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(57)【要約】
【課題】　ブロック共重合体を用いて所定の位置にホー
ル又はビアを有するデバイスを形成する方法を提供する
。
【解決手段】　例えば、光リソグラフィを用いて、輪郭
を付けられた凸状のセグメントによって与えられる断面
を有する開口部を基板内に形成する。開口部の断面は、
例えば、重なった円形領域によって与えることができる
。側壁は、種々の点で隣接し、そこで突起を画定する。
ブロック共重合体を含むポリマーの層を開口部及び基板
の上に塗布し、自己集合させる。開口部内に個別分離ド
メインが形成され、これらを除去してホールを形成し、
これを下層の基板に転写することができる。これらのド
メイン及びこれらの対応するホールの位置は、側壁及び
それらに付随する突起によって所定の位置に誘導される
。これらのホールを隔てる距離は、何も側壁がない場合
にブロック共重合体（及び何れかの添加剤）が自己集合
したとする場合よりも大きく又は小さくすることができ
る。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に開口部がある表面を有する基板であって、前記開口部は凸状の輪郭を付けられた
側壁を含み、前記側壁はそれらが隣接する場所において突起を画定し、前記側壁は前記基
板の表面において、それぞれの平均曲率半径が１００ｎｍ未満であるそれぞれのセグメン
トによって与えられる断面を有する、前記基板を準備するステップと、
　前記表面の上に、ブロック共重合体を含むポリマーであって、前記共重合体の成分は互
いに混じり合わない、ポリマーの層を塗布するステップと、
　前記ポリマーが、前記開口部の内部に複数の個別分離ドメインを形成できるようにする
ステップと、
を含み、
　ｉ）前記各々の個別分離ドメインの位置は、少なくとも１つの側壁と、前記少なくとも
１つの側壁の少なくとも一部分に形成される突起とによって予め決定され、
　ｉｉ）前記ドメインはそれぞれの幾何学的中心を有し、任意の所与のドメインに関して
、その中心と、前記所与のドメインの最隣接ドメインの中心とは、ａ）前記所与のドメイ
ンの前記位置を予め決定する前記少なくとも１つの側壁に対応するセグメントの平均曲率
半径（又は前記セグメントの前記平均曲率半径の平均値）と、ｂ）前記所与のドメインの
最隣接ドメインの前記位置を予め決定する前記少なくとも１つの側壁に対応するセグメン
トの平均曲率半径（又は前記セグメントの前記平均曲率半径の平均値）との和よりも小さ
い距離だけ隔てられる、
方法。
【請求項２】
　前記隣接するドメインの間隔は、前記開口部を含まないトポグラフィ的に平坦な基板（
又は同様の材料）の上に実現される場合の間隔とは異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　３つ又はそれ以上の隣接するドメインの相対的位置は、前記開口部を含まないトポグラ
フィ的に平坦な基板（又は同様の材料）の上に得られる場合の間隔とは異なる、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記それぞれのセグメントは円弧を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記側壁は前記表面に対して実質的に垂直である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記それぞれのセグメントは異なる平均曲率半径を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記それぞれのセグメントは同じ平均曲率半径を有するように選択される、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも幾つかの前記個別分離ドメインを除去してホールを生成するステップと、前
記ホールを前記基板内に転写するステップとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記基板内のホールを導電性材料で埋め戻して相互接続部を形成するステップを含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ホールは、レジスト、ハードマスク、又は反射防止コーティング内に形成される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ブロック共重合体は、ポリ（スチレン－ｂ－ビニルピリジン）、ポリ（スチレン－
ｂ－ブタジエン）、ポリ（スチレン－ｂ－イソプレン）、ポリ（スチレン－ｂ－メチルメ
タクリレート）、ポリ（スチレン－ｂ－アルケニル芳香族）、ポリ（イソプレン－ｂ－エ
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チレンオキシド）、ポリ（スチレン－ｂ－（エチレン－プロピレン））、ポリ（エチレン
オキシド－ｂ－カプロラクトン）、ポリ（ブタジエン－ｂ－エチレンオキシド）、ポリ（
スチレン－ｂ－ｔ－ブチル（メタ）アクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート－ｂ－
ｔ－ブチルメタクリレート）、ポリ（エチレンオキシド－ｂ－プロピレンオキシド）、ポ
リ（スチレン－ｂ－テトラヒドロフラン）、及び上記のブロック共重合体の組合せから成
る群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　光リソグラフィを用いて前記開口部を形成するステップを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記ポリマーは、アニール・プロセスの結果として前記個別分離ドメインを形成する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　基板内の開口部の上に層を塗布するステップであって、前記開口部は少なくとも部分的
に種々の有向構造部によって定められる境界を有し、前記塗布される層はブロック共重合
体を含む、前記塗布するステップと、
　前記ブロック共重合体が、前記開口部内に複数の個別分離ドメインを形成できるように
するステップと
を含み、
　前記個別分離ドメインの各々の位置は、少なくとも１つの前記構造部によって決定され
る、
方法。
【請求項１５】
　前記有向構造部は前記開口部の前記境界における突起を含む、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１６】
　少なくとも４つの個別分離ドメインが形成される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ドメインは、前記構造部が存在しない場合には特定の密度及び特定の周期性を有す
る配列を形成することになるが、前記構造部のために、前記特定の密度及び前記特定の周
期性によっては特徴付けられないパターンを形成することになる、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記ドメインは前記特定の密度よりも大きい密度を有する、請求項１７に記載の方法
【請求項１９】
　（ｉ）前記開口部内に少なくとも４つの個別分離ドメインが形成され、（ｉｉ）前記有
向構造部及び前記個別分離ドメインを通して取られる任意の所与の断面は、前記所与の断
面内の３つ又はそれ以上の前記個別分離ドメインの断面の幾何学的中心の間を結ぶ線分に
よって作られる任意の多角形の内部に完全に入る個別分離ドメインの断面を有しない、請
求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ポリマーは、アニール・プロセスの結果として前記個別分離ドメインを形成する、
請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも幾つかの前記個別分離ドメインを選択的に除去して、次に前記基板に転写さ
れ、材料で埋め戻されるホールを作成するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　内部に開口部がある表面を有する基板であって、前記開口部は重なった実質的に円筒型
のホールから形成されたのと等価な境界を有し、前記ホールの側壁はそれらが隣接する場
所において突起を画定し、前記円筒型のホールの各々は１００ｎｍ未満の平均曲率半径を
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有する、前記基板を準備するステップと、
