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(57)【要約】
【課題】解像限界以下のピッチを持つ微細パターンのＣ
Ｄ均一性を、より良好にできる微細パターンの形成方法
を提供すること
【解決手段】第１レジストパターン１０３´及び薄膜１
０２上に、有機シリコンを含むソースガスと活性化され
た酸素種とを交互に供給して薄膜１０２及び第１レジス
トパターン１０３´とは異なるシリコン酸化膜１０４を
形成し、シリコン酸化膜１０４上に第２レジスト膜を形
成し、第２レジスト膜を所定のピッチを持つ第２レジス
トパターン１０５に加工し、第１、第２レジストパター
ン１０３´及び１０５´をマスクに用いて薄膜１０２を
加工する。
【選択図】図４



(2) JP 2009-16815 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、薄膜を形成する工程と、
　前記薄膜上に、第１レジスト膜を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ技術を用いて、前記第１レジスト膜を、所定のピッチを持つ第１レ
ジストパターンに加工する工程と、
　有機シリコンを含むソースガスと活性化された酸素種とを交互に供給し、前記第１レジ
ストパターン及び前記薄膜上に、前記薄膜及び前記第１レジストパターンとは異なるシリ
コン酸化膜を形成する工程と、
　前記シリコン酸化膜上に、第２レジスト膜を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ技術を用いて、前記第２レジスト膜を、所定のピッチを持つ第２レ
ジストパターンに加工する工程と、
　前記第１レジストパターン及び前記第２レジストパターンをマスクに用いて、前記薄膜
を加工する工程と、
　を具備することを特徴とする微細パターンの形成方法。
【請求項２】
　基板上に、薄膜を形成する工程と、
　前記薄膜上に、前記薄膜とは異なる膜からなるハードマスク膜を形成する工程と、
　前記ハードマスク膜上に、第１レジスト膜を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ技術を用いて、前記第１レジスト膜を、所定のピッチを持つ第１レ
ジストパターンに加工する工程と、
　有機シリコンを含むソースガスと活性化された酸素種とを交互に供給し、前記第１レジ
ストパターン及び前記ハードマスク膜上に、前記ハードマスク膜及び前記第１レジストパ
ターンとは異なるシリコン酸化膜を形成する工程と、
　前記シリコン酸化膜上に、第２レジスト膜を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ技術を用いて、前記第２レジスト膜を、所定のピッチを持つ第２レ
ジストパターンに加工する工程と、
　前記第１レジストパターン及び前記第２レジストパターンをマスクに用いて、前記ハー
ドマスク膜を加工する工程と、
　前記加工されたハードマスク膜をマスクに用いて、前記薄膜を加工する工程と、
　を具備することを特徴とする微細パターンの形成方法。
【請求項３】
　前記第１レジスト膜を形成する工程の前に、前記ハードマスク膜上に、第１反射防止膜
を形成する工程、をさらに具備することを特徴とする請求項２に記載の微細パターンの形
成方法。
【請求項４】
　前記第１レジスト膜を形成する工程の前に、前記ハードマスク膜上に、第１反射防止膜
を形成する工程と、
　前記第２レジスト膜を形成する工程の前に、前記シリコン酸化膜上に、第２反射防止膜
を形成する工程と、をさらに具備することを特徴とする請求項２に記載の微細パターンの
形成方法。
【請求項５】
　前記第２反射防止膜の上面が平坦化されることを特徴とする請求項４に記載の微細パタ
ーンの形成方法。
【請求項６】
　前記第１レジスト膜を前記第１レジストパターンに加工する工程の後に、前記第１レジ
ストパターンをトリミングする工程と、
　前記第２レジスト膜を前記第２レジストパターンに加工する工程の後に、前記第２レジ
ストパターンをトリミングする工程と、をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至
請求項５いずれか一項に記載の微細パターンの形成方法。
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【請求項７】
　前記第１レジストパターンをトリミングする工程と、前記シリコン酸化膜を形成する工
程とを、同一の成膜装置内で連続して行うことを特徴とする請求項６に記載の微細パター
ンの形成方法。
【請求項８】
　前記第１レジストパターンをトリミングする工程と前記第２レジストパターンをトリミ
ングする工程とのうち、少なくとも一方は酸素含有ガスプラズマ、またはオゾンガスを用
