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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低コスト化する記憶装置の製造方法を提供する
。
【解決手段】基板１０上に、第１の重合体と、第１の重
合体より低い表面エネルギーを有する第２の重合体とを
含むブロック共重合体層２０を形成し、ブロック共重合
体層２０を熱処理し、ブロック共重合体層２０を、第１
の重合体を含み第１の方向に伸長する第１の相２０ａと
、第２の重合体を含み第１の方向に伸長する第２の相２
０ｂとが、交互に配列するように分離し、第１の相２０
ａの表面に、選択的に、第１の方向に伸長する第１の金
属配線層１２を形成し、第１の金属配線１２上に電圧の
印加により抵抗が変化するメモリ層１６を形成し、メモ
リ層１６上に、第１の方向と交差する第２の方向に伸長
する第２の金属配線層１４を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、第１の重合体と、前記第１の重合体より低い表面エネルギーを有する第２の
重合体とを含むブロック共重合体層を形成し、
　前記ブロック共重合体層を熱処理し、前記ブロック共重合体層を、前記第１の重合体を
含み第１の方向に伸長する第１の相と、前記第２の重合体を含み前記第１の方向に伸長す
る第２の相とが、交互に配列するように分離し、
　前記第１の相の表面に、選択的に、第１の方向に伸長する第１の金属配線層を形成し、
　前記第１の金属配線層上に電圧の印加により抵抗が変化するメモリ層を形成し、
　前記メモリ層上に、前記第１の方向と交差する第２の方向に伸長する第２の金属配線層
を形成する記憶装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、記憶装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、不揮発性半導体記憶装置等の記憶装置の低コスト化を実現するためには、メモ
リセルの寸法を微細化する方法が有力である。しかし、メモリセルの微細化は、技術的に
困難になってきている。
【０００３】
　そこで、低コスト化を実現するために例えば、リソグラフィ、膜堆積、エッチング等の
高コストの工程の工程数を削減することが望まれている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｑ．Ｐｅｎｇ　ｅｔ　ａｌ．,“Ｎａｎｏｓｃｏｐｉｃ　Ｐａｔｔｅｒ
ｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｗｉｔｈ　Ｔｕｎａｂｌｅ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　ｖｉ
ａ　Ａｔｏｍｏｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｐｏ
ｌｙｍｅｒｓ”，Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．２０１０，２２，５１２９－５１３３
【非特許文献２】Ｒ．Ｃｈｅｎ　ｅｔ　ａｌ．,“Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｆｏｒ　Ｐｏｓ
ｉｔｉｖｅ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ａｒｅａ－Ｓｅｌｅｃｔ
ｉｖｅ　Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ”，Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．２
００６，１８，１０８６－１０９０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、製造コストの低減を実現する記憶装置の製造方法及
び金属配線の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の記憶装置の製造方法は、基板上に、第１の重合体と、前記第１の重合体より
低い表面エネルギーを有する第２の重合体とを含むブロック共重合体層を形成し、前記ブ
ロック共重合体層を熱処理し、前記ブロック共重合体層を、前記第１の重合体を含み第１
の方向に伸長する第１の相と、前記第２の重合体を含み前記第１の方向に伸長する第２の
相とが、交互に配列するように分離し、前記第１の相の表面に選択的に、第１の方向に伸
長する第１の金属配線層を形成し、前記第１の金属配線上に電圧の印加により抵抗が変化
するメモリ層を形成し、前記メモリ層上に、前記第１の方向と交差する第２の方向に伸長
する第２の金属配線層を形成する。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】第１の実施形態の製造方法で製造される記憶装置の模式図。
【図２】第１の実施形態の記憶装置のメモリセルの模式斜視図。
【図３】第１の実施形態のメモリ層の有機分子の分子構造の一例を示す図。
【図４】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式
図。
【図５】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式
図。
【図６】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式
図。
【図７】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式
図。
【図８】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式
図。
【図９】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式
図。
【図１０】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１１】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１２】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１３】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１４】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１５】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１６】第１の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１７】第２の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１８】第２の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図１９】第２の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図２０】第２の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図２１】第２の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模
式図。
【図２２】第３の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図２３】第３の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図２４】第３の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図２５】第３の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図２６】第４の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
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【図２７】第４の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図２８】第４の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図２９】第４の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【図３０】第４の実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の金属配線を示す模
式断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書中、同一又は類似する部材については、同一の符号を付し、重複する説明を省
略する場合がある。
【０００９】
　本明細書中、部品等の相対的位置関係を示すために、「上」、「下」と記述する。本明
細書中、「上」、「下」の概念は、必ずしも重力の向きとの関係を示す用語ではない。
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ実施形態を説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　本実施形態の記憶装置の製造方法は、基板上に、第１の重合体と、第１の重合体より低
い表面エネルギーを有する第２の重合体とを含むブロック共重合体層を形成し、ブロック
共重合体層を熱処理し、ブロック共重合体層を、第１の重合体を含み第１の方向に伸長す
る第１の相と、第２の重合体を含み第１の方向に伸長する第２の相とが、交互に配列する
ように分離し、第１の相の表面に選択的に、第１の方向に伸長する第１の金属配線層を形
成し、第１の金属配線上に電圧の印加により抵抗が変化するメモリ層を形成し、メモリ層
上に、第１の方向と交差する第２の方向に伸長する第２の金属配線層を形成する。
【００１２】
　本実施形態の記憶装置の製造方法は、自己組織化材料であるブロック共重合体を用いて
メモリセルアレイの金属配線を形成する。ブロック共重合体を起点として、メモリセルア
レイをボトムアップで形成することにより、複雑な工程や高コストの工程を減らすことが
でき、製造工程が簡略化・低コスト化できる。よって、低コストで記憶装置を製造するこ
とが可能となる。
【００１３】
　図１は、本実施形態の製造方法で製造される記憶装置の模式図である。図１（ａ）が上
面図、図１（ｂ）が図１（ａ）のＡＡ断面図である。また、図２は、本実施形態の記憶装
置のメモリセルの模式斜視図である。
【００１４】
　本実施形態の記憶装置は、クロスポイント型の有機分子メモリである。記憶装置は、基
板１０上に、複数の第１の金属配線層１２、複数の第２の金属配線１４、複数のメモリ層
１６を備えている。複数の第１の金属配線層１２、複数の第２の金属配線１４、複数のメ
モリ層１６が記憶装置のメモリセルアレイを構成する。メモリセルアレイは複数のメモリ
セルで構成される。
【００１５】
　第１の金属配線層１２は、第１の方向に伸長する。第２の金属配線層１４は、第１の方
向と交差する第２の方向に伸長する。本実施形態では、第１の方向と第２の方向は直交す
る。
【００１６】
　図１、図２に示すように、第１の金属配線層１２と第２の金属配線層１４との交差部の
、第１の金属配線層１２と第２の金属配線層１４との間に、メモリ層１６が設けられる。
メモリ層１６は、電圧の印加により抵抗が変化する機能を備える。
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【００１７】
　基板１０の材料は、特に限定されるものではない。半導体、絶縁体等を適用することが
可能である。基板１０は、例えば、トランジスタを形成した回路基板、単結晶シリコンや
アモルファスシリコン等の半導体基板である。
【００１８】
　第１の金属配線層１２と第２の金属配線層１４の材料は、特に限定されるものではない
。原子層堆積（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：ＡＬＤ）法又は無電
解めっき法により形成できる金属であることが望ましい。例えば、第１の金属配線層１２
と第２の金属配線層１４の材料は、タングステン（Ｗ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン
（Ｍｏ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）等である。
【００１９】
　第１の金属配線層１２と第２の金属配線層１４のデザインルールは、例えば、５ｎｍ以
上３０ｎｍ以下である。
【００２０】
　メモリ層１６は、例えば、第１の金属配線層１２に選択的に化学結合する抵抗変化型分
子鎖を有する有機分子を含む有機分子層である。メモリ層１６の膜厚は、例えば、２ｎｍ
以上２０ｎｍ以下である。メモリ層１６は、例えば、有機分子の単分子膜である。
【００２１】
　図３は、本実施形態のメモリ層の有機分子の分子構造の一例を示す図である。図３に示
すように、本実施形態の有機分子層は抵抗変化型分子鎖を含む有機分子で構成されている
。抵抗変化型分子鎖の一端が第１の金属配線層１２に化学結合している。
【００２２】
　抵抗変化型分子鎖は、４－［２－ｎｉｔｒｏ－５－ａｍｉｎｏ－４－（ｐｈｅｎｙｌｅ
ｔｈｙｎｙｌ）ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｎｙｌ］ｂｅｎｚｅｎｅｔｈｉｏｌの誘導体である
。図３に示す分子構造の抵抗変化型分子鎖は、ツアーワイア（Ｔｏｕｒ　ｗｉｒｅ）とも
称される。抵抗変化型分子鎖は、一端にリンカーとしてチオール基が存在し、硫黄原子（
Ｓ）と、第１の金属配線層１２表面が化学結合している。ここで、リンカーとは化学結合
により電極等に対して分子を固定する部位を意味する。
【００２３】