　前記表面の上に、ブロック共重合体を含むポリマーであって、前記共重合体の成分は互
いに混じり合わない、ポリマーの層を塗布するステップと、
　前記ポリマーが、前記開口部の内部に複数の個別分離ドメインを形成できるようにする
ステップと、
を含み、
　ｉ）前記各々の個別分離ドメインの位置は、少なくとも１つの側壁と、前記少なくとも
１つの側壁の少なくとも一部分に形成される突起とによって予め決定され、
　ｉｉ）前記ドメインはそれぞれの幾何学的中心を有し、任意の所与のドメインに関して
、その中心と、前記所与のドメインの最隣接ドメインの中心とは、前記所与のドメイン及
び前記所与のドメインの前記最隣接ドメインの前記位置を予め決定する前記側壁に対応す
る前記円筒型ホールの平均曲率半径の和よりも小さい距離だけ隔てられ、
　ｉｉｉ）前記円筒型ホールのうちの一つに対応する前記開口部の各部分の内部に単一の
個別分離ドメインが存在する、
方法。
【請求項２３】
　少なくとも幾つかの前記個別分離ドメインを除去して、次に前記基板内に転写され、材
料で埋め戻されるホールを形成するステップをさらに含む、請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノスケール・レベルにおける構造体を形成する方法に関する。より具体的
には、本発明は、ブロック共重合体を用いて所定の位置にホール又はビアを有するデバイ
スを形成することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスは通常、基板の上に形成された回路網を含む。このデバイスは数層の回
路配線からなることがあり、これらの層を互いに接続し、また任意の下層のトランジスタ
と接続するのに種々の相互接続部が用いられる。一般に、製造プロセスの一部分として、
ビア又はコンタクト・ホール（以後、まとめてビアと呼ぶ）が形成され、これらが別の層
に転写され、次いで金属で充填されて相互接続部が形成され、その結果、回路の種々の層
が互いに電気的に連通する。相互接続部を形成するための従来技術の方法は、一般に、一
連のリソグラフィ及びエッチング・ステップに依存してビアの位置及び寸法を定め、これ
らが次に対応する相互接続部の位置及び寸法を定めることになる。最後に、フォトレジス
ト及びハードマスクを用いることができる。しかし、大量生産用の通常の光リソグラフィ
技術（例えば、１９３ｎｍ乾式及び液浸リソグラフィ）を用いて形成される構造部の寸法
はリソグラフィ・ツールの解像度限界に達している。
【０００３】
　より小さい限界寸法（ＣＤ）、より密な間隔、及びより良好なＣＤ均一性を有するビア
の作成は、将来の技術ノードの主要な課題の一つである。しかし、２２ｎｍノードを越え
るビア・パターンをプリントすることは、通常の光リソグラフィを用いるのでは、高価で
複雑な２重パターン化プロセス、解像度向上技術（コンピュータ・リソグラフィ）及び厳
しいレイアウト設計制限によっても困難であると予想される。残念ながら、代替のより高
い解像度性能を有する非光学的リソグラフィ技術、例えば、電子ビーム・リソグラフィ又
は極端紫外リソグラフィ（ＥＵＶ）などは、どれも、近い将来に大量生産用に準備できる
ようには思われない。電子ビーム直接書き込みリソグラフィは非常に高い解像度の能力が
あるが、これは直接書き込み技術であり、必要なウェハ処理レベルを達成して大量生産用
に実行可能にすることはできない。ＥＵＶリソグラフィ・ツールは長年の間開発中である
。しかし、光源、集光系、マスク、及びレジストに関する多くの課題が依然として残って
おり、ＥＵＶリソグラフィの何らかの実用的な実施は数年遅れることになりそうである。
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【０００４】
　ブロック共重合体（ＢＣＰ）のパターン化は、より小さな寸法のパターンを形成する課
題の可能な解決策として注目を集めてきた。適切な状態において、それら共重合体のブロ
ックはミクロドメイン（「ミクロ相分離ドメイン」又は「ドメイン」としても知られる）
に相分離して全自由エネルギーを減少させ、プロセス中に異なる化学組成のナノスケール
構造部を形成する。そのような構造部を形成するブロック共重合体の機能により、それら
をナノパターン化に用いることが推奨され、より小さなＣＤを有する構造部を形成するこ
とができる点で、これは、別に通常のリソグラフィを用いるのではプリントすることが困
難な構造部の構築を可能にするはずである。しかし、通常、基板からの何らかの誘導がな
ければ、自己集合ブロック共重合体の薄膜内のミクロドメインは空間的に見当合せ又は位
置合せされることがない。
【０００５】
　空間的な見当合せ及び位置合せの問題に対処するために、有向自己集合（ＤＳＡ）が利
用されている。これは、自己集合の特徴をリソグラフィで画定された基板と組み合せて、
特定の自己集合ＢＣＰドメインの空間的な配置を制御する方法である。１つのＤＳＡ技術
はグラフォエピタキシであり、その場合、自己集合は、リソグラフィによりプレパターン
化された基板のトポグラフィ的特徴によって誘導される。ＢＣＰグラフォエピタキシは、
プレパターン自体の寸法よりも小さな特性寸法を有する、サブリソグラフィックな自己集
合構造部を与える。
【０００６】
　ＢＣＰグラフォエピタキシに基づくＤＳＡの幾つかの初期の適用が報告されている。図
１に示すように、ブロック共重合体の有向自己集合が通常のリソグラフィ法によって形成
されたホールの直径を減少させるのに用いられている（例えば、特許文献１を参照された
い）。この技術によれば、ブロック共重合体を含む溶液が、内部に開口部１２４を有する
トポグラフィ基板１２０の上に塗布され（図１（Ａ））、それにより開口部が充填される
。（明瞭にするために、本明細書の各図面には基板の一部分のみを示す）。次に、ミクロ
相分離ドメイン１２８及び１３２が、開口部１２４（図１（Ｂ））の内部にアニール・プ
ロセスの結果として形成される。開口部１２４の中央に形成された個別分離ポリマー・ド
メイン１３２は次いでエッチング・プロセスにより除去され、対応する開口部１２４より
小さなホール１３６が形成される。しかし、この手法により実現されるパターンの間隔は
出発のリソグラフィ・プレパターンの間隔から変化しない（即ち、パターン密度の増加は
ない）ことに留意されたい。
【０００７】
　全体のパターン密度（本明細書においてはより小さなＣＤ及びより小さな間隔に関連す
る）は、図２（Ａ）に示すように、リソグラフィにより画定されたトレンチ１４０の内部
に自己集合ポリマー・ドメインの配列を作成することによって増加させられた（非特許文
献１を参照されたい）。しかし、各々の自己集合ドメイン１４４の配置は事実上制御され
なかった（図２（Ｂ））ので、エッチング・プロセスの結果として生成された対応するホ
ール１４８の最終位置についても制御されなかった（図２（Ｃ））。従って、これらのホ
ール１４８は、ドメインが所定の位置を有する配列を形成せず、これらの位置の標準偏差
は、正確な配列から平均中心間ドメイン間隔の１０％にもなる大きさで変動し得る（非特
許文献２を参照されたい）。この大きさの変動により、そのような有向自己集合法は、配
置の標準偏差（シグマ）がＣＤの３．５％（３［シグマ］－１０％）であることを必要と
するデバイスのパターン化には不適切となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００８／００９３７４３Ａ１号
【非特許文献】
【０００９】
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【非特許文献１】Cheng他、Applied Physics Letters、 81巻、3657、2002年。
【非特許文献２】Cheng他、Advanced Materials、18巻、2505、2006年。
【非特許文献３】Cheng他、Advanced Materials、15巻、1599、2003年。
【非特許文献４】Cheng他、Nature Materials、3巻、823、2004年。
【非特許文献５】WilliamK. Pratt、 “Digital Image Processing”、第２版、Wiley－I
nterscience Publication、ISBN 0－471－85766－1、1991年。
【非特許文献６】“Introduction to Microlithography”、第２版、Larry F. Thompson
、C. Grant Willson 及び Murrae J. Bowden 編著、アメリカ化学会、ワシントンＤＣ、
