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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被エッチング膜を有する基板上の第１領域及び第２領域にハードマスク層を形成するハ
ードマスク層形成段階と、
　前記第１領域では第１パターン密度を有し、前記第２領域では前記第１パターン密度よ
り大きい第２パターン密度を有し前記第１領域より小さいピッチで反復して形成される複
数のマスクパターンと、前記第２領域で前記複数のマスクパターンの両側壁を所定の幅で
覆うバッファ層と、を前記ハードマスク層上に形成する、マスクパターン及びバッファ層
形成段階と、
　前記複数のマスクパターンをエッチングマスクとして前記第１領域で前記被エッチング
膜の第１表面が露出されるまで、第１エッチング雰囲気下で、前記第１領域及び第２領域
で前記バッファ層及びハードマスク層をＲＩＥ（ｒｅａｃｔｉｖｅ ｉｏｎ ｅｔｃｈｉｎ
ｇ）方式でエッチングする第１エッチング段階と、
　前記第１領域では前記被エッチング膜の第１表面が露出されており、前記第２領域では
前記被エッチング膜が露出されていない状態で、前記複数のマスクパターンをエッチング
マスクとして、前記第１エッチング雰囲気下よりポリマー副産物発生量の多い第２エッチ
ング雰囲気下で、前記第１領域で露出されている前記被エッチング膜の第１表面上にポリ
マー副産物を堆積させつつ、前記第２領域では前記ハードマスク層を前記被エッチング膜
の第２表面が露出されるまでエッチングしてハードマスクパターンを形成する第２エッチ
ング段階と、
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　前記被エッチング膜の第１表面を露出するまで前記第１表面上に堆積されたポリマー副
産物を除去するポリマー副産物除去段階と、
　前記ハードマスクパターンをエッチングマスクとして前記被エッチング膜の露出された
第１表面及び第２表面をエッチングして被エッチング膜パターンを形成する被エッチング
膜パターン形成段階と、
　を含むことを特徴とする半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項２】
　前記マスクパターン及びバッファ層形成段階は、
　前記第２領域で前記複数のマスクパターンの両側壁をそれぞれａ及びｂの幅で覆うよう
に前記バッファ層を形成し、
　前記第１領域で相互に隣接した２個の前記マスクパターン間の間隔は２（ａ＋ｂ）より
大きく形成することを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項３】
　前記第１エッチング雰囲気及び前記第２エッチング雰囲気は、それぞれＯ2を含む同じ
エッチングガス成分からなり、
　前記第２エッチング雰囲気でのＯ2流量は前記第１エッチング雰囲気でのＯ2流量より少
ないことを特徴とする請求項１または２に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項４】
　前記第１エッチング雰囲気及び前記第２エッチング雰囲気は、それぞれ同じエッチング
ガス成分からなり、
　前記第２エッチング雰囲気の温度は、前記第１エッチング雰囲気の温度より低いことを
特徴とする請求項１または２に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項５】
　前記バッファ層及び前記ハードマスク層は酸化膜からなり、
　前記マスクパターンは、ポリシリコン膜からなり、
　前記第１エッチング雰囲気及び前記第２エッチング雰囲気は、ＣxＦy（ｘ及びｙは、そ
れぞれ１～１０の整数）、Ｏ2及びＡｒの混合ガスからなることを特徴とする請求項１～
４のいずれか一項に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項６】
　前記第１エッチング段階の後、前記第２エッチング段階の前に、前記被エッチング膜の
第１表面が露出されたとき、前記第１エッチング雰囲気を前記第２エッチング雰囲気に切
り換える切り換え段階をさらに含み、
　前記切り換え段階における前記第２エッチング雰囲気の条件は、Ｏ2の流量を除き第１
エッチング雰囲気と同一に維持しつつ、Ｏ2の流量を減らすことを特徴とする請求項３に
記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項７】
　前記第１エッチング段階の後、前記第２エッチング段階の前に、前記被エッチング膜の
第１表面が露出されたとき、前記第１エッチング雰囲気を前記第２エッチング雰囲気に切
り換える切り換え段階をさらに含み、
　前記切り換え段階における前記第２エッチング雰囲気の条件は、エッチング温度を除き
第１エッチング雰囲気と同一に維持しつつ、前記第２エッチング雰囲気でのエッチング温
度を前記第１エッチング雰囲気でのエッチング温度より低くすることを特徴とする請求項
４に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項８】
　前記ポリマー副産物除去段階は、プラズマ方式のドライエッチング工程を用いて前記ポ
リマー副産物を除去することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の半導体素
子の微細パターン形成方法。
【請求項９】
　前記ポリマー副産物除去段階は、ＣＨＦ3及びＣＨ2Ｆ2のうちから選択された少なくと
も１つのガス、Ｏ2及びＡｒの混合ガスを使用するプラズマ方式のドライエッチング工程
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を用いて前記ポリマー副産物を除去することを特徴とする請求項５に記載の半導体素子の
微細パターン形成方法。
【請求項１０】
　前記ポリマー副産物除去段階は、アッシング及びストリップ工程を用いて前記ポリマー
副産物を除去することを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の微細パターン形成方法
。
【請求項１１】
　前記第１エッチング段階は、前記第１領域には前記複数のマスクパターンの間に前記ハ
ードマスク層が露出しており、前記第２領域には前記複数のマスクパターンの間に前記バ
ッファ層が露出している状態で行なわれることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一
項に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１２】
　前記被エッチング膜は、金属、半導体、または絶縁物質からなることを特徴とする請求
項１～１１のいずれか一項に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１３】