　抵抗変化型分子鎖は、電場の有無や電荷の注入により抵抗が変化する機能を備える分子
鎖である。例えば、図３に示す分子構造を備える抵抗変化型分子鎖は、両端部の間に電圧
を印加することで低抵抗状態と高抵抗状態とを切り替えることが可能である。この抵抗状
態の変化を利用することでメモリセルが実現される。
【００２４】
　なお、メモリ層１６は、安定したメモリ特性を実現する観点から、電圧の印加により抵
抗値が一桁以上変化することが望ましい。
【００２５】
　図１に示すように、基板１０と、第１の金属配線層１２との間には、第１のガイド層（
ガイド層）１８、ブロック共重合体層２０が設けられる。第１のガイド層１８は、第１の
方向に伸長する第１の領域１８ａと、第１の領域１８ａよりも低い表面エネルギーを有し
第１の方向に伸長する第２の領域１８ｂとが交互に配列する構造となっている。また、第
１のブロック共重合体層（ブロック共重合体層）２０は第１の相２０ａと第２の相２０ｂ
とに相分離している。第１の相２０ａは第１の重合体を含み、第２の相２０ｂは第２の重
合体を含む。第２の重合体は、第１の重合体より低い表面エネルギーを有する。
【００２６】
　第１の金属配線層１２の間には、第１の絶縁膜２２が設けられる。また、メモリ層１６
の間には、第２の絶縁膜２４が設けられる。
【００２７】
　以下、本実施形態の記憶装置の製造方法について説明する。図４－図１６は、本実施形
態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を示す模式図である。図４（ａ）
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－図１６（ａ）は上面図、図４（ｂ）－図１６（ｂ）は、図４（ａ）－図１６（ａ）のＡ
Ａ断面図である。
【００２８】
　まず、基板１０上に第１の方向に伸長する複数の第１の領域１８ａを形成する（図４）
。第１の領域１８ａは、例えば、有機材料膜のスピンコート法による塗布と、フォトリソ
グラフィ及びＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）で形成する。基板１
０は、半導体基板であり、例えば、単結晶シリコン基板である。第１の領域１８ａは、例
えば、ＰＨＳ、Ｐ２ＶＰである。
【００２９】
　次に、第１の領域１８ａの間に露出する基板１０表面に、第１の方向に伸長する第２の
領域１８ｂを形成する（図５）。第２の領域１８ｂは、第１の領域１８ａよりも低い表面
エネルギーを備える。言い換えれば、第１の領域１８ａは、第２の領域１８ｂよりも親水
性の程度が高い。厳密には第２の領域１８ｂは、後に形成される第１のブロック共重合体
層２０の第１の重合体と第２の重合体のほぼ中間の表面エネルギーの値を有している。
【００３０】
　第２の領域１８ｂは、例えば、塗布有機材料膜のスピンコート法による塗布と余剰部分
の除去により形成される。第２の領域１８ｂは、例えば、ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ、ＰＳ－
ｒ－Ｐ２ＶＰである。
【００３１】
　交互に配列する第１の領域１８ａと第２の領域１８ｂが第１のガイド層１８を構成する
。ガイド層１８表面に相対的に表面エネルギーの高い第１の領域１８ａと、相対的に表面
エネルギーの低い第２の領域１８ｂとが、交互に配列することになる。
【００３２】
　なお、第１のガイド層１８は、感光性を有する有機材料膜に変更することで、例えば、
リソグラフィ法で第１の領域１８ａ又は第２の領域１８ｂに相当する領域に光を照射する
ことで表面を改質して形成することも可能である。光の照射により、相対的に表面エネル
ギーの高い第１の領域１８ａと、相対的に表面エネルギーの低い第２の領域１８ｂとが、
交互に配列する構造が形成可能である。
【００３３】
　次に、第１のガイド層１８上に第１のブロック共重合体層２０を形成する（図６）。第
１のブロック共重合体層２０は、第１の重合体と、第１の重合体より低い表面エネルギー
を有する第２の重合体とを含む。第１の重合体は、第２の重合体よりも親水性の程度が高
い。第１のブロック共重合体層２０は、例えば、スピンコート法による塗布により形成さ
れる。
【００３４】
　第１の重合体が、側鎖にピリジン環、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、ア
ミド基、及びイソシアネート基の群から選ばれる官能基を含み、第２の重合体が上記官能
基を含まないことが望ましい。また、第１の重合体がポリスチレン誘導体であり、第２の
重合体がポリメタクレート誘導体であることが望ましい。
【００３５】
　第１のブロック共重合体層２０は、例えば、ポリ４－ヒドロキシスチレン－ポリメチル
メタクリレートブロック共重合体（ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）、あるいはポリスチレン－ポ
リ２ビニルピリジンブロック共重合体(ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ)である。前者の場合、第１の
重合体がＰＨＳ、第２の重合体がＰＭＭＡである。後者の場合、第１の重合体がＰ２ＶＰ
、第２の重合体がＰＳである。
【００３６】
　次に、第１のブロック共重合体層２０を熱処理し、第１の相２０ａと第２の相２０ｂと
に分離する（図７）。第１の相２０ａは、第１の重合体を含み第１の方向に伸長する。第
２の相２０ｂは、第２の重合体を含み第１の方向に伸長する。分離により、第１の相２０
ａと第２の相２０ｂとが交互に配列する。
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【００３７】
　なお、第１の相２０ａと第２の相２０ｂとを安定して分離させる観点から、第１の重合
体が第２の領域１８ｂより大きい表面エネルギーを有し、第２の重合体が第２の領域１８
ｂより小さい表面エネルギーを有することが望ましい。また、第１の相２０ａと第２の相
２０ｂとを安定して分離させる観点から、第１の領域１８ａは第１の重合体に近い表面エ
ネルギーを有し、第２の領域１８ｂは第１の重合体と第２の重合体のほぼ中間の表面エネ
ルギーを有することがより望ましい。そして、第１の相２０ａと第２の相２０ｂとを安定
して分離させる観点から、第１の領域１８ａは第１の重合体とほぼ同一の表面エネルギー
を有することがさらに望ましい。
【００３８】
　次に、第１の相２０ａの表面に選択的に、第１の方向に伸長する第１の金属配線層１２
を形成する（図８）。第１の金属配線層１２は、第２の相２０ｂと比較して、表面エネル
ギーの高い第１の相２０ａの表面に選択的に形成される。
【００３９】
　第１の金属配線層１２は、例えば、原子層堆積法又は無電解めっき法により形成される
。第１の金属配線層１２の材料は、例えば、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、
金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）等である。
【００４０】
　第１の金属配線層１２を形成する前に、第１の相２０ａの表面に膜厚が１ｎｍ以下の金
属酸化物膜を形成することも可能である。金属酸化物膜の形成により、第１の相２０ａ上
への第１の金属配線層１２の選択成長が容易になる。金属酸化物膜は、例えば、酸化ハフ
ニウム膜、酸化アルミニウム膜等である。
【００４１】
　金属酸化物膜の膜厚が上記範囲を超えると、メモリセルの微細化の妨げになるため、望
ましくない。なお、金属酸化物膜の膜厚は、例えば、ＴＥＭ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）により、測定することが可能である。
【００４２】
　次に、第１の金属配線層１２の間に、第１の絶縁膜２２を形成する（図９）。第１の絶
縁膜２２の形成は、例えば、絶縁膜のＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）法による堆積と、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐ
ｏｌｉｓｈｉｎｇ）法による研磨により形成される。
【００４３】
　次に、第１の金属配線層１２及び第１の絶縁膜２２上に第２の方向に伸長する複数の第
３の領域２８ａを形成する（図１０）。第３の領域２８ａは、例えば、有機材料膜のスピ
ンコート法による塗布と、フォトリソグラフィ及びＲＩＥで形成する。第３の領域２８ａ
は、例えば、ＰＨＳ、Ｐ２ＶＰあるいはＰＭＭＡである。
【００４４】
　次に、第３の領域２８ａの間に露出する第１の金属配線層１２及び絶縁膜２２表面に、
第２の方向に伸長する第４の領域２８ｂを形成する（図１１）。第４の領域２８ｂは、第
３の領域２８ａよりも低い表面エネルギーを備える。言い換えれば、第３の領域２８ａは
、第４の領域２８ｂよりも親水性の程度が高い。厳密には第３の領域２８ｂは、後に形成
される第２のブロック共重合体層３０の第３の重合体と第４の重合体のほぼ中間の表面エ
ネルギーの値を有している。
【００４５】
　第４の領域２８ｂは、例えば、塗布有機材料膜のスピンコート法による塗布と余剰部分
の除去により形成される。第４の領域２８ｂは、例えば、ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ，ＰＳ－
ｒ－Ｐ２ＶＰあるいはＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡである。
【００４６】
　交互に配列する第３の領域２８ａと第４の領域２８ｂが第２のガイド層２８を構成する
。第２のガイド層２８表面に相対的に表面エネルギーの高い第３の領域２８ａと、相対的
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に表面エネルギーの低い第４の領域２８ｂとが、交互に配列することになる。
【００４７】
　次に、第２のガイド層２８上に第２のブロック共重合体層３０を形成する（図１２）。
第２のブロック共重合体層３０は、第３の重合体と、第３の重合体より低い表面エネルギ
ーを有する第４の重合体とを含む。第３の重合体は、第４の重合体よりも親水性の程度が
高い。第２のブロック共重合体層３０は、例えば、スピンコート法による塗布により形成
される。
【００４８】
　第２のブロック共重合体層３０は、例えば、ポリ４－ヒドロキシスチレン－ポリメチル
メタクリレートブロック共重合体（ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）、ポリスチレン－ポリ２ビニ
ルピリジンブロック共重合体(ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ)、あるいはポリスチレン－ポリメチル
メタクリレートブロック共重合体（ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）である。この場合、第３の重合
体がＰＨＳ、Ｐ２ＶＰ、ＰＭＭＡ、第４の重合体がＰＭＭＡ、ポリスチレンである。
【００４９】
　次に、第２のブロック共重合体層３０を熱処理し、第３の相３０ａと第４の相３０ｂと
に分離する（図１３）。第３の相３０ａは、第３の重合体を含み第２の方向に伸長する。
第４の相３０ｂは、第４の重合体を含み第２の方向に伸長する。分離により、第３の相３
０ａと第４の相３０ｂとが交互に配列する。
【００５０】
　次に、第４の相３０ｂを第３の相３０ａに対して選択的に除去する。更に、第４の相３
０ｂの下層の第２のガイド層２８を、第２のガイド層２８下層の第１の金属配線層１２と
絶縁膜２２の表面が露出するよう除去する（図１４）。第４の相３０ｂと第２のガイド層
２８とは、例えば、フッ素系あるいは酸素系のガスを用いたＲＩＥによりエッチングして
除去する。
【００５１】
　次に、第１の金属配線層１２上に電圧の印加により抵抗が変化するメモリ層１６を形成
する（図１５）。メモリ層１６は、第１の金属配線層１２に選択的に化学結合する抵抗変
化型分子鎖を有する有機分子を含む有機分子層である。メモリ層１６は、例えば、有機分
子の溶液に、第１の金属配線層１２を浸漬することで第１の金属配線層１２上に選択的に
形成する。有機分子層は、例えば、ＳＡＭ（Ｓｅｌｆ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｍｏｎｏｌａｙ
ｅｒ）である。
【００５２】
　なお、第１の金属配線層１２を形成した後、メモリ層１６を形成する前に、第１の金属
配線層１２上に、原子層堆積法より金属酸化物層を形成しても構わない。金属酸化物層を
形成することにより、メモリ層１６の抵抗値や抵抗の安定性を調整することが可能となる
。
【００５３】
　次に、第１の絶縁膜２２上に、選択的に第２の絶縁膜２４を形成する。第２の絶縁膜２
４は、例えば、第１の絶縁膜２２に選択的に化学結合する有機分子を含む有機分子層であ
る。第２の絶縁膜２４は、例えば、有機分子の溶液に、第１の絶縁膜２２を浸漬すること
で第１の絶縁膜２２上に選択的に形成する。有機分子は、例えば、アルキル鎖を含む有機
分子である。
【００５４】
　その後、第３の相３０ａの間に露出するメモリ層１６及び第２の絶縁膜２４上に、選択
的に第２の金属配線層１４を形成する。第２の金属配線層１４は第２の方向に伸長する。
第２の金属配線層１４は、例えば、原子層堆積法又は無電解めっき法により形成される。
第２の金属配線層１４の材料は、例えば、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、金
（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）等である。
【００５５】
　なお、メモリ層１６を形成した後、第２の金属配線層１４を形成する前に、メモリ層１
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６上に、原子層堆積法より金属酸化物層を形成する形成しても構わない。金属酸化物層を
形成することにより、メモリ層１６の抵抗値や抵抗の安定性を調整することが可能となる
。
【００５６】
　以上の製造方法により、図１に示す記憶装置が製造される。
【００５７】