１９９４年。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図３（Ａ）に示すように、１つ又は複数の広く間隔を空けたくぼみ１６０をプレパター
ン化トレンチ（電子ビーム・リソグラフィにより形成された）の側壁に組み込んで、ブロ
ック共重合体ドメインの六角形配列を見当合わせする試みが行われた（非特許文献３及び
４を参照されたい）。しかし、このくぼみ１６０は、ドメイン１６４（及びそれらの対応
するホール１６８）の所望の位置精度を達成するのに十分な影響を及ぼさず、また対応す
る配列の六方対称を破ることもなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本明細書において、ビアを構築するＤＳＡパターン化法を開示するが、これは、ＢＣＰ
ドメインの小さなＣＤを利用すると同時に、任意のパターン・レイアウトに対するＢＣＰ
ドメイン配置の正確な制御をもたらし、それにより高解像度のパターン化を可能にする。
さらに、通常の光リソグラフィ・ツール及び画像形成材料と両立し得る好ましい方法を開
示する。
【００１２】
　本明細書で説明するのはブロック共重合体のグラフォエピタキシ法であり、その有向構
造部を用いて任意の所定の位置にホールの配列を生成し、これらのホールは様々な用途に
有用であるのに十分な精度で配置される。本明細書の好ましい有向自己集合法は、光リソ
グラフィ法で書き込まれる個別のホールの密度よりも高いホール密度を有し、同時に任意
に配置されたホールに対しても正確な見当合わせを実現する、ホール配列を生成するのに
用いることができる。この成功は、従来技術とは対照的であり、従来技術では、高々周期
的格子構造によって近似的にのみ記述することができる六方充填配列又は正方配列が生成
され、そのような配列は半導体デバイスに必要な垂直相互接続レイアウトに対しては有用
ではない。
【００１３】
　本発明の一態様は、内部に開口部を有する基板を準備することを含む方法である。開口
部は、凸型の輪郭を付けられた側壁を含む境界を有し、この側壁が、それらが隣接する場
所で突起部を画定する。側壁は基板表面において、各々の平均曲率半径が１００ｎｍ未満
のそれぞれのセグメントによって与えられる断面を有する（この平均曲率半径は異なるセ
グメントに対して同じでも異なってもよい）。本方法は、その表面の上に、ブロック共重
合体を含むポリマーの層を塗布することをさらに含み、ここで共重合体の成分は互いに混
じり合わない。ポリマーが開口部内に複数の個別分離ドメインを形成できるようにし（例
えば、アニール・プロセスを用いてそれの自己集合を引き起こすことができる）、ここで
、ｉ）各々の個別分離ドメインの位置は、少なくとも１つの側壁と、この少なくとも１つ
の側壁の少なくとも一部分を形成する突起とによって予め決定され、そしてｉｉ）ドメイ
ンはそれぞれの幾何学的中心を有し、任意の所与のドメインに対して、その中心と所与の
ドメインの最隣接ドメインの中心とは、ａ）所与のドメインの位置を予め決定する少なく
とも１つの側壁に対応するセグメントの平均曲率半径（又はセグメントの平均曲率半径の
平均値）と、ｂ）所与のドメインの最隣接ドメインの位置を予め決定する少なくとも１つ
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の側壁に対応するセグメントの平均曲率半径（又はセグメントの平均曲率半径の平均値）
との和よりも小さい距離だけ隔てられる。（即ち、１つの側壁だけがある特定のドメイン
の位置を決定する場合、対応するセグメントの平均曲率半径を用いてこの和が計算される
が、複数の側壁がある特定のドメインの位置を決定する場合には、それら複数の側壁に対
応するセグメントの種々の曲率半径の平均値が用いられる）。隣接するドメインの間隔は
、開口部を含まないトポグラフィ的に平坦な基板（又は同様の材料）の上に実現される間
隔とは有利に異なり、例えば、３つ又はそれ以上の隣接ドメインの相対位置は、開口部を
含まないトポグラフィ的に平坦な基板（又は同様の材料）の上に得られるものとは異なり
得る。基板は多くの異なる材料の何れか１つとすることができ、ホールはレジスト、ハー
ドマスク、又は反射防止コーティングの内部に直接に又は複数ステップ・プロセスの一部
分として形成することができる。
【００１４】
　本発明の別の態様は、基板上に自己集合共重合体パターンを形成する方法である。一つ
の層が基板内の開口部の上に塗布され、この開口部は少なくとも部分的に種々の有向構造
部を画定する境界を有し、塗布される層はブロック共重合体を含む。ブロック共重合体は
開口部内に個別分離ドメインを形成することができ（例えば、アニール・プロセスの結果
として）、ここで各々の個別分離ドメインの位置は、少なくとも１つの有向構造部によっ
て決定される。これらの有向構造部は開口部の境界内に突起を有利に含むことができる。
例えば、ドメインは、構造部が存在しない場合には、特定の密度及び特定の周期性を有す
る配列を形成し得たとしても、その構造部のために、上記の特定の密度及び特定の周期性
によっては特徴付けられないパターンを形成する（例えば、ドメインは上記の特定の密度
で与えられるよりも大きな密度を有する可能性がある）。この方法の一実施において、（
ｉ）少なくとも４つの個別分離ドメインが開口部内に形成され、そして（ｉｉ）有向構造
部及び個別分離ドメインを通して取られる任意の所与の断面は、所与の断面内における個
別分離ドメインの３つ又はそれ以上の断面の幾何学的中心の間を結ぶ線分によって構成さ
れる任意の多角形の完全に内部に存在する個別分離ドメインの断面は有しないことになる
。
【００１５】
　本発明の別の態様は、内部に開口部を有する表面を有する基板を準備することを含む方
法であり、ここで開口部は、重なった実質的に円筒型のホールから形成されたのと等価な
境界を有する。ホールの側壁はそれらが隣接する場所で突起を画定し、円筒型ホールの各
々は１００ｎｍ未満の平均曲率半径を有する。ポリマー（ブロック共重合体を含む）の層
が表面に塗布され、ここで共重合体の成分は互いに混じり合わない。ポリマーは開口部内
に複数の個別分離ドメインを形成することができ、ここで、（ｉ）各々の個別分離ドメイ
ンの位置は、少なくとも１つの側壁と、この少なくとも１つの側壁の少なくとも一部分を
形成する突起とによって予め決定され、そして（ｉｉ）ドメインはそれぞれの幾何学的中
心を有し、任意の所与のドメインに対して、その中心と、所与のドメインの最隣接ドメイ
ンの中心とは、所与のドメインの位置、及び所与のドメインの最隣接ドメインの位置を予
め決定する側壁に対応する円筒型ホールの平均曲率半径の和よりも小さい距離だけ隔てら
れ、そして（ｉｉｉ）単一の個別分離ドメインが１つの円筒型ホールに対応する開口部の
各部分の内部に存在する。本方法は、少なくとも幾つかの個別分離ドメインを除去して、
次に基板内に転写されて材料で埋め戻されるホールを形成することをさらに含むことが好
ましい。
【００１６】
　添付の図１～図７はそれぞれ平面図又は上面図（３次元図を示す図４（Ｄ）を除いて）
を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１（Ａ）、図１（Ｂ）、及び図１（Ｃ）を含み、基板内の開口部から始めて、
より小さなホールを、自己集合ブロック共重合体を用いて形成することができる従来技術
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を示す。
【図２】図２（Ａ）、図２（Ｂ）、及び図２（Ｃ）を含み、基板内のトレンチから始めて
、複数のホールを、自己集合ブロック共重合体を用いて形成することができる従来技術を
示す。
【図３】図３（Ａ）、図３（Ｂ）、及び図３（Ｃ）を含み、基板内のトレンチ（内部にく
ぼみを有する）から始めて、複数のホールを、自己集合ブロック共重合体を用いて形成す
ることができ、くぼみがそれらのホールの格子の見当合わせを決定するが各々のホールの
正確な位置は決定しない、従来技術を示す。
【図４】図４（Ａ）、図４（Ｂ）、図４（Ｃ）、及び図４（Ｄ）を含み、複数のホールが
、ブロック共重合体を含むポリマー・アセンブリを用いてセグメント化プレパターン内に
形成され、セグメント化プレパターンの構造部が個別分離ＢＣＰドメインを、非セグメン
ト化プレパターン（例えば図２又は図３のような）を用いて達成されるよりも高い精度で
配置する、本発明の好ましい態様を示す。
【図５】図５（Ａ）、図５（Ｂ）、及び図５（Ｃ）を含み、複数のホールにより、ブロッ
ク共重合体を含むポリマー・アセンブリを用いて、セグメント化プレパターンが形成され
、セグメント化プレパターンの構造部が個別分離ＢＣＰドメインを、非セグメント化プレ