　前記複数のマスクパターンは、前記第１領域及び第２領域にそれぞれ形成される第１マ
スクパターンと、前記第２領域にのみ形成される第２マスクパターンと、を含み、
　前記マスクパターン及びバッファ層形成段階は、
　前記第１領域では前記第１マスクパターンは前記第１パターン密度を有する所定のピッ
チで反復形成され、前記第２領域では前記第１マスクパターンは前記第２パターン密度よ
り２倍大きい第３パターン密度を有する第１ピッチで反復形成される、複数の第１マスク
パターンを形成する段階と、
　前記第１マスクパターンの上面及び側壁と前記ハードマスク層の上面を覆う前記バッフ
ァ層を形成する段階と、
　前記第２領域で前記複数の第１マスクパターンのうち、相互に隣接した２個の第１マス
クパターン間に１個ずつ位置する複数の第２マスクパターンを前記バッファ層上に形成す
る段階と、を含むことを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の半導体素子の
微細パターン形成方法。
【請求項１４】
　前記バッファ層は、前記複数の第１マスクパターンのうち、相互に隣接した２個の第１
マスクパターン間の位置にリセスが形成された上面を有して形成され、
　前記第２マスクパターンは、前記バッファ層の上面に形成された前記リセス内に形成さ
れることを特徴とする請求項１３に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１５】
　前記第２マスクパターンは、前記第１マスクパターンと同じ水平面上に形成されること
を特徴とする請求項１３に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１６】
　前記第２マスクパターンが形成された後、前記第１マスクパターンの上面が露出される
まで前記バッファ層の一部を除去する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記
載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１７】
　前記複数の第１マスクパターンを形成した後、前記バッファ層を形成する前に、前記複
数の第１マスクパターンの間に露出された前記ハードマスク層をその上面から第１厚さ除
去して、前記ハードマスク層の上面に低い表面部を形成する段階をさらに含むことを特徴
とする請求項１３に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１８】
　前記第１厚さは、前記第２領域における前記第１マスクパターンの幅と同じ寸法を有す
ることを特徴とする請求項１７に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項１９】
　前記第２領域における前記第１マスクパターンは、前記第１ピッチの１／４の幅を有し
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て形成されることを特徴とする請求項１３に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【請求項２０】
　前記第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、ポリシリコン膜からなり、前記バ
ッファ層及びハードマスク層は、酸化膜からなることを特徴とする請求項１３～１９のい
ずれか一項に記載の半導体素子の微細パターン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の微細パターン形成方法に関し、特にダブルパターニング（ｄｏ
ｕｂｌｅ　ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ）工程により形成される微細ピッチのハードマスクパタ
ーンを用いる半導体素子の微細パターン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高集積化された半導体素子の製造には、パターン微細化が必須である。狭い面積に多く
の素子を集積させるためには、個別素子の大きさをできるだけ小さく形成せねばならず、
このためには形成しようとするパターンそれぞれの幅とパターン間の間隔との和であるピ
ッチ（ｐｉｔｃｈ）を小さくせねばならない。最近、半導体素子のデザインルールが急激
に縮小されることによって、半導体素子の形成に必要なパターンを形成するためのフォト
リソグラフィ工程において解像限界により、微細ピッチを有するパターンの形成に限界が
ある。特に、基板に活性領域を定義する素子分離領域を形成するためのフォトリソグラフ
ィ工程、またはラインアンドスペースパターン（ｌｉｎｅ　ａｎｄ　ｓｐａｃｅ　ｐａｔ
ｔｅｒｎ、以下、“Ｌ／Ｓパターン”と称する）の形成のためのフォトリソグラフィ工程
において解像限界によって微細ピッチを有する所望のパターンを形成するのに限界がある
。
【０００３】
　このようなフォトリソグラフィ工程における解像限界を克服するために、ダブルパター
ニング工程を用いて微細ピッチを有するハードマスクパターンを形成する方法が提案され
ている。
【０００４】
　しかし、半導体基板上のセルアレイ領域のようにパターン密度が比較的高い領域と、周
辺回路領域またはコア領域のようにパターン密度が比較的低い領域とに同時に所定のパタ
ーンを形成しようとしたとき、パターン密度の高い領域でのみ選択的にダブルパターニン
グ工程を適用させるために、形成しようとするパターンを領域ごとに異なるピッチで形成
しうるダブルパターニング工程を開発する必要がある。特に、形成しようとするパターン
密度が異なる各領域で相異なるピッチのパターンを同時に形成する時、各領域でのパター
ン密度差によって領域ごとにエッチング率が変わりうる。このようなパターン密度差によ
るエッチング率差によって後続のエッチング工程時にエッチングにより除去されねばなら
ない膜厚が各領域でのパターン密度によって異なりうる。その結果、パターン密度差によ
って各領域で所望のパターン形状が得られない結果が引き起こされる。したがって、パタ
ーン密度が異なる複数の領域で同時に所定のパターンを形成しようとする時、パターン密
度によって除去されねばならない膜の厚さに差がある場合に発生する問題を解決する新た
なダブルパターニング工程の開発が必要とされていた。
【特許文献１】韓国登録特許０２５７１４９号明細書
【特許文献２】韓国登録特許０１６５３３９号明細書
【特許文献３】米国特許第６２３９００８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものである。すなわち、フォトリ
ソグラフィ工程における解像限界を克服し、微細ピッチのパターンの形成を実現するダブ
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ルパターニング工程を用いて、同じ基板上に多様な大きさ及びピッチのパターンを同時に