　以下、本実施形態の記憶装置の製造方法の作用及び効果について説明する。
【００５８】
　不揮発性半導体記憶装置等の記憶装置の低コスト化を実現するためには、メモリセルの
寸法を微細化する方法が有力である。しかし、メモリセルの微細化は、技術的に困難にな
ってきている。特に、高精度なリソグラフィ、金属膜のエッチング等の高コストの工程の
工程数を削減することが望まれている。
【００５９】
　本実施形態では、自己組織化材料であるブロック共重合体を用いてメモリセルアレイの
金属配線を形成する。すなわち、まず、ブロック共重合体の相分離を用いて、デザインル
ールの小さいライン＆スペースパターンを形成する。このため、デザインルールの小さい
パターンを、高精度なリソグラフィを用いずに形成することが可能である。また、ブロッ
ク共重合体の相分離を用いて形成されたパターン上に、選択的に第１及び第２の金属配線
層１２、１４を形成する。このため、金属膜のエッチングを用いずに微細な第１及び第２
の金属配線層１２、１４が形成できる。
【００６０】
　ブロック共重合体を起点として、メモリセルアレイをボトムアップで形成することによ
り、複雑な工程や高コストの工程を減らすことができる。したがって、製造工程が簡略化
・低コスト化できる。よって、低いコストで記憶装置を製造することが可能となる。
【００６１】
　更に、第２の金属配線層１４の加工用パターンを用いて、第１の金属配線層１２上にメ
モリ層１６を形成する。したがって、クロスポイント型のメモリセルアレイにおいて、第
１の金属配線層１２、メモリ層１６、第２の金属配線層１４をセルフアラインで形成する
ことが可能となる。よって、記憶装置の微細化が実現できる。
【００６２】
　以上、本実施形態によれば、記憶装置の製造コストを低減することが可能となる。更に
、記憶装置の微細化が実現できる。
【００６３】
（第２の実施形態）
　本実施形態の記憶装置の製造方法は、ブロック共重合体層を形成する前に、基板上に、
第１の方向に伸長する溝を有するガイド層を形成し、溝内に、ブロック共重合体層を形成
する点以外は、第１の実施形態と同様である。したがって、第１の実施形態と重複する内
容については記述を省略する。
【００６４】
　図１７－図２１は、本実施形態の記憶装置の製造方法において、製造途中の記憶装置を
示す模式図である。図１７（ａ）－図２１（ａ）は上面図、図１７（ｂ）－図２１（ｂ）
は、図１７（ａ）－図２１（ａ）のＡＡ断面図である。
【００６５】
　まず、基板１０上に第１の方向に伸長する複数の絶縁層３６で溝３７を形成する（図１
７）。この溝３７と絶縁層３６がガイド層となる。絶縁層３６は、例えば、絶縁膜のＣＶ
Ｄ法による堆積と、フォトリソグラフィ及びＲＩＥで形成する。基板１０は、例えば、単
結晶シリコン基板である。絶縁層３６は、例えば、シリコン酸化膜である。
【００６６】
　次に、絶縁層３６の間に形成される溝３７内に、ブロック共重合体層４０を形成する（
図１８）。ブロック共重合体層４０は、第１の重合体と、第１の重合体より低い表面エネ
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ルギーを有する第２の重合体とを含む。第１の重合体は、第２の重合体よりも親水性の程
度が高い。ブロック共重合体層４０は、例えば、スピンコート法による塗布により形成さ
れる。
【００６７】
　次に、ブロック共重合体層４０を熱処理し、第１の相４０ａと第２の相４０ｂとに分離
する（図１９）。第１の相４０ａは、第１の重合体を含み第１の方向に伸長する。第２の
相４０ｂは、第２の重合体を含み第１の方向に伸長する。分離により、第１の相４０ａと
第２の相４０ｂとが交互に配列する。
【００６８】
　次に、第１の相４０ａの表面に選択的に、第１の方向に伸長する第１の金属配線層１２
を形成する（図２０）。第１の金属配線層１２は、第２の相４０ｂと比較して、表面エネ
ルギーの高い第１の相４０ａの表面に選択的に形成される。
【００６９】
　次に、第１の金属配線層１２の間に、第１の絶縁膜２２を形成する（図２１）。第１の
絶縁膜２２の形成は、例えば、絶縁膜のＣＶＤ法による堆積と、ＣＭＰ法による研磨によ
り形成される。
【００７０】
　以後の工程は、第１の実施形態と同様である。
【００７１】
　本実施形態によれば、第１の実施形態同様、記憶装置の製造コストを低減することが可
能となる。また、記憶装置の微細化が実現できる。
【００７２】
（第３の実施形態）
　本実施形態の金属配線の製造方法は、基板上に、第１の重合体と、第１の重合体より低
い表面エネルギーを有する第２の重合体とを含むブロック共重合体層を形成し、ブロック
共重合体層を熱処理し、ブロック共重合体層を、第１の重合体を含み第１の方向に伸長す
る第１の相と、第２の重合体を含み第１の方向に伸長する第２の相とが、交互に配列する
ように分離し、第１の相の表面に選択的に、第１の方向に伸長する金属配線層を形成する
。
【００７３】
　本実施形態の金属配線の形成方法は、半導体基板上ではなく、絶縁層上に形成されるこ
と以外は、第１の実施形態の第１の金属配線層の形成方法と同様である。したがって、第
１の実施形態と重複する内容については記述を省略する。
【００７４】
　本実施形態では、第１の実施形態の記憶装置の第２の金属配線層上に、更に金属配線層
を形成する場合を例に説明する。
【００７５】
　図２２－図２５は、本実施形態の金属配線の製造方法において、製造途中の金属配線を
示す模式図である。
【００７６】
　まず、最初に第１の実施形態の記憶装置の第２の金属配線層１４上に、絶縁層３８が形
成された基板５０を準備する。絶縁層３８は、例えば、ＣＶＤ法により形成する。絶縁層
３８は、例えば、シリコン酸化膜である。
【００７７】
　次に、基板５０上、すなわち絶縁層３８の表面に相対的に表面エネルギーの高い第１の
領域５８ａと、相対的に表面エネルギーの低い第２の領域５８ｂとが、交互に配列するガ
イド層５８を形成する（図２２）。
【００７８】
　ガイド層５８上にブロック共重合体層６０を形成する（図２３）。ブロック共重合体層
６０は、第１の重合体と、第１の重合体より低い表面エネルギーを有する第２の重合体と
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を含む。
【００７９】
　次に、ブロック共重合体層６０を熱処理し、第１の相６０ａと第２の相６０ｂとに分離
する（図２４）。第１の相６０ａは、第１の重合体を含み第１の方向に伸長する。第２の
相６０ｂは、第２の重合体を含み第１の方向に伸長する。分離により、第１の相６０ａと
第２の相６０ｂとが交互に配列する。なお、本実施形態において、第１の方向とは、第１
の実施形態の図１（ａ）に図示される方向と同様である。
【００８０】
　次に、第１の相６０ａの表面に選択的に、第１の方向に伸長する金属配線層５２を形成
する（図２５）。金属配線層５２は、第２の相６０ｂと比較して、表面エネルギーの高い
第１の相６０ａの表面に選択的に形成される。　
【００８１】
　本実施形態によれば、金属配線の製造コストを低減することが可能となる。
【００８２】
　なお、本実施形態の金属配線の製造方法は、例えば、ロジックデバイスの配線層や、回
路基板上の配線等、基板上に形成される金属配線であれば、広い範囲に適用することが可
能である。
【００８３】
（第４の実施形態）
　本実施形態の金属配線の製造方法は、ブロック共重合体層６０の第１の相６０ａ上では
なく、第２の相６０ｂが除去された第１の相６０ａの間に、選択的に金属配線層を形成す
る点で、第３の実施形態と異なっている。
【００８４】
　図２６－図２９は、本実施形態の金属配線の製造方法において、製造途中の金属配線を
示す模式断面図である。
【００８５】
　ガイド層６０の形成までは、第３の実施形態と同様である（図２６）。
【００８６】
　次に、第１の相６０ａに対し、第２の相６０ｂを選択的に除去する。この際、第２の相
６０ｂの下層の第２のガイド層５８も、下層の絶縁層３８が露出するまで除去する（図２
７）。第２の相６０ｂと第２のガイド層５８とは、例えば、フッ素系あるいは酸素系のガ
スを用いたＲＩＥによりエッチングして除去する。
【００８７】
　次に、金属５１を、例えば、ＣＶＤ法、無電解めっき法、ＡＬＤ法等で全面に成膜する
（図２８）。次に、例えば、ＣＭＰ法により金属５１を第１の相６０ａの表面が露出する
もで研磨する（図２９）。
【００８８】
　その後、第１の相６０ａ及び第２のガイド層５８を、ドライエッチング又はウェットエ
ッチングで剥離する（図３０）。以上の工程により、第１の方向に伸長する金属配線層５
２を形成する。なお、本実施形態において、第１の方向とは、第１の実施形態の図１（ａ
）に図示される方向と同様である。
【００８９】
　本実施形態によれば、金属配線の製造コストを低減することが可能となる。
【実施例】
【００９０】
　以下、実施例について説明する。
【００９１】
（実施例１）
　第１の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【００９２】
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　低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉ基板（基板）表面にヒドロキシル基を誘
起する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリ４－ヒドロキシスチレン
－ポリメチルメタクリレートランダム共重合体（ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ）の乳酸エチル溶
液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用い
たＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５、
体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【００９３】
　ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ架橋反応させため１５０℃／８ｈ
でアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡを乳酸エチルでリン
スする。ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜の水の接触角を評価すると、ＰＨＳ薄膜の接触角とＰ
ＭＭＡの接触角のほとんど中間値であることが分かる。また、ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜
の膜厚をＡＦＭで評価すると、約５ｎｍであることが確認できる。
【００９４】
　次にＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜にＬ＆Ｓのガイドパターンをフォトリソグラフィにて作
製する。ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜上にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ
／３０ｓｅｃ．でスピンコーティングしてＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）層（膜
厚：４５ｎｍ）を形成する。続いて、ＡｒＦ用フォトレジストを１５００ｒｐｍ／３５ｓ
ｅｃ．でスピンコートし、１２０℃／９０ｓｅｃ．でプリベークを行う。フォトレジスト
／ＳＯＧ／ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ積層膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装置でＬ＆Ｓパター
ン露光をする。露光量は２５ｍＪ／ｃｍ２、パターン周期は１００ｎｍとする。ＰＥＢ（
Ｐｏｓｔ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　Ｂａｋｅ）を１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．３８％
ＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）で現像
を行う。
【００９５】
　その後、Ｏ２でＲＩＥし、ＳＯＧ層とＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜をフッ素系のガスで基
板のＳｉ表面が現れるまでＲＩＥする。そして、ＴＭＹ（Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｈｙ
ｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ　ａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）でフォトレジストやＳ
ＯＧなどの残渣物を除去する。形成したＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜のパターン（第１の領
域）をＳＥＭで観察すると、周期１００ｎｍのＬ＆Ｓ（Ｌｉｎｅ＆Ｓｐａｃｅ）パターン
であることが分かる。
【００９６】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉ基板表面にヒドロキシル基を誘起
する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリ４－ヒドロキシスチレン（
ＰＨＳ－ＯＨ）の乳酸エチル溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピン
コーティングする。なお、用いたＰＨＳ－ＯＨは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍ
ｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＨＳ－ＯＨ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ
．で除去した後、Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＨＳ－ＯＨ架橋反応させため１５０
℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＨＳ－ＯＨを乳酸エチルでリン
スする。露出していたＳｉ表面が厚さ約５ｎｍのＰＨＳ薄膜（第２の領域）で覆われる。
【００９７】
　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（第１のガイド層）
の上にポリ４－ヒドロキシスチレン－ポリメチルメタクリレートブロック共重合体（ＰＨ
Ｓ－ｂ－ＰＭＭＡ）（第１のブロック共重合体層）の乳酸エチル溶液（濃度２ｗｔ％）を
回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡは
分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰＨＳ＝０．
５である。
【００９８】
　ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡをＰＨＳ相（第１の相）とＰＭＭＡ相（第２の相）に相分離させる
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ために２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行
う。ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【００９９】
　続いてＡＬＤにてタングステン（第１の金属配線層）をＰＨＳ相（第１の相）上のみに
選択的に成膜を行う。ＰＨＳには、ヒドロキシル基があるため、タングステン前駆体と反
応してＰＨＳ相上のみに選択的に成膜することができる。タングステンを形成するための
前駆体にＷＦ６とＳｉ２Ｈ６用いて、基板温度１８０℃で成膜を行う。タングステン成膜
したＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ膜を断面ＳＥＭで観察すると、幅２５ｎｍ、高さ２０ｎｍのタ
ングステンがＰＨＳ相上に選択的に成膜されている。
【０１００】
　続いて、ＳｉＯ２（第１の絶縁膜）を成膜し、タングステン層が表面に露出していない
状態にする。次にＣＭＰをして、タングステン層が表面に露出するまで平坦化する。
【０１０１】
　平坦化した後、低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２表面にヒドロキシル
基を誘起する。ＵＶ処理後の基板に片末端がヒドロキシル基のＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡと片
末端がチオール基のポＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡを重量比１：１の割合で混合した乳酸エチル
溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用
いた２種類のＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝
１．０５、体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【０１０２】
　ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
ＳｉＯ２表面のヒドロキシル基とＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ架橋反応させため１５０℃／８ｈ
でアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡを乳酸エチルでリン
スする。
【０１０３】
　次にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ／３０ｓｅｃ．でスピンコーティ
ングしてＳＯＧ層（膜厚：４５ｎｍ）を形成する。続いて、ＡｒＦ用フォトレジストを１
５００ｒｐｍ／３５ｓｅｃ．でスピンコートし、１２０℃／９０ｓｅｃ．でプリベークを
行う。
【０１０４】
　フォトレジスト／ＳＯＧ／ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ積層膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装
置でＬ＆Ｓパターン露光をする。露光量は２５ｍＪ／ｃｍ２、パターン周期は１００ｎｍ
とする。また、このＬ＆Ｓパターンは、上述したタングステン層のＬ＆Ｓパターンに対し
て直交している。ＰＥＢを１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．３８％ＴＭＡＨで現像を
行う。
【０１０５】
　その後、ＳＯＧ層とＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜をフッ素系のガスでタングステン表面が
現れるまでＲＩＥを行う。そして、ＴＭＹでフォトレジストやＳＯＧなどの残渣物を除去
する。ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜のパターン（第３の領域）が形成される。
【０１０６】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２表面にヒドロキシル基を誘起
する。ＵＶ処理後の基板に片末端がヒドロキシル基のポリ４－ヒドロキシスチレン（ＰＨ
Ｓ－ＯＨ）と片末端がチオール基のポリメチルメタクリレート（ＰＨＳ－ＳＨ）を重量比
１：１の割合で混合した乳酸エチル溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍで
スピンコーティングする。なお、用いた２種類のＰＨＳは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多
分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＨＳ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅ
ｃ．で除去した後、ＳｉＯ２基板表面のヒドロキシル基とＰＨＳ－ＯＨ架橋反応させため
１５０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＨＳ－ＯＨとＰＨＳ－Ｓ
Ｈを乳酸エチルでリンスする。露出していたＳｉＯ２とタングステン表面が厚さ約５ｎｍ
のＰＨＳ薄膜（第４の領域）で覆われる。
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【０１０７】
　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜（第２のガイド層）の上にＰ
ＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ（第２のブロック共重合体層）の乳酸エチル溶液（濃度２ｗｔ％）を
回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡは
分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰＨＳ＝０．
５である。
【０１０８】
　ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡをＰＨＳ相（第３の相）とＰＭＭＡ相（第４の相）に相分離させる
ために２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行
う。ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
ただし、形成したＬ＆Ｓパターンは下層のタングステンとＳｉＯ２のＬ＆Ｓパターンに対
して直交している。
【０１０９】
　続いて、ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜（第２のブロック共重合体層）のＰＭＭＡ相（第４
の相）をフッ素系のガスで選択的に除去した後、さらに下層のＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜
（第３の領域）とＰＭＭＡ薄膜（第４の領域）をフッ素系のガスでタングステン（第１の
金属配線層）表面が現れるまでＲＩＥを行う。
【０１１０】
　その後、タングステン層上のみに選択的に有機分子層（メモリ層）を形成する。有機分
子層に用いる分子は４－［２－ｎｉｔｒｏ－５－ａｍｉｎｏ－４－（ｐｈｅｎｙｌｅｔｈ
ｙｎｙｌ）ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｎｙｌ］ｂｅｎｚｅｎｅｔｈｉｏｌの誘導体であり、金
属層上のみにＳＡＭを形成する。濃度１ｍＭの分子トルエン溶液を調製し、その溶液中に
上述のＬ＆Ｓパターン基板を２４ｈ浸漬させる。浸漬させた後、タングステンに吸着して
いない過剰の分子をトルエンとエタノールでリンスする。分子は片末端にチオール基を有
しているためＳｉＯ２層上には吸着せず、タングステン層上のみにＳＡＭを形成する。
【０１１１】
　続いて片末端にチオール基、もう片末端にヒドロキシル基を有した炭素数８個のアルキ
ル分子を用いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成する。濃度１ｍ
Ｍのアルキル分子トルエン溶液を調製し、その溶液中に上述の有機分子層形成後のＬ＆Ｓ
　パターン基板を２４ｈ浸漬させる。浸漬させた後、ＳｉＯ２に吸着していない過剰のア
ルキル分子をトルエンとエタノールでリンスする。分子は片末端にヒドロキシル基を有し
ているためＳｉＯ２層上のみに吸着し、もう片末端のチオール基を表面に露出している。
【０１１２】
　最後にＡＬＤにてタングステン（第２の金属配線層）を有機分子層及びアルキル分子層
上のみに選択的に成膜する。タングステンを形成するための前駆体にＷＦ６とＳｉ２Ｈ６

用いて、基板温度１８０℃で成膜を行う。周期５０ｎｍのタングステンのＬ＆Ｓパターン
が形成される。以上の製造方法で製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察すると、タン
グステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。なお、有機分子層より
も上部と下部のタングステン層はＬ＆Ｓパターンであり、互いに直交している。
【０１１３】
（実施例２）
　片末端にアミノ基、もう片末端にヒドロキシル基を有した炭素数８個のアルキル分子を
用いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成すること以外は、実施例
１と同様の製造方法で記憶装置を製造する。製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察す
ると、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１１４】
（実施例３）
　片末端にチオール基、もう片末端にシラノール基を有した炭素数８個のアルキル分子を
用いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成すること以外は、実施例
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１と同様の製造方法で記憶装置を製造する。製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察す
ると、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１１５】
（実施例４）
　片末端にアミノ基、もう片末端にシラノール基を有した炭素数８個のアルキル分子を用
いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成すること以外は、実施例１
と同様の製造方法で記憶装置を製造する。製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察する
と、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１１６】
（実施例５）
　第１の実施形態の製造方法の別の具体例を以下説明する。
【０１１７】
　低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉ基板表面にヒドロキシル基を誘起する。
ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリスチレン－ポリ２ビニルピリジン
ランダム共重合体（ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ）のプロピレングリコールモノメチルエーテルア
セテート（ＰＧＭＥＡ）溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコー
ティングする。なお、用いたＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度
Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５、体積分率ｆＰ２ＶＰ＝０．５である。
【０１１８】
　ＰＳ－ｒ－２ＶＰ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓｉ
基板表面のヒドロキシル基とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ架橋反応させため１５０℃／８ｈでアニ
ールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰを乳酸エチルでリンスする。
ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜の水の接触角を評価すると、ＰＳ薄膜の接触角８７．５°とＰ２
ＶＰの接触角の５２．５°のほとんど中間値７０°であることが分かる。また、ＰＳ－ｒ
－Ｐ２ＶＰ薄膜の膜厚をＡＦＭで評価すると、約５ｎｍであることが確認できる。
【０１１９】
　次にＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜にＬ＆Ｓのガイドパターンをフォトリソグラフィにて作製
する。ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜上にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ／３
０ｓｅｃ．でスピンコーティングしてＳＯＧ層（膜厚：４５ｎｍ）を形成する。続いて、
ＡｒＦ用フォトレジストを１５００ｒｐｍ／３５ｓｅｃ．でスピンコートし、１２０℃／
９０ｓｅｃ．でプリベークを行う。フォトレジスト／ＳＯＧ／　ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ積層
膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装置でＬ＆Ｓパターン露光をする。露光量は２５ｍＪ／ｃ
ｍ２、パターン周期は１００ｎｍとする。ＰＥＢを１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．
３８％ＴＭＡＨで現像を行う。
【０１２０】
　その後、Ｏ２でＲＩＥし、ＳＯＧ層とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜をフッ素系のガスで基板
のＳｉ表面が現れるまでＲＩＥする。そして、ＴＭＹでフォトレジストやＳＯＧなどの残
渣物を除去する。形成したＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜のパターン（第１の領域）をＳＥＭで
観察すると、周期１００ｎｍのＬ＆Ｓパターンであることが分かる。
【０１２１】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉ基板表面にヒドロキシル基を誘起
する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリ２ビニルピリジン（Ｐ２Ｖ
Ｐ－ＯＨ）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコー
ティングする。なお、用いたＰ２ＶＰ－ＯＨは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ
／Ｍｎ＝１．０５である。Ｐ２ＶＰ－ＯＨ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ
．で除去した後、Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰ２ＶＰ－ＯＨ架橋反応させため１５
０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰ２ＶＰ－ＯＨをＰＧＭＥＡで
リンスする。露出していたＳｉ表面が厚さ約５ｎｍのＰＳ薄膜（第２の領域）で覆われる
。
【０１２２】
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　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ／Ｐ２ＶＰ薄膜（第１のガイド層）
の上にポリスチレン－ポリ２ビニルピリジンブロック共重合体（ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ）（
第１のブロック共重合体層）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度２ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍ
でスピンコーティングする。なお、用いたＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰは分子量Ｍｎ＝１２２，０
００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰ２ＶＰ＝０．５である。
【０１２３】
　ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｐ
Ｓ－ｂ－Ｐ２ＶＰをＰ２Ｖ２相（第１の相）とＰＳ相（第２の相）とに相分離させるため
に２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行う。
ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【０１２４】
　続いて無電解めっき法にてニッケル（第１の金属配線層）をＰ２ＶＰ相（第１の相）上
のみに選択的に成膜を行う。Ｐ２ＶＰには、ピリジン環があるため、無電解めっき溶液中
に含まれる塩化パラジウムを選択的に吸着でき、それを触媒としてニッケル前駆体が反応
してＰ２ＶＰ相上のみに選択的にニッケルを成膜することができる。ニッケルを形成する
ための前駆体には硫酸ニッケルを用いて、基板温度７０℃で成膜を行う。ニッケル成膜し
たＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ膜を断面ＳＥＭで観察すると、幅２５ｎｍ、高さ２０ｎｍのニッケ
ルがＰ２ＶＰ相上に選択的に成膜されている。
【０１２５】
　続いて、ＳｉＯ２（第１の絶縁膜）を成膜し、ニッケル層が表面に露出していない状態
にする。次にＣＭＰをして、ニッケル層が表面に露出するまで平坦化する。
【０１２６】
　平坦化した後、低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２表面にヒドロキシル
基を誘起する。ＵＶ処理後の基板に片末端がヒドロキシル基のＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰと片末
端がチオール基のポＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰを重量比１：１の割合で混合したＰＧＭＥＡ溶液
（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いた
２種類のＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０
５、体積分率ｆＰ２ＶＰ＝０．５である。
【０１２７】
　ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓ
ｉＯ２表面のヒドロキシル基とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ架橋反応させため１５０℃／８ｈでア
ニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰをＰＧＭＥＡでリンスする
。
【０１２８】
　次にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ／３０ｓｅｃ．でスピンコーティ
ングしてＳＯＧ層（膜厚：４５ｎｍ）を形成する。続いて、ＡｒＦ用フォトレジストを１
５００ｒｐｍ／３５ｓｅｃ．でスピンコートし、１２０℃／９０ｓｅｃ．でプリベークを
行う。フォトレジスト／ＳＯＧ／ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ積層膜をＡｒＦエキシマレーザ露光
装置でＬ＆Ｓパターン露光をする。露光量は２５ｍＪ／ｃｍ２、パターン周期は１００ｎ
ｍとする。また、このＬ＆Ｓパターンは、上述したタングステン層のＬ＆Ｓパターンに対
して直交している。ＰＥＢを１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．３８％ＴＭＡＨで現像
を行う。
【０１２９】
　その後、ＳＯＧ層とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜をフッ素系のガスでタングステン表面が現
れるまでＲＩＥを行う。そして、ＴＭＹでフォトレジストやＳＯＧなどの残渣物を除去す
る。ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜のパターン（第３の領域）が形成される。
【０１３０】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２表面にヒドロキシル基を誘起
する。ＵＶ処理後の基板に片末端がヒドロキシル基のポリ２ビニルピリジン（Ｐ２ＶＰ－
ＯＨ）と片末端がチオール基のポリ２ビニルピリジン（Ｐ２ＶＰ－ＳＨ）を重量比１：１
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の割合で混合したＰＧＭＥＡ溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピン
コーティングする。なお、用いた２種類のＰ２ＶＰは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散
度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＳ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で
除去した後、ＳｉＯ２基板表面のヒドロキシル基とＰ２ＶＰ－ＯＨ架橋反応させため１５
０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰ２ＶＰ－ＯＨとＰ２ＶＰ－Ｓ
Ｈを乳酸エチルでリンスする。露出していたＳｉＯ２とニッケル表面が厚さ約５ｎｍのＰ
２ＶＰ薄膜（第４の領域）で覆われる。
【０１３１】
　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ／Ｐ２ＶＰ薄膜（第２のガイド層）
の上にＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ（第２のブロック共重合体層）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度２ｗｔ
％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＳ－ｂ－Ｐ２Ｖ
Ｐは分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰ２ＶＰ

＝０．５である。
【０１３２】
　ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｐ
Ｓ－ｂ－Ｐ２ＶＰを、Ｐ２Ｖ２相（第３の相）とＰＳ相（第４の相）とに相分離させるた
めに２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行う
。ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。た
だし、形成したＬ＆Ｓパターンは下層のニッケルとＳｉＯ２のＬ＆Ｓパターンに対して直
交している。
【０１３３】
　続いて、ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ薄膜のＰ２ＶＰ相（第３の相）をフッ素系のガスで選択的
に除去した後、さらに下層のＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜（第３の領域）とＰ２ＶＰ薄膜（第
４の領域）をフッ素系のガスでニッケル表面およびＳｉＯ２（第一の絶縁膜）が現れるま
でＲＩＥを行う。
【０１３４】
　その後、ニッケル層上のみに選択的に有機分子層（メモリ層）を形成する。有機分子層
に用いる分子は４－［２－ｎｉｔｒｏ－５－ａｍｉｎｏ－４－（ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｎ
ｙｌ）ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｎｙｌ］ｂｅｎｚｅｎｅｔｈｉｏｌの誘導体であり、ニッケ
ル層上のみにＳＡＭを形成する。濃度１ｍＭの分子トルエン溶液を調製し、その溶液中に
上述のＬ＆Ｓパターン基板を２４ｈ浸漬させる。浸漬させた後、ニッケルに吸着していな
い過剰の分子をトルエンとエタノールでリンスする。分子は片末端にチオール基を有して
いるためＳｉＯ２層上には吸着せず、ニッケル層上のみにＳＡＭを形成する。
【０１３５】
　続いて片末端にチオール基、もう片末端にヒドロキシル基を有した炭素数８個のアルキ
ル分子を用いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成する。濃度１ｍ
Ｍのアルキル分子トルエン溶液を調製し、その溶液中に上述の有機分子層形成後のＬ＆Ｓ
パターン基板を２４ｈ浸漬させる。浸漬させた後、ＳｉＯ２に吸着していない過剰のアル
キル分子をトルエンとエタノールでリンスする。分子は片末端にヒドロキシル基を有して
いるためＳｉＯ２層上のみに吸着し、もう片末端のチオール基を表面に露出している。
【０１３６】
　最後に無電解めっき法にてニッケル（第２の金属配線層）を有機分子層及びアルキル分
子層上のみに選択的に成膜する。ッケルを形成するための前駆体には硫酸ニッケルを用い
て、基板温度７０℃で成膜を行う。周期５０ｎｍのニッケルのＬ＆Ｓパターンが形成され
る。以上の製造方法で製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察すると、ニッケル層に挟
まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。なお、有機分子層よりも上部と下部の
ニッケル層はＬ＆Ｓパターンであり、互いに直交している。
