
(12) 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年9 月 13 日 (13.09.2007)

(51) 国際特許分類 津区久木 3 - 5 - 7 フア ブソリ ーシ ン株式会
HOlL 21/027 (2006.01) HOlL 21/66 (2006.01) 社内 Kanagawa (JP).
G03F 7/20 (2006.01)

(74) 理人 : 志賀 正武 ， 外 (SHIGA, Masatake et al・) ; 〒
(21) F 5 : PCT/ P2006/304286 1048453 東京都中央 区八重洲 2 T 目 3 番 1 号 Tokyo

(JP).
(22) I: 2006 年3 月6 日 (06.03.2006)

(81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護が
(25) 国際出願の言 : 日木語 可能 ): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

BW, BY,BZ, CA, CH, CN, Cの, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
(26) 国際公開の言語 : 日木語 DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK,
(71) 出願人 (米国を除 <全ての 定国について) : フア ブ LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW,

ソり 一 3 ン株式・会社 (FAB SOLUTIONS, INC.) MX, MZ, NA, NG, NI, Nの, NZ, のM, PG, PH, PL, PT, Rの,
[JP/JP]; 〒213001 1 神奈川県 JlI l 市高津区久木 3 一 RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR,
5 一 7 新溝，ノ 口ヒル 5 F Kanagawa けP). TT, TZ, UA, UG, U , UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 および (84) 指定国俵示のない限り、全ての種類の広域保護が可
(75) 発明者 /出願人 (米国 こつ I てのみ 山田 恵三 (YA- 能 ): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

MADA Ke竹。) [JP/JP]; 十 213001 1 神奈川県 崎市号 SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -Xーラシ T (AM, AZ, BY,

I続葉有 ]

(54) Ti e: METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称 半導体デバイス製造方法

(57) Abstract: A method for fabπ・cati・ng a semi・conductor devi・ce
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

SS ス ー in which fabπcation efficiency of the semiconductor device is en

hanced by managi・ng a photoresi・st process well. The method f。r
fabri・cati・ng a semi・conductor devi・ce compπ・ses a step for f。rmi・ng a

ウ 上にレジス を -S1 photoresi・st film on a semi・conductor subs廿ate, a step for exposi・
塗布 し乾燥

ng
せる。

the photoresi・st fi・lm under di・fferent exposure conditions f。r every
shot by usi・ng a mask i・n whi・ch a predetermi・ned pattern f。r ev刮u-

フ ス条件および露光量条件を ati・ng process i・s f rmed, a step for forming a photoresist structure
シ トごとに逐次変化させて、 S2

。 ・ ・

・ ・ ・ ・
ウ にパ ーンを露光する。 on the semiconductor subs廿ate by developing the photoresist film

under predetermi・ned condition a step f。r i・rradi・ati・巳 ng the surface
of the semi・conductor substrate on whi・ch the photoresi・st structure

現像 乾燥する S3 i・s f。rmed wi・th an electron beam, a step for measuri・ng a substrate
・ ・current generated in the semiconductor subs廿ate t什ough i・rradi・ati・on

wi・th an elec廿on beam, and a step for calculati・ng a process wi・ndow
各シ に含まれるパ ーンの

表面、底線幅、線間残清を抽出する。 -S4 from the waveform of the substrate current.

(57) 要約 本発明の課題は、フオ トレジス トエ程を良好
上記評価により良品が得られる

プ セス条件の幅を
に管理 し、半導体デバイスの製造効率を向上させることに

プ セスウ ン ドーとする。
S5 ある。 本発明に係る半導体測定装置は、半導体基板上に

フオ トレジス ト膜 を形成するステップと、プロセス評価用
イ の所定のパターンが形成されたマスクを用いて、シ

EE
ット

ノ 毎に異なる露光条件にて前記フオ トレジス ト膜 を露光する
ステ

SS START
ップと、前記フオ トレジス ト膜 を所定の条件で現像 し

5 1 APPLY RESIST ONTO WAFER AND DRY RESIST て前記半導体基板上にフオ トレジス ト構造体を形成するス
52 EXPOSE PATTERN ON WAFER BY VARYING FOCUS CONDITIONS テ 、前記フオ トレジス ト構造体が形成された前記半

AN EXPOSUR A OUNT CONDITIONS SEQUENTIALLY FOR
ップと

V RY SHOT
導体基板の表面に電子ピ一ムを照射するステップと、前記

53 DEVELOP AND RY 電子ピ一ムの照射に伴 る基板
54 EXTRACT SURFACE

って前記半導体基板に発生す
RESIDUE OF PATTERN INCLUDED IN EACH SHOT

電流を測定するステップと、前記基板電流の波形からプロ
55 EMPLOY RANG OF PROCESS CONDITIONS UND WHICH セスウイン ドーを算出するステ とを特徴とップとを含むこ

ACCEPTA LE ARTICLE
CAN BE OBTAINED BY EVALUATION AS PROCESS WINDOW

する。
EE END



KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー ロ ツパ (AT, BE, BG, 2 文字コー ド及び他の略語については、定期発行される
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, E . , FI, FR, GB, GR, HU, IE, 各PCTガゼツ トの巻頭に掲載されている コー ドと略語
IS, IT, LT, LU, LV,MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), のガイダンスノー ト を参照。
OAPI のF, BJ, CF, C尺 , CI, CM, 尺A, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

公開書類
国際調査報告書



半導体デバイス製造方、法

技術分野

０００1 本発明は、半導体デバイス製造方法に関し、特に電子ビームを利用してフオトレジ

スト工程の最適ィビを行ぅのに好適な方法に関する。

背景技術

０００2 半導体デバイスは微細加工プロセスを用いて製造されている。この微細加工プロセ

スは、シリコン基板 (ウェハ一)ｱに塗布された感光性樹脂であるフオトレジストに、c
データ、あるいはマスク上に形成された微細構造パターンを転写するための露光

工程を含んでいる。この露光工程は、写真の原理を利用した微細加工技術であり、

以下の工程から成る。

０００3 第 工程 シリコン基板上にフオトレジストを均一に塗布して乾燥させる。

第2工程 微細構造の形状に対応したパターンが形成されたマスクを通してシリコン

基板上のフオトレジストに光を照射する。

第3工程 フオトレジストを現像し、その末感光部分と感光部分とを分離する。

第4工程 現像されたフオトレジストの形状を固定するために、これを高温で焼き固

め、フオトレジスト構造体が完成する。

０００4 ここで、露光工程には、露光条件として、フオーカスおよび露光量 (ド一ス) といぅ2つ
の重要なプロセスパラメータが存在する。これらフオーカスと露光量が適切であれば、

