのパターン転写特性が向上す
ることに加え、薬品耐性も向上する。
【００５６】
　第１の遮光性膜１３はクロムを主成分とする膜であり、例えば、金属クロム、クロム酸
化物、クロム窒化物、クロム酸窒化物、クロム酸化炭化物、クロム窒化炭化物、またはク
ロム酸窒化炭化物を主成分とする。第１の遮光性膜１３の組成は、クロムが３０～９５ａ
ｔ％、酸素が０～６０ａｔ％、窒素が０～５０ａｔ％、炭素が０～２０ａｔ％、の範囲と
なるように設定される。
【００５７】
　この第１の遮光性膜１３の露光光に対する光学濃度は、第１の遮光性膜１３と第２の遮
光性膜１４を順次積層させた遮光性膜１２の露光光に対する光学濃度が２．５以上となる
ように、好ましくは０．３～３．０の範囲となるように膜設計され、さらに好ましくは０
．５～２．０の範囲とされる。また、その膜厚は、好ましくは５ｎｍ以上５０ｎｍ以下と
され、さらに好ましくは５ｎｍ以上２５ｎｍ以下に設定される。このような膜厚設計とす
ることで、導電性を充分低く抑えることができ、パターニング工程でのサイドエッチも抑
制することが可能となる。
【００５８】
　通常は、第２の遮光性膜１４をいわゆる「反射防止膜」として、第１の遮光性膜１３を
いわゆる「遮光膜」として用いるが、本明細書においてはこれらの２層を積層させたもの
を一体的に「遮光性膜」と呼んでいる。なお、これらの膜構成は種々の設計が可能である
。例えば、第２の遮光性膜１４の基板１１側の組成を酸素や窒素の含有量が極めて低くな
るように設計して機能的には「遮光膜」の一部としたり、逆に、第１の遮光性膜１３の第
２の遮光性膜１４側の組成を酸素や窒素の含有量が比較的高くなるように設計して機能的
には「反射防止膜」の一部としたりすることができる。本明細書では、第１の遮光性膜１
３が「反射防止膜」の一部として機能している場合も実質的な「遮光膜」として取り扱い
、第２の遮光性膜１４が「遮光膜」の一部として機能している場合も実質的な「反射防止
膜」として取り扱う。
【００５９】
　本発明のフォトマスクブランクを構成する第１の遮光性膜１３および第２の遮光性膜１
４は、それぞれを単一の層で構成することは勿論のこと、これらの膜の双方もしくは一方
を複数の層を積層させた多層膜とするようにしてもよい。このような多層構造を採用する
採用する場合にも、各遮光性膜の構成要素である層のうちの少なくとも１層の組成を上述
した組成範囲のものとするのが好ましい。また、多層構造とする代わりに、膜組成を傾斜
的に変化させる（傾斜構造とする）こととしてもよい。
【００６０】
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　このような傾斜構造を第２の遮光性膜（反射防止膜）に採用すると、検査に用いる光に
対して好ましい反射率が得られる波長領域を広げることができる。また、遮光性膜の最表
面の軽元素含有量を高くする（あるいは軽元素含有量の高い膜を設ける）ことにより、表
面の化学的安定性を高めることができる。さらに、第１の遮光性膜（遮光膜）の基板側の
１０ｎｍ程度の領域の軽元素含有率を高めてクロム含有率を低くすることで、エッチング
の面内ばらつきを抑制することができる。
【００６１】
　また、図１（ｂ）に図示したように、基板１１の主面上に遮光性膜１２を直接設けるの
ではなく、基板１１と遮光性膜１２との間（すなわち、基板１１と第１の遮光性膜１３と
の間）に第３の光学膜１５を設けるようにしてもよい。このような第３の光学膜１５とし
ては、例えば、エッチングストッパ膜や半透明膜あるいは位相シフト膜などがあり得る。
このような第３の光学膜１５を設ける構造とする場合には、この第３の光学膜１５と第１
の遮光性膜１３と第２の遮光性膜１４の露光光に対する光学濃度の総和が２．５以上とな
るように膜設計がなされる。なお、第４あるいは第５の光学膜を設けるようにすることも
可能であることはいうまでもない。
【００６２】
　第３の光学膜１５をハーフトーンの位相シフト層（ハーフトーン位相シフト層）とする
場合があり得るが、上述した第２の遮光性膜１４と同様にフッ素系ドライエッチングが可
能な膜組成とすることが好ましく、成膜材料として、珪素の酸化物、窒化物、または酸化
窒化物、もしくは珪素と遷移金属の酸化物、窒化物、または酸化窒化物などが好適に選択
される。また、好ましくは、第２の遮光性膜１４と同一条件下でフッ素系ドライエッチン
グを施した場合のクリアタイム（エッチング除去される時間）が、第２の遮光性膜１４の
クリアタイムよりも長くなるように組成や膜厚が設計される。
【００６３】
　第２の遮光性膜１４や第３の光学膜１５の成膜材料を、珪素や珪素と遷移金属の酸化物
または窒化物もしくは酸化窒化物とする場合の成膜は、例えば特許文献６に開示されてい
るような、公知の手法で実行することができる。例えば、珪素とモリブデンあるいはモリ
ブデンシリサイドのターゲットを適当に組み合わせ、反応性ガス雰囲気中あるいは反応性
ガスとアルゴンなどの不活性ガスの混合ガス雰囲気中で反応性スパッタリングを行って成
膜される。
【００６４】
　同様に、第１の遮光性膜１３の主成分を、クロム酸化物、クロム窒化物、クロム酸窒化
物、クロム酸化炭化物、クロム窒化炭化物またはクロム酸窒化炭化物とする場合にも、ク
ロムをターゲットとして反応性スパッタリングを行うなどの公知の手法を採用し得る。
【００６５】
　これらのスパッタリング方式としては、直流（ＤＣ）電源を用いても高周波（ＲＦ）電
源を用いてもよく、マグネトロン方式あるいはその他の方式であってもよい。スパッタリ
ングガスとしては、Ａｒ、Ｎｅなどの不活性ガスを用いることができる。また、反応性ガ
スは、目的の組成に合わせて適宜選択される。例えば、ＣｒＯを成膜するときにはＯ２な
どの酸素を含むガスを用い、ＣｒＯＮを成膜するときにはＮ２、ＮＯ２、Ｎ２Ｏ、ＮＯな
どの窒素を含むガスとＯ２、Ｎ２Ｏ、ＮＯ、ＮＯ２などの酸素を含むガスを混合して用い
、ＣｒＯＮＣを成膜するときにはＣＯ、ＣＯ２、ＣＨ４などの炭素を含むガスとＮ２、Ｎ