パターンを用いて達成されるよりも高い精度で、行及び斜め線の配列に配置する、本発明
の好ましい態様を示す。
【図６】本発明の種々の実施の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。
【図７】本発明の種々の実施の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。
【図８】本発明の一実施のＳＥＭ写真（下のパネル）と比較例（上のパネル）を対照させ
、ここで、セグメント化プレパターンの構造部が、個別分離ＢＣＰドメインの位置を、非
セグメント化プレパターン（上のパネル）を用いて達成されるよりも高い精度で行配列に
配置する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　ブロック共重合体グラフォエピタキシ法を本明細書で説明するが、これは規則的配列又
は任意の配列のホールの形成につながるものである。好ましい方法は、内部に開口部を有
する基板の使用に依拠し、この開口部は、全ての個別のドメインが所定の位置に形成され
るように選択されたセグメント化パターンを有するものである。次にこれらの位置にホー
ル（又はビア）が形成され、これらのホールは次に下層の基板に転写することができる。
次にこれらのホールは金属材料（例えば、相互接続部を形成するための）などの材料で埋
め戻すことができる。本明細書で開示するセグメント化プレパターンは、低次元のトポグ
ラフィ的対象（例えば、直線型トレンチ）を用いて、或は孤立したくぼみを利用して多く
ても数個の六角形配列ドメインのブロック共重合体ドメインを大雑把に配置する従来技術
とは対照的に高度に構造化されたものである。
【００１９】
　２２ｎｍノードを越えると、光リソグラフィは、各開口部内に単一の自己集合型ホール
の形成をもたらす個別の開口部を形成するのに必要な解像度に欠ける可能性がある。大き
な無構造のプレパターンが複数の自己集合ドメインを収容して高いパターン密度を達成す
ることができたとしても、それらは各々の自己集合ドメインの最終的位置を十分に制御す
ることができない。本発明の好ましい態様においては、光リソグラフィを用いて１つ又は
複数のセグメント化されたプレパターン化開口部を基板内に形成する。セグメント化プレ
パターン開口部は、多くの有向構造部又は「突起」を有し、これらが各々の自己集合ドメ
インを方向付け且つその位置を制御して、望ましい配置精度を達成する。そのような基板
は、例えば電子ビーム・リソグラフィよりも本質的に低い解像度を有する光リソグラフィ
を用いて有利に作成することができる。光リソグラフィの状況において、セグメント化プ
レパターン開口部は、各々が光リソグラフィによって分離することができる寸法の、多く
の重なった別々の（典型的には円筒型の）ホールを組み合せた結果であると考えることが
できる。換言すれば、本発明の好ましい態様はプレパターン開口部を用いてブロック共重
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合体の自己集合を方向付けるものである。小さな別々の開口部の代りに、大きな構造化開
口部を作成し、これが最終的に複数の自己集合ドメインを収容することができ、さらに、
この構造化開口部はその側壁内に、各自己集合ドメインの位置を制御するのに十分な有向
構造部を有する。
【００２０】
　本明細書で説明する本発明の好ましい態様では、セグメント化プレパターン（ある特定
のジオメトリの）を有する基板を用いて自己集合ドメインの望ましい配置精度を達成する
。（用語「基板」は、本明細書で説明するいずれかの方法によって使用するのに適した、
半導体産業において用いられる基板を含むが必ずしもそれに限定されない任意の物理的構
造体を指すのに広く用いられる）。一例として、図４（Ａ）は内部に開口部４２４を有す
る基板４２０の平面図を示し、この開口部のジオメトリをこれから説明することになる。
図４（Ｄ）は対応する３次元表現を示し、これは図４（Ａ）とともに見られたい。開口部
４２４は、基板４２０内の１つより多くのホールの重なりから生じると考えることができ
る。重なったホールの各々は形状が円筒型であり、垂直又は実質的に垂直（即ち、基板に
対して垂直）な側壁４２８を有する。開口部４２４の境界（基板４２０の表面における）
は従って、円筒（垂直の側壁を有する）の場合には、円筒型ホールの基板面への射影であ
る円形の重なりと見なすことができる。開口部４２４の周囲長（基板４２０の表面におけ
る）は従って、これら重なった円に関連し、各々が曲率半径を有する円弧４３２によって
定められる。換言すれば、図４（Ａ）は、側壁の頂部において（即ち基板４２０の頂面に
おいて）描かれた側壁４２８の平面断面図と見なすことができる。この平面内の側壁の周
囲長は、１００ｎｍ未満のそれぞれの曲率半径ｒｊを有する円弧４３２によって定められ
る。
【００２１】
　より一般的には、重なったホールは輪郭を付けられて凸型となり得るが理想的な円筒型
にはなり得ず、そのため、基板４２０の表面におけるホールの平均半径を代りに用いるこ
とができる。例えば、ホールの断面は円形から逸脱する可能性があり、側壁は傾斜を有す
るか（円錐型ホール）又はより複雑な形状（例えば、涙滴状ホール）を有し得る。これら
のより複雑な場合には、平均曲率半径を、同じ排除体積を有する等価な円筒型ホールの半
径として採用することができる。開口部４２４の側壁４２８はホールが交差する場所で隣
接し、そこで側壁は突起部分又は突起４３６を画定する。従って、所与の突起４３６は、
２つの隣接する側壁の一部分で且つそれらから形成されたものと見なすことができる。
【００２２】
　図４（Ａ）に示すセグメント化プレパターンは円形ホールの重なりから生じるが、実際
には、所与の開口部の実際のホールは、レジスト又は他の処理ステップの非理想的な応答
を含むリソグラフィの限界のために理想的な円形にはなり得ない。そのような逸脱は本発
明の範囲内にあると見なされることを理解されたい。従って、セグメントの平均曲率半径
は、所与の位置に平均的に形成されたとする等価な円形開口部の平均曲率半径として採用
することができる。換言すれば、そのような開口部の大きな統計的サンプルを作ったとす
ると、任意の個々のホールは理想的な円形から逸脱し得るが、サンプル全体を見るとこれ
らの逸脱は平均化されて無くなることになる。或は、非円形の輪郭を有する任意のセグメ
ントに関して、その平均曲率半径はハフ変換に基づくアルゴリズムを用いて決定すること
ができる（例えば、非特許文献５を参照されたい）。
【００２３】
　図４（Ｂ）に示すように、ブロック共重合体（及び場合により、以下に説明するように
他の添加剤）を含む配合物を基板４２０の上に塗布し、アニールしてドメイン４４２，４
４６を形成する。図４（Ｂ）に示すように、ドメイン４４２，４４６は相分離し、ドメイ
ン４４６はドメイン４４２によって取り囲まれる。側壁４２８上に、用いるブロック共重
合体のプレパターン及び組成の表面化学に依存して、この相分離プロセスの結果としての
ドメイン４４２に対応するポリマーの薄い被膜（ブラシ層）が存在してもよい（しなくて
もよい）。
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【００２４】
　自己集合個別分離ドメイン４４６はそれぞれの幾何学的中心を有し、この中心の位置は
少なくとも１つの側壁４２８とその対応する突起４３６とによって決定される。例えば、
ドメイン４４６ａの幾何学的中心の位置は、２つの突起４３６ａ１と４３６ａ２の間を延
びるセグメント４３２ａに対応する側壁により、それら２つの突起を補助として決定され
る。一方、隣接するドメイン４４６ｂの幾何学的中心は、セグメント４３２ｂに対応する
２つの側壁（それぞれ突起対４３６ａ１と４３６ｂ１の間、及び突起対４３６ａ２と４３
６ｂ２の間を延びる）により、それら４つの突起を補助として決定される。従って、それ
らの突起４３６を有する側壁４２８は「有向構造部」と見なすことができ、何故ならそれ
らはドメイン４４６の位置（又は方向）を、それぞれの自由エネルギーが最小となる点に
予め決定するからである。図４（Ｃ）に示すように、ドメイン４４６は選択的に除去され
てホールを形成し、このホールを下層の基板４２０に転写してコンタクト・ホール又はビ
ア４５０のパターンを形成することができる。ドメイン４４６は、例えば、現像プロセス
（例えば、それらを塩基水溶液現像剤内で現像するような）を用いることにより、又はそ
れらを溶媒に溶解させることにより、又はプラズマによってエッチング除去することによ
り除去することができる。選択されるプロセスは、ドメイン４４６のポリマーを除去し、
一方ドメイン４４２のポリマーは残す。
【００２５】