いてレジストパターンをトリミングすることを特徴とする請求項６又は請求項７に記載の
微細パターンの形成方法。
【請求項９】
　前記ソースガスとして、アミノシラン系プリカーサーを用いることを特徴とする請求項
１乃至請求項８いずれか一項に記載の微細パターンの形成方法。
【請求項１０】
　前記アミノシラン系プリカーサーは、１価または２価のアミノシラン系プリカーサーで
あることを特徴とする請求項９に記載の微細パターンの形成方法。
【請求項１１】
　前記１価または２価のアミノシラン系プリカーサーは、
　ＢＴＢＡＳ（ビスターシャリブチルアミノシラン）、
　ＢＤＭＡＳ（ビスジメチルアミノシラン）、
　ＢＤＥＡＳ（ビスジエチルアミノシラン）、
　ＤＭＡＳ（ジメチルアミノシラン）、
　ＤＥＡＳ（ジエチルアミノシラン）、
　ＤＰＡＳ（ジプロピルアミノシラン）、
　ＢＡＳ（ブチルアミノシラン）、
　ＤＩＰＡＳ（ジイソプロピルアミノシラン）、
　ＢＥＭＡＳ（ビスエチルメチルアミノシラン）、
から選択された少なくとも１種を用いることを特徴とする請求項１０に記載の微細パター
ンの形成方法。
【請求項１２】
　前記活性化された酸素種として、プラズマにより励起された酸素ラジカルを用いること
を特徴とする請求項１乃至請求項１１いずれか一項に記載の微細パターンの形成方法。
【請求項１３】
　前記プラズマにより励起された酸素ラジカルは、Ｏ２ガス、ＮＯガス、Ｎ２Ｏガス、Ｈ

２Ｏガス、Ｏ３ガスのいずれかから選択される少なくとも１種をプラズマ化して得ること
を特徴とする請求項１２に記載の微細パターンの形成方法。
【請求項１４】
　前記シリコン酸化膜は真空保持可能な処理容器内で形成され、前記ソースガスを前記処
理容器内へ供給する工程と、前記活性化された酸素種を前記処理容器内へ供給する工程と
を交互に実施して形成することを特徴とする請求項１乃至請求項１３いずれか一項に記載
の微細パターンの形成方法。
【請求項１５】
前記ソースガスを前記処理容器内へ供給する工程と、前記活性化された酸素種を前記処理
容器内へ供給する工程との間に、前記処理容器内に残留しているガスを除去する工程を挿
入することを特徴とする請求項１４に記載の微細パターンの形成方法。
【請求項１６】
　前記処理容器内に残留しているガスを除去する工程は、前記処理容器内を真空引きしな
がら前記処理容器内にパージガスを導入することを特徴とする請求項１５に記載の微細パ
ターンの形成方法。
【請求項１７】
　前記シリコン酸化膜を形成する際の成膜温度が前記レジスト膜の耐熱温度以下であるこ
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とを特徴とする請求項１乃至請求項１６いずれか一項に記載の微細パターンの形成方法。
【請求項１８】
　前記成膜温度は１００℃以下であることを特徴とする請求項１７に記載の微細パターン
の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体プロセスに用いられ、露光装置の解像限界以下のパターンを形成す
る微細パターンの形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの高集積化に伴って、製造プロセスに要求される配線や分離幅は、微細
化されてきている。一般的に、微細パターンは、フォトリソグラフィ技術を用いてレジス
トパターンを形成し、該レジストパターンをエッチングのマスクに用いて下地の各種薄膜
をエッチングすることで形成される。
【０００３】
　微細パターンを形成するためにはフォトリソグラフィ技術が重要であるが、近時の半導
体デバイスの微細化は、フォトリソグラフィ技術の解像限界以下を要求するまでに至って
いる。
【０００４】
　解像限界以下のパターンを形成する技術は、例えば、特許文献１に記載されている。
【０００５】
　特許文献１は、第１の感光膜パターン（以下第１のレジストパターンという）を形成し
、該第１のレジストパターン上に酸化膜を形成する。この後、第１のレジストパターンど
うしの中間に第２の感光膜パターン（以下第２のレジストパターンという）を形成し、第
１のレジストパターン及び第２のレジストパターンをエッチングマスクに用いて下地の薄
膜をエッチングして微細パターンを形成する。
【０００６】
　特許文献１によれば、２つの露光マスクを利用して微細パターンを形成するので、１つ
の露光マスクを利用して微細パターンを形成する場合に比較して２倍以上の分解能を得る
ことができる。このため、解像限界以下の微細パターンを形成することができる。
【０００７】
　また、レジストパターン上に酸化膜を形成する技術は、例えば、特許文献２に記載され
ている。
【０００８】
　特許文献２は、解像限界以下の微細パターンを形成する方法は記載していないが、レジ
ストパターン上に酸化膜を形成しておくことで、レジストパターンの薄型化現象を防止で