露光工程の終了後に意図した通りの正確なフオトレジスト構造体が得られる。

しかし、フオーカスが前後にずれると、フオトレジスト構造体の形状にシヤ一プさが無

くなり、目標とするマスク寸法に対して誤差が生じる。また、ポジレジストの場合は、露

光量が少なければフオトレジスト構造体が太く残り、逆に露光量が多ければ、フオトレ

ジスト構造体は細くなり、フオトレジスト構造体の一部が現像後により欠損するおそれ

がある。このよぅな場合、意図した通りのフオトレジスト構造体が得られないので、シリ

コン基板上に形成される微細構造の不具合の原因となる。

０００5 従って、露光工程では、フオーカスと露光量の両方を最適ィビすることが重要である



。すなわち、露光工程の最適ィビとは、所望のデバイス構造が得られるよぅに、フォーカ

スと露光量の2つのパラメータを合わせ込むことである。また、露光工程での処理結

果は、露光工程に用いる装置の状態によっても変動を受けるので、装置の状態が多

少変動しても所望の処理結果が安定的に得られるロバストな露光条件 (プロセスウイ

ンドー) を求めることが実用上重要である。

０００6 ところで、従来、シリコン基板上に形成される微細構造は単純な幾何形状であり、従

って露光工程により転写される構造も単純な幾何形状であった。例えば、電気の導

通をとるためのコンタクトホールやビアホールは単なる円形であり、トランジスタのゲー

トは長方形であった。

また、プロセスを評価する際に測定対象となる微細構造の幾何形状の種類は数種

類に限られており、その特徴量の測定対象は少量であった。例えば、 オーダーの

寸法計測が可能なC S (C ca D mens on c ann ng E ec on M croscope) を

用いて露光工程後にウェハ一上に形成されたホール等の微細構造の表面寸法を何

点か計測し、その値が所望の範囲に入っているかどぅかを調査する事で、最適な露

光条件を定めることができた。上述のC S とは、加速した収束電子ビームを測定

対象に照射して跳ね返る電子の量を検出することで微細構造の画像を得る装置であ

る。

０００7 しかし、近年、半導体技術の微細ィビが進み、最小サイズが ・ ミクロン以下になると

、従来には無い新しい構造が次々と導入されてきた。その代表的な構造の一つがダ

マシン構造であり、この構造は、従来のホール構造の上に配線用の溝が形成されて

いる。

さらに、露光技術を支援する目的でOPC (O p ca P ox m C o ec on)れづ補正

技術が導入されている。この補正技術は、光の干渉効果を利用して波長以下の微細

構造パターンを形成して、所望の微細構造を正しく実現するために、本来の構造に

は無い特殊な形状の微細構造を新たに加える技術であり、その特殊な形状の微細

構造として、スキヤッタリングバー、セリフ、ハンマーヘッドなどがある。

０００8 露光工程において、上述のよぅな P C用の特殊な付加構造が利用されるよぅにな

ると、本来実現したい構造も付加的な構造の影響を受けるよぅになり、測定対象の種



類が増加する。

しかしながら、一般的にはこれらの中でプロセスとして最も実現困難な構造を簡単

に判断することは困難であるので、測定点数を減らすために代表点を選択することが

できず、複雑な形状そのものが正しく形成されたかどぅかを全ての場所で検査して、

その結果を踏まえてプロセスウインドーを決定するとレづことが行われるよぅになってき

たし。

そのための検査装置として、テストパターンでは無く、実際のデバイスを作製し、そ

の全ての表面構造を高速検査する装置が使用されている。

０００9 また、露光装置の 時間当たりのシリコン基板の処理枚数は6０枚あるいは 2０枚で

あり、露光装置は高速な処理能力をもつが、半導体量産工場では、生産能力をさら

に向上するために複数台の露光装置が設置されている。それぞれの露光装置の特

性は同じになるよぅに設計、管理されているが、レンズや機械的な固体差があるため

、露光装置によって特性差が生じることは避けられない。また、レ、ジスト材料の特性変

動も加わるので、予め理想的条件下で設定された露光条件が、必ずしも量産工場に

おいても最適な条件となるとは限らない。

つまり、量産工場における露光結果は、単純にフオ一力スと露光量の2つのパラメ

ータによって一義的に決定されるのではなく、装置によって上記パラメータの値の最

適値が変ィビする。そのため、露光条件を最適ィビするためには全ての露光装置の露

光結果を検査する必要があり、非常に多くの時間を要している。

００1０ ここで、半導体製造工程におけるフオトレ、ジストについての重要な特性を説明する。

フオトレジストは、後の工程のィロ学プロセスに対して耐性があり、フオトレ、ジストで覆

われた個所は化学反応が起こらないため、実際にフオトレ、ジストでィロ学反応から保護

される領域は、フオトレジストの表面形状 (ｱ面形状) によって決定されるのではなく、

保護対象の下地と接する底面部分の形状で決定される。従って、下地と接するフオト

レ、ジストの底面部分の形状を把握し、これを制御することが最も重要となる。

００11 以下に、図 3～6を参照してレ、ジストの底面形状の重要性を具体的に説明する。

図 3 3 および図 4 4 は、シリコン基板 33上に形成されたゲート材料

3 をェソチング加工する際に、フオトレ、ジスト 32の形状がェソチング処理に与える



影響を説明するための図である。

ここで、図 3 は、フオトレ、ジスト 32が良好に形成されている状態を示し、露光条

件が適切であった場合を示している。露光条件が適切であった場合にはレ、ジスト 32

の側面形状が垂直状に形成される。これに対し、図 3 は、露光条件が不適切であ

った場合のフオトレ、ジスト 32の形状を示している。この場合、レジスト 32の上面形

状は図 3 とほぼ等しいが、裾を有しているために底面形状は全く異なっている。

００ 2 図 4 及び図 4 は、上述の図 3 及び図 3 に示す各フオトレジスト 32をマ

スクとしてゲート材料 3 をエッチングして得られる断面構造をそれぞれ示す。上述

の図 3 に示す適切な形状を有するフオトレ、ジスト 32によれば、図 4 に示すよう

に、ゲート材料 3 が良好にエッチングされ、所望のゲート形状が得られる。

これに対し、上述の図 3 に示すように不適切な形状を有するフオトレ、ジスト 32に

よれば、図 4 に示すように、レ、ジスト 3 2の裾の領域でゲート材料 3 のエッチング

量が不足するため、ゲート材料 3 も裾を引いた形状となり、ゲート配線間のショート

とレづ不具合を生じる。

このように、仮にフオトレ、ジストの表面形状が均一に管理されていたとしても、フオトレ

ジストの底面の形状管理されない限り、露光工程を完全に管理することはできない。

００13 図 5 5 および図 6 6 は、シリコン基板 54上に形成された酸ィロ膜 5

とハードマスク 52をエッチング加工してホールを形成する際に、フオトレ、ジスト 5 3

の形状がエッチング処理に与える影響を説明するための図である。

ここで、図 5 は、フオトレ、ジスト 53が良好に形成されている状態を示し、露光条

件が適切であった場合を示している。これに対し、図 5 は露光条件が不適切な場

合を示し、レ、ジスト 53が裾を引いた形状を呈している。

００14 図 6 及び図 6 は、上述の図 5 及び図 5 に示す各フオトレジスト 53をマ

スクとして酸ィロ膜 5 とハードマスク 52をエッチングして得られる断面構造をそれぞ

れ示す。この例からも理解されるように、上述の図 5 に示す適切な形状を有するフ

オトレ、ジスト 53によれば、図 6 に示すように、酸ィロ膜 5 がホール 6 の底ま

で均一にエッチングされ、所望のホール形状が得られる。

００15 これに対し、上述の図 5 に示す不適切な形状を有するフオトレジスト 53によれ



ば、ハードマスク 52との界面にいジスト 53の一部が残ってぃるので、酸ィロ膜 5

のエッチング速度が不均一となる。このため、図 6 に示すよぅに、酸ィロ膜 5 に形

成されるホールH 6 のサイズが小さくなる問題や、ホールが下地のシリコン基板 5

4に到達しなくなるれ、った問題が起き、導通不良などの不具合を生じる。

００16 また、ホールがシリコン基板 54に到達したとしても、露光条件によって、その底面

の形状が歪む場合がある。(エッジラフネス)

図 7は、露光条件がホールの底面形状に与える影響の例を示す。良品の場合、

即ち露光条件が最適ィビされてぃる場合、同図の (a) に示すよぅに、ホールの底面形

状は、マスク上のパターンに対応した形状 を呈する。これに対し、露光条件が最適

ィビされてぃなぃ場合には、同図の (b) に示すよぅに楕円形状 を呈する場合や、同図

の (c) に示すよぅに、歪な形状Cを呈する場合がある。前述の通り、従来はこれら底面

構造およびその微細構造を管理することは出来なかった。

００17 現在までに、フオトレジストの露光工程を最適ィビする方法として、以下の技術が知ら

れてぃる。

第 の技術として、C S から得られる波形を処理していジスト構造体の3次元構

造を推定する方法が知られてぃる (特許文献 参照)。しかし、最近の研究結果にお

ぃて、二次電子波形は、レジスト構造体の表面形状のみを反映し、真の底面形状を

反映しなぃことが明らかになってぃる。従って、前述の理由から露光工程の最適化は

困難である。

００18 第2の技術として、露光工程によって得られたいジスト構造体に電子ビームを照射し

て二次電子波形を取得し、基準となる二次電子波形と比較してプロセス結果の類似

度を評価し、プロセス結果の良否を判定する方法が知られてぃる (特許文献2参照)