形成する場合に、パターン密度の異なる複数の領域においてそれぞれ除去されねばならな
い膜厚の差によって生じる上記問題を解決する半導体素子の微細パターン形成方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明に係る半導体素子の微細パターン形成方法は、被エ
ッチング膜を有する基板上の第１領域及び第２領域にハードマスク層を形成するハードマ
スク層形成段階と、第１領域では第１パターン密度を有し、第２領域では第１パターン密
度より大きい第２パターン密度を有して反復して形成される複数のマスクパターンと、第
２領域で複数のマスクパターンの両側壁を所定の幅で覆うバッファ層と、をハードマスク
層上に形成する、マスクパターン及びバッファ層形成段階と、複数のマスクパターンをエ
ッチングマスクとして第１領域で被エッチング膜の第１表面が露出されるまで、第１エッ
チング雰囲気下で、第１領域及び第２領域でバッファ層及びハードマスク層をＲＩＥ（ｒ
ｅａｃｔｉｖｅ　ｉｏｎ　ｅｔｃｈｉｎｇ）方式でエッチングする第１エッチング段階と
、第１領域では被エッチング膜の第１表面が露出されており、第２領域では被エッチング
膜が露出されていない状態で、複数のマスクパターンをエッチングマスクとして、第１エ
ッチング雰囲気下よりポリマー副産物発生量の多い第２エッチング雰囲気下で、第１領域
で露出されている被エッチング膜の第１表面上にポリマー副産物を堆積させつつ、第２領
域ではハードマスク層を被エッチング膜の第２表面が露出されるまでエッチングしてハー
ドマスクパターンを形成する第２エッチング段階と、被エッチング膜の第１表面を露出す
るまで第１表面上に堆積されたポリマー副産物を除去するポリマー副産物除去段階と、ハ
ードマスクパターンをエッチングマスクとして被エッチング膜の露出された第１表面及び
第２表面をエッチングして被エッチング膜パターンを形成する被エッチング膜パターン形
成段階と、を含む。
【０００７】
　マスクパターン及びバッファ層形成段階は、第２領域で複数のマスクパターンの両側壁
をそれぞれａ及びｂの幅で覆うようにバッファ層を形成し、第１領域で相互に隣接した２
個のマスクパターン間の間隔は２（ａ＋ｂ）より大きく形成しうる。
【０００８】
　第１エッチング雰囲気及び第２エッチング雰囲気は、それぞれＯ２を含む同じエッチン
グガス成分からなり、第２エッチング雰囲気でのＯ２流量は第１エッチング雰囲気でのＯ

２流量より少なくしうる。
【０００９】
　第１エッチング雰囲気及び第２エッチング雰囲気は、それぞれ同じエッチングガス成分
からなり、第２エッチング雰囲気の温度は、第１エッチング雰囲気の温度より低くしうる
。
【００１０】
　バッファ層及び前記ハードマスク層は酸化膜からなり、マスクパターンは、ポリシリコ
ン膜からなり、第１エッチング雰囲気及び第２エッチング雰囲気は、ＣｘＦｙ（ｘ及びｙ
は、それぞれ１～１０の整数）、Ｏ２及びＡｒの混合ガスからなりうる。
【００１１】
　第１エッチング段階の後、第２エッチング段階の前に、被エッチング膜の第１表面が露
出されたとき、第１エッチング雰囲気を第２エッチング雰囲気に切り換える切り換え段階
をさらに含み、切り換え段階における第２エッチング雰囲気の条件は、Ｏ２の流量を除き
第１エッチング雰囲気と同一に維持しつつ、Ｏ２の流量を減らしうる。
【００１２】
　第１エッチング段階の後、第２エッチング段階の前に、被エッチング膜の第１表面が露
出されたとき、第１エッチング雰囲気を第２エッチング雰囲気に切り換える切り換え段階
をさらに含み、切り換え段階における第２エッチング雰囲気の条件は、エッチング温度を
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除き第１エッチング雰囲気と同一に維持しつつ、第２エッチング雰囲気でのエッチング温
度を第１エッチング雰囲気でのエッチング温度より低くしうる。
【００１３】
　ポリマー副産物除去段階は、プラズマ方式のドライエッチング工程を用いてポリマー副
産物を除去しうる。
【００１４】
　ポリマー副産物除去段階は、ＣＨＦ３及びＣＨ２Ｆ２のうちから選択された少なくとも
１つのガス、Ｏ２及びＡｒの混合ガスを使用するプラズマ方式のドライエッチング工程を
用いてポリマー副産物を除去しうる。
【００１５】
　ポリマー副産物除去段階は、アッシング及びストリップ工程を用いてポリマー副産物を
除去しうる。
【００１６】
　第１エッチング段階は、第１領域には複数のマスクパターンの間にハードマスク層が露
出しており、第２領域には複数のマスクパターンの間にバッファ層が露出している状態で
行なわれうる。
【００１７】
　被エッチング膜は、金属、半導体、または絶縁物質からなりうる。
【００１８】
　複数のマスクパターンは、第１領域及び第２領域にそれぞれ形成される第１マスクパタ
ーンと、第２領域にのみ形成される第２マスクパターンと、を含み、マスクパターン及び
バッファ層形成段階は、第１領域では第１マスクパターンは第１パターン密度を有する所
定のピッチで反復形成され、第２領域では第１マスクパターンは第２パターン密度より２
倍大きい第３パターン密度を有する第１ピッチで反復形成される、複数の第１マスクパタ
ーンを形成する段階と、第１マスクパターンの上面及び側壁とハードマスク層の上面を覆
うバッファ層を形成する段階と、第２領域で複数の第１マスクパターンのうち、相互に隣
接した２個の第１マスクパターン間に１個ずつ位置する複数の第２マスクパターンをバッ
ファ層上に形成する段階と、を含みうる。
【００１９】
　バッファ層は、複数の第１マスクパターンのうち、相互に隣接した２個の第１マスクパ
ターン間の位置にリセスが形成された上面を有して形成され、第２マスクパターンは、バ
ッファ層の上面に形成されたリセス内に形成されうる。
【００２０】
　第２マスクパターンは、第１マスクパターンと同じ水平面上に形成されうる。
【００２１】
　第２マスクパターンが形成された後、第１マスクパターンの上面が露出されるまでバッ
ファ層の一部を除去する段階をさらに含みうる。
【００２２】
　複数の第１マスクパターンを形成した後、バッファ層を形成する前に、複数の第１マス
クパターンの間に露出されたハードマスク層をその上面から第１厚さ除去して、ハードマ
スク層の上面に低い表面部を形成する段階をさらに含みうる。
【００２３】
　第１厚さは、第２領域における第１マスクパターンの幅と同じ寸法を有しうる。
【００２４】
　第２領域における第１マスクパターンは、第１ピッチの１／４の幅を有して形成されう
る。
【００２５】
　第１マスクパターン及び第２マスクパターンは、ポリシリコン膜からなり、バッファ層
及びハードマスク層は、酸化膜からなりうる。
【００２６】
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　本発明によれば、パターン密度が互いに異なる各領域でエッチングされるべき膜の厚さ