Ｏ２、Ｎ２Ｏ、ＮＯなどの窒素を含むガスとＯ２、Ｎ２Ｏ、ＮＯ、ＮＯ２、ＣＯ２などの
酸素を含むガスを混合して用いる。
【実施例２】
【００６６】
　（フォトマスクブランクの製造プロセス）
　本実施例では、実施例１で説明した構成の本発明のフォトマスクブランクを得るための
製造プロセスを説明する。
【００６７】
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〔第１の遮光性膜（遮光膜）〕
　図２は、本発明のフォトマスクブランクが備える第１の遮光性膜の成膜に用いたスパッ
タリング装置の構成を説明するための概略断面図で、この図において、１１は６インチの
角形石英基板である透明基板、１０１はチャンバ、１０２ａは第１のターゲット、１０２
ｂは第２のターゲット、１０３はスパッタガス導入口、１０４はガス排気口、１０５は基
板回転台、１０６ａおよび１０６ｂはそれぞれ、第１および第２のターゲットにバイアス
を印加するための電源である。
【００６８】
　本実施例では第１のターゲット１０２ａとしてクロムターゲットを用い、このターゲッ
トのみをスパッタリングすることでクロムの第１の遮光性膜を成膜している。スパッタリ
ングガスとしてはＡｒを用い、Ａｒガスを１０ｓｃｃｍ、Ｎ２ガスを４ｓｃｃｍの流量で
チャンバ１０１内に導入し、チャンバ内ガス圧が０．１Ｐａになるように設定した。そし
て、成膜前加熱温度１２０℃とし、Ｃｒターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、
基板１１を３０ｒｐｍで回転させながら膜厚４０ｎｍの窒化クロム膜を成膜し、これを第
１の遮光性膜（遮光膜）とした。なお、この窒化クロム膜の組成は、クロム（Ｃｒ）と窒
素（Ｎ）の組成比（原子比）が９：１のＣｒＮ（Ｃｒ：Ｎ＝９：１）膜である。
【００６９】
〔第２の遮光性膜（反射防止膜）〕
　図２に図示した構成のスパッタリング装置を用いて、第１の遮光性膜（遮光膜）上に第
２の遮光性膜（反射防止膜）を成膜し、本発明のフォトマスクブランクの遮光性膜とした
。なお、ここで用いたターゲットは、第１のターゲット１０２ａとして珪素（Ｓｉ）単結
晶、第２のターゲット１０２ｂとしてモリブデンシリサイド（ＭｏＳｉ３）多結晶である
。成膜中のチャンバ内ガス圧が０．１Ｐａとなるようにガス流量の設定を行い、基板を３
０ｒｐｍで回転させながら、モリブデンシリサイド化合物膜（ＭｏＳｉＮ膜）を成膜した
。
【００７０】
　具体的には、スパッタガスとしてＡｒガスを２０ｓｃｃｍ、Ｎ２ガスを０ｓｃｃｍの流
量でチャンバ１０１内に導入してチャンバ内ガス圧を０．１Ｐａとし、ＭｏＳｉ３ターゲ
ットに７００Ｗ、Ｓｉターゲットに３００Ｗの放電電力を印加して、基板１１を３０ｒｐ
ｍで回転させながら成膜を開始し、次第に、Ａｒガスを５ｓｃｃｍ、Ｎ２ガスを５０ｓｃ
ｃｍ、の流量でチャンバ１０１内に導入してチャンバ内ガス圧を０．１Ｐａとし、ＭｏＳ
ｉ３ターゲットの放電電力が１００Ｗ、Ｓｉターゲットの放電電力が９００Ｗとなるよう
に成膜条件を連続的に変化させながら膜厚がほぼ２０ｎｍとなるように成膜した。このよ
うな成膜条件とすれば、膜中の遷移金属含有量や窒素含有量が徐々に変化する組成勾配を
もつ「傾斜構造」の膜とすることができる。
【００７１】
〔第３の光学膜〕
　第３の光学膜の成膜も、第１および第２の遮光性膜と同様に、図２に図示した構成のス
パッタリング装置を用いて行われる。すでに説明したように、この第３の光学膜をハーフ
トーン位相シフト層とする場合には、珪素の酸化物、窒化物、または酸化窒化物、もしく
は珪素と遷移金属の酸化物、窒化物、または酸化窒化物で成膜することが好ましい。した
がって、ハーフトーン位相シフト層をどの化合物で形成するかに応じてスパッタリング用
のターゲットが適当に選択され、上記の第２の遮光性膜と概ね同様の条件下で成膜がなさ
れる。
【００７２】
　なお、ハーフトーン位相シフト層を、互いに異なる組成の膜を積層させた複合膜とする
こともできる。このようなハーフトーン位相シフト層は、上記で列挙した材料からなる単
層膜あるいは多層膜の透過率が２～４０％、位相シフト量が約１８０°となるように膜組
成が設計される。具体的な成膜例は以下のとおりである。
【００７３】
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　先ず、第１のターゲット１０２ａとしてＳｉ単結晶を、第２のターゲット１０２ｂとし
てＭｏＺｒＳｉ４焼結体を使用し、ＭｏＺｒＳｉ４ターゲットに５６０Ｗ、Ｓｉターゲッ
トに１０００Ｗの放電電力を印加して、基板１１を３０ｒｐｍで回転させながらスパッタ
成膜を行い、基板１１上に１０ｎｍの厚みの光学調整層を成膜した。スパッタガスは、流
量８ｓｃｃｍのＡｒ、流量２０ｓｃｃｍのＮ２、および流量５ｓｃｃｍのＯ２の混合ガス
とした。また、スパッタ時のチャンバ内ガス圧力は０．１５Ｐａに設定した。
【００７４】
　次に、放電電力をＭｏＺｒＳｉ４ターゲットが４３０Ｗ、Ｓｉターゲットが１０００Ｗ
となるように変更し、スパッタガスを１５ｓｃｃｍのＡｒ、１００ｓｃｃｍのＮ２、およ
び１ｓｃｃｍのＯ２の混合ガスに変更し、基板１１を３０ｒｐｍで回転させながら、ガス
圧力０．２５Ｐａにて厚み４０ｎｍの低応力層を成膜した。
【００７５】
　更に、放電電力をＭｏＺｒＳｉ４ターゲットが１００Ｗ、Ｓｉターゲットが１０００Ｗ
となるように変更し、スパッタガスを５ｓｃｃｍのＡｒ、５０ｓｃｃｍのＮ２、および５
ｓｃｃｍのＯ２の混合ガスに変更し、基板１１を３０ｒｐｍで回転させながら、ガス圧力
０．１Ｐａにて２０ｎｍに示される厚みの表面層を成膜した。
【００７６】
　このように、ハーフトーン位相シフト層を、光学調整層と低応力層と表面層の３層から
なる積層構造として構成した。
【００７７】
〔第２の遮光性膜のハードマスクとしての実用性〕
　上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用