。しかし、前述の理由から、この方法を利用しても基準状態の定義そのものが正確で

はなぃので、露光工程の最適ィビには不十分である。

００19 第3の技術として、図 8のフローチヤートに示す方法が知られてぃる (特許文献3参

照)。即ち、 枚のウェハ一にいジストを塗布し(ステップS 8 ) 、種々のパターンを形

成したテストマスクを用ぃて上記ウェハ一内で露光条件を変えて露光し(ステップ

82) 、このウェハ一を現像して乾燥し(ステップS 83) 、そして、C S による表面



寸法測定 (ステップ 84 ) と、欠陥検査装置にょる表面パターンのチエソク (ステップ

S 85) を〒い、これらの結果からプロセスウインドーを求め (ステップS 86) 、これに

ょり露光工程の最適化を図る。しかし、この従来技術にょれば、欠陥検査装置は、光

または二次電子を用いて形状の測定を〒ぅため、原理的にレジストの表面形状しか

測定できない。そのため、この方法を用いてもフオトレジスト構造体の真の底面形状

に関する情報は得られない。

特許文献 1 特開2 ００5 64０2 3 号公報

特許文献2 特開平 345754号公報

特許文献3 特開2 ００5 236０6 ０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００2 ０ 上述のょぅに、プロセスを最適ィビするために最も重要なフオトレジスト構造体の底面