が互いに異なる場合にも、該厚さ差による段差が被エッチング膜に転写されることを効果
的に防止することによってフォトリソグラフィ工程での解像限界を克服できる微細ピッチ
のパターンを容易に実現できる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る半導体素子の微細パターン形成方法は、ダブルパターニング工程を用いて
同じ基板上に多様な大きさ及びピッチのパターンを同時に形成するに当たって、パターン
密度の異なる各領域でエッチングされねばならない厚さが異なる場合に、パターン密度に
よって相異なる厚さを有する膜をエッチングするために、ポリマー副産物の発生量を変化
させる２段階エッチング工程を用いる。本発明に係る微細パターン形成方法で用いられる
２段階エッチング工程においては、第１エッチング段階で、ポリマー副産物の発生が抑制
される条件下で低密度パターン領域において被エッチング膜が露出されるまで、低密度パ
ターン領域及び高密度パターン領域でＲＩＥ方式のエッチング工程を行う。低密度パター
ン領域で被エッチング膜の表面が露出された時点でエッチング雰囲気をポリマー副産物を
多量に発生させる条件に変更し、低密度パターン領域では、露出された被エッチング膜上
にポリマー副産物が堆積され、高密度パターン領域ではハードマスク層がエッチングされ
るようにｉＲＩＥラグ工程による第２エッチング段階を行う。
【００２８】
　したがって、本発明に係る半導体素子の微細パターン形成方法によれば、パターン密度
の異なる各領域でエッチングされなければならない膜の厚さが異なる場合においても、エ
ッチングされなければならない膜の厚さの差による段差が被エッチング膜に転写されるこ
とを効果的に防止し、これにより、フォトリソグラフィ工程での解像限界を克服しうる微
細ピッチのパターンを容易に実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の望ましい実施形態について添付した図面を参照して詳細に説明する。
【００３０】
　図１Ａ～図１Ｋは、本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方
法を工程順序によって示す断面図である。
【００３１】
　図１Ａを参照すれば、基板１００の低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂに
それぞれ被エッチング膜１２０を形成する。基板１００は、通常の半導体基板でありうる
。
【００３２】
　基板１００の低密度パターン領域Ａは、単位面積当りパターン密度が比較的低い領域で
あって、例えば、周辺回路領域またはコア領域でありうる。または、低密度パターン領域
Ａは、セルアレイ領域のうち、形成しようとするパターンの密度が比較的低い領域であり
うる。高密度パターン領域Ｂは、低密度パターン領域Ａに比べて単位面積当りのパターン
密度が高い領域であって、例えば、セルアレイ領域の一部でありうる。
【００３３】
　被エッチング膜１２０は、半導体素子を構成するために微細ピッチで反復配置される複
数のパターンを形成するための導電層または絶縁層であって、金属、半導体、または絶縁
物質からなりうる。例えば、被エッチング膜１２０は、タングステン（Ｗ）、タングステ
ンシリサイド、ポリシリコン、アルミニウム（Ａｌ）、またはこれらの組合せからなりう
る。基板１００に微細ピッチで反復配置される素子分離領域を形成しようとする場合、被
エッチング膜１２０は省略可能である。本実施形態では、被エッチング膜１２０から微細
パターンを形成する場合を例として説明する。
【００３４】
　被エッチング膜１２０上にハードマスク層１２４を形成する。ハードマスク層１２４は
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、被エッチング膜１２０の材料及び形成しようとするパターンの用途によって多様な物質
からなりうる。例えば、ハードマスク層１２４は、酸化膜、窒化膜、またはこれらの組合
せからなりうる。もしくは、被エッチング膜１２０が絶縁膜または導電膜である場合、ハ
ードマスク層１２４は、被エッチング膜１２０材料によってエッチング選択比を提供しう
る物質からなる。例えば、ハードマスク層１２４は、熱酸化膜、ＣＶＤ（ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　ｖａｐｏｒｄｅ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）酸化膜、ＵＳＧ膜（ｕｎｄｏｐｅｄ　ｓｉｌｉ
ｃａｔｅ　ｇｌａｓｓ　ｆｉｌｍ）及びＨＤＰ酸化膜（ｈｉｇｈ　ｄｅｎｓｉｔｙ　ｐｌ
ａｓｍａ　ｏｘｉｄｅ　ｆｉｌｍ）よりなる群から選択される少なくとも１つの酸化膜か
らなりうる。または、ハードマスク層１２４は、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ、ＳｉＢＮ及びＢＮよ
りなる群から選択される少なくとも１つの膜からなりうる。もしくは、ハードマスク層１
２４は、先に例示した酸化膜のうちから選択される少なくとも１つの酸化膜と、先に例示
した窒化膜のうちから選択される少なくとも１つの窒化膜と、で構成される多重層からな
ることもできる。
【００３５】
　図１Ｂを参照すれば、通常のフォトリソグラフィ工程を用いてハードマスク層１２４上
に複数の第１マスクパターン１３０を形成する。
【００３６】
　基板１００上の低密度パターン領域Ａにおいては、複数の第１マスクパターン１３０は
、被エッチング膜１２０に最終的に形成しようとするパターンのピッチＰＡと同じピッチ
ＰＡで反復形成されるパターンで形成される。そして、基板１００上の高密度パターン領
域Ｂにおいては、複数の第１マスクパターン１３０は、被エッチング膜１２０に最終的に
形成しようとするパターンのピッチＰＢより２倍大きい第１ピッチ２ＰＢを有するように
形成される。
【００３７】
　高密度パターン領域Ｂにおける第１マスクパターン１３０の第１幅Ｗ１は、第１ピッチ
２ＰＢの１／４の値を有するように設計されうる。第１マスクパターン１３０は、例えば
、基板１００上で第１ピッチ２ＰＢを有して所定の方向に反復形成される複数のラインパ
ターンからなりうる。
【００３８】
　ハードマスク層１２４が酸化膜からなる場合、第１マスクパターン１３０は、ポリシリ
コン膜、またはＳｉＯＮ、ＳｉＮ、ＳｉＢＮ、ＢＮのような窒化膜からなりうる。ハード
マスク層１２４が窒化膜からなる場合、第１マスクパターン１３０は酸化膜からなりうる
。
【００３９】
　図１Ｃを参照すれば、低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂで複数の第１マ
スクパターン１３０間で露出されるハードマスク層１２４をその上面から第１厚さｄ除去