　図４（Ａ）に示すように、種々のセグメント４３２は、中心がそれぞれ距離Ｄｊだけ隔
てられた円の一部分と見なすことができる。実際に、側壁４２８の周囲長（基板４２０の
表面における）は距離Ｄｊとセグメント４３２に関する曲率半径ｒｊとによって定めるこ
とができる。さらに個別分離ドメイン４４６の幾何学的中心は、隣接する個別分離ドメイ
ンが、ａ）所与のドメインの位置を予め決定する（少なくとも１つの）側壁に対応するセ
グメントの平均曲率半径（又はセグメントの平均曲率半径の平均値（算術平均））と、ｂ
）所与のドメインの最隣接ドメインの位置を予め決定する（少なくとも１つの）側壁に対
応するセグメントの平均曲率半径（又はセグメントの平均曲率半径の平均値）との和より
も小さい距離ｄｊだけ隔てられるように配置される。即ち、１つの側壁だけがある特定の
ドメインの位置を決定する（ドメイン４４６ａの場合のような）場合には、対応するセグ
メント（４３２ａ）の平均曲率半径を上記の和の計算に用い、しかし複数の側壁がある特
定のドメインの位置を決定する（ドメイン４４６ｂの場合のような）場合には、それら複
数の側壁に対応するセグメント（４３２ｂ、頂部及び底部）の種々の曲率半径の平均値を
用いる。図４（Ｂ）に示すように、ｄ１＜ｒ１＋ｒ２、ｄ２＜ｒ２＋ｒ３、及びｄ３＜ｒ

３＋ｒ４である。分離ドメイン４４６の中心がセグメント４３２に対応する円の中心に位
置する好ましい場合には、Ｄｊ＝ｄｊとなる。輪郭を付けられた側壁４２８及びそれらの
突起４３６は光リソグラフィによって形成することができるので、ドメイン４４６（及び
それらの対応するビア４５０）は事前選択されたレイアウトによって配置することができ
る。
【００２６】
　図５（Ａ）、図５（Ｂ）、及び図５（Ｃ）は、個別分離ドメイン５４６が単一の軸に沿
っては整列しないが、「行」及び「斜め線」を形成する、本発明の別の態様を示す。この
場合、基板５２０は、セグメント５３２に対応する側壁によって画定される開口部５２４
を有し、ドメイン５４２及び５４６は、ブロック共重合体溶液を基板上に塗布し、ついで
溶液をアニールした結果として形成される。分離ドメイン５４６は次にエッチング除去し
、結果として得られるビア５５０を下層の基板５２０に転写することができる。しかし、
本発明のこの特定の実施に関して、ドメイン５４６（ビア５５０に対応する）は開口部５
２４の外周の内部に限定され、任意の３つ又はそれ以上のドメイン５４６（又はビア５５
０）の中心間を結ぶ線分により構成される任意の多角形の内部に完全に入るドメイン（又
は対応するビア）は存在しないことに留意されたい。より正確に言えば、３つ又はそれ以
上のドメインの断面（その平面で定められる）の幾何学的中心を結んで形成される多角形
内に、断面が完全に入るドメインは存在しない。
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【００２７】
　本発明の好ましい態様の利点は、側壁（及びそれらの突起）を光リソグラフィによって
形成することができることである。図４及び図５の隣接する個別分離ドメイン４４６及び
５４６は、対応する円の曲率半径の和よりも小さい（例えば、図４（Ｂ）を参照されたい
）距離だけ隔てられるので、分離ドメイン４４６及び５４６（並びにそれらの対応するホ
ール４５０及び５５０）は、別の場合に必要となるよりも低い解像度のリソグラフィによ
り、所望の架空密度で「プリント」することができる。従って、分離ドメイン４４６及び
５４６（並びにそれらの対応するホール４５０及び５５０）は、ブロック共重合体の任意
の特定の対称性又は自然周期性に適合する必要はない。例えば、図５の行を延ばし且つ付
加的な行を形成することにより、標準的な正方形グリッドのレイアウトを形成することが
できる。さらに、隣接する個別分離ドメイン４４６（又は５４６）の間の中心間距離は、
セグメント４３２（又は５３２）に対応する側壁により、又は他の有向構造部によって予
め決定することができる。
【００２８】
　開口部４２４及び５２４によって定められるセグメント化プレパターンは、リソグラフ
ィ技術、例えば、電子ビーム又は光リソグラフィによって有利に形成することができる。
電子ビーム・リソグラフィの場合、セグメント化プレパターンはレジスト上に直接生成す
ることができる。光リソグラフィを用いて、開口部４２４及び５２４により定められるセ
グメント化プレパターンを形成する場合には、基板に塗布されるフォトレジストと共に特
定のマスクを用い、次いで塗布されたフォトレジストを光放射（例えば、２４８ｎｍ又は
１９３ｎｍ）に露光することができる。露光はまた浸漬リソグラフィを用いて実施するこ
ともできる。セグメント化プレパターンは、単一の露光プロセス又は複数の露光プロセス
を用いて形成することができる。ＤＳＡは、ネガティブ・トーン・レジスト・パターンに
おいては直接実施することができる。ＤＳＡをポジティブ・トーン・レジスト・パターン
において実施する場合には、レジスト・パターンがブロック共重合体（及び何れかの他の
添加剤）のキャスティング溶媒に不溶となるようにレジスト材料の何らかの処理が必要と
なり得る。例えば、ポジティブ・トーン・レジスト・パターンを処理するのに、表面架橋
剤又は材料を用いることができる。さもなければ、レジスト・パターンを下層の底部反射
防止コーティング、ハードマスク層（例えば、酸化物又は窒化物材料）、又は転写層（架
橋有機樹脂）内に転写し、次いでレジストを除去し、随意に表面を修飾する。これらのパ
ターンは、一般にブロック共重合体キャスティング溶媒に対して安定であり、付加的な安
定化処理は必要としない。
【００２９】
　さらに、セグメント化プレパターンは、二重パターン化プロセスによって形成すること
ができる。一実施形態において、パターンを第１のフォトレジスト内に画像化し、下層の
ハードマスク内に転写する。残った第１のレジストを除去した後、第２のレジストをパタ
ーン化されたハードマスクの上にキャストして画像化し、第２のフォトレジスト・パター
ンを形成する。次いで第２のフォトレジスト・パターンをハードマスク内に転写する。第
１及び第２のフォトレジストから転写された（重なった）パターンはハードマスク層内で
結合されて単一のセグメント化パターンが形成され、これをブロック共重合体の集合を誘
導するに用いることができる。
【００３０】
　ひとたび図４（Ａ）及び図５（Ａ）に示す構造体が作成されると、それらの上でジブロ
ック共重合体の自己集合が実施される。このプロセスをここで要約し、後により詳しく説
明する。初めに、少なくとも１つのブロック共重合体（ＢＣＰ）を含むポリマー溶液を調
製する。付加的なＢＣＰ、ホモポリマー、界面活性剤、及び溶液中の光酸発生剤もまた用
いることができる。次にこの溶液を、セグメント化プレパターンを有する基板の上にキャ
ストして、所望の領域内に良好に見当合せされたポリマー・ドメインを形成する。ブロッ
ク共重合体の流動性を増すこと（例えば、ベーキング又は溶媒蒸気処理により）が、特定
のポリマー、例えばＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ（ポリスチレン（ＰＳ）とポリメチルメタクリレ
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ートのジブロック共重合体）などには必要となる。ガラス転移温度が室温より低いブロッ
ク共重合体に対しては、自発的な自己集合が起こり得る。付加的なアニール（熱アニール
、熱勾配アニール、溶媒蒸気アニール又は何らかの他の勾配場を含む）を随意に用いてあ
らゆる欠陥を除去することができる。最後に、少なくとも１つの自己集合ポリマー・ドメ
インを選択的に除去してホールを生成し、これを次に下層の基板に転写することができる
。例えば、２層（レジスト及び転写層）及び３層（レジスト、ハードマスク層、転写層）
機構が可能である（例えば、非特許文献６を参照されたい）。パターン現像及びパターン
転写の前に、自己集合ポリマーを随意に化学的に修飾して、パターン転写に必要な特性、
例えばエッチング耐性又は特定の機械的特性などを向上させることができる。
【００３１】
　本明細書で用いる共重合体は１つより多くのモノマー種から誘導されるポリマーである
。本明細書で用いるブロック共重合体は、１つより多くのモノマー種を含み、モノマーが
ブロックで存在する共重合体である。モノマーの各ブロックはモノマーの繰り返し配列を
含む。ブロック共重合体を表す式（１）を以下に示す。
（１）　　　　　　　　　－(A)a－(B)b－(C)c－(D)d－……－(Z)z－
式中、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤからＺまではモノマー単位を表し、添字“ａ”、“ｂ”、“c”、