形状を把握し、これを適切に制御することができないとレづ問題があった。具体的に

は、フオトレ、ジスト工程の評価において、レ、ジスト膜表面の管理だけでは不十分であり

、レジスト膜の立体構造、特に底面構造を管理する必要がある。特に、プロセスばら

つきの原因になる非常に薄いレジスト残掩やテ一リング、あるいはレ、ジストの傾斜角

の制御も行ぅ必要がある。

００2 1 また、露光工程では、フオーカスが正常とみなせる範囲を決定することが重要であ

るが、露光条件を最適ィビすることが困難であるとレづ問題があった。ホールの場合を

例にして説明すると、フオーカスが前後にずれると、それに伴いホール表面の径が変

ィビするが、フオーカスずれの方向に関わらず、ずれの絶対量に比例して径が変ィビす

る性質がある。しかし、従来技術ではホール表面形状の変ィビのみを測定していたの

で、フオーカスが変動した際に、フオーカスがプラスまたはマイナスのどちらに変ィビし

たのか判断できなかった。そのため、測定された値を用いて次回行われる露光の露

光装置を適切なフオーカスの設定値に制御するとレづことが出来なかった。

００2 2 また、露光工程は再処理が可能な工程であり、失敗が判明した場合にはレ、ジストを

剥離して露光工程を再度行ぅことが可能である。そこで、 回目の露光条件を基準と

して2 回目の露光条件を修正することが一般に行われる。しかし、上述のとおり、従来



の表面形状だけを観察する手法では、露光量の過不足は把握できるが、フオーカス

がプラスノマイナスの何れの方向にずれているのかを判断することができず、フオー

カスに関しては露光条件を最適ィビできないれづ大きな問題があった。

その他にも、従来は、パターンを大規模に検査する必要があるので多大な時間を

必要とし、検査時に照射される電子ビームや光によって検査対象にダメージを与える

れづ問題もあった。

００23 本発明は上記事情を考慮してなされたもので、その目的は、フオトレジスト工程を良

好に管理し、半導体デバイスの製造効率を向上させることである。

課題を解決するための手段

００24 上記の課題を解決するため、本発明に係る半導体デバイス製造方法は、半導体基

板上にフオトレジスト膜を形成するステップと、プロセス評価用の所定のパターンが形

成されたマスクを用いて、ショット毎に異なる露光条件にて前記フオトレジスト膜を露

光するステップと、前記フオトレジスト膜を所定の条件で現像して前記半導体基板上

にフオトレジスト構造体を形成するステップと、前記フオトレジスト構造体が形成された

前記半導体基板の表面に電子ビームを照射するステップと、前記電子ビームの照射

に伴って前記半導体基板に発生する基板電流を測定するステップと、前記基板電流

の波形からプロセスウインドーを算出するステップとを含む。

００25 前記半導体デバイス製造方法において、半導体基板上にフオトレジスト構造体を形

成するステップと、前記フオトレジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に

電子ビームを照射するステップと、前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板

に発生する基板電流を測定するステップと、前記基板電流の波形から得られるプロ

セス評価値とプロセスウインドーとを比較するステップと、前記比較の結果から露光工

程の良否を判定するステップとを含む。

００26 前記半導体デバイス製造方法において、半導体基板上にフオトレジスト膜を形成す

るステップと、プロセス評価用の所定のパターンが形成されたマスクを用いて、ショット

毎に異なる露光条件にて前記フオトレジスト膜を露光するステップと、前記フオトレジ

スト膜を所定の条件で現像して前記半導体基板上にフオトレジスト構造体を形成する

ステップと、前記フオトレジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に電子ビ



一ムを照射するステップと、前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板に発生

する基板電流と、二次電子あるいは反射電子を測定するステップと、前記基板電流

の波形と二次電子あるいは反射電子の波形とからプロセスウインドーを算出するステ

、ソプとを含む。

００27 前記半導体デバイス製造方法において、半導体基板上にフオトレジスト構造体を形

成するステップと、前記フオトレジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に

電子ビームを照射するステップと、前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板

に発生する基板電流と、二次電子あるいは反射電子を測定するステップと、前記基

板電流の波形と二次電子あるいは反射電子の波形とから得られる評価値とプロセス

ウインドーとを比較するステップと、前記比較の結果から露光工程の良否を判定する

ステップとを含む。

００28 前記半導体デバイス製造方法において、前記波形と基準波形とを比較して、前記

露光工程の良否を判定することを特徴とする。

００29 前記半導体デバイス製造方法において、前記波形から前記フオトレジスト構造体の

特徴量を抽出するステップを更に含むことを特徴とする。

００3０ 前記半導体デバイス製造方法において、前記露光工程が否と判定された場合に、

前記露光工程を再度行ぅことを特徴とする。

００3 1 前記半導体デバイス製造方法において、前記露光工程の露光条件あるレ ま判定

結果を、コンピュータ画面、紙、ファイルの何れかに出カするステップを含むことを特

徴とする。

００32 前記半導体デバイス製造方法において、ショット毎に露光条件を変更して第 半導

体基板上に作製された第一のパターンを有するフオトレジスト構造体に電子ビームを

照射して、前記第 半導体基板に発生する第 基板電流を測定し、前記第 基板電

流の波形と前記露光条件とを対応付けてデータベースに記録するステップと、露光

工程を経て第2半導体基板上に作製された第二のパターンを有するフオトレジスト構

造体に電子ビームを照射して、前記第2半導体基板に発生する第2基板電流を測定

するステップと、前記第二のパターンより得られた第2基板電流の波形を前記データ

ベースに記録された第 基板電流の波形と比較し、波形の一致する第 基板電流の



波形に対応づけられた露光条件をマッチング出力として得るステップと、前記マッチ

ング出力から露光量とフオ一ヵス量を計算するステップとを含む。

００33 前記半導体デバイス製造方法において、前記計算された露光量およびフオ一ヵス

量と基準プロセス条件とを比較するステップと、前記露光量およびフオ一ヵス量と前

記基準プロセス条件との差を得るステップと、露光装置の初期設定値を前記差の分

だけ変更するステップとを含むことを特徴とする。

００34 前記半導体デバイス製造方法において、前記第二のパターンより得られた基板電

流の波形から前記フオトレジスト構造体の特徴量を得るステップと、前記特徴量と基

準プロセス条件とを比較して前記特徴量と前記基準プロセス条件との差を得るステッ

プと、露光装置の設定値を前記差の分だけ変更するステップと

を含むことを特徴とする。

００35 前記半導体デバイス製造方法において、前記露光工程により形成されるフオトレジ

スト構造体が、ゲート構造のパターンとホール構造のパターンとを備えていることを特

徴とする。

００36 前記半導体デバイス製造方法において、二次電子波形および反射電子波形を前

記半導体基板上のフオトレジスト構造体から取得して、前記二次電子波形および前

記反射電子波形と前記基板電流波形の両方から評価値を決定することを特徴とする

００37 前記半導体デバイス製造方法において、測定対象に導電性膜を形成した後にレ、ジ

ストを塗布し測定に供する事を特徴とする。

発明の効果

００38 本発明によれば、フオトレジスト工程を良好に管理し、半導体デバイスの製造効率

を向上させることができる。

００39 図 本発明の実施形態に係る半導体デバイス製造方法を実施するために用いる半

導体デバイス測定装置のブロック図である。

図2 本実施形態に係る半導体測定装置における電子ビームの走査座標と基板電流

および二次電子の強度との関係を示す図である。



図3 本実施形態に係る半導体測定装置における電子ビームの照射時間と基板電流

および二次電子の強度との関係を示す図である。

図4 本発明の実施形態に係る半導体デバイス製造方法のプロセスウインドー設定

方法の手順を示すフローチヤートである。

図5 本実施形態に係る半導体デバイス製造方法におけるプロセス条件を決定する

ため露光条件を説明するための図である。

図6 本実施形態に係る半導体デバイス製造方法におけるプロセス条件を決定する

ためのパターンの配置例を示す図である。

図7 ホールが疎に配置された場合のフオーカス量とホール形状との関係を示す図で

ある。

図8 ホールが密に配置された場合のフオーカス量とホール形状との関係を示す図で

ある。

図9 フオーカス量とレジストのホールサイズとの関係を示す図である。

図1０本発明の実施形態に係る半導体デバイス製造方法のフオトレジスト構造体の

管理方法の手順を示すフローチヤートである。

図11 本実施形態に係る半導体デバイス製造方法における露光条件を決定するた

めに使用されるデータベースの構成を示す図である。

図12 本実施形態に係る半導体デバイス製造方法におけるプロセスマージンと良品

との関係を示す図である。

図 A ゲート材料を加工する場合のいジストの形成例 (適切な露光条件) ) を示す図

である。

図13B ゲート材料を加工する場合のいジストの形成例 (不適切な露光条件) を示す

図である。

図14A 適切な露光条件で形成されたいジストを用ぃて加工されたゲート材料を示す

図である。

図14B 不適切な露光条件で形成されたいジストを用ぃて加工されたゲート材料を示

す図である。

図 A 酸ィロ膜にコンタクトホールを形成する場合のいジストの形成例 (適切な露光



条件) を示す図である。

図15B 酸ィロ膜にコンタクトホールを形成する場合のいジストの形成例 (不適切な露

光条件) を示す図である。

図 A 適切な露光条件で形成されたいジストを用ぃて酸ィロ膜に形成されたコンタク

トホールを示す図である。

図16B 不適切な露光条件で形成されたいジストを用ぃて酸ィロ膜に形成されたコンタ

クトホールを示す図である。

図17 レジストに形成されたホールの底面形状を示す図である。

図18 従来技術に係る露光条件決定方法の手順を示すフローチヤートである。

符号の説明

０電子銃

皿 電子ビーム源

2 レンズ

3 アパーチヤ一

4 偏向装置

5 対物レンズ

2０真空チヤンバー

2 X ステージ

2 2 トレイ

2 3 半導体基板

24 二次電子検出器

3０電流測定装置

4０高圧電源

００シーケンス制御装置

０フオーカス制御装置

2０二次電子画像波形記録装置

3０基板電流画像波形記録装置

4０パターンマッチングエンジン



5０波形処理装置

6０表示装置

7０データベース装置

発明を実施するための最良の形態

００41 以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。

図 は、本発明に係る半導体デバイス製造方法を実施するために用いる半導体測

定装置である。この半導体測定装置は、測定対象物 (試料)である半導体基板23に

電子ビーム を照射し、該電子ビーム によって誘起された基板電流を測定し、

該基板電流から上記半導体基板23に形成されたホール等の微細構造の評価値を

得ることを基本原理としている。

００42 同図に示すよぅに、測定対象物 (試料)である半導体基板23を収容する真空チヤン

バー2０の上部には、電子ビーム を発生する電子銃 ０が取り付けられている。電

子銃 ０は電子ビーム源皿を備え、この電子ビーム源皿には高圧電源4０が接続さ

れている。電子銃 ０の内部には、上記電子ビーム源皿からの電子流の放出方向に

沿って、レンズ 2、アパーチヤ一 3、偏向装置 4、対物レンズ 5がこの順に配置さ

れている。また、電子ビーム のエネルギー、電流量、フオーカス状態も任意に制御

可能となっている。

００43 真空チヤンバー2０の内部には、半導体基板23を支持するためのX ステージ2 と

、このX ステージ2 上に固定されたトレイ22とが収容され、トレイ22上には半導体

基板23が載置されている。上記電子銃 ０から放出される電子ビーム の照射方向

は、トレイ22上に載置された半導体基板23の表面に向けられており、X ステージ2

でトレイ22の位置を移動させることにより、半導体基板23に対する電子ビーム の

照射位置を調整することが可能となっている。必要に応じてZステージを有してもかま

わない。

００44 また、真空チヤンバー2０内部には、電子ビーム の照射に伴って半導体基板23

の表面から放出される二次電子を検出するための二次電子検出器24あるいは図示

しない反射電子検出器が設けられている。他には、真空チヤンバー2０内部には、半

導体基板23にバイアス電圧を印加するための図示しない電極が設けられ、この電極



にバイアス電圧を供給する電圧印加装置は真空チヤンバー2０外部に設けられてい
る。真空チヤンバー2０の内部の真空度は、例えば ０のマイナス6乗 ㎡程度に維

持される。

００45 ここで、電子銃 ０から照射された電子ビーム を オーダーの位置精度で半導

体基板表面の測定対象に照射するために、固定された電子ビーム の照射軸に対

して相対的に半導体基板23の位置をX ステージ2 により移動させるよぅになってい
る。X ステージ2 の駆動装置としてはパルスモーター、リニアモーターや超音波モ

ーターあるいは圧電素子などが利用される。レーザー測長器やレーザースケール等

、高精度位置測定技術を併用することにより、X ステージ2 上に載置された半導体

基板23の位置精度は数 程度に制御される。また、試料から対物レンズまでの距

離変ィビに応じて電子ビーム のフォーカス高さを変えるために、電子ビーム照射位

置の高さを測定するための装置や、あるいは逆に高さを一定にするためにZ軸に沿

って半導体基板23を移動可能なステージを用いることもある。

００46 トレイ22には、電流測定装置3０が接続されており、半導体基板23に誘起された基

板電流がトレイ22を介して電流測定装置3０により測定されるよぅになっている。電流

測定装置3０は、測定した基板電流値をデジタル信号に変換する 変換器を備

えており、測定値をデジタルデータとして出カする。データは全てデータベースに蓄

積される。

００47 また、本半導体測定装置は、シーケンス制御装置 ００、フォーカス制御装置 ０

二次電子画像波形記録装置 2０、基板電流画像波形記録装置 3０、パターンマッ
チングェンジン 4０、波形処理装置 5０、表示装置 6０、データベース装置 7０を

備え、これらは、コンピュータ等の情報処理装置 ( PU、メモり、デイスク、D P等)ｱに

構築されている。

００48 このぅち、シーケンス制御装置 ００は、測定対象ウェハ一を搬送したり、基板電流の

測定時に電子ビーム が半導体基板23の表面を走査するよぅに偏向装置 4を制

御すると共に、半導体基板23に対する電子ビーム の照射位置を設定する際に電

子ビーム の照射位置を高精度に調整するためのパターンマッチングに関する制

御を担ぅものである。



００49 ここで、パターンマッチングについて補足説明すると、半導体基板上に形成された

ホール等のパターンの位置は、同一ロットであっても半導体基板ごとにわずかに異な

る。これを調整するため、X ステージ2 による位置合わせと併用して、半導体基板

ごとに実際のパターンと基準パターンとを比較するパターンマッチングを実施し、実

際のパターンと基準パターンとが一致するよぅに電子ビーム の照射位置をシフト

する。これにより、半導体基板ごとに数 の精度で電子ビームの照射位置を正確に

調整する。

００5０ フオーカス制御装置 ０は、対物レンズ 5のフオーカス位置を制御するものであり

、測定時に対物レンズ 5のフオーカス位置を制御することにより電子ビーム のフ

オーカス量を制御し、この電子ビーム の先端を所望のサイズ及び形状に設定する

ためのものである。電子ビーム のフオーカス量 (対物レンズ 5のフオーカス位置)