してハードマスク層１２４の低い表面部１２４ａを形成する。
【００４０】
　望ましくは、第１厚さｄは、高密度パターン領域Ｂに形成された第１マスクパターン１
３０の第１幅Ｗ１と同じ寸法とする。
【００４１】
　ハードマスク層１２４の上面に低い表面部１２４ａを形成するためにドライエッチング
工程を行いうる、例えば、図１Ｂを参照して説明した第１マスクパターン１３０の形成工
程で、第１マスクパターン１３０形成のためのドライエッチング工程時、第１マスクパタ
ーン１３０の形成後、連続的にオーバーエッチングを行なって、低い表面部１２４ａを形
成しうる。他の方法として、低い表面部１２４ａを形成するための別途のドライエッチン
グ工程も行いうる。
【００４２】
　図１Ｄを参照すれば、複数の第１マスクパターン１３０及びこれらの間で露出されるハ
ードマスク層１２４上にバッファ層１４０を形成する。
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【００４３】
　バッファ層１４０は、第１マスクパターン１３０の上面及び側壁と、ハードマスク層１
２４の低い表面部１２４ａをそれぞれ均一な厚さに覆うように形成される。望ましくは、
バッファ層１４０は、第１マスクパターン１３０とハードマスク層１２４の低い表面部１
２４ａをそれぞれ第１厚さｄと同じ厚さに均一に覆うように形成される。さらに望ましく
は、バッファ層１４０の上面により限定されるリセス１４２の第２幅Ｗ２が第１マスクパ
ターン１３０の第１幅Ｗ１と同じ寸法を有するようにバッファ層１４０の厚さを決定する
。
【００４４】
　高密度パターン領域Ｂで、バッファ層１４０は、第１マスクパターン１３０の上面及び
側壁を均一な厚さに覆うように形成される。望ましくは、高密度パターン領域Ｂで第１マ
スクパターン１３０の側壁を覆うバッファ層１４０の幅ａ、ｂは、第１ピッチ２ＰＢの１
／４の値、すなわち、第１マスクパターン１３０の幅Ｗ１と同じ値になるように形成され
うる。その結果、高密度パターン領域Ｂで、複数の第１マスクパターン１３０のうち、相
互に隣接した２個の第１マスクパターン１３０間の位置でバッファ層１４０の上面にはリ
セス１４２が形成される。
【００４５】
　低密度パターン領域Ａにおいて複数の第１マスクパターン１３０のうち、相互に隣接し
た２個の第１マスクパターン１３０間の間隔が、高密度パターン領域Ｂにおけるそれより
小さい場合、すなわち、図１Ｄで相互隣接した２個の第１マスクパターン１３０間の間隔
ｄ１が、高密度パターン領域Ｂにおける第１マスクパターン１３０の両側壁を覆うバッフ
ァ層１４０の幅ａ及びｂの和以下である場合［ｄ１≦ａ＋ｂ］には、間隔ｄ１の範囲内で
バッファ層１４０の上面にリセス１４２が形成されない。
【００４６】
　また、低密度パターン領域Ａにおいて、複数の第１マスクパターン１３０のうち、相互
に隣接した２個の第１マスクパターン１３０間の間隔が、高密度パターン領域Ｂにおける
それより大きい場合、特に、相互に隣接した２個の第１マスクパターン１３０間の間隔ｄ

２が高密度パターン領域Ｂで第１マスクパターン１３０の側壁を覆うバッファ層１４０の
幅ａ及びｂの和の２倍より大きい場合［ｄ２＞２（ａ＋ｂ）］には、間隔ｄ２範囲内でバ
ッファ層１４０の上面にリセス１４２が形成される。
【００４７】
　バッファ層１４０は、ハードマスク層１２４をパターニングするためのエッチングマス
クとして使われる第１マスクパターン１３０の高さと、後続する工程でリセス１４２内に
形成される第２マスクパターン（図１Ｆの「１５０ａ」を参照）の高さと、を相互に同一
にするためのバッファとしての役割を行う。
【００４８】
　バッファ層１４０は、ハードマスク層１２４と同様のエッチング特性を有する物質から
なりうる。例えば、バッファ層１４０は、ハードマスク層１２４の構成物質と同じ物質か
らなりうる。バッファ層１４０は、ハードマスク層１２４とエッチング特性は同様である
が、互いに異なる物質からなってもよい。例として、ハードマスク層１２４及びバッファ
層１４０は、それぞれ酸化膜からなりうる。また、バッファ層１４０は、ＡＬＤ（ａｔｏ
ｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法によって形成された酸化膜または窒化膜
からなりうる。他の例として、第１マスクパターン１３０がポリシリコン膜からなる場合
、ハードマスク層１２４はＰＥＯＸ（ｐｌａｓｍａ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｏｘｉｄｅ）膜
、バッファ層１４０はＡＬＤ方法によって形成された酸化膜からなりうる。
【００４９】
　図１Ｅを参照すれば、バッファ層１４０上に第２マスク層１５０を形成する。第２マス
ク層１５０は、第１マスクパターン１３０と同様のエッチング特性を有する物質からなり
うる。第２マスク層１５０は、第１マスクパターン１３０と同じ物質、または、エッチン
グ特性が同様で異なる物質からなりうる。例えば、第１マスクパターン１３０及び第２マ
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スク層１５０は、それぞれポリシリコン膜からなりうる。第１マスクパターン１３０は、
窒化膜からなり、第２マスク層１５０は、ポリシリコン膜からなりうる。その反対の場合
もありうる。
【００５０】
　高密度パターン領域Ｂで、バッファ層１４０の上面に形成されたリセス１４２は、第２
マスク層１５０により充填される。第１マスクパターン１３０の側壁を覆うバッファ層１
４０の幅ａ、ｂが第１ピッチ２ＰＢの１／４の値を有する場合、高密度パターン領域Ｂで
第２マスク層１５０のうち、リセス１４２内に充填された部分の幅Ｗ２は、第１ピッチ２
ＰＢの１／４の値、すなわち、第１マスクパターン１３０の幅Ｗ１と同じ値となる。第２
マスク層１５０は、リセス１４２内で第１マスクパターン１３０の延長方向と同じ方向に
延びる。
【００５１】
　低密度パターン領域Ａにおいて、相互に隣接した２個の第１マスクパターン１３０間の
間隔が狭い場合、すなわち、第１マスクパターン１３０間の間隔ｄ１がバッファ層１４０
の幅ａ及びｂの和以下［ｄ１≦ａ＋ｂ］である場合には、間隔ｄ１内の領域では、第２マ
スク層１５０は、リセス１４２内に延びることがない。なぜなら、第１マスクパターン１
３０の側壁を覆うバッファ層１４０の幅ａ、ｂが第１ピッチ２ＰＢの１／４の値を有する
とき、バッファ層１４０の上面にリセス１４２が形成されないからである。一方、低密度
パターン領域Ａにおいて、相互に隣接した２個の第１マスクパターン１３０の間隔が高密
度パターン領域Ｂにおけるそれより大きい場合、特に、相互に隣接した２個の第１マスク
パターン１３０間の間隔ｄ２が高密度パターン領域Ｂにおける第１マスクパターン１３０
の側壁を覆うバッファ層１４０の幅ａ及びｂの和の２倍より大きい［ｄ２＞２（ａ＋ｂ）
］部分では、バッファ層１４０の上面に形成されたリセス１４２部分に第２マスク層１５