き、形成された微細パターンにストリエーションやウィグリングが生ずることを防止でき
る技術が記載されている。
【特許文献１】特許第２７５７９８３号公報
【特許文献２】特開２００４－８００３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１によれば、解像限界以下の微細パターンを形成することはできる。しかしな
がら、微細パターンのＣＤ均一性の要求は日を追って厳しくなっている。例えば、第１の
レジストパターン上に形成する酸化膜の膜厚均一性が良好でないと、微細パターンに対す
る良好なＣＤコントロールが困難となる。
【００１０】
　特許文献２は、例えば、その段落００１０に、レジストパターンに損傷が生じないよう
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に、酸化膜は常温～４００℃の間の温度で形成することが望ましいことが記載され、この
ような酸化膜を実現する手法としてＡＬＤを開示している。
【００１１】
　しかしながら、特許文献２は、ＡＬＤよりも、さらに低温で、かつ、均一な膜厚をもっ
て酸化膜を形成する技術については何等開示していない。
【００１２】
　この発明は、解像限界以下のピッチを持つ微細パターンのＣＤ均一性を、より良好にで
きる微細パターンの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】
【００１３】
　上記課題を解決するために、この発明の第１態様に係る微細パターンの形成方法は、基
板上に、薄膜を形成する工程と、前記薄膜上に、第１レジスト膜を形成する工程と、フォ
トリソグラフィ技術を用いて、前記第１レジスト膜を、所定のピッチを持つ第１レジスト
パターンに加工する工程と、有機シリコンを含むソースガスと活性化された酸素種とを交
互に供給し、前記第１レジストパターン及び前記薄膜上に、前記薄膜及び前記第１レジス
トパターンとは異なるシリコン酸化膜を形成する工程と、前記シリコン酸化膜上に、第２
レジスト膜を形成する工程と、フォトリソグラフィ技術を用いて、前記第２レジスト膜を
、所定のピッチを持つ第２レジストパターンに加工する工程と、前記第１レジストパター
ン及び前記第２レジストパターンをマスクに用いて、前記薄膜を加工する工程と、を具備
する。
【００１４】
　また、この発明の第２態様に係る微細パターンの形成方法は、基板上に、薄膜を形成す
る工程と、前記薄膜上に、前記薄膜とは異なる膜からなるハードマスク膜を形成する工程
と、前記ハードマスク膜上に、第１レジスト膜を形成する工程と、フォトリソグラフィ技
術を用いて、前記第１レジスト膜を、所定のピッチを持つ第１レジストパターンに加工す
る工程と、有機シリコンを含むソースガスと活性化された酸素種とを交互に供給し、前記
第１レジストパターン及び前記ハードマスク膜上に、前記ハードマスク膜及び前記第１レ
ジストパターンとは異なるシリコン酸化膜を形成する工程と、前記シリコン酸化膜上に、
第２レジスト膜を形成する工程と、フォトリソグラフィ技術を用いて、前記第２レジスト
膜を、所定のピッチを持つ第２レジストパターンに加工する工程と、前記第１レジストパ
ターン及び前記第２レジストパターンをマスクに用いて、前記ハードマスク膜を加工する
工程と、前記加工されたハードマスク膜をマスクに用いて、前記薄膜を加工する工程と、
を具備する。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、解像限界以下のピッチを持つ微細パターンのＣＤ均一性を、より良
好にできる微細パターンの形成方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照してこの発明の実施形態について具体的に説明する。
【００１７】
　　（第１の実施形態）
　図１乃至図６は、この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製
造工程毎に示す断面図である。
【００１８】
　第１の実施形態は、この発明に係る微細パターンの形成方法の基本的なプロセスフロー
を例示するものである。
【００１９】
　まず、図１に示すように、基板、本例では半導体基板１０１上に、薄膜１０２を形成す
る。また、本明細書においては、半導体基板１０１は、半導体、例えば、シリコン基板の
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みを示すものではなく、半導体基板内、又は半導体基板上に形成された半導体素子や集積
回路パターンに対応した導電膜、これらを絶縁する層間絶縁膜が形成された構造体を含む
、と定義する。薄膜１０２は後に微細パターンに加工される膜であり、ＳｉＮやＳｉＯ２

の絶縁膜であっても良いし、導電性ポリシリコンのような導電膜であっても良い。本例で