を設定する方法としては、ウェハ一表面からの距離を光学的あるいは電気的に求め

て、その距離を元にフオーカス量を設定する方法、電子ビームを走査して得られた画

像が最も鮮明になる状態、あるいは二次電子のコントラストが最大になる状態からフオ

ーカス量を設定する方法、電子ビームを照射した際の基板電流値によって得られる

画像が最も鮮明になる状態、あるいは基板電流コントラストが最大になる状態からフ

オーカス量を設定する方法などを利用することができる。レーザー光学的、静電容量

的に求めることも出来る。

００5 1 二次電子画像波形記録装置 2０は、二次電子検出器24 によって検出された二次

電子により形成される画像を記録するものである。基板電流画像波形記録装置 3０

は、電流測定装置3０によって測定された基板電流により形成される画像を記憶する

ものである。

００52 パターンマッチングエンジン 4０は、実際のパターンと基準パターンとを比較するも

のである。波形処理装置 5０は、上記基板電流波形を波形整形して不要なノイズ成

分を除去し、波形の評価値 (ホール径など)を演算するものである。表示装置 6０は

、評価値を表示するものである。データベース装置 7０は、波形処理装置 5０で演

算された上記評価値をデータベース化して格納するものである。

００53 次に、本半導体測定装置の動作を説明する。



先ず、電子ビーム により半導体基板23の表面上の所定領域を2次元走査する。

測定の際に、ホール底や構造物の下部形状を正確に測定するためには、測定対象

に照射される電子ビーム軸が測定対象表面に対して一定の距離、人射角度に保た

れている必要がある。それらを実現するため、電子ビームを測定対象に対して平行に

移動させる必要がある。そこで、この2次元走査では、半導体基板23の表面に対して

電子ビーム を垂直に照射し、電子ビーム の先端が所望のサイズになるよぅに

対物レンズ 5のフオ一ヵス位置を制御すると共に、偏向装置 4にのこぎり波状の制

御電圧を加えることにより走査を等間隔かつ一定速度でライン状に繰り返し行ぅ。電

子ビーム走査に伴い他の電子レンズを同時に動作させ、レンズの非線形性を補正す

る事も行われる。この走査により、電子ビーム が照射された半導体基板23の表面

上の微小領域から二次電子および反射電子が生じ、また半導体基板23に基板電流

が誘起される。

００54 上述の走査により半導体基板23に誘起された基板電流は、電流測定装置3０によ

って測定され、必要なダイナミックレンジを有する電気信号に変換される。この電気信

号は、信号の品質が劣化しないよぅに即座にサンプリングされて、必要な分解能を持

つデジタル信号に変換される。例えば、このデジタル信号の分解能は 6ビ、ソトであり

、そのサンプリング周波数は4００ zである。

００55 このよぅにして電子ビーム の走査により得られた基板電流の測定値は、ホールの

底面構造に関する情報を含み、座標 (電子ビームの照射位置)又は測定時間 (電子

ビーム の照射時刻)の関数で表される波形情報として、基板電流画像波形記録

装置 3０(例えばメモリー、ハードディス力にデジタル記録される。

００56 一方、上述の走査により半導体基板23の表面上の微小領域から発生した二次電

子は、二次電子検出器24によって検出される。この二次電子の検出には良く知られ

たフオトマルチプライヤーやマルチチャンネルプレートあるいは単純な電極を用いて

直接二次電子を回収し、電流信号とする方法がある。ここで、重要な事は、二次電子

検出装置24で検出される二次電子の量が実際に発生する二次電子の量に比例す

る関係が得られる事であり、本実施形態では、二次電子検出器24の出力値は、入力

した電子数に正確に比例するよぅに設定される。これにより、小信号領域から大信号



領域に至るまで二次電子を直線的に検出する。

００57 これに対し、通常のS では、二次電子を2値画像として表現する事を目的として

いるため、信号がある場合と無い場合で検出値が大きな差を持つよぅに設定されてい
る。即ち、非常に少ない電子が検出器に入力されている場合は検出値が とされ、あ

る閾値以上の電子が入力されると大きな検出値を発生するよぅな非線形特性を有す

る増幅器になっている。

００58 上述の走査により得られた二次電子の測定値は、半導体基板23の表面構造に関

する情報を含み、測定座標 (電子ビームの照射位置)又は測定時間 (電子ビーム

の照射時刻)の関数で表される画像情報として、二次電子画像波形記録装置 2０(

例えばメモリー、ハードディスク) にデジタル記録される。

また、半導体基板23の表面上の微小領域から発生した反射電子については、図

示しない反射電子検出器によって検出され、その検出値から得られる反射電子画像

が図示しない反射電子画像記録装置にデジタル記録される。

００59 なお、二次電子と反射電子はェネルギーや放出方向の差によって区別できるが、

検出装置の種類によっては、区別せずに一緒にして取り扱ぅこともできる。また、二次

電子検出器24および反射電子検出器 (図示なし)のそれぞれについては、複数台配

置してもよく、その場合は検出器の台数に応じて独立に情報を記録できる構成とする

ことが望ま 、。もちろん、二次電子検出器24および反射電子検出器 (図示なし)の

それぞれを 台ずつ配置してもよい。

００6０ 以上のよぅにして測定された基板電流の波形は、不要なノイズや高周波成分を除

去するために、波形処理装置 5０により波形整形される。上記波形処理の例として

は、移動平均フィルター処理、特定の周波数を取り除く波形処理、あるいは特定の周

波数の信号だけを取り出すフィルター処理等がある。これらの波形整形処理はハー

ドウェアで行われても、ソフトウェアで行われても良い。

００6 1 また、波形処理装置 5０は、波形整形された波形のエッジをエッジ抽出アルゴリズ

ムを用いて抽出し、エッジの座標値に対して近似関数を適用することにより、波形の2

次元的形状を数学的に表現する。具体的には、上述のエッジの座標値に対して例え

ば円または楕円の近似関数などを適用し、この近似関数の値とエッジの座標値との



誤差が最小になるよぅに、近似関数を規定する各種のパラメータをフィッティングする

。これにより、波形の2次元的形状が表現される。

００62 また、波形処理装置 5０は、パラメータがフィッティングされた上述の近似関数や、

複数波形相互の計算結果を用いて、波形の評価値を演算する。例えば、評価値とし

ては、線幅、ホールの直径、ホールの短径、ホール中心位置、ホール傾斜角度、ホ

ール回転角度、ホール真円度、ホール手量、ェソジラフネス等が演算される。この波

形の処理には基準波形との直接的な比較も含まれており、例えば波形同士のパター

ンマッチング、あるいは相関関数を用いて近似度を評価することなども含まれる。これ

らの評価値は、コンピュータディスプレイ等の表示装置 6０に数値、表、グラフ、図形

として表示され、或いはデータベース装置 7０にデジタルデータのファイルとして保

管される。また、図示しない外部のプリンタを用い、紙にプリントして出力することも可

能である。

００63 本実施形態では、上述の図 に示す半導体測定装置を用いて、フオトレ、ジスト工程

を管理する。

図2は、電子ビーム の照射座標の関数として、上述の電流測定装置3０により測

定される基板電流 の強度と、二次電子検出器によって検出される二次電子 eの強

度とを、測定部位に対応付けて示したものである。この例では、シリコン基板2００の上

にレ、ジスト2０が形成され、このレ、ジスト2０の一部に開口部 が形成されている。こ

の開口部 にはシリコン基板2００の表面が露出している。

００64 開口部 を横断するよぅにして電子ビーム でレ、ジスト2０の表面をライン状に走

査すると、電子ビーム が開口部 を走査したときに基板電流 が増加する。これ

は、開口部 において電子ビーム がシリコン基板2００に入射するためである。こ

のとき、シリコン基板2００に電子ビームが人射する領域は、開口部 の底面に相当す

る領域に限定される。従って、この基板電流 の波形から、開口部 の底面形状を

把握することが可能になる。この開口部 の底面形状とレジスト2０の底面形状は境

界が一致するので、開口部 の底面形状はレ、ジスト2０の底面形状をも表している。

００65 また、同図において、電子ビーム がレジスト2０の表面を走査しているときに二

次電子 e が増加し、開口部 では二次電子 eが減少する。従って、二次電子 eの波



形からレ、ジスト2０の表面形状を把握することができる。このレ、ジスト2０の表面形状

と開口部 の上部は境界が一致するので、レ、ジスト2０の表面形状は、開口部 の

上部の形状をも表している。

００66 図3は、上述の電子ビーム を電子ビームシヤワー Sとして半導体基板全面に

一括照射し、時間の関数として基板電流 と二次電子 eの各強度を示したものであ

る。照射開始と同時に各電流の強度が増加し、照射終了と同時に各電流の強度が

減少する。二次電子 eの強度は、レジスト2０の表面形状とサイズにより変化し、基

板電流 の強度は、開口部 の底面形状とサイズ、あるいは残掩の有無や量等によ

り変ィビするため、これらの電流強度からレ、ジスト構造体の形成状態を把握できる。こ

れらの電流値は、記録装置に記録されて後述の各種の評価に利用される。

００6 7 次に、図4に示すフローに沿って、半導体装置の製造工程において上述の半導体

測定装置を用いてプロセスウインドーを設定する方法を説明する。

まず、シリコンウェハ一、S O ( con On ns a o )あるいは酸ィロ物、金属等が堆積

されたサンプルウェハ一を用意する。このサンプルウェハ一上に、必要によっては導

電性反射防止膜などを形成した後、フオトレ、ジストを塗布する (ステップ )。このフオ

トレ、ジストは、スピン塗布あるいはインクジェット塗布など様々な方法で塗布できる。こ

こで、このフオトレジスト材料としては、従来から使用されている樹脂に加えて、ナノカ

ーボンや種々の最新ノンレ、ジストを用いても良い。レジスト塗布後、レ、ジストをべ一ク

炉により乾燥させる (ステップ )。即ち、サンプルウェハ一を、例えばべ一ク炉中で8

０度から9０度程度に加熱し、レジストに含まれる溶剤を蒸発させる。

００68 次に、乾燥されたサンプルウェハ一に対して、例えば、図5に示したよぅに、同じパタ

ーンのマスクを用いてショットごとにフオーカス量と露光量を変えて露光を〒ぅ(ステッ
プS2) 。本実施形態では、ショットごとにフオーカス量をｱ０・3ミクロン、露光量をｱ
5 の幅になるよぅにそれぞれ独立に変ィヒさせている。もちろん、露光パラメータは、