０が形成された後、間隔ｄ２に含まれる領域内で第２マスク層１５０の上面に段差が形成
され、リセス１４２の一部が、該段差によって所定の幅Ｗ３だけ現れうる。
【００５２】
　図１Ｆを参照すれば、第２マスク層１５０の一部を除去して高密度パターン領域Ｂにお
いてリセス１４２内に第２マスクパターン１５０ａを形成する。
【００５３】
　その結果、高密度パターン領域Ｂにおいては、リセス１４２内で第１マスクパターン１
３０の延長方向と同じ方向に延びる第２マスクパターン１５０ａからなる複数のラインパ
ターンが形成される。そして、複数の第２マスクパターン１５０ａ間で前記第１マスクパ
ターン１３０を覆っているバッファ層１４０が露出する。高密度パターン領域Ｂにおいて
リセス１４２内に残っている第２マスクパターン１５０ａは、第１マスクパターン１３０
とほぼ同じ水平面上に位置する。
【００５４】
　一方、低密度パターン領域Ａにおいては、バッファ層１４０の上部にあった第２マスク
層１５０の部分と同様に、相互に隣接した２個の第１マスクパターン１３０間の間隔ｄ２

がｄ２＞２（ａ＋ｂ）である領域でリセス１４２内にあった第２マスク層１５０まで十分
に除去される。その結果、低密度パターン領域Ａにおいて、第１マスクパターン１３０を
覆っているバッファ層１４０が全体的に露出される。
【００５５】
　第２マスク層１５０の一部を除去するとき、高密度パターン領域Ｂにおいて第２マスク
パターン１５０ａの上面が第１マスクパターン１３０の上面と同じ位置になるように第１
マスク層１５０のエッチング量を調節しうる。第２マスク層１５０の一部を除去するため
に、例えば、湿式エッチング法を利用しうる。
【００５６】
　図１Ｇを参照すれば、バッファ層１４０の露出部分、すなわち、バッファ層１４０のう
ち第１マスクパターン１３０の上面を覆っている部分を除去して低密度パターン領域Ａ及
び高密度パターン領域Ｂでそれぞれ第１マスクパターン１３０の上面を露出させる。その
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結果、高密度パターン領域Ｂにおいては、第１マスクパターン１３０の上面及び第２マス
クパターン１５０ａの上面が共に露出された構造が得られる。
【００５７】
　この際、低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂでは、パターン密度差によっ
てバッファ層１４０のエッチング率が異なって現れる。すなわち、高密度パターン領域Ｂ
で第１マスクパターン１３０の上面が露出されるまでバッファ層１４０がエッチングされ
る間に、低密度パターン領域Ａのうち、第１マスクパターン１３０の間隔ｄ２がｄ２＞２
（ａ＋ｂ）である領域では、バッファ層１４０がほとんど除去されて、ハードマスク層１
２４の上面が露出されるか、ハードマスク層１２４の一部が過度エッチングされうる。図
１Ｇに示したように、低密度パターン領域Ａのうち、第１マスクパターン１３０の間隔ｄ

１がｄ１≦ａ＋ｂである領域では、高密度パターン領域Ｂと同じ態様で第１マスクパター
ン１３０の上面が露出された時点で、相互に隣接した２個の第１マスクパターン１３０間
の領域にバッファ層１４０が残りうる。
【００５８】
　図１Ｈ及び図１Ｉを参照すれば、第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１
５０ａをエッチングマスクとして、これら間で露出されるバッファ層１４０及びハードマ
スク層１２４をエッチングして被エッチング膜１２０の上面を露出させる。このために互
いに異なるエッチング雰囲気が組成される第１エッチング工程及び第２エッチング工程を
順次に行う。
【００５９】
　被エッチング膜１２０の上面が露出されるまでバッファ層１４０及びハードマスク層１
２４をエッチングするための第１エッチング工程（図１Ｈを参照）及び第２エッチング工
程（図１Ｉを参照）についてさらに詳細に説明する。
【００６０】
　図１Ｈを参照すれば、ＲＩＥ法のドライエッチング工程を用いて第１マスクパターン１
３０及び第２マスクパターン１５０ａをエッチングマスクとして、これらの間で露出され
たバッファ層１４０及びハードマスク層１２４をエッチングする第１エッチング工程を行
う。
【００６１】
　バッファ層１４０及びハードマスク層１２４がそれぞれ酸化膜系列の物質からなり、第
１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａがそれぞれポリシリコン膜から
なる場合、バッファ層１４０及びハードマスク層１２４をエッチングするために第１エッ
チング工程におけるエッチングガスとしてＣｘＦｙ（ｘ及びｙはそれぞれ１～１０の整数
）、Ｏ２及びＡｒの混合ガスを使用しうる。ＣｘＦｙガスとして、例えば、Ｃ４Ｆ６また
はＣ４Ｆ８を使用しうる。ここで、低密度パターン領域Ａにおいて被エッチング膜１２０
の上面が露出されるまで、エッチング工程中にポリマー副産物の生成が抑制されるエッチ
ング雰囲気を組成する。ポリマー副産物生成が抑制されるエッチング雰囲気を組成するた
めに、エッチングガスのうち、Ｏ２ガス及びＣｘＦｙガスの流量比（Ｏ２ガスの流量／Ｃ

ｘＦｙガスの流量、体積比）をＯ２ガスの流量が比較的高い第１流量比に設定したエッチ
ング雰囲気を組成しうる。例えば、第１エッチング工程でＣｘＦｙ、Ｏ２及びＡｒをそれ
ぞれ３０ｓｃｃｍ、５５ｓｃｃｍ及び１０００ｓｃｃｍの流量で供給しうる。この場合、
Ｏ２ガス及びＣｘＦｙガスの第１流量比（Ｏ２ガス流量：ＣｘＦｙガスの流量）は５５：
３０である。本実施形態で例示された第１流量比は制限的なものではなく、パターンの大
きさ及び密度、各膜質の種類によって変わりうる。第１エッチング工程は、常温で行なわ
れる。
【００６２】
　ここで、バッファ層１４０及びハードマスク層１２４のエッチングにおいて、図１Ｇに
それぞれ示されたように既にハードマスク層１２４の上面が露出されている低密度パター
ン領域Ａにおいては、被エッチング膜１２０を露出させるために残っているハードマスク
層１２４の厚さに対応する第１厚さＴ１をエッチングしなければならず、高密度パターン
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領域Ｂにおいては被エッチング膜１２０を露出させるために、ハードマスク層１２４及び
その上に残っているバッファ層１４０の厚さの和である第２厚さＴ２をエッチングしなけ
ればならない。このような低密度パターン領域Ａと高密度パターン領域Ｂにおけるエッチ
ング厚さの差によって、第１エッチング工程を行う間に、高密度パターン領域Ｂではハー
ドマスク層１２４のエッチングが完了していない状態となり、低密度パターン領域Ａでは
ハードマスク層１２４のエッチングが完了し被エッチング膜１２０が先に露出された状態
となる。すなわち、低密度パターン領域Ａのうち、第１マスクパターン１３０の間隔ｄ２