【０１３７】
（実施例６）
　実施例５において、ＳＯＧ層とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜をフッ素系のガスでタングステ
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ン表面が現れるまでＲＩＥを行い、ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜のパターン（第３の領域）を
形成した後、有機分子層（メモリ層）を形成するまでの製造方法を下記の方法に置き換え
る以外は、実施例５と同様の製造方法で記憶装置を製造する。
【０１３８】
　ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜のパターン（第３の領域）が形成される。さらに低圧水銀灯に
よりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２表面にヒドロキシル基を誘起する。ＵＶ処理後の基
板に片末端がヒドロキシル基のＰＭＭＡ－ＯＨと片末端がチオール基のＰＭＭＡ－ＳＨを
重量比１：１の割合で混合したＰＧＭＥＡ溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒ
ｐｍでスピンコーティングする。なお、用いた２種類のＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝５０，０
００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＳ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９
０ｓｅｃ．で除去した後、ＳｉＯ２基板表面のヒドロキシル基とＰＭＭＡ－ＯＨ架橋反応
させため１５０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＭＭＡ－ＯＨと
ＰＭＭＡ－ＳＨを乳酸エチルでリンスする。露出していたＳｉＯ２とニッケル表面が厚さ
約５ｎｍのＰＭＭＡ薄膜（第４の領域）で覆われる。
【０１３９】
　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＭＭＡ薄膜（第２のガイド層）
の上にＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ（第２のブロック共重合体層）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度２ｗｔ
％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＳ－ｂ－ＰＭＭ
Ａは分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰＭＭＡ

＝０．５である。
【０１４０】
　ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｐ
Ｓ－ｂ－ＰＭＭＡを、ＰＭＭＡ相（第３の相）とＰＳ相（第４の相）とに相分離させるた
めに２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行う
。ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。た
だし、形成したＬ＆Ｓパターンは下層のニッケルとＳｉＯ２のＬ＆Ｓパターンに対して直
交している。
【０１４１】
　続いて、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜のＰＭＭＡ相（第３の相）をフッ素系のガスで選択的
に除去した後、さらに下層のＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜（第３の領域）とＰＭＭＡ薄膜（第
４の領域）をフッ素系のガスでニッケル表面が現れるまでＲＩＥを行う。
【０１４２】
　その後、ニッケル層上のみに選択的に有機分子層（メモリ層）を形成する以降は実施例
５と同様である。以上の製造方法で製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察すると、ニ
ッケル層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１４３】
（実施例７）
　片末端にアミノ基、もう片末端にヒドロキシル基を有した炭素数８個のアルキル分子を
用いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成すること以外は、実施例
５と同様の製造方法で記憶装置を製造する。製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察す
ると、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１４４】
（実施例８）
　片末端にチオール基、もう片末端にシラノール基を有した炭素数８個のアルキル分子を
用いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成すること以外は、実施例
５と同様の製造方法で記憶装置を製造する。製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察す
ると、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１４５】
（実施例９）
　片末端にアミノ基、もう片末端にシラノール基を有した炭素数８個のアルキル分子を用
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いてＳｉＯ２上のみにアルキル分子層（第２の絶縁膜）を形成すること以外は、実施例１
と同様の製造方法で記憶装置を製造する。製造される記憶装置をＴＥＭで断面を観察する
と、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層が確認できる。
【０１４６】
（実施例１０）
　第２の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【０１４７】
　まず、Ｓｉ基板（基板）表面にＣＶＤ法による堆積と、フォトリソグラフィ及びＲＩＥ
でＳｉＯ２を用いた溝を形成する。溝の幅は５００ｎｍ、深さは５０ｎｍとする。
【０１４８】
　次に、溝３７に、ＰＳ－ｂ－Ｐ２Ｖ２（第２のブロック共重合体層）を成膜する。なお
、用いたＰＳ－ｂ－Ｐ２Ｖ２は分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．
０８、体積分率ｆＰ２Ｖ２＝０．２５である。
【０１４９】
　その後、熱処理により、ＰＳ－ｂ－Ｐ２Ｖ２をＰ２Ｖ２相（第１の相）とＰＳ相（第２
の相）に相分離させる。
【０１５０】
　次に、無電解めっき法にてニッケル（第１の金属配線層）をＰ２ＶＰ相（第１の相）上
のみに選択的に成膜を行う。ニッケル成膜したＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ膜を断面ＳＥＭで観察
すると、幅２５ｎｍ、高さ２０ｎｍのニッケルがＰ２ＶＰ相上に選択的に成膜されている
。
【０１５１】
　続いて、ＳｉＯ２（第１の絶縁膜）を成膜し、ニッケル層が表面に露出していない状態
にする。次にＣＭＰをして、ニッケル層が表面に露出するまで平坦化する。
【０１５２】
　その後、実施例２と同様の方法で記憶装置を製造する。以上の製造方法で製造される記
憶装置をＴＥＭで断面を観察すると、ニッケル層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層
が確認できる。なお、有機分子層よりも上部と下部のニッケル層はＬ＆Ｓパターンであり
、互いに直交している。
【０１５３】
（実施例１１）
　第３の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【０１５４】
　実施例１と同様の製造方法で、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層
を有する記憶装置を形成する。
【０１５５】
　さらに、上層のタングステン層（第２の金属配線層）上に、ＳｉＯ２（絶縁層）を形成
する。
【０１５６】
　低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２（絶縁層）表面にヒドロキシル基を
誘起する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリ４－ヒドロキシスチレ
ン－ポリメチルメタクリレートランダム共重合体（ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ）の乳酸エチル
溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用
いたＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５
、体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【０１５７】
　ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ架橋反応させため１５０℃／８ｈ
でアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡを乳酸エチルでリン
スする。ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜の水の接触角を評価すると、ＰＨＳ薄膜の接触角とＰ
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ＭＭＡの接触角のほとんど中間値であることが分かる。また、ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜
の膜厚をＡＦＭで評価すると、約５ｎｍであることが確認できる。
【０１５８】
　次にＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜にＬ＆Ｓのガイドパターンをフォトリソグラフィにて作
製する。ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜上にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ
／３０ｓｅｃ．でスピンコーティングしてＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）層（膜
厚：４５ｎｍ）を形成する。続いて、ＡｒＦ用フォトレジストを１５００ｒｐｍ／３５ｓ
ｅｃ．でスピンコートし、１２０℃／９０ｓｅｃ．でプリベークを行う。フォトレジスト
／ＳＯＧ／ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ積層膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装置でＬ＆Ｓパター
ン露光をする。露光量は２５ｍＪ／ｃｍ２、パターン周期は１００ｎｍとする。ＰＥＢ（
Ｐｏｓｔ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　Ｂａｋｅ）を１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．３８％
ＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）で現像
を行う。
【０１５９】
　その後、Ｏ２でＲＩＥし、ＳＯＧ層とＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜をフッ素系のガスで基
板のＳｉ表面が現れるまでＲＩＥする。そして、ＴＭＹ（Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｈｙ
ｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ　ａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）でフォトレジストやＳ
ＯＧなどの残渣物を除去する。形成したＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜のパターン（第１の領
域）をＳＥＭで観察すると、周期１００ｎｍのＬ＆Ｓ（Ｌｉｎｅ＆Ｓｐａｃｅ）パターン
であることが分かる。
【０１６０】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２（絶縁層）表面にヒドロキシ
ル基を誘起する。ＵＶ処理後のＳｉＯ２（絶縁層）に片末端がヒドロキシル基のポリ４－
ヒドロキシスチレン（ＰＨＳ－ＯＨ）の乳酸エチル溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２
０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＨＳ－ＯＨは分子量Ｍｎ＝５０
，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＨＳ－ＯＨ薄膜中に含まれる溶媒を
１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＨＳ－ＯＨ架
橋反応させため１５０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＨＳ－Ｏ
Ｈを乳酸エチルでリンスする。露出していたＳｉ表面が厚さ約５ｎｍのＰＨＳ薄膜（第２
の領域）で覆われる。
【０１６１】
　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（ガイド層）の上に
ポリ４－ヒドロキシスチレン－ポリメチルメタクリレートブロック共重合体（ＰＨＳ－ｂ