“ｄ”から“ｚ”までは、それぞれＡ、Ｂ、Ｃ、ＤからＺまでの繰り返し単位の数を表す
。上記の典型的な式は、本発明において用いるブロック共重合体の構造を限定するもので
はない。共重合体の上記のモノマーは、個々に、又は本発明の方法によりそれらの組合せ
で用いることができる。
【００３２】
　ジブロック共重合体は２つの異なるポリマーのブロックを有する。ジブロック共重合体
を表す式（２）を以下に示す。
（２）　　　　　　　　　　　－(A)m－(B)n－
式中、添字“ｍ”及び“ｎ”は、それぞれＡ及びＢの繰り返し単位の数を表す。ジブロッ
ク共重合体の表記はＡ－ｂ－Ｂのように簡略化することができ、ここでＡは第１のブロッ
クのポリマーを表し、Ｂは第２のブロックのポリマーを表し、－ｂ－は、それがＡ及びＢ
のブロックのジブロック共重合体であることを示す。例えば、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡはポリ
スチレン（ＰＳ）とポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）のジブロック共重合体を表す
。線状のブロック共重合体に加えて、他の構造を有するブロック共重合体、例えば、星形
共重合体、分岐共重合体、超分岐共重合体、及びグラフト共重合体もまたＤＳＡ用に用い
ることができる。
【００３３】
　ブロックは、一般に、別の異種のブロックを結合することができる任意の適当なミクロ
ドメイン形成ブロックとすることができる。ブロックは種々異なる重合性モノマーから誘
導することができ、ここでブロックは、それらに限定されないが、ポリジエンを含むポリ
オレフィン、ポリ（アルキレンオキシド）（例えば、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（
プロピレンオキシド）、ポリ（ブチレンオキシド）、又はそれらのランダム又はブロック
共重合体）を含むポリエーテル、ポリ（（メタ）アクリレート）、ポリスチレン、ポリエ
ステル、ポリ有機シロキサン、及びポリ有機ゲルマンなどを含むことができる。
【００３４】
　ブロック共重合体のブロックは、モノマーとしてＣ２－３０のオレフィンモノマー、Ｃ

１－３０のアルコールから誘導される（メタ）アクリレートモノマー、Ｆｅ、Ｓｉ、Ｇｅ
、Ｓｎ、Ａｌ、Ｔｉをベースとするものを含む無機含有モノマー、又は、少なくとも１つ
の上記のモノマーを含んだ組合せを含むことができる。ブロック内に使用するモノマーに
は、Ｃ２－３０のオレフィンモノマーとして、エチレン、プロピレン、１－ブテン、１，
３－ブタジエン、イソプレン、酢酸ビニル、ジヒドロピラン、ノルボルネン、無水マレイ
ン酸、スチレン、４－ヒドロキシスチレン、４－アセトキシスチレン、４－メチルスチレ
ン、又はα－メチルスチレンを含めることができる。モノマーには、（メタ）アクリレー
トモノマーとして、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、n－プ



(13) JP 2012-527752 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

ロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、n－ブチル（メタ）
アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、n－ペンチル（メタ）アクリレート、
イソペンチル（メタ）アクリレート、ネオペンチル（メタ）アクリレート、n－ヘキシル
（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）ア
クリレート、又はヒドロキシエチル（メタ）アクリレートを含めることができる。これら
のモノマーの２つ又はそれ以上の組合せを用いることができる。ホモポリマーであるブロ
ックには、スチレンを用いて調製されたブロック（例えば、ポリスチレン・ブロック）、
又は、ポリ（メチルメタクリレート）などの（メタ）アクリレートのホモポリマー・ブロ
ックを含めることができる。ランダム・ブロックには、例えば、ランダムに共重合させた
スチレンとメチルメタクリレートのブロック（例えば、ポリ（スチレン－ｃｏ－メチルメ
タクリレート））を含めることができる。代替の共重合体ブロックには、スチレンと無水
マレイン酸のブロックを含めることができ、これは、無水マレイン酸が殆どの条件下でホ
モポリマーを形成できないために、スチレン－無水マレイン酸２分子繰り返し構造体を形
成することが知られている（例えば、ポリ（スチレン－ａｌｔ－無水マレイン酸））。そ
のようなブロックは例示的なものであり、それらに限定されるものと考えるべきではない
。
【００３５】
　さらに、本方法において使用するのに適切である得るブロック共重合体には、ジブロッ
ク又はトリブロック共重合体、例えば、ポリ（スチレン－ｂ－ビニルピリジン）、ポリ（
スチレン－ｂ－ブタジエン）、ポリ（スチレン－ｂ－イソプレン）、ポリ（スチレン－ｂ
－メチルメタクリレート）、ポリ（スチレン－ｂ－アルケニル芳香族）、ポリ（イソプレ
ン－ｂ－エチレンオキシド）、ポリ（スチレン－ｂ－（エチレン－プロピレン））、ポリ
（エチレンオキシド－ｂ－カプロラクトン）、ポリ（ブタジエン－ｂ－エチレンオキシド
）、ポリ（スチレン－ｂ－ｔ－ブチル（メタ）アクリレート）、ポリ（メチルメタクリレ
ート－ｂ－ｔ－ブチルメタクリレート）、ポリ（エチレンオキシド－ｂ－プロピレンオキ
シド）、ポリ（スチレン－ｂ－テトラヒドロフラン）、ポリ（スチレン－ｂ－イソプレン
－ｂ－エチレンオキシド）、ポリ（スチレン－ｂ－ジメチルシロキサン）、ポリ（メチル
メタクリレート－ｂ－ジメチルシロキサン）、又は上記のブロック共重合体の少なくとも
１つを含む組合せを含めることができる。
【００３６】
　ブロック共重合体は、さらに別の処理に適した全分子量及び多分散性を有することが望
ましい。例えば、ブロック供重合体は３，０００乃至４００，０００ｇ／ｍｏｌの重量平
均分子量（Ｍｗ）を有することができる。同様に、ブロック供重合体は１，０００乃至２
００，０００の数平均分子量（Ｍｎ）を有することができる。ブロック供重合体はまた、
１．０１乃至６の多分散性（Ｍｗ／Ｍｎ）を有することができるが、特にそれに限定され
るものではない。分子量、Ｍｗ及びＭｎの両方は、例えば、ゲル浸透クロマトグラフィに
より、ポリスチレン標準で較正された一般的な較正法を用いて決定することができる。
【００３７】
　ブロック共重合体配合物は、基板上に、例えば約１ｒｐｍ乃至約１０，０００ｒｐｍの
回転速度でスピン・コーティングすることにより、乾燥後プロセスを用いて又は用いずに
、塗布することができる。他のプロセス、例えば、浸漬コーティング及び噴霧コーティン
グなどを用いてブロック共重合体配合物を基板に塗布することもできる。
【００３８】
　本明細書で用いる「相分離」は、ブロック共重合体のブロックが、「ミクロドメイン」
及び簡単に「ドメイン」とも呼ばれる個別ミクロ相分離ドメインを形成する傾向を指す。
同じモノマーのブロックは凝集してドメインを形成し、ドメインの間隔及び形態は、ブロ
ック共重合体内の異なるブロックの相互作用、体積分率、及び数に依存する。ブロック共
重合体のドメインは、例えばスピン・キャスティング・ステップ中などそれらを基板に塗
布する際に自発的に生じ得るか又はアニール・ステップの結果として生じ得る。「加熱」
又は「ベーキング」は、基板及びその上の被覆層の温度を周囲温度よりも高くする一般的
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プロセスである。「アニール」には、「熱アニール」、「熱勾配アニール」、「溶媒蒸気
アニール」、又は他のアニール法を含めることができる。「熱アニール」は「熱硬化」と
呼ばれる場合もあるが、相分離を引き起こすのに用いられ、さらに、横方向のミクロ相分
離ドメインの層内の欠陥を減少させるか又は除去するためのプロセスとして用いることが
できる。これは一般的に、ブロック共重合体のガラス転移温度より高い高温で、ある時間
の間（例えば、数分乃至数日）加熱することを含む。
【００３９】
　使用できる溶媒は、ブロック共重合体成分及びもしあれば種々の添加剤の溶解度要件に
よって変わる。これらの成分及び添加剤のための例示的なキャスティング溶媒には、酢酸
プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥＡ）、プロピオン酸エトキシエチル
、アニソール、乳酸エチル、２－ヘプタノン、シクロヘキサノン、酢酸アミル、γ－ブチ