がｄ２＞２（ａ＋ｂ）である領域において、ハードマスク層１２４が除去されて、被エッ
チング膜１２０の上面が露出された時点では、高密度パターン領域Ｂにおいてはハードマ
スク層１２４の一部がエッチングされずに残っている状態にある。この状態で第１エッチ
ング工程を進行させ続けた場合、低密度パターン領域Ａでは被エッチング膜１２０までオ
ーバーエッチングされて、図１Ｇに示したエッチング厚さ（Ｔ１、Ｔ２）の差が被エッチ
ング膜１２０までそのまま転写されうる。したがって、このようなことを防止するために
、低密度パターン領域Ａにおいて被エッチング膜１２０の上面が露出された時点、特に、
第１マスクパターン１３０の間隔ｄ２がｄ２＞２（ａ＋ｂ）である領域で被エッチング膜
１２０の上面が露出された時点で第１エッチング工程を終了させる。
【００６３】
　次いで、図１Ｉを参照すれば、第１エッチング工程に連続してインサイチュ（ｉｎ－ｓ
ｉｔｕ）で第２エッチング工程を進行させる。第２エッチング工程では、第１エッチング
工程後に残っているハードマスク層１２４の残留部分のうち、相互に隣接した２個の第１
マスクパターン１３０間、または第１マスクパターン１３０と第２マスクパターン１５０
ａとの間に存在する残り部分を除去し、低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂ
でそれぞれ第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａの間で被エッチン
グ膜１２０の上面を露出させる。
【００６４】
　低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂでそれぞれ被エッチング膜１２０の上
面が露出されるまでハードマスク層１２４をエッチングするために、ｉＲＩＥラグ（ｉｎ
ｖｅｒｓｅ　ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｉｏｎ　ｅｔｃｈｉｎｇ　ｌａｇ）方式のドライエッチ
ング工程を利用しうる。すなわち、第１エッチング工程時よりポリマー副産物の発生量が
多くなるエッチング雰囲気下で第２エッチング工程を行う。ｉＲＩＥラグ方式の第２エッ
チング工程時、低密度パターン領域Ａ中の間隔ｄ２がｄ２＞２（ａ＋ｂ）である領域での
ように比較的小さな縦横比を有する開口内では、ポリマー副産物の堆積が容易なので、露
出された被エッチング膜１２０の上面にポリマー副産物１６０が堆積される。このように
堆積されたポリマー副産物１６０により低密度パターン領域Ａで露出されていた被エッチ
ング膜１２０のエッチングを防止しうる。低密度パターン領域Ａで露出された被エッチン
グ膜１２０上にポリマー副産物１６０が堆積される間、高密度パターン領域Ｂでは、第１
マスクパターン１３０と第２マスクパターン１５０ａとの間で露出されるハードマスク層
１２４のエッチングが円滑になされて、被エッチング膜１２０の上面を露出させるハード
マスクパターン１２４ｂが得られる。その結果、高密度パターン領域Ｂで第１マスクパタ
ーン１３０と第２マスクパターン１５０ａとの間で被エッチング膜１２０の上面が露出さ
れる。ハードマスクパターン１２４ｂが得られるまでエッチング工程を経る間にエッチン
グマスクとして使われた第１マスクパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａは、
図１Ｉに示されたようにその一部または全部が消耗されうる。
【００６５】
　ハードマスク層１２４が酸化膜系の物質からなり、第１マスクパターン１３０及び第２
マスクパターン１５０ａがそれぞれポリシリコン膜からなる場合、第２エッチング工程時
のエッチングガスとして、ＣｘＦｙ（ｘ及びｙは、それぞれ１～１０の整数）、Ｏ２及び
Ａｒの混合ガスを使用しうる。ＣｘＦｙガスとして、例えば、Ｃ４Ｆ６またはＣ４Ｆ８を
使用しうる。ここで、第２エッチング工程で第１エッチング工程時よりポリマー副産物生
成量が多くなるエッチング雰囲気を組成するために、第１エッチング工程時と同じ組成の
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エッチングガスを用いるが、エッチングガス内のＯ２ガス含有量を低めることができる。
すなわち、第２エッチング工程時にはＯ２ガスの流量が第１エッチング工程時よりさらに
少ない第２流量比に設定したエッチング雰囲気を組成しうる。例えば、第２エッチング工
程でＣｘＦｙ、Ｏ２及びＡｒをそれぞれ、３０ｓｃｃｍ、３５ｓｃｃｍ及び１０００ｓｃ
ｃｍの流量で供給しうる。この場合、Ｏ２ガス及びＣｘＦｙガスの第２流量比（Ｏ２ガス
流量：ＣｘＦｙガスの流量）は３５：３０である。本実施形態で例示された第２流量比は
、制限的なものではなく、パターンの大きさ及び密度、各膜質の種類によって変わりうる
。
【００６６】
　ｉＲＩＥラグ方式の第２エッチング工程を行うにあたって、第１エッチング工程時より
ポリマー副産物生成量が多くなる第２エッチング工程を行うために、第２エッチング工程
時のエッチングガスの組成及び流量比は、第１エッチング工程時と同一に設定しつつ、第
１エッチング工程時のエッチング温度より低いエッチング温度（例えば、約－５℃）に設
定する方法を用いることもできる。第２エッチング工程時、Ｏ２ガスの流量が第１エッチ
ング工程時よりさらに低く設定された第２流量比を適用するとともに、第１エッチング工
程時のエッチング温度より低いエッチング温度を適用する方法も用いうる。
【００６７】
　図１ｊを参照すれば、低密度パターン領域Ａに堆積されているポリマー副産物１６０を
除去する。
【００６８】
　ポリマー副産物１６０を除去するために、例えば、ＣＨＦ３及びＣＨ２Ｆ２のうちから
選択される少なくとも１つのガス、Ｏ２及びＡｒの混合ガスを使用するプラズマ方式のド
ライエッチング工程を利用しうる。ポリマー副産物１６０を除去するために通常のアッシ
ング及びストリップ工程を用いることもできる。
【００６９】
　その結果、低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂでそれぞれ被エッチング膜
１２０の上面を露出させるハードマスクパターン１２４ｂが得られる。ここで、ハードマ
スクパターン１２４ｂは、高密度パターン領域Ｂでは第１ピッチ２ＰＢの１／４の幅Ｗ２

、すなわち、第１マスクパターン１３０の幅Ｗ１とほぼ同じ幅を有しうる。また、高密度
パターン領域Ｂにおいて、ハードマスクパターン１２４ｂは、第１マスクパターン１３０
及び第２マスクパターン１５０ａによって基板１００上に第１ピッチ２ＰＢの１／２のピ
ッチＰＢを有するラインアンドスペースパターン（ｌｉｎｅ　ａｎｄ　ｓｐａｃｅ　ｐａ
ｔｔｅｒｎ）の構造を有する。そして、ハードマスクパターン１２４ｂは、低密度パター
ン領域Ａでは、図１Ｂを参照して説明した第１マスクパターン１３０のピッチＰＡと同じ