いて、第２の遮光性膜のハードマスクとしての実用性の確認を行った。第２の遮光性膜上
に、化学増幅型フォトレジスト（膜厚１００ｎｍ）を塗布して電子線リソグラフィでパタ
ーン形成してレジストマスクを形成し、これをマスクとして第２の遮光性膜（反射防止膜
）にフッ素系ドライエッチング（ＣＦ４流量８０ｓｃｃｍ、印加バイアス６０Ｗ、チャン
バ内圧力２Ｐａ）を施してパターニングを行った。
【００７８】
　パターニング終了後のフォトマスクブランクの断面を走査型電子顕微鏡で観察した結果
、そのエッチング断面形状は良好であり、第１の遮光性膜（遮光膜）へのエッチングは実
質的に進行していないことが確認できた。この結果から、第２の遮光性膜（反射防止膜）
が、第１の遮光性膜（遮光膜）をパターニングする際のハードマスクとして充分に使用可
能であることが確認できた。
【００７９】
〔光学濃度〕
　上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用
い、これに基板側から光を入射させた場合の遮光性膜の光学濃度を分光光度計で測定した
。
【００８０】
　図３は、上述の条件で成膜したＣｒＮ（Ｃｒ：Ｎ＝９：１）の第１の遮光性膜（膜厚４
０ｎｍ）上に、膜厚が２３．４ｎｍのＭｏＳｉＮの第２の遮光性膜を備えたフォトマスク
ブランクの光学濃度（ＯＤ）の波長依存性を示す図である。この図に示されているように
、波長１９３ｎｍの光における光学濃度として３．０程度の値が得られ、ＡｒＦ露光での
光学濃度を２．５以上とすることができることが確認された。
【００８１】
　なお、図３に示したフォトマスクの第２の遮光性膜は、先ず、スパッタガスとしてＡｒ
ガスを２０ｓｃｃｍ、Ｎ２ガスを０ｓｃｃｍの流量でチャンバ１０１内に導入してチャン
バ内ガス圧を０．１Ｐａとし、初期放電電力をＭｏＳｉ３ターゲット７００Ｗ、Ｓｉター
ゲット３００Ｗに設定して成膜を開始し、その後、次第に、Ａｒガスを５ｓｃｃｍ、Ｎ２

ガスを５０ｓｃｃｍの流量でチャンバ１０１内に導入してチャンバ内ガス圧を０．１Ｐａ
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とし、最終的な放電電力がＭｏＳｉ３ターゲット１００Ｗ、Ｓｉターゲット９００Ｗとな
るように連続的に成膜条件を変化させながら成膜した。
【００８２】
〔反射率の波長依存性〕
　上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用
い、これに遮光性膜側から光を入射させた場合の反射光の強度を分光光度計で測定して反
射率の波長依存性を測定した。
【００８３】
　図４は、波長１９０ｎｍから６００ｎｍの範囲の光に対する反射率を測定した結果を示
す図であり、表１にはＮｏ．１乃至４の評価試料のそれぞれの成膜条件を纏めた。なお、
評価試料Ｎｏ．１～３は第２の遮光性膜を単層構造としたものであり、評価試料Ｎｏ．４
は第２の遮光性膜を２層構造としたものである。
【００８４】
　図４に示した結果から明らかなように、ＡｒＦ露光波長（λ＝１９３ｎｍ）の光におけ
る反射率が１０％以下となるように低反射率とすることが可能であることに加え、検査波
長（λ＝２５７ｎｍ）の光における反射率を１０～２０％の範囲に収めることができる。
【００８５】
　このように、第２の遮光性膜（反射防止膜）の膜厚が１５～３０ｎｍの範囲にあれば、
２５７ｎｍの波長の光に対する反射率を１０～２０％とすることができ、一般的な欠陥検
査装置での検査が可能であることが確認された。
【００８６】
　ここで、評価試料Ｎｏ．３では、第２の遮光性膜成膜時のスパッタパワーは一定とされ
、膜中の遷移金属組成は勾配をもたない。この場合には、他の成膜条件（膜中の遷移金属
組成に勾配をもたせる成膜条件）で成膜された膜と比較して、反射率の波長依存性が大き
くなり、検査波長での反射率制御が難しくなる傾向にある。これは、遷移金属と窒素含有
量の両方を傾斜構造とした他の条件と比較して、消衰係数ｋの基板側と表層側の差が小さ
いために多重反射条件がシャープになるためである。また、評価試料Ｎｏ．３が備える第
２の遮光性膜は、膜中の遷移金属含有量（ａｔ％）が少ないが、このような組成では、長
波長域での消衰係数ｋが小さくなるため、反射率の波長依存性がより大きくなる傾向を示
す。
【００８７】
【表１】

【００８８】
〔化学的安定性（薬品耐性）〕
　上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用
いて、化学的安定性（薬品耐性）の確認を行った。具体的には、アンモニア過水（アンモ
ニア水：過酸化水素水：水＝１：１：３０（容量比））、および硫酸過水（硫酸：過酸化
水素水＝４：１（容量比））にそれぞれ１時間浸漬した後の反射率変化量を分光光度計に
より測定した。その結果、上記のいずれの条件においても波長３６５ｎｍにおける反射率
変化は２％以下であり、実用上充分な化学的安定性（薬品耐性）を示すことが確認された
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。
【実施例３】
【００８９】
　（バイナリーフォトマスクの製造プロセス）
　本実施例では、本発明のフォトマスクブランクを使用してフォトマスクを得るための製
造プロセスを説明する。ここでは、フォトマスクがバイナリーマスクであるものとして説
明する。
【００９０】
　図５は、バイナリーフォトマスクの製造プロセスを説明するための図で、先ず、基板１
１に設けた遮光性膜１２の上にフォトレジスト膜１６を塗布して（図５（ａ））、このフ
ォトレジスト１６に回路パターン描画用のレジストパターン１７を形成する（図５（ｂ）
）。なお、好ましくは、フォトレジスト膜１６を塗布する前に基板の表面エネルギを下げ
るための表面処理を施しておく。これは、その後のプロセスにおいて、微細なパターンが
形成されたレジストマスクが剥がれたり倒れたりすることを防止するための処理である。
