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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下層膜上の第１領域に第１所定パターンを含み、第２領域に第２所定パターン及び開口
率調整用のダミーパターンを含む物理ガイドを形成する工程と、
　前記物理ガイド内にブロックポリマーを形成する工程と、
　前記ブロックポリマーをミクロ相分離させ、第１ポリマー部及び第２ポリマー部を有す
るパターンを形成する工程と、
　前記第１ポリマー部を残存させつつ前記第２ポリマー部を除去してホールパターンを形
成する工程と、
　前記第２ポリマー部の除去後、前記物理ガイド及び前記第１ポリマー部をマスクとして
前記下層膜を加工する工程と、
を備え、
　前記下層膜を加工する工程では、前記第１所定パターン及び前記第２所定パターンにお
ける前記ホールパターンの形状が前記下層膜に転写され、前記ダミーパターンにおける前
記ホールパターンの形状が前記下層膜に転写されず、
　前記第１所定パターン、前記第２所定パターン、及び前記ダミーパターンは円形のホー
ルパターンであり、前記第１所定パターン及び前記第２所定パターンの径は６０ｎｍ以上
７６ｎｍ以下、前記ダミーパターンの径は６０ｎｍ未満又は７６ｎｍより大きく、
　前記第１領域において前記下層膜に転写されるパターンのパターン密度は、前記第２領
域において前記下層膜に転写されるパターンのパターン密度より高いことを特徴とするパ
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ターン形成方法。
【請求項２】
　下層膜上の第１領域に第１所定パターンを含み、第２領域に第２所定パターン及び開口
率調整用のダミーパターンを含む物理ガイドを形成する工程と、
　前記物理ガイド内にブロックポリマーを形成する工程と、
　前記ブロックポリマーをミクロ相分離させ、第１ポリマー部及び第２ポリマー部を有す
るパターンを形成する工程と、
　前記第１ポリマー部を残存させつつ前記第２ポリマー部を除去してホールパターンを形
成する工程と、
　前記第２ポリマー部の除去後、前記物理ガイド及び前記第１ポリマー部をマスクとして
前記下層膜を加工する工程と、
　を備え、
　前記下層膜を加工する工程では、前記第１所定パターン及び前記第２所定パターンにお
ける前記ホールパターンの形状が前記下層膜に転写され、前記ダミーパターンにおける前
記ホールパターンの形状が前記下層膜に転写されないことを特徴とするパターン形成方法
。
【請求項３】
　前記第１所定パターン、前記第２所定パターン、及び前記ダミーパターンは円形のホー
ルパターンであり、前記ダミーパターンの径は６０ｎｍ未満又は７６ｎｍより大きいこと
を特徴とする請求項２に記載のパターン形成方法。
【請求項４】
　前記第１所定パターン及び前記第２所定パターンの径は６０ｎｍ以上７６ｎｍ以下であ
ることを特徴とする請求項３に記載のパターン形成方法。
【請求項５】
　前記第１領域において前記下層膜に転写されるパターンのパターン密度は、前記第２領
域において前記下層膜に転写されるパターンのパターン密度より高いことを特徴とする請
求項２乃至４のいずれかに記載のパターン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、パターン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の製造工程中のリソグラフィ技術として、ＡｒＦ液浸露光によるダブルパタ
ーニング技術、ＥＵＶリソグラフィ、ナノインプリント等が知られている。従来のリソグ
ラフィ技術は、パターンの微細化に伴い、コストの増加、スループットの低下など、様々
な問題を含んでいた。
【０００３】
　このような状況下で、リソグラフィ技術への自己組織化（DSA: Directed Self-assembl
y）の適用が期待されている。自己組織化は、エネルギー安定という自発的な挙動によっ
て発生することから、寸法精度の高いパターンを形成できる。特に、高分子ブロック共重
合体のミクロ相分離を利用する技術は、簡便な塗布とアニールプロセスで、数～数百ｎｍ