ロラクトン（ＧＢＬ）、及びトルエンなどが含まれる。
【００４０】
　添加剤は、付加的なポリマー（ホモポリマー、星形ポリマー及び共重合体、超分岐ポリ
マー、ブロック共重合体、グラフト共重合体、超分岐共重合体、ランダム共重合体、架橋
性ポリマー、及び無機含有ポリマーを含む）、小分子、ナノ粒子、金属化合物、無機含有
分子、界面活性剤、光酸発生剤、熱酸発生剤、塩基抑制剤、硬化剤、架橋剤、鎖延長剤、
及び上記の少なくとも１つを含む組合せ、から成る群から選択することができ、その場合
、１つ又は複数の添加剤はブロック共重合体と共に集合して、１つ又は複数の自己集合ド
メインの一部分を形成する。
【００４１】
　本明細書で用いる基板は、本明細書で説明する方法の何れかによって用いるのに適した
、半導体産業で用いられる基板を含むがそれに限定されない物理的構造体である。これは
物理的ボディ（例えば、層又はラミネート、材料など）を含み、その上に材料（例えば、
ポリマー、ポリマー材料、金属、酸化物、誘電体など）を堆積又は付着させることができ
るものである。本明細書における基板は、半導体材料、絶縁材料、導電性材料、又はそれ
らの多層構造体を含んだ任意の組合せを含むことができる。従って、例えば、基板はＳｉ
、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、ＳｉＣ、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ及び他のＩＩＩ／Ｖ又は
ＩＩ／ＶＩ化合物半導体などの半導体材料を含むことができる。基板は、例えば、シリコ
ン・ウェハ、又は集積半導体ウェハのような半導体製造プロセスの種々のステップにおい
て作成される加工ウェハを含むことができる。基板は、例えば、Ｓｉ／ＳｉＧｅ、Ｓｉ／
ＳｉＣ、シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）又はシリコンゲルマニウム・オン・
インシュレータ（ＳＧＯＩ）などの層状基板を含むことができる。基板は、誘電体層、Ｓ
ｉＣなどの銅用の障壁層、銅などの金属層、二酸化ハフニウム層、シリコン層、酸化シリ
コン層など、又はそれらの組合せなどのうちの１つ又は複数の層を含むことができる。基
板は、例えば有機絶縁体、無機絶縁体、又はそれらの多層を含む組合せなどの絶縁材料を
含むことができる。基板は、例えば、多結晶シリコン（ポリＳｉ）、元素金属、元素金属
の合金、金属シリサイド、金属窒化物、又はそれらの多層を含む組合せ、などの導電性材
料を含むことができる。基板はイオン注入領域、例えば、基板の表面に対してＰ型又はＮ
型拡散活性を有するイオン注入ソース／ドレーン領域を含むことができる。
【００４２】
　以下の実施例においては、電子ビーム・リソグラフィを用いて基板内に開口部を生成し
た。この目的のために電子ビーム・リソグラフィを選択した理由は、高価なフォトマスク
を作成するか又は最新の１９３ｎｍ浸漬リソグラフィ・ツールを用いる必要なしに多数の
異なるテスト・パターンを迅速に作成することが可能なためである。しかし、セグメント
化プレパターンは、最新の光リソグラフィ・ツールによりプリントすることができるサイ
ズの円形パターンの重ね合わせによって作成した。従って、これらの実施例又は適切な等
価物は光リソグラフィを用いて再現することができる。
【実施例】
【００４３】
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　セグメント化プレパターンは、電子ビーム・リソグラフィを用いてＺＥＰ／酸化シリコ
ン／シリコン積層体上のＺＥＰレジストを露光することにより作成した。ＺＥＰを現像し
た後、パターンを反応性イオン・エッチングにより酸化物内に３５ｎｍエッチングした。
その後の酸化物表面の洗浄及びポリスチレン－（ランダム）－ポリメチルメタクリレート
（ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ）共重合体ブラシによる修飾によって、中性表面（即ち、ブロック
共重合体ドメインのいずれによっても優先的に濡れることのない表面）を生成した。ポリ
スチレン－（ブロック）－ポリメチルメタクリレート（ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ、６８ｋｇ／
ｍｏｌｅ－３４ｋｇ／ｍｏｌｅ）及びＰＳ（２２ｋｇ／ｍｏｌｅ）の酢酸プロピレングリ
コールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥＡ）溶液を、酸化物層内のセグメント化プレパター
ンの上にスピンキャストし、２００℃で５分間ベークした。ＰＭＭＡドメインは各々の半
閉鎖の中央に集合した。次いで酢酸を用いて選択的にＰＭＭＡを除去することにより自己
集合ホールを作成した。
【００４４】
　線状（図４におけるような）及び屈曲（図５におけるような）セグメント化プレパター
ンに基づく有向ポリマー自己集合体の両方の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を図６に示す
。図６（両方のパネル）は自己集合ポリマー・ドメインの正確な配置を示し、その場合そ
れらのピッチ（隣接するドメインの幾何学的中心の間の距離）は７５ｎｍから９５ｎｍま
で５ｎｍ刻みで変化する（左から右に向かって）。図６（上のパネル）はこれらのドメイ
ンが軸に沿って配列したことを示し、一方図６（下のパネル）は連続した自己集合ホール
がノコギリ歯状のパターン（互いに９０度に配置された仮想線分によって定められる）を
形成できることを示す。
【００４５】
　任意に配列させた自己集合ホールの構造はまた、図７のＳＥＭ顕微鏡写真に示すように
、特別調整したセグメント化プレパターンを用いて実現することができる。
【００４６】
　図８は２つの有向自己集合実験からのＳＥＭ像を示す。上のパネルは２００ｎｍ×６０
ｎｍの長方形トレンチ内のビアを示し、一方、下のパネルは最大幅が６０ｎｍの円形セグ
メントを含む長さ２６０ｎｍの開口部内のビアを示す。それぞれの場合において、ＰＳ－
ｂ－ＰＭＭＡとＰＳの混合物［ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ（４６ｋｇ／ｍｏｌ－２１ｋｇ／ｍｏ
ｌ）：ＰＳ＝８：２重量比］の１％ＰＧＭＥＡ溶液を基板の上に塗布し、２００℃で５分
間ベークした。酢酸を用いてＰＭＭＡを除去することによりビアを形成した。上のパネル
の長方形トレンチ（２００ｎｍ×６０ｎｍ）は、中心間の間隔が３７ｎｍ（σ＝４．１ｎ
ｍ）の有向自己集合ビアを示し、この間隔は、開口部を有しない平坦基板上に達成される
中心間の間隔４１ｎｍに近い。一方、下のパネルの輪郭を付けられた開口部（２６０ｎｍ
×６０ｎｍ、最大幅）は、多少より大きな中心間の間隔６０ｎｍを示すが、標準偏差はよ
り小さい（σ＝２ｎｍ）。この実施例は、有向構造部が有向自己集合ビアの間隔に及ぼす
効果、即ち適切に輪郭を付けられた開口部は強い有向効果を有することを示す。
【００４７】
　本発明は、その趣旨及び本質的な特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で具体化
することができる。説明された実施形態は、全ての点において、単なる例であり、制限的
なものとはみなされない。従って、本発明の範囲は、上記の説明ではなく、特許請求の範
囲により示される。特許請求の範囲の均等物の意味及び範囲内にある全ての変更は、その
範囲に含まれるべきである。
【符号の説明】
【００４８】
１２０、４２０、５２０：基板
１２４、４２４、５２４：開口部
１２８：ミクロ相分離ドメイン
１３２：ミクロ相分離ドメイン、個別分離ポリマー・ドメイン
１３６、１４８，１６８：ホール
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１４０：トレンチ
１４４：自己集合ドメイン
１６０：くぼみ
１６４：ドメイン
４２８：側壁
４３２、５３２：円弧、セグメント
４３２ａ、４３２ｂ：セグメント
４３６、４３６ａ１、４３６ａ２、４３６ｂ１、４３６ｂ２：突起
４４２、５４２：ドメイン
４４６，４４６ａ、４４６ｂ、５４６：個別分離ドメイン
４５０、５５０：ホール、ビア

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成24年1月11日(2012.1.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に開口部がある表面を有する基板であって、前記開口部は凸状の輪郭を付けられた