【００９１】
　この表面処理方法として最も好ましい方法は、半導体製造工程で常用されるヘキサメチ
ルジシラザン（ＨＭＤＳ）やその他の有機シリコン系の表面処理剤で基板表面（実際には
遮光性膜表面）をアルキルシリル化する方法で、これらの表面処理剤を含有したガス中に
基板表面を暴露させたり、あるいは基板表面に表面処理剤を直接塗布するなどの方法があ
る。
【００９２】
　用いるフォトレジストは、フォトマスクパターンの作製に使用する描画装置に応じて適
切なものが選択されるが、微細パターニングに一般的に用いられる電子ビーム（ＥＢ）描
画用レジストとしては、通常は、芳香族骨格をポリマー中に有するポジ型あるいはネガ型
のレジストが用いられる。なお、より微細なパターンが形成されるフォトマスクの作製に
は、化学増幅型レジストを用いることが好ましい。
【００９３】
　フォトレジスト膜１６は、パターン形状が良好に得られ、且つエッチングマスクとして
の機能を果たし得る範囲の膜厚とされる。特に、微細なパターン形成が求められるＡｒＦ
露光用フォトマスクを作製する場合のフォトレジスト膜１６はアスペクト比が大きくなら
ないように比較的薄膜であることが必要であり、３５０ｎｍ以下であることが好ましく、
より好ましくは２５０ｎｍ以下とされる。
【００９４】
　一方、フォトレジスト膜１６の膜厚下限は用いるレジスト材料のエッチング耐性などの
条件を総合的に考慮して決定されるが、一般的なレジスト材料を用いた場合には７５ｎｍ
以上であることが好ましく、より好ましくは１００ｎｍ以上とされる。なお、シリコーン
系樹脂を使用したレジストと芳香族系樹脂を使用した下層膜の組み合わせによる「多層レ
ジスト法」や、芳香族系化学増幅型レジストとシリコーン系表面処理剤を組み合わせた「
表面イメージング法」を採用する場合には、フォトレジスト膜１６の総厚を上記値よりも
薄くすることが可能となる。なお、当然のことであるが、フォトレジストの塗布条件や乾
燥方法は、用いるレジストに応じて適当なものが選択される。
【００９５】
　フォトレジスト膜１６への描画は光照射による方法で行うことも可能であるが、一般に
は、微細パターンを形成するために好ましい方法であるＥＢ照射による方法が採用される
。例えば、レジストとして化学増幅型のものを使用してこれをＥＢ照射により描画する場
合には、通常３～３０μＣ／ｃｍ２のエネルギ密度範囲の電子ビームで描画を行い、この
描画の後に加熱処理および現像処理してレジストパターン１７が得られる。
【００９６】
　こうして得られたレジストパターン１７をマスクとして、反射防止膜としての機能をも
たせる第２の遮光性膜１４のパターニングを行う（図５（ｃ））。第２の遮光性膜１４は
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珪素含有化合物を主成分とする膜であるため、フッ素系（Ｆ系）あるいは酸素非含有塩素
系（Ｃｌ系）のドライエッチングでパターニングが可能であるが、本発明では、フォトレ
ジストへの負荷が比較的軽いフッ素系ドライエッチングを選択する。このようなフッ素系
ドライエッチングに使用されるガスは、ＣＦ４やＣ２Ｆ６などのフッ素含有ガスとされる
が、必要に応じて酸素などのガスを添加してもよい。
【００９７】
　このエッチング工程では、クロムを主成分とする膜である第１の遮光性膜１３は実質的
にエッチングされないため、レジストパターン１７は第２の遮光性膜１４のエッチングマ
スクとしてのみ機能することとなる。したがって、レジストパターン１７の厚みは第２の
遮光性膜１４のエッチングマスクとしての役目を果たす範囲で薄膜化することが可能とな
るから、アスペクト比の増大を抑制してパターニングの精度を高めることが可能となる。
【００９８】
　次に、パターニングされたフォトレジスト１７と第２の遮光性膜１４とをエッチングマ
スクとして、第１の遮光性膜１３を酸素含有塩素系（（Ｃｌ＋Ｏ）系）ドライエッチング
してパターニングする（図５（ｄ））。ここで、酸素含有塩素系ドライエッチングの条件
に特別な制限はなく、従来よりクロム化合物膜をドライエッチングする際に用いられてき
た公知のものとしてよい。例えば、塩素ガスと酸素ガスの混合比（Ｃｌ２ガス：Ｏ２ガス
）を体積流量比で１：２～２０：１とし、必要に応じてヘリウムなどの不活性ガスを混合
する。なお、塩素ガスに対して５％以上の体積流量比で酸素ガスを混合させると、第２の
遮光性膜として用いられる珪素含有化合物への実質的なエッチングは進行しないことを確
認している。
【００９９】
　このようにして遮光性膜のパターニングが完了し、第２の遮光性膜１４上に残存してい
るレジストパターン１７が剥離され（図５（ｅ））、硫酸と過酸化水素水の混合液やアン
モニア水と過酸化水素水の混合液などの洗浄液で最終洗浄してバイナリーフォトマスクが
完成する。
【実施例４】
【０１００】
　（位相シフトマスクの製造プロセス）
　本実施例では、本発明のフォトマスクブランクを使用して位相シフトマスクを得るため
の製造プロセスを説明する。
【０１０１】
　図６は、位相シフトマスクの製造プロセスを説明するための図で、先ず、基板１１に位
相シフト層１５を介して設けられた遮光性膜１２の上に第１のフォトレジスト膜１８を塗
布して（図６（ａ））、このフォトレジスト膜１８に回路パターン描画用の第１のレジス
トパターン１９を形成する（図６（ｂ））。なお、フォトレジスト膜１８を塗布する前に
基板の表面エネルギを下げるための表面処理を施しておくことが好ましいのは上述したと
おりである。また、ここで用いられるフォトレジストの好ましい選択や膜厚も上述したと
おりである。
【０１０２】
　こうして得られた第１のレジストパターン１９をマスクとして、反射防止膜としての機
能をもたせる第２の遮光性膜１４のパターニングをフッ素系ドライエッチングで行う（図
６（ｃ））。
【０１０３】
　この状態で第１のレジストパターン１９を剥離し（図６（ｄ））、新たに第２のフォト