の種々の形状の周期構造を形成できる。高分子ブロック共重合体のブロックの組成比によ
って球状（スフィア）、柱状（シリンダー）、層状（ラメラ）等に形態を変え、分子量に
よってサイズを変えることにより、様々な寸法のドットパターン、ホール又はピラーパタ
ーン、ラインパターン等を形成することができる。
【０００４】
　ＤＳＡを用いて所望のパターンを広範囲に形成するためには、自己組織化により形成さ
れるポリマー相の発生位置を制御するガイドを設ける必要がある。ガイドとしては、凹凸
構造を有し、凹部にミクロ相分離パターンを形成する物理ガイド（grapho-epitaxy）と、
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ＤＳＡ材料の下層に形成され、その表面エネルギーの違いに基づいてミクロ相分離パター
ンの形成位置を制御する化学ガイド（chemical-epitaxy）とが知られている。
【０００５】
　例えば、被加工膜上にレジスト膜を形成し、光リソグラフィによりこのレジスト膜に物
理ガイドとなるホールパターンを形成する。そして、ホールパターン内に埋め込まれるよ
うにブロックコポリマーを塗布して加熱する。これにより、ブロックコポリマーが、ホー
ルパターンの側壁に沿って形成される第１ポリマー部と、ホールパターンの中心部に形成
される第２ポリマー部とにミクロ相分離する。その後、酸素プラズマを照射して第２ポリ
マー部を選択的に除去することで、光リソグラフィによりレジスト膜に形成されたホール
パターンを縮小したホールパターンが得られる。その後、レジスト膜と第１ポリマー部と
をマスクにして、被加工膜が加工される。
【０００６】
　しかし、物理ガイドとなるホールパターンのパターン密度が高い領域においてホールパ
ターンにブロックコポリマーを適切に埋め込むようにブロックコポリマーを塗布すると、
パターン密度が低い領域においてホールパターンからブロックコポリマーが溢れ出し、所
望のミクロ相分離パターンが得られなかった。逆に、パターン密度が低い領域においてホ
ールパターンにブロックコポリマーを適切に埋め込むようにブロックコポリマーを塗布す
ると、パターン密度が高い領域においてホールパターン内に十分にブロックコポリマーが
埋め込まれず、膜厚の薄いミクロ相分離パターンとなり、十分な加工耐性が得られなかっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－２６９３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、物理ガイドにパターン疎密差がある場合であっても、所望の膜厚・形状のミ
クロ相分離パターンを形成できるパターン形成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本実施形態によれば、パターン形成方法は、下層膜上の第１領域に第１所定パターンを
含み、第２領域に第２所定パターン及びダミーパターンを含む物理ガイドを形成する工程
と、前記物理ガイド内にブロックポリマーを形成する工程と、前記ブロックポリマーをミ
クロ相分離させ、第１ポリマー部及び第２ポリマー部を有するパターンを形成する工程と
、前記第１ポリマー部を残存させつつ前記第２ポリマー部を除去してホールパターンを形
成する工程と、前記第２ポリマー部の除去後、前記物理ガイド及び前記第１ポリマー部を
マスクとして前記下層膜を加工する工程と、を備える。前記下層膜を加工する工程では、
前記第１所定パターン及び前記第２所定パターンにおける前記ホールパターンの形状が前
記下層膜に転写され、前記ダミーパターンにおける前記ホールパターンの形状が前記下層
膜に転写されない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係るパターン形成方法を説明する工程断面図である。
【図２】図１に続く工程断面図である。
【図３】ホールパターンの一例を示す図である。
【図４】図２に続く工程断面図である。
【図５】図４に続く工程断面図である。
【図６】図５に続く工程断面図である。
【図７】図６に続く工程断面図である。
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【図８】ホールパターンの径と、下層に転写されるパターンの開口率との関係を示すグラ