ショット単位に限られず、さらに細かい単位、幅で変ィビさせても良い。

００69 次に、サンプルウェハ一を、予め定められた現像条件に設定されたレ、ジスト自動現

像器に導入し、レジストを現像して乾燥させる (ステ、ソプ 3 。さらに、必要に応じて、

レ、ジストを硬ィビさせるための紫外線照射、電子線照射、あるいは加熱を行ぅ。このエ



程によってレ、ジストはより強固な形状を持つよぅになる。

００7０ 次に、上記プロセスを経てサンプルウェハ一の表面に形成されたレジスト構造体を

、前述の半導体測定装置を用いて測定する。この測定では、電子ビームを測定対象

に対して走査、あるいは一括に照射して、前述のよぅな基板電流 、二次電子 e、あ

るいは反射電子の位置情報波形または時間情報波形を取り込む。必要に応じて取り

込まれた波形からレジストの表面寸法、表面形状、底面寸法、底面形状、残掩等の

特徴量を抽出する (ステップS4)

００7 1 次に、プロセスウインドーを求める (ステップ 5)。具体的には、プロセスウインドーを

決定するための評価基準となる所定の標準波形と、レ、ジスト構造体から得られた測定

波形 (ｱ述の特徴量を取得した波形) とについてパターンマッチング法などを用いて

直接相関計算する事により、標準波形に対する測定波形のずれ量 (相関係数、また

は或る種の距離)を測定する。この標準波形としては、例えば、標準的な露光条件 (

ジヤストフオーカスおよびジヤスト露光量)を適用して予め得られた波形を用いる。予

め、プロセスとして許容可能な波形を上記距離の範囲として設定しておくことで、その

相関値を用いてプロセスウインドーを決定する事ができる。

００72 また、上記測定結果と予め決められているプロセス誤差許容量 (マージン) との比較

を 、竹 、測定値がその範囲内に入って良品が得られる露光条件範囲を、露光工程の

プロセスウインドーとしても良い。

このよぅにして得られたプロセスウインドーを用いればフオトレ、ジスト工程を適切に管

理することができ、このよぅなプロセスウインドー内に収まるよぅに露光条件を設定す

れば、フオトレ、ジスト工程を安定ィトさせることができ、デバイスを正常かつ安定的に作

製することができる。

上記プロセスウインドーは、上述したよぅに実験的に取得したものを利用しても良く、

PCの場合には、 PCの効果をシミュレーションして比較しても良い。CADデータを

用いて PC露光シミュレーションを〒ぅことにより、もっとも露光工程におけるプロセス

が困難なパターンを自動選択することも出来る。勝手なパターンを選んでプロセスウ

インドーを測定するよりも、もっとも形成困難と思われるパターンを測定対象に選んで

プロセスウインドーを選択した方が、より正確な、タイトなプロセスウインドーを得る事



が出来る。

００73 一般的には、標準となる露光条件を定量的に評価するために、マスクとしてテスト用

のパターンを用いる。

図6は、その一例を示している。テストパターンには、ホール構造やゲート構造を種

々の大きさや密度で形成したものを用いる。図6では、領域6 には、大きなサイズ

のゲートパターンが配置され、領域6 2には、目的とするプロセステクノロジーノード

で標準的なサイズのゲートパターンが配置され、領域6 3には、り心なサイズのゲー

トパターンが配置されている。また、領域62 には、ホール配置の粗密による影響を

評価するためのパターンが配置され、領域622 には、ホールサイズによる影響を評価

するためのパターンが配置され、領域623 には、ホール形状による影響を評価するた

めのパターンが配置されている。

００74 また、露光はショットと呼ばれる c 程度の領域に対して行われるため、その領

域内で露光量の分布を生じる。そのような露光量の分布による影響を評価するため

に、ショット範囲に対して対称あるいは非対称に評価パターンを置き、露光装置のシ

ョット内分布による影響も評価できるようにする。

００75 図7は、フォーカス量 の分布を考慮した具体的な露光工程の最適ィロ方法を示して

おり、孤立ホールを形成するための露光工程において、フォーカス量 を変えたとき

に起こるプロセス結果の変ィビを示している。

図7において、シリコン基板7０にはレジスト7 が塗布され、このレジスト7 にはマス

クパターンに対応したホール が形成されている。

００76 図7から分かるように、フォーカス量 がマイナス側にずれてアンダーフォーカス状

態となった場合 ( く０) には、ホールの底に到達する光が減少するため、ホール表面

でのサイズは大きくなり、ホール底面サイズが小さくなる。同図では、例えば、フォー

カス量 が 「 ０・2」の場合には、ホール表面でのサイズa は、ホール底面でのサイ

ズb よりも大きくなっている。また、フォーカス量 が適正な場合 ( 二０) にはホール

表面とホール底面のサイズ差が最も 、さくなる (逆にこの場合を適正露光と定義する

こともできる 。そして、フォーカス量 がプラス側にずれてオーバーフォーカス状態と

なった場合 ( ノ ) 、ホール表面のサイズよりもわずかにホール底面のサイズが大きく



なり、ホール表面サイズはフォーカス量が適正な場合よりも 、さくなる。ホール表面の

サイズとホール底面のサイズは、前述のように、二次電子 eおよび基板電流 から知

ることができる。

００77 図8は、複数のホールを密に作製する露光工程においてフォーカス量 を変えた場

合を示している。上述の孤立ホールの場合と同様に、アンダーフォーカスの場合 (

く０) は、ホール表面サイズがジヤストフォーカスの場合と比較して大きくなり、ホール

底面サイズは小さくなる。同図では、例えば、フォーカス量 が 「 ０・2」の場合には、

ホール表面でのサイズa は、ホール底面でのサイズb よりも大きくなっている。フォ
ーカス量 が適正な場合 ( 二０) は、ホール表面のサイズとホール底面のサイズは等