レジスト膜を塗布してパターニングを施し、第２のレジストパターン２０を形成する（図
６（ｅ））。この第２のレジストパターン２０は、最終的に所望の領域に遮光性膜１２が
残るように形成される。なお、一般的な位相シフトマスクでは、最終的に得るべき遮光性
膜１２のパターンの微細度は、位相シフト層１５のパターン微細度よりも低い。このため
、全てのエッチングが完了するまでレジストで被覆された部分の第２の遮光性膜に物性変



(17) JP 4413828 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

化を生じさせないように、高解像性よりもむしろエッチング耐性を重視して保護膜として
の第２のフォトレジスト膜が材料選択される。
【０１０４】
　次に、パターニングされた第２のレジストパターン２０と第２の遮光性膜１４とをエッ
チングマスクとして、第１の遮光性膜１３を酸素含有塩素系（（Ｃｌ＋Ｏ）系）ドライエ
ッチングしてパターニングする（図６（ｆ））。この酸素含有塩素系ドライエッチングの
条件もすでに説明したように、例えば、塩素ガスと酸素ガスの混合比（Ｃｌ２ガス：Ｏ２

ガス）を体積流量比で１：２～２０：１とし、必要に応じてヘリウムなどの不活性ガスを
混合する。このようにして遮光性膜１２のパターニングが完了する。
【０１０５】
　すでに説明したように、位相シフト層１５の成膜材料はフッ素系ドライエッチングが可
能なように、珪素や珪素と遷移金属の酸化物、窒化物、または酸化窒化物などとされ、そ
のパターニングはフッ素系ドライエッチングにより実行される。なお、この工程では、第
２のレジストパターン２０で被覆されていない第２の遮光性膜１４はエッチングを受ける
ため、実効的なエッチングマスクとして機能するのはクロム系材料からなる第１の遮光性
膜１３であり、これをマスクとして位相シフト層１５にパターン転写される（図６（ｇ）
）。
【０１０６】
　本実施例では、第２の遮光性膜１４と同一条件下でフッ素系ドライエッチングを施した
場合の位相シフト層１５のクリアタイム（エッチング除去される時間）が、第２の遮光性
膜１４のクリアタイムよりも長くなるように組成や膜厚が設計されている。このようなク
リアタイムの設定を行うと、第２の遮光性膜１４は位相シフト層１５のエッチング工程中
に完全に除去され、エッチング終了段階では、第２のレジストパターン２０で保護されて
いない位相シフト層１５の上にはクロム系材料からなる第１の遮光性膜１３のみが残るこ
ととなる。なお、この位相シフト層１５のエッチング条件は、すでに公知の一般的な手法
によることができる。
【０１０７】
　そして、遮光性膜として不要となった第１の遮光性膜１３はクロム系材料の一般的なエ
ッチング条件のもとで除去され（図６（ｈ））、最後に、第２の遮光性膜１４上に残存し
ている第２のレジストパターン２０が剥離され（図６（ｉ））、硫酸と過酸化水素水の混
合液やアンモニア水と過酸化水素水の混合液などの洗浄液で最終洗浄して位相シフトマス
クが完成する。
【０１０８】
　なお、図７に示したように、第２のレジストパターン２０は、第１の遮光性膜１３のエ
ッチング後に設けるようにしてもよい。この場合には、遮光性膜１２の上に第１のフォト
レジスト膜１８を塗布して（図７（ａ））、このフォトレジスト膜１８に回路パターン描
画用の第１のレジストパターン１９を形成し（図７（ｂ））、この第１のレジストパター
ン１９をマスクとして第２の遮光性膜１４のパターニングをフッ素系ドライエッチングで
行う（図７（ｃ））。そして、第２の遮光性膜１４（と第１のレジストパターン１９と）
をエッチングマスクとして、第１の遮光性膜１３を酸素含有塩素系（（Ｃｌ＋Ｏ）系）ド
ライエッチングしてパターニングする（図７（ｄ））。
【０１０９】
　この状態で第１のレジストパターン１９を剥離し（図７（ｅ））、新たに第２のフォト
レジスト膜を塗布してパターニングを施して第２のレジストパターン２０を形成する（図
７（ｆ））。そして、フッ素系ドライエッチングにより位相シフト層１５のパターニング
が施され、クロム系材料からなる第１の遮光性膜１３を実効的なエッチングマスクとして
位相シフト層１５にパターンが転写される（図７（ｇ））。遮光性膜として不要となった
第１の遮光性膜１３はクロム系材料の一般的なエッチング条件のもとで除去され（図７（
ｈ））、最後に、第２の遮光性膜１４上に残存している第２のレジストパターン２０が剥
離され（図７（ｉ））、硫酸と過酸化水素水の混合液やアンモニア水と過酸化水素水の混
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合液などの洗浄液で最終洗浄して位相シフトマスクが完成する。
【実施例５】
【０１１０】
　（クロム化合物の第２の遮光性膜を備えるバイナリーフォトマスクブランク）
　本比較例では、第２の遮光性膜をクロム化合物であるＣｒＯＮ膜とした場合のバイナリ
ーフォトマスクブランクの諸特性について説明する。なお、このバイナリーフォトマスク
ブランクの第１の遮光性膜（遮光膜）はクロムと窒素の組成比（原子比）が９：１のＣｒ
Ｎ膜（膜厚約４０ｎｍ）であり、その成膜条件は既に実施例２で説明した条件と同じであ
るので繰り返しての説明は省略する。
【０１１１】
　ＣｒＮの第１の遮光性膜の上に、図２に示したスパッタリング装置を用いて、ＣｒＯＮ
の第２の遮光性膜を成膜した。具体的には、スパッタリングガスとしてはＡｒを用い、Ａ
ｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ２ガスを３０ｓｃｃｍ、Ｏ２ガスを１５ｓｃｃｍの流量でチャ
ンバ１０１内に導入し、チャンバ内ガス圧が０．１Ｐａになるように設定した。そして、
成膜前加熱温度１２０℃とし、Ｃｒターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、基板
１１を３０ｒｐｍで回転させながら膜厚約２０ｎｍの酸窒化クロム膜を成膜し、これを反