フである。
【図９】ホールパターンの一例を示す断面図である。
【図１０】比較例によるパターン形成方法を説明する工程断面図である。
【図１１】図１０に続く工程断面図である。
【図１２】比較例におけるホールパターンを示す図である。
【図１３】図１１に続く工程断面図である。
【図１４】図１１に続く工程断面図である。
【図１５】ホールパターンの一例を示す図である。
【図１６】ホールパターンの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１２】
　図１～図７を用いて本実施形態に係るパターン形成方法を説明する。図１、図２、図４
～図７は縦断面図であり、図３は上面図である。
【００１３】
　まず、図１に示すように、被加工膜１０１上にハードマスク１０２及び反射防止膜１０
３を順に形成する。被加工膜１０１は、例えば膜厚３００ｎｍの酸化膜である。ハードマ
スク１０２は、例えばＣＶＤ（化学気相成長）を用いて形成した膜厚１００ｎｍの炭素膜
である。また、反射防止膜１０３は、例えばＣＶＤを用いて形成した膜厚１５ｎｍの酸化
膜である。
【００１４】
　次に、図２（ａ）、（ｂ）及び図３に示すように、反射防止膜１０３上に膜厚１２０ｎ
ｍのレジスト膜１０４を回転塗布し、ＡｒＦ液浸エキシマレーザにより露光量２０ｍＪ／
ｃｍ２で露光・現像して、レジスト膜１０４に円形のホールパターン１０５ａ、１０５ｂ
を形成する。ホールパターン１０５ａの径は例えば７０ｎｍであり、ホールパターン１０
５ｂの径は例えば５５ｎｍである。ホールパターン１０５ａ、１０５ｂの径のとりうる値
の範囲については後述する。
【００１５】
　ホールパターン１０５ａは、後の工程で形成されるブロックポリマーがミクロ相分離す
る際の物理ガイド層としての機能を有し、ホールパターン１０５ａ内に形成されるミクロ
相分離パターンは、被加工膜１０１に転写されるパターンを含む。
【００１６】
　一方、ホールパターン１０５ｂは、被覆率（又は開口率）調整用のダミーパターンであ
り、図３に示すように、ホールパターン１０５ａの数が少ない疎パターン領域Ｒ２におい
て、ホールパターン１０５ａの近傍に形成される。これにより、ホールパターン１０５ａ
の数が多い密パターン領域Ｒ１と疎パターン領域Ｒ２とで被覆率（又は開口率）を同程度
にすることができる。
【００１７】
　ここで、密パターン領域Ｒ１は、ダミーホールパターン１０５ｂを形成しない場合の疎
パターン領域Ｒ２よりもレジスト膜１０４の被覆率が低い領域（開口率が高い領域）とい
うことができる。あるいはまた、被加工膜１０１に転写されるパターンを基準にした場合
、密パターン領域Ｒ１は疎パターン領域Ｒ２よりもパターン密度の高い領域ということが
できる。
【００１８】
　図３の密パターン領域Ｒ１におけるＡ－Ａ線に沿った断面が図２（ａ）に対応し、疎パ
ターン領域Ｒ２におけるＢ－Ｂ線に沿った断面が図２（ｂ）に対応している。また、図４
～図７においても同様に、（ａ）がＡ－Ａ線に沿った断面に対応し、（ｂ）がＢ－Ｂ線に
沿った断面に対応している。
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【００１９】
　次に、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、レジスト膜１０４上にブロックポリマー１０
６を塗布する。ポリスチレン（ＰＳ）とポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）のランダ
ム共重合体（ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）、ＰＳブロック／ＰＭＭＡブロックの数平均分子量（
Ｍｎ）が４７００／２４０００を準備し、これを１．０ｗｔ％の濃度で含有するポリエチ
レングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）溶液をレジスト膜１０４上
に回転数２０００ｒｐｍで回転塗布する。これにより、ブロックポリマー１０６がホール
パターン１０５ａ、１０５ｂ内に埋め込まれる。
【００２０】
　図４（ｂ）に示すように、ホールパターン１０５ａの数が少ない疎パターン領域Ｒ２に