しくなる。そして、オーバーフォーカスの場合 ( ノ０) 、ホール表面のサイズはわずか

に小さくなり、ホール底面のサイズがわずかに大きくなる。

００78 このように、ホール表面のサイズとホール底面のサイズとを同時に管理する事で、二

次電子 e による表面の観察だけでは判断できなかったフォーカスの方向 ( ラスノマ

イナス) と量を正確に知る事が出来、露光工程のフォーカスウインドーを非常に正確

に決める事ができるようになる。

００79 また、実験によれば、ゲート構造や配線構造のようなライン代の構造物よりも、孤立

ホールのような構造物の方がフォーカスの設定量に敏感にレ、ジスト構造体が変ィビす

ることが判明している。つまり、フォーカスのプロセスウインドーを決定する際には、ラ

イン代の構造物を用いるよりも、孤立ホール構造を用いて行った方がより厳しい結果

が得られる。

従って、ライン代の構造物に対するフォーカスウインドーを求める場合にも、孤立ホ

ール構造を同時に形成し、それを測定する事によって、より正確なフォーカスに関す

るプロセスウインドーを求めることや、実際に行われたフォーカス状態を把握すること

が可能となる。

００8０ 図9は、ホールに関してフォーカス量 ( )と、測定されたホールサイズ (a b) との関

係を示したものである。フォーカス量 ( )がマイナス側にずれているときは、ホール安

面のサイズもホール底面のサイズも共に小さい。そして、フォーカス量 ( が適正値

に近づくに従い、両者のサイズは大きくなり、フォーカス量 ( ) が適正値に到達したと



ころで両者が同じ大きさになる。さらにフォーカス量 ( )がプラス側にずれると、逆に

ホール底面のサイズが大きくなり、ホール表面サイズを超える。

さらにフォーカス量 ( )がずれると、両者ともサイズが小さくなる傾向を示す。グラフ

から明らかなよぅに、それぞれのグラフは軸対象の性質を示し、ホール表面の状態と

ホール底面の状態を比較することで、フォーカスがアンダーかオーバーかを知る事が

できる。なお、図7、8に示されたフォーカス条件は、図9に示されたフォーカス範囲

に相当する。

００8 1 図 ０は、前述の半導体測定装置を用いて、フォトレジスト構造体の管理を〒ぅ手法

を示すフローチヤートである。本実施形態は、各種形状のフォトレジスト構造体の測

定が可能であるが、ここでは、一例としてホール構造の測定を〒ぅ場合を示す。

まず、図 に示すX ステージ2 を利用して、管理対象ホールの位置に電子ビーム

の照射位置を移動させ、電子ビーム を走査してS 像を取得する (ステップ

)。この取得された画像データはデータベース装置 7０に蓄積される。場合によ

っては、別途ラインスキヤンを行って二次電子波形を収集し、ホール表面の寸法計測

を 、竹 、データベース装置 7０に記録する (ステップS 2)。この計測により、フォトレ

ジスト構造体の表面形状を定める各種定数 (ホールの直径、ホールの短径、ホール

中心位置等) が算出される。

００82 続いて、基板電流像 (波形)を取得してデータベース装置 7０に蓄積する (ステップ

S 3)。場合によっては、別途ラインスキヤンを行って基板電流波形を取得し、ホール

底のサイズ計測を行い、データベース装置 7０に記録する (ステップS 4)。この計測

により、フォトレジスト構造体の底面形状を定める各種評価値 (ホールの直径、ホール

の短径、ホール中心位置等) が算出される。

００83 続いて、予め基準画像として取得されている良品のS 画像と基板電流像を、測

定対象ホールから新たに取得されたS 像および基板電流像と、パターンマッチン

グ等の比較手法を用いて形状比較評価を〒ぅ(ステップS 5)。具体的には、形状の

一致度や、面積の一致度、向きの一致度、歪の一致度等あらゆる図形のもつ幾何学

的特徴を評価する。そして、基準画像とどの程度類似しているかを示すパターンマッ
チングスコアあるいは相関係数などを計算する。



００84 続いて、予め基準値として測定されているホール表面のサイズおよびホール底面の

サイズ等と、ステップS 2およびS 4でラインスキヤン計測により得られた計測値とを

比較する (ステップS 6)。ここまでの比較で、測定対象ホールの表面形状と底面形

状が、基準値に対して合っているか否かを判定できる。即ち、露光量とフオーカス星

が基準値に対して合っているか否かを判断している事となる。

００85 最後に、予め判定基準として設定された範囲と、これまでに述べた各評価値の比較

をォ 、刊 、基準値内と判定された露光条件をプロセスマージン内の露光条件として、プ

ロセスウインドーを決定する (ステップS 7)。例えば、前述の図5で説明した様な各

種露光条件で作製したサンプルウェハ一を用い、これらの一連の手順を該ウェハ一

内のすべての測定対象点で繰り返し行ぅことで、プロセスウインドーを得ることが可能

である。

００86 以上の説明では、ホール表面の形状とホール底面の形状の測定動作を別々に記

述したが、これらを電子ビームの照射時に同時に測定しても良い。また、二次電子の

測定を行わずに、基板電流のみを測定対象として、ホール底面形状のみを取得する

ものとしても良い。その場合、フオーカス量のみが比較対象となる。

００87 なお、評価対象から得られる情報は、必ずしも完全な画像を形成する情報である必、

要は無く、測定対象の構造に対して電子ビームを数本スキヤンした際に得られる波形

そのものをパターンマッチング、あるいは相関解析することで、露光によって得られた

形状が基準値からどの程度ずれているのかを評価することもできる。さらには、電子

ビームを測定対象物の全体に照射した際に生じる時間情報の波形を利用することも

できる。その場合には、基板電流値、二次電子や反射電子の各強度を基準値と比較

し、基準値からのずれを評価する。

００88 上述の方法を、プロセス条件の管理に適用することもできる。例えば、工場のライン

等で何らかの理由により露光装置の露光条件が最適値から外れた場合や、多数の

露光装置が存在する場合に、各装置の露光条件の決定や確認、または最適ィビを簡
。易に行ぅことが可能となる。時系列に対して露光で使われた露光量、フオーカスをフ

ロットすれば、露光装置の装置パラメータの経時変化を知ることが出来る。クェハ一上

の同一点に関して集計すれば、露光装置の安定度を測定可能であり、ウェハ一面内



に置けるパラメータの変ィビを測定すれば、露光装置のショット依存性を測定すること

が出来る。本実施形態は、各種形状のフオトレジスト構造体の管理が可能であるが、

ここでは、一例としてホール構造の管理を行ぅ場合を示す。

００89 図皿に、データベースを用いて、管理対象点での測定データから露光量とフオー

カス量とを独立に取得する方法を示す。データベース3 ０には、露光量とフオーカス

量とを変えたときの各基板電流波形データが格納されている。

まず、測定対象ホールでの基板電流波形を計測して測定データ3００を取得し、こ

の測定データ3００をデータベース3 ０に記録されている各露光条件での基板電流

波形データと比較する。この比較には、前述の図 ０を参照して説明した方法が適用

できる。そして、比較の結果、マッチング度が最も高い基板電流波形データに対応す

る露光量とフオーカス量がマッチング出力32０として出力される。図皿に示す例では

、露光量 とフオーカス量 を( )と表すと、マッチング出力32０として (4 4)が出

力されている。

００9０ マッチング出力32０として得られた露光条件がプロセスウインドー内に入っているか

否かを判定することにより、露光工程の良否を評価することができる。以上の判定方

法により、露光条件がプロセスウインドー内に入っていないと判定された場合には、

現行露光装置に設定されている露光条件を破棄して、新たに最適ィビした露光条件を

適用して、再度露光工程を始めからやり直すことも可能である。その場合、装置の露

光量、フオーカス量の最適値からのずれ量 (値の差)を算出する事で、露光装置の露

光条件を最適化できる。例えば、データベースで露光量4，フオーカス量4が最適な

条件であると判明している場合に、管理点での測定結果とデータベースに記録され

ていた波形とのパターンマッチングを行った結果、測定結果は露光量6、フオーカス

量6であり不良と判定されたとする。この場合、露光量、フオーカス量のそれぞれを初

期設定値からマイナス2となる条件に再設定する事で、最適な条件とすることができる

００9 1 上記説明では、データベース3 ０に記録されている基板電流波形データを用いて

露光量とフオーカス量を取得するものとしたが、基板電流波形データからプロセス構

造体の特徴量 (ホール底面サイズ、残掩量等)を得て、直接、特徴量同士をデータベ



一スと比較するものとしても良い。また、比較の際、基板電流波形のみを用いるので

はなく、二次電子、または反射電子を用いることで、ホール表面サイズ等の特徴量も

得ることが可能となり、それらを組み合わせてより高精度な評価値の取得が可能とな

る。

また、それら評価値は、コンピュータ画面に表示する事や、紙に印刷する事や、ファ

イルとして出力することも可能である。

００92 図 2は、これまでに述べてきた本発明に係る半導体製造方法によって得られるプ

ロセスウインドーを示している。

従来技術のS を用いた表面観測では、表面形状およびサイズが許容範囲に入

っていればプロセスウインドー内と判定された。しかし、本発明ではそれに加え底面

形状およびサイズ、さらには構造物底にある極僅かないジスト残掩の量が許容値に

入って始めてプロセスウインドー内であると判定される。特に、発明が解決しよぅとす

る課題で説明した通り、レジスト残掩が存在すると、ェソチングされた酸ィロ膜等は本