射防止膜とした。なお、この酸窒化クロム膜の組成は、クロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）の組
成比（原子比）が４：１：５のＣｒＯＮ膜である。表２に、このような第１および第２の
遮光性膜を積層させたバイナリーフォトマスクブランクの諸特性を纏めた。
【０１１２】
【表２】

【０１１３】
〔光学濃度〕
　図８は、本比較例のバイナリーフォトマスクブランクに基板側から光を入射させた場合
の遮光性膜の光学濃度の波長依存性を分光光度計で測定した結果を示す図で、この図に示
されているように、波長１９３ｎｍの光における光学濃度として３．０程度の値が得られ
、ＡｒＦ露光での光学濃度を２．５以上とすることができることが確認された。
【０１１４】
〔反射率の波長依存性〕
　本比較例のフォトマスクブランクに、遮光性膜側から光を入射させた場合の反射光の強
度を分光光度計で測定して反射率の波長依存性を測定した。
【０１１５】
　図９は、波長１９０ｎｍから６００ｎｍの範囲の光に対する反射率を測定した結果を示
す図であり、ＡｒＦ露光波長（λ＝１９３ｎｍ）の光における反射率は１５％を超えてお
り、露光波長域での反射率を充分に低く（１０％以下）することは困難であることが確認
された。なお、この比較例の遮光性膜の２５７ｎｍの波長の光に対する反射率は１０～２
０％とされており、一般的な欠陥検査装置での検査が可能となるように設計されている。
【０１１６】
　このように、第２の遮光性膜をクロム化合物膜とした場合には、２５７ｎｍの波長の光
の反射率を１０～２０％の範囲とするとＡｒＦ露光波長の光における反射率を１０％以下
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とすることができなくなるのに対して、珪素含有化合物を主成分とする層を含む第２の遮
光性膜を設けた本発明のフォトマスクブランクではＡｒＦ露光波長の光の反射率を１０％
以下としつつ２５７ｎｍの波長の光の反射率を１０～２０％の範囲とすることが可能であ
る。
【実施例６】
【０１１７】
　（フォトマスクブランクの製造プロセス：第２例）
　本実施例では、実施例１で説明した構成の本発明のフォトマスクブランクを得るための
製造プロセスの第２の例について説明する。
【０１１８】
〔第１の遮光性膜（遮光膜）〕
　本実施例においても、本発明のフォトマスクブランクが備える第１の遮光性膜の成膜に
用いたスパッタリング装置の構成は図２に示したとおりであり、この図において、１１は
６インチの角形石英基板である透明基板、１０１はチャンバ、１０２ａは第１のターゲッ
ト、１０２ｂは第２のターゲット、１０３はスパッタガス導入口、１０４はガス排気口、
１０５は基板回転台、１０６ａおよび１０６ｂはそれぞれ、第１および第２のターゲット
にバイアスを印加するための電源である。
【０１１９】
　本実施例では第１のターゲット１０２ａとしてクロムターゲットを用い、このターゲッ
トのみをスパッタリングすることでクロムの第１の遮光性膜を成膜している。スパッタリ
ングガスとしてはＡｒを用い、Ａｒガスを１０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを４ｓｃｃｍの流量で
チャンバ１０１内に導入し、チャンバ内ガス圧が０．１Ｐａになるように設定した。そし
て、成膜前加熱温度１２０℃とし、Ｃｒターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、
基板１１を３０ｒｐｍで回転させながら膜厚１０ｎｍの窒化クロム膜を成膜し、これを第
１の遮光性膜（遮光膜）とした。なお、この窒化クロム膜の組成は、クロム（Ｃｒ）と窒
素（Ｎ）の組成比（原子比）が９：１のＣｒＮ（Ｃｒ：Ｎ＝９：１）膜である。
【０１２０】
〔第２の遮光性膜〕
　図２に図示した構成のスパッタリング装置を用いて、第１の遮光性膜（遮光膜）上に第
２の遮光性膜（反射防止膜）を成膜し、本発明のフォトマスクブランクの遮光性膜とした
。なお、ここで用いたターゲットは、第１のターゲット１０２ａとして珪素（Ｓｉ）単結
晶、第２のターゲット１０２ｂとしてモリブデンシリサイド（ＭｏＳｉ２）多結晶である
。成膜中のチャンバ内ガス圧が０．１Ｐａとなるようにガス流量の設定を行い、基板を３
０ｒｐｍで回転させながら、モリブデンシリサイド化合物膜（ＭｏＳｉＮ膜）の多層膜を
成膜した。
【０１２１】
　具体的には、スパッタガスとしてＡｒガスを２０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを１０ｓｃｃｍの
流量でチャンバ１０１内に導入してチャンバ内ガス圧を０．１Ｐａとし、ＭｏＳｉ２ター
ゲットに２００Ｗ、Ｓｉターゲットに８００Ｗの放電電力を印加して、基板１１を３０ｒ
ｐｍで回転させながら成膜を開始した。膜厚が３３ｎｍに達したところで、次第に、Ａｒ
ガスを５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを５０ｓｃｃｍ、の流量でチャンバ１０１内に導入してチャ
ンバ内ガス圧を０．１Ｐａとし、ＭｏＳｉ２ターゲットの放電電力が２００Ｗ、Ｓｉター
ゲットの放電電力が８００Ｗとなるように成膜条件を連続的に変化させながら膜厚がほぼ
１８ｎｍとなるように成膜した。このような成膜条件とすれば、膜中の遷移金属含有量や
窒素含有量が徐々に変化する組成勾配をもつ「傾斜構造」の反射防止機能層を有する遮光
膜（膜厚：３３＋１８＝５１ｎｍ）とすることができる。なお、第２遮光性膜の膜厚は１
０ｎｍ以上５５ｎｍ以下とすることが好ましい。
【０１２２】
〔第３の光学膜〕
　第３の光学膜の成膜も、第１および第２の遮光性膜と同様に、図２に図示した構成のス
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パッタリング装置を用いて行われる。すでに説明したように、この第３の光学膜をハーフ