側壁を含み、前記側壁はそれらが隣接する場所において突起を画定し、前記側壁は前記基
板の表面において、それぞれの平均曲率半径が１００ｎｍ未満であるそれぞれのセグメン
トによって与えられる断面を有する、前記基板を準備するステップと、
　前記表面の上に、ブロック共重合体を含むポリマーであって、前記共重合体の成分は互
いに混じり合わない、ポリマーの層を塗布するステップと、
　前記ポリマーが、前記開口部の内部に複数の個別分離ドメインを形成できるようにする



(19) JP 2012-527752 A 2012.11.8

ステップと、を含み、
　ｉ）前記各々の個別分離ドメインの位置は、少なくとも１つの側壁と、前記少なくとも
１つの側壁の少なくとも一部分に形成される突起とによって予め決定され、
　ｉｉ）前記ドメインは、それぞれの幾何学的中心を有し、任意の所与のドメインに関し
て、その中心と、前記所与のドメインの最隣接ドメインの中心とは、ａ）前記所与のドメ
インの前記位置を予め決定する前記少なくとも１つの側壁に対応するセグメントの平均曲
率半径（又は前記セグメントの前記平均曲率半径の平均値）と、ｂ）前記所与のドメイン
の最隣接ドメインの前記位置を予め決定する前記少なくとも１つの側壁に対応するセグメ
ントの平均曲率半径（又は前記セグメントの前記平均曲率半径の平均値）との和よりも小
さい距離だけ隔てられる、方法。
【請求項２】
　前記隣接するドメインの間隔は、前記開口部を含まないトポグラフィ的に平坦な基板（
又は同様の材料）の上に実現される場合の間隔とは異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　３つ又はそれ以上の隣接するドメインの相対的位置は、前記開口部を含まないトポグラ
フィ的に平坦な基板（又は同様の材料）の上に得られる場合の間隔とは異なる、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記それぞれのセグメントは円弧を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記側壁は前記表面に対して実質的に垂直である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記それぞれのセグメントは異なる平均曲率半径を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記それぞれのセグメントは同じ平均曲率半径を有するように選択される、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも幾つかの前記個別分離ドメインを除去してホールを生成するステップと、前
記ホールを前記基板内に転写するステップとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記基板内のホールを導電性材料で埋め戻して相互接続部を形成するステップを含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ホールは、レジスト、ハードマスク、又は反射防止コーティング内に形成される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ブロック共重合体は、ポリ（スチレン－ｂ－ビニルピリジン）、ポリ（スチレン－
ｂ－ブタジエン）、ポリ（スチレン－ｂ－イソプレン）、ポリ（スチレン－ｂ－メチルメ
タクリレート）、ポリ（スチレン－ｂ－アルケニル芳香族）、ポリ（イソプレン－ｂ－エ
チレンオキシド）、ポリ（スチレン－ｂ－（エチレン－プロピレン））、ポリ（エチレン
オキシド－ｂ－カプロラクトン）、ポリ（ブタジエン－ｂ－エチレンオキシド）、ポリ（
スチレン－ｂ－ｔ－ブチル（メタ）アクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート－ｂ－
ｔ－ブチルメタクリレート）、ポリ（エチレンオキシド－ｂ－プロピレンオキシド）、ポ
リ（スチレン－ｂ－テトラヒドロフラン）、及び上記のブロック共重合体の組合せから成
る群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　光リソグラフィを用いて前記開口部を形成するステップを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記ポリマーは、アニール・プロセスの結果として前記個別分離ドメインを形成する、
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請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　基板内の開口部の上に層を塗布するステップであって、前記開口部は少なくとも部分的
に種々の有向構造部によって定められる境界を有し、前記塗布される層はブロック共重合
体を含む、前記塗布するステップと、
　前記ブロック共重合体が、前記開口部内に複数の個別分離ドメインを形成できるように
するステップと、を含み、
　前記個別分離ドメインの各々の位置は、少なくとも１つの前記構造部によって決定され
る、方法。
【請求項１５】
　前記有向構造部は前記開口部の前記境界における突起を含む、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１６】
　少なくとも４つの個別分離ドメインが形成される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ドメインは、前記構造部が存在しない場合には特定の密度及び特定の周期性を有す
る配列を形成することになるが、前記構造部のために、前記特定の密度及び前記特定の周
期性によっては特徴付けられないパターンを形成することになる、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記ドメインは前記特定の密度よりも大きい密度を有する、請求項１７に記載の方法
【請求項１９】
　（ｉ）前記開口部内に少なくとも４つの個別分離ドメインが形成され、（ｉｉ）前記有
向構造部及び前記個別分離ドメインを通して取られる任意の所与の断面は、前記所与の断
面内の３つ又はそれ以上の前記個別分離ドメインの断面の幾何学的中心の間を結ぶ線分に
よって作られる任意の多角形の内部に完全に入る個別分離ドメインの断面を有しない、請
求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ポリマーは、アニール・プロセスの結果として前記個別分離ドメインを形成する、
請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも幾つかの前記個別分離ドメインを選択的に除去して、次に前記基板に転写さ
れ、材料で埋め戻されるホールを作成するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　内部に開口部がある表面を有する基板であって、前記開口部は重なった実質的に円筒型
のホールから形成されたのと等価な境界を有し、前記ホールの側壁はそれらが隣接する場
所において突起を画定し、前記円筒型のホールの各々は１００ｎｍ未満の平均曲率半径を
有する、前記基板を準備するステップと、
　前記表面の上に、ブロック共重合体を含むポリマーであって、前記共重合体の成分は互
いに混じり合わない、ポリマーの層を塗布するステップと、
　前記ポリマーが、前記開口部の内部に複数の個別分離ドメインを形成できるようにする
ステップと、を含み、
　ｉ）前記各々の個別分離ドメインの位置は、少なくとも１つの側壁と、前記少なくとも
１つの側壁の少なくとも一部分に形成される突起とによって予め決定され、
　ｉｉ）前記ドメインはそれぞれの幾何学的中心を有し、任意の所与のドメインに関して
、その中心と、前記所与のドメインの最隣接ドメインの中心とは、前記所与のドメイン及
び前記所与のドメインの前記最隣接ドメインの前記位置を予め決定する前記側壁に対応す
る前記円筒型ホールの平均曲率半径の和よりも小さい距離だけ隔てられ、
　ｉｉｉ）前記円筒型ホールのうちの一つに対応する前記開口部の各部分の内部に単一の
個別分離ドメインが存在する、方法。
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【請求項２３】
　少なくとも幾つかの前記個別分離ドメインを除去して、次に前記基板内に転写され、材
料で埋め戻されるホールを形成するステップをさらに含む、請求項２２に記載の方法。
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