－ＰＭＭＡ）（ブロック共重合体層）の乳酸エチル溶液（濃度２ｗｔ％）を回転数２００
０ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝
１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【０１６２】
　ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡをＰＨＳ相（第１の相）とＰＭＭＡ相（第２の相）に相分離させる
ために２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行
う。ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【０１６３】
　続いてＡＬＤにてタングステン（第３の金属配線層）をＰＨＳ相（第１の相）上のみに
選択的に成膜を行う。ＰＨＳには、ヒドロキシル基があるため、タングステン前駆体と反
応してＰＨＳ相上のみに選択的に成膜することができる。タングステンを形成するための
前駆体にＷＦ６とＳｉ２Ｈ６用いて、基板温度１８０℃で成膜を行う。タングステン成膜
したＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ膜を断面ＳＥＭで観察すると、幅２５ｎｍ、高さ２０ｎｍのタ
ングステンがＰＨＳ相上に選択的に成膜されている。
【０１６４】
（実施例１２）
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第３の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【０１６５】
実施例５と同様の製造方法で、タングステン層に挟まれた厚さ２ｎｍ程度の有機分子層を
有する記憶装置を形成する。
【０１６６】
　さらに、上層のタングステン層（第２の金属配線層）上に、ＳｉＯ２（絶縁層）を形成
する。
【０１６７】
　低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉ基板表面にヒドロキシル基を誘起する。
ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリスチレン－ポリ２ビニルピリジン
ランダム共重合体（ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ）のプロピレングリコールモノメチルエーテルア
セテート（ＰＧＭＥＡ）溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコー
ティングする。なお、用いたＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度
Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５、体積分率ｆＰ２ＶＰ＝０．５である。
【０１６８】
　ＰＳ－ｒ－２ＶＰ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓｉ
基板表面のヒドロキシル基とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ架橋反応させため１５０℃／８ｈでアニ
ールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰを乳酸エチルでリンスする。
ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜の水の接触角を評価すると、ＰＳ薄膜の接触角８７．５°とＰ２
ＶＰの接触角の５２．５°のほとんど中間値70°であることが分かる。また、ＰＳ－ｒ－
Ｐ２ＶＰ薄膜の膜厚をＡＦＭで評価すると、約５ｎｍであることが確認できる。
【０１６９】
　次にＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜にＬ＆Ｓのガイドパターンをフォトリソグラフィにて作製
する。ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜上にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ／３
０ｓｅｃ．でスピンコーティングしてＳＯＧ層（膜厚：４５ｎｍ）を形成する。続いて、
ＡｒＦ用フォトレジストを１５００ｒｐｍ／３５ｓｅｃ．でスピンコートし、１２０℃／
９０ｓｅｃ．でプリベークを行う。フォトレジスト／ＳＯＧ／　ＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ積層
膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装置でＬ＆Ｓパターン露光をする。露光量は２５ｍＪ／ｃ
ｍ２、パターン周期は１００ｎｍとする。ＰＥＢを１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．
３８％ＴＭＡＨで現像を行う。
【０１７０】
　その後、Ｏ２でＲＩＥし、ＳＯＧ層とＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜をフッ素系のガスで基板
のＳｉ表面が現れるまでＲＩＥする。そして、ＴＭＹでフォトレジストやＳＯＧなどの残
渣物を除去する。形成したＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ薄膜のパターン（第１の領域）をＳＥＭで
観察すると、周期１００ｎｍのＬ＆Ｓパターンであることが分かる。
【０１７１】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉ基板表面にヒドロキシル基を誘起
する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリ２ビニルピリジン（Ｐ２Ｖ
Ｐ－ＯＨ）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコー
ティングする。なお、用いたＰ２ＶＰ－ＯＨは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ
／Ｍｎ＝１．０５である。Ｐ２ＶＰ－ＯＨ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ
．で除去した後、Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰ２ＶＰ－ＯＨ架橋反応させため１５
０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰ２ＶＰ－ＯＨをＰＧＭＥＡで
リンスする。露出していたＳｉ表面が厚さ約５ｎｍのＰＳ薄膜（第２の領域）で覆われる
。
【０１７２】
　次にＬ＆Ｓパターンを形成したＰＳ－ｒ－Ｐ２ＶＰ／Ｐ２ＶＰ薄膜（第１のガイド層）
の上にポリスチレン－ポリ２ビニルピリジンブロック共重合体（ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ）（
第１のブロック共重合体層）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度２ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍ
でスピンコーティングする。なお、用いたＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰは分子量Ｍｎ＝１２２，０
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００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰ２ＶＰ＝０．５である。
【０１７３】
　ＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｐ
Ｓ－ｂ－Ｐ２ＶＰをＰ２Ｖ２相（第１の相）とＰＳ相（第２の相）とに相分離させるため
に２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行う。
ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【０１７４】
　続いて無電解めっき法にてニッケル（第３の金属配線層）をＰ２ＶＰ相（第１の相）上
のみに選択的に成膜を行う。Ｐ２ＶＰには、ピリジン環があるため、無電解めっき溶液中
に含まれる塩化パラジウムを選択的に吸着でき、それを触媒としてニッケル前駆体が反応
してＰ２ＶＰ相上のみに選択的にニッケルを成膜することができる。ニッケルを形成する
ための前駆体には硫酸ニッケルを用いて、基板温度７０℃で成膜を行う。ニッケル成膜し
たＰＳ－ｂ－Ｐ２ＶＰ膜を断面ＳＥＭで観察すると、幅２５ｎｍ、高さ２０ｎｍのニッケ
ルがＰ２ＶＰ相上に選択的に成膜されている。
【０１７５】
（実施例１３）
　第４の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【０１７６】
　タングステン層（第２の金属配線層）上にＳｉＯ２（絶縁層）を形成し、Ｌ＆Ｓパター
ンのＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（ガイド層）を形成するまでは、実施例１１と同
様である。
【０１７７】
　ＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（ガイド層）の上にポリ４－ヒドロキシスチレン－
ポリメチルメタクリレートブロック共重合体（ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）（ブロック共重合
体層）の乳酸エチル溶液（濃度２ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティング
する。なお、用いたＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ
／Ｍｎ＝１．０８、体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【０１７８】
　ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、
ＰＨＳ－ｂ－ＰＭＭＡをＰＨＳ相（第１の相）とＰＭＭＡ相（第２の相）に相分離させる
ために２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行
う。ＡＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【０１７９】
　次に、ＰＨＳ相（第１の相）に対し、ＰＭＭＡ相（第２の相）を選択的に除去する。こ
の際、ＰＭＭＡ相（第２の相）の下層のＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（ガイド層）
も、ＳｉＯ２（絶縁層）が露出するまで除去するエッチングして除去する。
【０１８０】
　次に、全面にタングステン（金属）を成膜する。次に、ＣＭＰ法によりタングステンを
ＰＨＳ相（第１の相）の表面が露出する。その後ＰＨＳ相（第１の相）及びＰＨＳ－ｒ－
ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（ガイド層）を、エッチングで剥離する。
【０１８１】
　断面ＳＥＭで観察すると、タングステンの配線がＳｉＯ２（絶縁層）上に形成されてい
る。
【０１８２】
（実施例１４）
第４の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【０１８３】
　実施例１３において、Ｌ＆ＳパターンのＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＨＳ薄膜（ガイド層
）を形成した後、ＰＨＳ相（第１の相）及びＰＨＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイ
ド層）をエッチングで剥離するまでの製造方法を下記の方法に置き換える以外は、実施例
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１３と同様の製造方法で記憶装置を製造する。
【０１８４】
低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２（絶縁層）表面にヒドロキシル基を誘
起する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリスチレン－ポリメチルメ
タクリレートランダム共重合体（ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ）のＰＧＥＭＡ溶液（濃度０．５ｗ
ｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＳ－ｒ－ＰＭ
ＭＡは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５、体積分率ｆＰＭＭＡ

＝０．５である。
【０１８５】
　ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓ
ｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ架橋反応させため１５０℃／８ｈでア
ニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡをＰＧＭＥＡでリンスする
。ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜の水の接触角を評価すると、ＰＳ薄膜の接触角８７．５とＰＭ
ＭＡ７０の接触角のほとんど中間値８０°であることが分かる。また、ＰＳ－ｒ－ＰＭＭ
Ａ薄膜の膜厚をＡＦＭで評価すると、約５ｎｍであることが確認できる。
【０１８６】