トーン位相シフト層とする場合には、珪素の酸化物、窒化物、または酸化窒化物、もしく
は珪素と遷移金属の酸化物、窒化物、または酸化窒化物で成膜することが好ましい。した
がって、ハーフトーン位相シフト層をどの化合物で形成するかに応じてスパッタリング用
のターゲットが適当に選択され、上記の第２の遮光性膜と概ね同様の条件下で成膜がなさ
れる。
【０１２３】
　なお、ハーフトーン位相シフト層を、互いに異なる組成の膜を積層させた複合膜とする
こともできる。このようなハーフトーン位相シフト層は、上記で列挙した材料からなる単
層膜あるいは多層膜の透過率が２～４０％、位相シフト量が約１８０°となるように膜組
成が設計される。具体的な成膜例は以下のとおりである。
【０１２４】
　先ず、第１のターゲット１０２ａとしてＳｉ単結晶を、第２のターゲット１０２ｂとし
てＭｏＺｒＳｉ4焼結体を使用し、ＭｏＺｒＳｉ4ターゲットに５６０Ｗ、Ｓｉターゲット
に１０００Ｗの放電電力を印加して、基板１１を３０ｒｐｍで回転させながらスパッタ成
膜を行い、基板１１上に１０ｎｍの厚みの光学調整層を成膜した。スパッタガスは、流量
８ｓｃｃｍのＡｒ、流量２０ｓｃｃｍのＮ2、および流量５ｓｃｃｍのＯ2の混合ガスとし
た。また、スパッタ時のチャンバ内ガス圧力は０．１５Ｐａに設定した。
【０１２５】
　次に、放電電力をＭｏＺｒＳｉ4ターゲットが４３０Ｗ、Ｓｉターゲットが１０００Ｗ
となるように変更し、スパッタガスを１５ｓｃｃｍのＡｒ、１００ｓｃｃｍのＮ2、およ
び１ｓｃｃｍのＯ2の混合ガスに変更し、基板１１を３０ｒｐｍで回転させながら、ガス
圧力０．２５Ｐａにて厚み４０ｎｍの低応力層を成膜した。
【０１２６】
　更に、放電電力をＭｏＺｒＳｉ4ターゲットが１００Ｗ、Ｓｉターゲットが１０００Ｗ
となるように変更し、スパッタガスを５ｓｃｃｍのＡｒ、５０ｓｃｃｍのＮ2、および５
ｓｃｃｍのＯ2の混合ガスに変更し、基板１１を３０ｒｐｍで回転させながら、ガス圧力
０．１Ｐａにて２０ｎｍに示される厚みの表面層を成膜した。
【０１２７】
　このように、ハーフトーン位相シフト層を、光学調整層と低応力層と表面層の３層から
なる積層構造として構成した。
【０１２８】
〔遮光性膜のドライエッチ断面形状評価〕
　上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用
いて、遮光性膜のドライエッチ断面形状の確認を行った。先ず、第２の遮光性膜上に、化
学増幅型フォトレジスト（膜厚２００ｎｍ）を塗布して電子線リソグラフィでパターン形
成してレジストマスクを形成し、これをマスクとして第２の遮光性膜（反射防止膜）にフ
ッ素系ドライエッチング（ＳＦ６流量１８ｓｃｃｍ、Ｏ２流量４５ｓｃｃｍ、ＲＩＥ電圧
２００Ｖ、ＩＣＰパワー３２５Ｗ、チャンバ内圧力５ｍＴｏｒｒ）を施してパターニング
を行った。
【０１２９】
　なお、この段階で、パターニング終了後の遮光性膜の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ
）で観察した結果、第１の遮光性膜（遮光膜）へのエッチングは実質的に進行していない
ことが確認できた。この結果から、第２の遮光性膜（反射防止膜）が、第１の遮光性膜（
遮光膜）をパターニングする際のハードマスクとして充分に使用可能であることが確認で
きた。また、第１の遮光膜がフッ素系ドライエッチングに対するエッチングストッパとし
て十分に使用可能であることが確認できた。
【０１３０】
　これに続いて、第１の遮光性膜に塩素系ドライエッチング（Ｃｌ２流量１８ｓｃｃｍ、
Ｏ２流量５５ｓｃｃｍ、Ｈｅ流量１０ｓｃｃｍ、ＲＩＥ電圧６００Ｖ、ＩＣＰパワー４０
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０Ｗ、チャンバ内圧力６ｍＴｏｒｒ）を施して、遮光性膜全てのパターニングを完了した
。このようなパターニングを施した後、その断面形状（サイドエッチ発生の有無）をＳＥ
Ｍ観察により確認した。その結果を表３に纏めた。なお、この表に纏めた遮光性膜は何れ
も、第１の遮光性膜（Ｃｒ膜)の膜厚が１０ｎｍ、第２の遮光性膜（ＭｏＳｉＮ／ＭｏＳ
ｉ（Ｎ）積層膜）の膜厚が５１ｎｍである。
【０１３１】
【表３】

【０１３２】
　図１０は、第２の遮光性膜中の最小窒素含有量がそれぞれ、０ａｔ％（図１０（ａ））
、５ａｔ％（図１０（ｂ））、および１０ａｔ％（図１０（ｃ））の場合の、遮光性膜の
ドライエッチング断面形状を説明するためのＳＥＭ像である。これらのＳＥＭ像から明ら
かなように、遮光性膜のドライエッチング後の断面形状の様子（サイドエッチ発生の有無
）は第２の遮光性膜中の窒素含有量に依存し、窒素含有量が少なくとも５ａｔ％以上であ
るとサイドエッチングの発生が抑制され、良好な断面形状が得られることが分かる。これ
までの結果を考慮すると、第２の遮光性膜中の窒素含有量は５ａｔ％以上２０ａｔ％以下
とすることが好ましい。
【０１３３】
　表４は、遮光性膜のドライエッチング断面形状の、第１の遮光性膜と第２の遮光性膜の
膜厚依存性を、上記と同様の手法で調べた結果を纏めたものである。
【０１３４】

【表４】

【０１３５】
　この表に示した結果から、第１の遮光性膜の膜厚が３～１５ｎｍの範囲であれば、サイ
ドエッチの発生のない良好なエッチング断面が得られることがわかる。これまでの結果を
考慮すると、第２の遮光性膜の膜厚を２５ｎｍ以上５５ｎｍ以下とし、且つ、第１の遮光
性膜の膜厚が５ｎｍ以上１５ｎｍ以下であるように膜厚設定することが好ましい。
【０１３６】
〔光学濃度〕
　石英基板上に上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を有するフォトマスク
ブランクを用い、これに基板側から光を入射させた場合の遮光性膜の光学濃度を分光光度
計で測定した。
【０１３７】
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　図１１は、上述の条件で成膜したＣｒＮ（Ｃｒ：Ｎ＝９：１）の第１の遮光性膜（膜厚