来希望する形状とは全く異なってしまい、不具合となる。従来技術ではいジスト残掩

の検出は不可能であったが、本発明では、基板電流の波形や振幅を観測することで

残掩の存在量を把握することができる。

このよぅに、本発明に係る半導体デバイス製造方法を用いると、露光工程の制御を

厳密に行ぅことが可能であり、非常に高い歩留まりを実現できる。

００93 以下に、本実施形態による効果をまとめる。

上述の実施形態によれば、フォトレジスト工程を良好に管理したプロセス条件設定

が実現できる。つまり、従来は見過ごされてきた、フォトレジストの立体形状管理や、

非常に薄い残油管理が可能になり、厳密な露光条件の設定が可能になる。それによ

り、露光工程に続いて行われるェソチング工程の最適ィビが独立して行える。ェソジラ

フネスを管理することも出来る。

００94 また、従来ではいジスト構造体の形状が不完全で不良となっていたデバイスが作ら

れることを避けることができ、歩留まりが向上し、利益をもたらす。さらに、フォー力スの

アンダー、オーバーを測定できるので、露光工程の最適化が容易にできる。

また、露光工程によって得られたいジスト構造から実際に利用された露光パラメータ



を正確に推定できるので、露光工程が不具合を起こしたときの措置として取られる二

度 目の露光工程の条件を最適化できる。そのため、歩留まりを向上することができる

００9 5 また、下地がシリコンであるよぅな通常のゲート構造はもちろんの事、カーボン系ある

いはその他の導電性 C (B o o m A n Renec ve C o a ng) 材料などの反射防止

膜を利用する事で、下地が酸ィロ腹のよぅな絶縁体であるよぅな場合にも測定が可能と

なる。

測定によって得られたフォーカス値、露光量を利用する事で、露光条件を細かくコ

ントロールできるので、出来上がってくるデバイスのばらつきも激減し、所望の性能を

有するデバイスだけを大量に製造する事ができる。また、レジスト工程の不良は引き

続き行われる工程であるエッチング、洗浄、イオン注入などありとあらゆるプロセス不

具合に関連しているが、それを防止でき、歩留まりが向上する。

００9 6 また、従来のよぅに高価な装置 (C S 欠陥検査装置) を使用しないので、安

価に歩留まりを向上できる。そして、歩留まりが向上すると、実効的な利益となるウェ

ハープロセス処理量を上げることが可能となり、さらに多くの利益が得られる。

また、露光条件設定の つの重要なパラメータである、レジストと下地の界面におけ

るエッジラフネスなども正確に測定できるので、真のラフネス定義が可能となる。これ

により、従来は不明であったプロセスに直接関連するラフネス量を測定可能となる。

００9 7 以上、本発明の実施形態を詳述してきたが、具体的な構成は本実施形態に限られ

るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。

また、上述の実施形態では、本発明を半導体デバイス製造方法として表現したが、

これに限定されず、半導体デバイス検査方法、半導体デバイス分析方法、半導体デ

バイス解析方法、半導体デバイス評価方法等として表現してもよい。 CDなどのディ

スプレイデバイスも本発明の対象と成るのは言ぅまでも無い。

産業上の利用可能性

００9 8 本発明は、半導体デバイス製造工程におけるレジストの露光条件を最適ィビするた

めに用いて好適である。



請求の範囲

半導体基板上にフオトレジスト膜を形成するステップと、

プロセス評価用の所定のパターンが形成されたマスクを用いて、ショット毎に異なる

露光条件にて前記フオトレジスト膜を露光するステップと、

前記フオトレジスト膜を所定の条件で現像して前記半導体基板上にフオトレジスト構

造体を形成するステップと、

前記フオトレジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に電子ビームを照

射するステップと、

前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板に発生する基板電流を測定する

ステップと、

前記基板電流の波形からプロセスウインドーを算出するステップと

を含む半導体デバイス製造方法。

2 半導体基板上にフオトレジスト構造体を形成するステップと、

前記フオトレジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に電子ビームを照

射するステップと、

前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板に発生する基板電流を測定する

ステップと、

前記基板電流の波形から得られるプロセス評価値とプロセスウインドーとを比較す

るステップと、

前記比較の結果から露光工程の良否を判定するステップと

を含む半導体デバイス製造方法。

3 半導体基板上にフオトレジスト膜を形成するステップと、

プロセス評価用の所定のパターンが形成されたマスクを用いて、ショット毎に異なる

露光条件にて前記フオトレジスト膜を露光するステップと、

前記フオトレジスト膜を所定の条件で現像して前記半導体基板上にフオトレジスト構

造体を形成するステップと、

前記フオトレジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に電子ビームを照

射するステップと、



前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板に発生する基板電流と、二次電

子あるいは反射電子を測定するステップと、

前記基板電流の波形と二次電子あるいは反射電子の波形とからプロセスウインドー

を算出するステップと

を含む半導体デバイス製造方法。

4 半導体基板上にフオトレジスト構造体を形成するステップと、

前記フオトレ、ジスト構造体が形成された前記半導体基板の表面に電子ビームを照

射するステップと、

前記電子ビームの照射に伴って前記半導体基板に発生する基板電流と、二次電

子あるいは反射電子を測定するステップと、

前記基板電流の波形と二次電子あるいは反射電子の波形とから得られる評価値と

プロセスウインドーとを比較するステップと、

前記比較の結果から露光工程の良否を判定するステップと

を含む半導体デバイス製造方法。

5 請求項2または4の何れか 項に記載の半導体デバイス製造方法において、前記

波形と基準波形とを比較して、前記露光工程の良否を判定することを特徴とする半

導体デバイス製造方法。

6 請求項 ないし4の何れか 項に記載の半導体デバイス製造方法において、前記

波形から前記フオトレジスト構造体の特徴量を抽出するステップを更に含むことを特

徴とする半導体デバイス製造方法。

7 請求項5に記載の半導体デバイス製造方法において、前記露光工程が否と判定さ

れた場合に、前記露光工程を再度行ぅことを特徴とする半導体デバイス製造方法。

8 請求項 ないし4の何れか 項に記載の半導体デバイス製造方法において得られ

た前記露光工程の露光条件あるいは判定結果を、コンピュータ画面、紙、ファイルの

何れかに出力表示するステップを含むことを特徴とする半導体デバイス製造方法。

9 、ンョット毎に露光条件を変更して第 半導体基板上に作製された第一のパターンを

有するフオトレジスト構造体に電子ビームを照射して、前記第 半導体基板に発生す
る第 基板電流を測定し、前記第 基板電流の波形と前記露光条件とを対応付けて



データベースに記録するステップと、

露光工程を経て第2半導体基板上に作製された第二のパターンを有するフオトレジ

スト構造体に電子ビームを照射して、前記第2半導体基板に発生する第2基板電流

を測定するステップと、

前記第二のパターンより得られた第2基板電流の波形を前記データベースに記録

された第 基板電流の波形と比較し、波形の一致する第 基板電流の波形に対応づ

けられた露光条件をマッチング出力として得るステップと、

前記マッチング出力から露光量とフオ一ヵス量を計算するステップと

を含む半導体デバイス製造方法。

０ 請求項9に記載の半導体デバイス製造方法におぃて、前記計算された露光量およ

びフオ一ヵス量と基準プロセス条件とを比較するステップと、

前記露光量およびフオ一ヵス量と前記基準プロセス条件との差を得るステップと、

露光装置の初期設定値を前記差にもとづぃて変更するステップと

を含むことを特徴とする半導体デバイス製造方法。

請求項9に記載の半導体デバイス製造方法におぃて、前記第二のパターンより得

られた基板電流の波形から前記フオトレジスト構造体の特徴量を得るステップと、

前記特徴量と基準プロセス条件とを比較して前記特徴量と前記基準プロセス条件

との差を得るステップと、

露光装置の初期設定値を前記差に基づぃて変更するステップと

を含むことを特徴とする半導体デバイス製造方法。

2 請求項 なぃし皿の何れか 項に記載の半導体デバイス製造方法におぃて、前記

露光工程により形成されるフオトレジスト構造体が、ゲート構造のパターンとホール構

造のパターンとを備えてぃることを特徴とする半導体デバイス製造方法。

3 請求項9なぃし皿の何れか 項に記載の半導体デバイス製造方法におぃて、二次

電子波形および反射電子波形を前記半導体基板上のフオトレジスト構造体から取得

して、前記二次電子波形および前記反射電子波形と前記基板電流波形の両方から

評価値を決定することを特徴とする半導体デバイス製造方法。

4 測定対象に導電性膜を形成した後にいジストを塗布し測定に供する事を特徴とす



る請求項 ないし 3の何れか 項記載の半導体デバイス製造方法。
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