　次にＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜にＬ＆Ｓのガイドパターンをフォトリソグラフィにて作製
する。ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜上にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ／３
０ｓｅｃ．でスピンコーティングしてＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）層（膜厚：
４５ｎｍ）を形成する。続いて、ＡｒＦ用フォトレジストを１５００ｒｐｍ／３５ｓｅｃ
．でスピンコートし、１２０℃／９０ｓｅｃ．でプリベークを行う。フォトレジスト／Ｓ
ＯＧ／ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ積層膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装置でＬ＆Ｓパターン露光
をする。露光量は２５ｍＪ／ｃｍ２、パターン周期は１００ｎｍとする。ＰＥＢ（Ｐｏｓ
ｔ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　Ｂａｋｅ）を１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．３８％ＴＭＡ
Ｈ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）で現像を行う
。
【０１８７】
　その後、Ｏ２でＲＩＥし、ＳＯＧ層とＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜をフッ素系のガスで基板
のＳｉ表面が現れるまでＲＩＥする。そして、ＴＭＹ（Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｈｙｄ
ｒｏｘｙｅｔｈｙｌ　ａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）でフォトレジストやＳＯ
Ｇなどの残渣物を除去する。形成したＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜のパターン（第１の領域）
をＳＥＭで観察すると、周期１００ｎｍのＬ＆Ｓ（Ｌｉｎｅ＆Ｓｐａｃｅ）パターンであ
ることが分かる。
【０１８８】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２（絶縁層）表面にヒドロキシ
ル基を誘起する。ＵＶ処理後のＳｉＯ２（絶縁層）に片末端がヒドロキシル基のポリメチ
ルメタクリレート（ＰＭＭＡ－ＯＨ）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２
０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＭＭＡ－ＯＨは分子量Ｍｎ＝５
０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＭＭＡ－ＯＨ薄膜中に含まれる溶
媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＭＭＡ－
ＯＨ架橋反応させため１５０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＭ
ＭＡ－ＯＨを乳酸エチルでリンスする。露出していたＳｉ表面が厚さ約５ｎｍのＰＭＭＡ
薄膜（第２の領域）で覆われる。
【０１８９】
　ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイド層）の上にポリスチレン－ポリメチルメタ
クリレートブロック共重合体（ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）（ブロック共重合体層）のＰＧＭＥ
Ａ溶液（濃度２ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用い
たＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、
体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【０１９０】
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　ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｐ
Ｓ－ｂ－ＰＭＭＡをＰＳ相（第１の相）とＰＭＭＡ相（第２の相）に相分離させるために
２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行う。Ａ
ＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【０１９１】
　次に、ＰＳ相（第１の相）に対し、ＰＭＭＡ相（第２の相）を選択的に除去する。この
際、ＰＭＭＡ相（第２の相）の下層のＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイド層）も
、ＳｉＯ２（絶縁層）が露出するまで除去するエッチングして除去する。
【０１９２】
　次に、全面にタングステン（金属）を成膜する。次に、ＣＭＰ法によりタングステンを
ＰＳ相（第１の相）の表面が露出する。その後ＰＳ相（第１の相）及びＰＳ－ｒ－ＰＭＭ
Ａ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイド層）を、エッチングで剥離する。
【０１９３】
　断面ＳＥＭで観察すると、タングステンの配線がＳｉＯ２（絶縁層）上に形成されてい
る。
【０１９４】
（実施例１５）
　第４の実施形態の製造方法の具体例を以下説明する。
【０１９５】
　実施例１２において、上層のタングステン層（第２の金属配線層）上に、ＳｉＯ２（絶
縁層）を形成するまでは、実施例１２と同様の製造方法で記憶装置を製造する。
【０１９６】
低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２（絶縁層）表面にヒドロキシル基を誘
起する。ＵＶ処理後のＳｉ基板に片末端がヒドロキシル基のポリスチレン－ポリメチルメ
タクリレートランダム共重合体（ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ）のＰＧＥＭＡ溶液（濃度０．５ｗ
ｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＳ－ｒ－ＰＭ
ＭＡは分子量Ｍｎ＝５０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５、体積分率ｆＰＭＭＡ

＝０．５である。
【０１９７】
　ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓ
ｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ架橋反応させため１５０℃／８ｈでア
ニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡをＰＧＭＥＡでリンスする
。ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜の水の接触角を評価すると、ＰＳ薄膜の接触角８７．５とＰＭ
ＭＡ７０の接触角のほとんど中間値８０°であることが分かる。また、ＰＳ－ｒ－ＰＭＭ
Ａ薄膜の膜厚をＡＦＭで評価すると、約５ｎｍであることが確認できる。
【０１９８】
　次にＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜にＬ＆Ｓのガイドパターンをフォトリソグラフィにて作製
する。ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜上にＪＳＲ社製ＳＯＧ０８０を用いて１５００ｒｐｍ／３
０ｓｅｃ．でスピンコーティングしてＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）層（膜厚：
４５ｎｍ）を形成する。続いて、ＡｒＦ用フォトレジストを１５００ｒｐｍ／３５ｓｅｃ
．でスピンコートし、１２０℃／９０ｓｅｃ．でプリベークを行う。フォトレジスト／Ｓ
ＯＧ／ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ積層膜をＡｒＦエキシマレーザ露光装置でＬ＆Ｓパターン露光
をする。露光量は２５ｍＪ／ｃｍ２、パターン周期は１００ｎｍとする。ＰＥＢ（Ｐｏｓ
ｔ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　Ｂａｋｅ）を１２５℃／６０ｓｅｃ．した後、２．３８％ＴＭＡ
Ｈ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）で現像を行う
。
【０１９９】
　その後、Ｏ２でＲＩＥし、ＳＯＧ層とＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜をフッ素系のガスで基板
のＳｉ表面が現れるまでＲＩＥする。そして、ＴＭＹ（Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｈｙｄ
ｒｏｘｙｅｔｈｙｌ　ａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）でフォトレジストやＳＯ
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Ｇなどの残渣物を除去する。形成したＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ薄膜のパターン（第１の領域）
をＳＥＭで観察すると、周期１００ｎｍのＬ＆Ｓ（Ｌｉｎｅ＆Ｓｐａｃｅ）パターンであ
ることが分かる。
【０２００】
　さらに低圧水銀灯によりＵＶ光を５分間照射してＳｉＯ２（絶縁層）表面にヒドロキシ
ル基を誘起する。ＵＶ処理後のＳｉＯ２（絶縁層）に片末端がヒドロキシル基のポリメチ
ルメタクリレート（ＰＭＭＡ－ＯＨ）のＰＧＭＥＡ溶液（濃度０．５ｗｔ％）を回転数２
０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用いたＰＭＭＡ－ＯＨは分子量Ｍｎ＝５
０，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０５である。ＰＭＭＡ－ＯＨ薄膜中に含まれる溶
媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｓｉ基板表面のヒドロキシル基とＰＭＭＡ－
ＯＨ架橋反応させため１５０℃／８ｈでアニールを行う。続いて、架橋しない余分なＰＭ
ＭＡ－ＯＨを乳酸エチルでリンスする。露出していたＳｉ表面が厚さ約５ｎｍのＰＭＭＡ
薄膜（第２の領域）で覆われる。
【０２０１】
　ＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイド層）の上にポリスチレン－ポリメチルメタ
クリレートブロック共重合体（ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）（ブロック共重合体層）のＰＧＭＥ
Ａ溶液（濃度２ｗｔ％）を回転数２０００ｒｐｍでスピンコーティングする。なお、用い
たＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡは分子量Ｍｎ＝１２２，０００、多分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０８、
体積分率ｆＰＨＳ＝０．５である。
【０２０２】
　ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ薄膜中に含まれる溶媒を１１０℃／９０ｓｅｃ．で除去した後、Ｐ
Ｓ－ｂ－ＰＭＭＡをＰＳ相（第１の相）とＰＭＭＡ相（第２の相）に相分離させるために
２００℃／８ｈでアニールを行う。続いて、パターン確認のためＡＦＭで観察を行う。Ａ
ＦＭ観察を行うと周期５０ｎｍのＬ＆Ｓパターンが形成されていることが分かる。
【０２０３】
　次に、ＰＳ相（第１の相）に対し、ＰＭＭＡ相（第２の相）を選択的に除去する。この
際、ＰＭＭＡ相（第２の相）の下層のＰＳ－ｒ－ＰＭＭＡ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイド層）も
、ＳｉＯ２（絶縁層）が露出するまで除去するエッチングして除去する。
【０２０４】
　次に、全面にタングステン（金属）を成膜する。次に、ＣＭＰ法によりタングステンを
ＰＳ相（第１の相）の表面が露出する。その後ＰＳ相（第１の相）及びＰＳ－ｒ－ＰＭＭ
Ａ／ＰＭＭＡ薄膜（ガイド層）を、エッチングで剥離する。
【０２０５】
　断面ＳＥＭで観察すると、タングステンの配線がＳｉＯ２（絶縁層）上に形成されてい
る。
【０２０６】
　実施形態及び実施例では、メモリ層が有機分子層である場合を例に説明したが、電圧の
印加により抵抗が変化するのであれば、金属酸化物層等その他の材料を用いることも可能
である。
【０２０７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。例えば、一実施形態の構成要素を他の実施形
態の構成要素と置き換え又は変更してもよい。これら実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
る。
【符号の説明】
【０２０８】
１０　　　基板
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１２　　　第１の金属配線層
１４　　　第２の金属配線層
１６　　　メモリ層
２０　　　ブロック共重合体層
２０ａ　　第１の相
２０ｂ　　第２の相
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