は、開口率調整用のダミーパターンであるホールパターン１０５ｂが設けられているため
、ホールパターン１０５ａからブロックポリマー１０６が溢れ出ることを防止できる。
【００２１】
　次に、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、積層体をホットプレート上において１１０℃
で９０秒間加熱し、更に窒素雰囲気下において２２０℃で３分間加熱する。これにより、
ブロックポリマー１０６がミクロ相分離し、第１ポリマーブロック鎖を含む第１ポリマー
部１０７ａ、ｂと第２ポリマーブロック鎖を含む第２ポリマー部１０８ａ、１０８ｂとを
含む自己組織化相１０９ａ、１０９ｂが形成される。例えば、ＰＳを含む第１ポリマー部
１０７ａ、１０７ｂがホールパターン１０５ａ、１０５ｂの側壁部及び底部に形成（偏析
）され、ＰＭＭＡを含む第２ポリマー部１０８ａ、１０８ｂがホールパターン１０５ａ、
１０５ｂの中心部に形成される。例えば、第２ポリマー部１０８ａの径は３０ｎｍ、第２
ポリマー部１０８ｂの径は２０ｎｍである。
【００２２】
　次に、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、酸素ＲＩＥ（反応性イオンエッチング）によ
り、第１ポリマー部１０７ａ、１０７ｂを残存させ、第２ポリマー部１０８ａ、１０８ｂ
を選択的に除去することで、ホールパターン１１０ａ、１１０ｂを形成する。例えば、ホ
ールパターン１１０ａの径は３０ｎｍであり、ホールパターン１０５ａを収縮させたもの
に相当し、ホールパターン１１０ｂの径は２０ｎｍであり、ホールパターン１０５ｂを収
縮させたものに相当する。
【００２３】
　次に、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、残存させた第１ポリマー部１０７ａ、１０７
ｂ及びレジスト膜１０４をマスクにして、フッ素ガスを用いたＲＩＥにより反射防止膜１
０３及びハードマスク１０２を加工する。このとき、ホールパターン１１０ａは反射防止
膜１０３及びハードマスク１０２に転写されるが、ホールパターン１１０ｂは反射防止膜
１０３及びハードマスク１０２に転写されない。
【００２４】
　ホールパターン１１０ａはホールパターン１１０ｂより径が大きく、ホールパターン１
１０ａを介してエッチングガスが十分に到達し、ホールパターン１１０ａ下方の第１ポリ
マー部１０７ａを除去することができる。そのため、ホールパターン１１０ａは反射防止
膜１０３及びハードマスク１０２に転写される。
【００２５】
　一方、ホールパターン１１０ｂは径が小さく、ホールパターン１１０ｂを介してエッチ
ングガスが十分に下方へ行き渡らない。そのため、ホールパターン１１０ｂは反射防止膜
１０３及びハードマスク１０２に転写されない。
【００２６】
　その後、第１ポリマー部１０７ａ、１０７ｂ及びレジスト膜１０４を除去し、ハードマ
スク１０２をマスクとして被加工膜１０１を加工する。
【００２７】
　次に、図２（ａ）、（ｂ）及び図３に示す工程においてレジスト膜１０４に形成するホ
ールパターン１０５ａ及びダミーホールパターン１０５ｂの径について説明する。
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【００２８】
　図８は、レジスト膜１０４に形成するホールパターンのサイズと、第２ポリマー部１０
８ａ（１０８ｂ）を選択的に除去することで形成されるホールパターン１１０ａ（１１０
ｂ）に対する、ハードマスク１０２に転写されるパターンの開口率との関係を示すグラフ
である。例えば、開口率４０％以下を“パターンが転写されない”とみなす場合、図８か
ら、ダミーホールパターン１０５ｂの径は６０ｎｍ未満又は７６ｎｍより大きくすればよ
いことがわかる。
【００２９】
　ダミーホールパターン１０５ｂの径が６０ｎｍ未満の場合、図６（ｂ）、図７（ｂ）に
示すように、ホールパターン１１０ｂ下方の第１ポリマー部１０７ｂが十分に除去されず
、ハードマスク１０２にパターンがほとんど転写されない。
【００３０】
　また、ダミーホールパターン１０５ｂの径が７６ｎｍより大きい場合、図９（ａ）に示
すように、第２ポリマー部１０８ｂがダミーホールパターン１０５ｂの中心部において薄