ピッチ、すなわち、低密度パターン領域Ａで被エッチング膜１２０に最終的に形成しよう
とするパターンのピッチＰＡと同じピッチＰＡで反復形成されているパターン構造を有す
る。
【００７０】
　図１Ｋを参照すれば、ハードマスクパターン１２４ｂと、その上に残っている第１マス
クパターン１３０及び第２マスクパターン１５０ａをエッチングマスクとして使用して被
エッチング膜１２０を異方性ドライエッチングして微細パターン１２０ａを形成する。
【００７１】
　低密度パターン領域Ａでは、第１マスクパターン１３０によってのみ被エッチング膜１
２０にパターン転写がなされる一方、高密度パターン領域Ｂでは、第１マスクパターン１
３０及び第２マスクパターン１５０ａによって被エッチング膜１２０にパターン転写がな
される。したがって、高密度パターン領域Ｂでフォトリソグラフィ工程の解像限界を超え
る微細なピッチのパターンを容易に実現しうる。
【００７２】
　また、低密度パターン領域Ａ及び高密度パターン領域Ｂでエッチング時に除去されねば
ならないエッチング対象膜の厚さ差があるにもかかわらず、図１Ｈ及び図１Ｉを参照して
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説明したようにハードマスク層１２４のパターニングのためのバッファ層１４０及びハー
ドマスク層１２４のエッチング工程を、ＲＩＥ工程及びｉＲＩＥラグ工程を用いる２段階
エッチング工程を用いて行うことによって、被エッチング膜１２０のパターニング後に得
られる被エッチング膜パターン１２０ａでパターン密度による段差が発生するとか、パタ
ーンプロファイルが互いに異なるといった問題の発生を防止しうる。
【００７３】
　図２は、図１Ｈ及び図１Ｉを参照して説明したハードマスク層１２４のパターニング工
程でＲＩＥ工程及びｉＲＩＥラグ工程を用いる２段階エッチング工程時に使われるエッチ
ングガス内のＯ２流量による酸化膜エッチング量を測定した結果を示すグラフである。
【００７４】
　図２に示す評価結果を得るために、ＲＩＥ方式のエッチング装備でソースパワー（Ｗｓ
）は１２００Ｗ、バイアスパワー（Ｗｂ）は３５００Ｗ、圧力は２０ｍＴ、温度は２０℃
に設定された雰囲気で、幅４０ｎｍの複数のポリシリコン膜パターンが６５ｎｍのピッチ
で形成された高密度パターン領域と、幅が１２０ｎｍの複数のポリシリコン膜パターンが
１μｍのピッチで形成された低密度パターン領域のそれぞれで、複数のポリシリコン膜パ
ターンをエッチングマスクとして複数のポリシリコン膜パターン間に充填された酸化膜を
エッチングした時の、Ｏ２流量による酸化膜エッチング率を測定した。酸化膜は、ＡＬＤ
方式で形成された。本評価で、酸化膜エッチングガスとして、３０ｓｃｃｍの流量で供給
されるＣ４Ｆ６と、１０００ｓｃｃｍの流量で供給されるＡｒと、図２に示されたように
多様な流量で供給されるＯ２の混合ガスを使用した。
【００７５】
　図２の結果によると、Ｏ２流量が約４０ｓｃｃｍ以上である場合、低密度パターン領域
及び高密度領域でいずれもお酸化膜エッチング率が比較的大きい一方、Ｏ２流量が約４０
ｓｃｃｍより少ない場合、高密度パターン領域では酸化膜エッチング率が比較的高いが、
低密度パターン領域では酸化膜が全くエッチングされていない。すなわち、Ｏ２流量が約
４０ｓｃｃｍ以上である場合には、エッチング雰囲気中にポリマー副産物発生量が少ない
ので、低密度パターン領域及び高密度領域でいずれも酸化膜エッチングがなされる一方、
Ｏ２流量が約４０ｓｃｃｍより少ない場合には、ポリマー副産物発生量が増加してポリマ
ー副産物が堆積されやすい低密度パターン領域では、酸化膜が堆積されたポリマー副産物
により覆われて酸化膜エッチングがなされていないことがわかる。
【００７６】
　以上、本発明を望ましい実施形態を挙げて詳細に説明したが、本発明は、このような実
施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想の範囲内で当業者
によって多様な変形及び変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、半導体素子の微細パターン形成方法関連の技術分野に好適に適用されうる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１Ａ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｂ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面である。
【図１Ｃ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｄ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｅ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｆ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
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るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｇ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｈ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｉ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｊ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図１Ｋ】本発明の望ましい実施形態に係る半導体素子の微細パターン形成方法を説明す
るために工程順序によって示す断面図である。
【図２】本発明に係る半導体素子の微細パターン形成方法において、ハードマスク層のパ
ターニング工程時に用いられる２段階エッチング工程時に使われるエッチングガス内のＯ

２流量による酸化膜エッチング量を測定した結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００７９】
　　１００　　半導体基板、
　　１２０　　被エッチング膜、
　　１２０ａ　　被エッチング膜パターン、
　　１２４　　ハードマスク層、
　　１２４ａ　　低い表面部、
　　１２４ｂ　　ハードマスクパターン、
　　１３０　　第１マスクパターン、
　　１４０　　バッファ層、
　　１４２　　リセス、
　　１５０　　第２マスク層、
　　１５０ａ　　第２マスクパターン、
　　１６０　　ポリマー副産物、
　　Ａ　　低密度パターン領域、
　　Ｂ　　高密度パターン領域。
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