１０ｎｍ）上に、膜厚が５１ｎｍのＭｏＳｉＮの第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブ
ランクの光学濃度（ＯＤ）と最小窒素含有量の関係を示す図である。この図に示されてい
るように、第２の遮光性膜中の最小窒素含有量が２０ａｔ％以下の広範囲の含有量領域に
おいて、波長１９３ｎｍの光における光学濃度として３．０程度の値が得られ、ＡｒＦ露
光での光学濃度を２．５以上とすることが可能であることが確認できる。
【０１３８】
〔反射率の波長依存性〕
　図１２は、上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブ
ランクに、遮光性膜側から光を入射させた場合の反射光の強度を分光光度計で測定して反
射率の波長依存性を測定した結果を示す図である。なお、測定波長領域は１９３～６００
ｎｍの範囲である。
【０１３９】
　この図に示した結果から明らかなように、ＡｒＦ露光波長（λ＝１９３ｎｍ）の光にお
ける反射率が１０％以下となるように低反射率とすることが可能であることに加え、検査
波長（λ＝２５７ｎｍ）の光における反射率を１０～２０％の範囲に収めることができる
。
【０１４０】
　このように、第２の遮光性膜（反射防止膜）を多層で構成し、窒素含有量の少ない層か
ら窒素含有量の多い層向かって窒素含有量を傾斜構造とした上で、窒素含有量の多い層(
傾斜領域を含む)の膜厚が１５～３０ｎｍの範囲にあれば、２５７ｎｍの波長の光に対す
る反射率を１０～２０％とすることができ、一般的な欠陥検査装置での検査が可能である
ことが確認された。
【０１４１】
〔化学的安定性（薬品耐性）〕
　上述した条件で成膜した第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクを用
いて、化学的安定性（薬品耐性）の確認を行った。具体的には、アンモニア過水（アンモ
ニア水：過酸化水素水：水＝１：１：３０（容量比））、および硫酸過水（硫酸：過酸化
水素水＝４：１（容量比））にそれぞれ１時間浸漬した後の反射率変化量を分光光度計に
より測定した。その結果、上記のいずれの条件においても波長３６５ｎｍにおける反射率
変化は２％以下であり、実用上充分な化学的安定性（薬品耐性）を示すことが確認された
。
【０１４２】
　以上、実施例により本発明のフォトマスクブランクおよびこれを用いて作製されるフォ
トマスクについて説明したが、上記実施例は本発明を実施するための例にすぎず、本発明
はこれらに限定されるものではない。これらの実施例を種々変形することは本発明の範囲
内にあり、更に本発明の範囲内において他の様々な実施例が可能であることは上記記載か
ら自明である。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明は、微細なフォトマスクパターンが高精度で形成されたフォトマスクおよびこれ
を提供するためのフォトマスクブランクを提供する。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】本発明のフォトマスクブランクの基本構造例を説明するための断面概略図である
。
【図２】本発明のフォトマスクブランクの成膜に用いたスパッタリング装置の構成を説明
するための概略断面図である。
【図３】ＣｒＮ（Ｃｒ：Ｎ＝９：１）の第１の遮光性膜上に、膜厚が２３．４ｎｍのＭｏ
ＳｉＮの第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランクの光学濃度（ＯＤ）の波長依存性
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【図４】波長１９０ｎｍから６００ｎｍの範囲の光に対する反射率を測定した結果を示す
図である。
【図５】バイナリーフォトマスクの製造プロセスを説明するための図である。
【図６】位相シフトマスクの第１の製造プロセスを説明するための図である。
【図７】位相シフトマスクの第２の製造プロセスを説明するための図である。
【図８】クロム化合物を第２の遮光性膜として備えるバイナリーフォトマスクブランクに
基板側から光を入射させた場合の遮光性膜の光学濃度の波長依存性を分光光度計で測定し
た結果を示す図である。
【図９】クロム化合物を第２の遮光性膜として備えるバイナリーフォトマスクブランクの
、波長１９０ｎｍから６００ｎｍの範囲の光に対する反射率を測定した結果を示す図であ
る。
【図１０】第２の遮光性膜中の最小窒素含有量がそれぞれ、０ａｔ％（ａ）、５ａｔ％（
ｂ）、および１０ａｔ％（ｃ）の場合の、遮光性膜のドライエッチング断面形状を説明す
るためのＳＥＭ像である。
【図１１】実施例６における、ＣｒＮ（Ｃｒ：Ｎ＝９：１）の第１の遮光性膜（膜厚１０
ｎｍ）上に、膜厚が５１ｎｍのＭｏＳｉＮの第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブラン
クの光学濃度（ＯＤ）と最小窒素含有量の関係を示す図である。
【図１２】実施例６における、第１および第２の遮光性膜を備えたフォトマスクブランク
に、遮光性膜側から光を入射させた場合の反射光の強度を分光光度計で測定して反射率の
波長依存性を測定した結果を示す図である。
【符号の説明】
【０１４５】
１１　基板
１２　遮光性膜
１３　第１の遮光性膜
１４　第２の遮光性膜
１５　第３の光学膜（位相シフト膜）
１６　フォトレジスト膜
１７　レジストパターン
１８　第１のフォトレジスト膜
１９　第１のレジストパターン
２０　第２のレジストパターン
１０１　チャンバ
１０２ａ　第１のターゲット
１０２ｂ　第２のターゲット
１０３　スパッタガス導入口
１０４　ガス排気口
１０５　基板回転台
１０６ａ、１０６ｂ　バイアス印加用電源
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