く形成され、ダミーホールパターン１０５ｂの底部の第１ポリマー部１０７ｂの膜厚が大
きくなる。図９（ｂ）に示すように、このような第２ポリマー部１０８ｂを選択的に除去
してホールパターン１１０ｂを形成しても、その後のフッ素ガスを用いたＲＩＥ工程にお
いて、ホールパターン１１０ｂ下方の第１ポリマー部１０７ｂが十分に除去されず、ハー
ドマスク１０２にパターンがほとんど転写されない。
【００３１】
　従って、図２（ａ）、（ｂ）及び図３に示す工程においてレジスト膜１０４に形成する
ダミーホールパターン１０５ｂの径は、６０ｎｍ未満又は７６ｎｍより大きくすることが
好ましい。一方、ホールパターン１０５ａの径は６０ｎｍ以上７６ｎｍ以下とすることが
好ましい。
【００３２】
　このように、本実施形態によれば、ホールパターン１０５ａの数が少ない疎パターン領
域Ｒ２に、下層膜にパターンが転写されないサイズの開口率調整用のダミーホールパター
ン１０５ｂを形成することで、疎パターン領域Ｒ２のホールパターン１０５ａ内に適量の
ブロックポリマー１０６を形成することができる。このことにより、領域によって物理ガ
イドとなるホールパターン１０５ａの疎密差（開口率の差）がある場合であっても、所望
の膜厚・形状のミクロ相分離パターンを形成することができる。
【００３３】
　（比較例）比較例によるパターン形成方法を図１０～図１４を用いて説明する。図１０
、図１１、図１３、図１４は縦断面図であり、図１２は上面図である。
【００３４】
　まず、図１０に示すように、被加工膜２０１上にハードマスク２０２及び反射防止膜２
０３を順に形成する。被加工膜２０１、ハードマスク２０２、反射防止膜２０３は、それ
ぞれ上記第１の実施形態における被加工膜１０１、ハードマスク１０２、反射防止膜１０
３と同様の材料を用いる。
【００３５】
　次に、図１１（ａ）、（ｂ）及び図１２に示すように、反射防止膜２０３上にレジスト
膜２０４を回転塗布し、露光・現像して、レジスト膜２０４にホールパターン２０５ａを
形成する。ホールパターン２０５ａの径は例えば７０ｎｍである。
【００３６】
　ホールパターン２０５ａは、後の工程で形成されるブロックポリマーがミクロ相分離す
る際の物理ガイド層としての機能を有する。
【００３７】
　図１２に示すように、領域Ｒ２は、領域Ｒ１と比較してホールパターン２０５ａの数が
少ない疎パターン領域になっている。ホールパターン２０５ａの数が多い密パターン領域
Ｒ１と疎パターン領域Ｒ２とで被覆率（又は開口率）が異なっている。



(7) JP 5902573 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

【００３８】
　なお、図１２の密パターン領域Ｒ１におけるＣ－Ｃ線に沿った断面が図１１（ａ）に対
応し、疎パターン領域Ｒ２におけるＤ－Ｄ線に沿った断面が図１１（ｂ）に対応している
。また、図１３、図１４においても同様に、（ａ）がＣ－Ｃ線に沿った断面に対応し、（
ｂ）がＤ－Ｄ線に沿った断面に対応している。
【００３９】
　次に、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、レジスト膜２０４上にブロックポリマー２
０６を塗布する。ポリスチレン（ＰＳ）とポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）のラン
ダム共重合体（ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡ）、ＰＳブロック／ＰＭＭＡブロックの数平均分子量
（Ｍｎ）が４７００／２４０００を準備し、これを１．０ｗｔ％の濃度で含有するポリエ
チレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）溶液をレジスト膜２０４
上に回転数２０００ｒｐｍで回転塗布する。
【００４０】
　図１３（ａ）に示すように、密パターン領域Ｒ１においてホールパターン２０５ａ内に
適量のブロックポリマー２０６が埋め込まれるようにブロックポリマー２０６を塗布した
場合、図１３（ｂ）に示すように、疎パターン領域Ｒ２ではホールパターン２０５ａから
ブロックポリマー２０６が溢れ出す。
【００４１】
　その後の工程で、加熱によりブロックポリマー２０６をミクロ相分離させた場合、ホー
ルパターン２０５ａからブロックポリマー２０６が溢れ出した疎パターン領域Ｒ２では、
所望のミクロ相分離パターンが得られない。
【００４２】
　逆に、図１４（ｂ）に示すように、疎パターン領域Ｒ２においてホールパターン２０５
ａ内に適量のブロックポリマー２０６が埋め込まれるようにブロックポリマー２０６を塗
布した場合、図１４（ａ）に示すように、密パターン領域Ｒ１ではホールパターン２０５
ａ内に埋め込まれるブロックポリマー２０６が少量になる。その後の工程で、加熱により
ブロックポリマー２０６をミクロ相分離させると、密パターン領域Ｒ１において形成され
るミクロ相分離パターンは膜厚が薄いものとなり、十分な加工耐性が得られない。
【００４３】
　一方、上述した本実施形態によれば、ホールパターン１０５ａの数が少ない疎パターン
領域Ｒ２に、下層膜にパターンが転写されないサイズの開口率調整用のダミーホールパタ
ーン１０５ｂを形成することで、疎パターン領域Ｒ２のホールパターン１０５ａからブロ
ックポリマー１０６が溢れ出すことを防止し、密パターン領域Ｒ１及び疎パターン領域Ｒ
２の両方においてホールパターン１０５ａ内に適量のブロックポリマー１０６を形成する
ことができる。従って、ホールパターン１０５ａの疎密差（開口率の差）がある場合であ
っても、所望の膜厚・形状のミクロ相分離パターンを形成することができる。
【００４４】
　上記実施形態ではダミーホールパターン１０５ｂを円形にしていたが、図１５（ａ）に
示すように楕円形にしてもよい。また、所望のミクロ相分離パターンが得られるのであれ
ば、図１５（ｂ）に示すように、ダミーホールパターン１０５ｂがホールパターン１０５
ａと繋がっていてもよい。
【００４５】
　また、図１６に示すように、同一パターンが複数連続して設けられた連続パターンの末
端部分を疎パターン領域Ｒ２とみなしてダミーホールパターン１０５ｂを形成してもよい
。このとき、末端部分以外が密パターン領域Ｒ１とみなされる。
【００４６】
　また、ダミーホールパターン１０５ｂは、レジスト膜１０４を貫通していなくてもよい
。すなわち、ダミーホールパターン１０５ｂの高さが、レジスト膜１０４の膜厚より小さ
くなっていてもよい。
【００４７】
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　上記実施形態では、物理ガイドとなるレジストパターンをＡｒＦ液浸露光で形成してい
たが、ＥＵＶなどの光リソグラフィ方法や、ナノインプリントにより形成してもよい。
【００４８】
　また、レジストパターンでなく、このパターンを転写したハードマスクを物理ガイドと
してもよい。この場合、第１ポリマー部１０７ａ、１０７ｂ及びハードマスクをマスクと
して被加工膜１０１を加工する。
【００４９】
　また、上記実施形態では、第１ポリマー部１０７ａ、１０７ｂがホールパターン１０５
ａ、１０５ｂの側壁部及び底部に形成されていたが、第１ポリマー部１０７ａ、１０７ｂ
がホールパターン１０５ａ、１０５ｂの側壁部のみに形成されていてもよい。
【００５０】
　また、上記実施形態ではホールパターンを形成する場合について説明したが、ラインパ
ターンを形成してもよい。この場合、物理ガイドの形状は四角形になり、ブロックポリマ
ーには、ラメラ状にミクロ相分離する材料が使用される。
【００５１】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
１０１　被加工膜
１０２　ハードマスク
１０３　反射防止膜
１０４　レジスト膜
１０５ａ　ホールパターン
１０５ｂ　ダミーホールパターン
１０６　ブロックポリマー
１０７ａ、１０７ｂ　第１ポリマー部
１０８ａ、１０８ｂ　第２ポリマー部
１０９ａ、１０９ｂ　自己組織化相
１１０ａ、１１０ｂ　ホールパターン
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【図１４】
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【図１６】
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