は、一例として、薄膜１０２をＳｉＮとする。次いで、薄膜１０２上に反射防止材料を塗
布し、反射防止膜（ＢＡＲＣ）２００を形成する。
【００２０】
　次に、図２に示すように、反射防止膜２００上にフォトレジストを塗布し、フォトレジ
スト膜を形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜を、所
定のピッチｐ１を持つレジストパターン１０３に加工する。本例では、レジストパターン
１０３の一例として、ライン・アンド・スペースパターンとし、所定のピッチｐ１として
は、露光装置の解像限界とする。
【００２１】
　次に、図３に示すように、レジストパターン１０３をトリミングし、トリミングされた
レジストパターン１０３´を得る（本明細書では第１回トリミング処理と呼ぶ）。トリミ
ング処理の条件の一例は、活性化された酸素種、又はオゾンガスを含む雰囲気中、温度は
室温～１００℃である。活性化された酸素種の例としては、プラズマにより励起された酸
素ラジカル、熱により励起された酸素ラジカル、及び光により励起された酸素ラジカル等
を挙げることができる。また、光の例としては、レーザーや、波長３５０ｎｍ以下の紫外
線を挙げることができる。
【００２２】
　次に、図４に示すように、トリミングされたレジストパターン１０３´及び反射防止膜
２００上に、薄膜１０２、反射防止膜２００、及びレジストパターン１０３´とは異なる
シリコン酸化膜１０４を形成する。シリコン酸化膜１０４は、後に行われる２回目のフォ
トリソグラフィ工程から、レジストパターン１０３´を保護するために形成される。本明
細書では、このようなシリコン酸化膜１０４の形成をハードニング処理と呼ぶ。本実施形
態では、ハードニング処理を、有機シリコンを含むソースガスと活性化された酸素種とを
交互に供給しながら、トリミングされたレジストパターン１０３´及び反射防止膜２００
上に、シリコン酸化膜１０４を形成する。ハードニング処理に用いられる活性化された酸
素種もまた、上記第１回トリミング処理に用いた活性化された酸素種と同様の酸素種を用
いることができる。
【００２３】
　次に、図５に示すように、シリコン酸化膜１０４上にフォトレジストを塗布し、フォト
レジスト膜を形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜を
、所定のピッチｐ２を持つレジストパターン１０５に加工する。本例では、レジストパタ
ーン１０５は、トリミングされたレジストパターン１０３´と同じライン・アンド・スペ
ースパターンである。また、レジストパターン１０５の、所定のピッチｐ２は、露光装置
の解像限界とする。さらに、本例のレジストパターン１０５は、トリミングされたレジス
トパターン１０３´間に配置され、レジストパターン１０３´とレジストパターン１０５
とが交互に配置されるように加工する。
【００２４】
　次に、図６に示すように、レジストパターン１０５をトリミングし、トリミングされた
レジストパターン１０５´を得る（本明細書では第２回トリミング処理と呼ぶ）。トリミ
ング処理の条件の一例は、活性化された酸素種、又はオゾンガスを含む雰囲気中、温度は
室温～１００℃である。第２回トリミング処理に用いられる活性化された酸素種もまた、
上記第１回トリミング処理に用いた活性化された酸素種と同様の酸素種を用いることがで
きる。第２回トリミング処理により、レジストパターン１０３´、及び１０５´からなる
レジストパターンが形成される。このレジストパターンは、パターン１０３´と１０５´
とが交互に配置されたパターンであるので、そのピッチｐ３は、ピッチｐ１、及びｐ２よ
りも狭いピッチ、本例では、ピッチｐ１、及びｐ２のほぼ１／２のピッチとなる。このよ
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うに、別々に形成されたレジストパターン１０３´と１０５´とを交互に配置することで
、解像限界以下のピッチを持つレジストパターンを形成することができる。
【００２５】
　次に、図７に示すように、レジストパターン１０３´、及び１０５´をエッチングのマ
スクに用いて、反射防止膜２００、シリコン酸化膜１０４、及び薄膜１０２をエッチング
し、薄膜１０２を所望とする微細パターンに加工する。加工された薄膜１０２のピッチｐ
４は、レジストパターン１０３´及び１０５´のピッチｐ３とほぼ同じとなるので、薄膜
１０２からなる微細パターンのピッチｐ４は、解像限界以下にできる。このようにして、
第１の実施形態では、解像限界以下のピッチを持つ微細パターンを形成することができる
。
【００２６】
　さらに、第１の実施形態では、ハードニング処理の際、有機シリコンを含むソースガス
と活性化された酸素種とを交互に供給して反射防止膜２００及びトリミングされたレジス
トパターン１０３´上に、シリコン酸化膜１０４を形成することで、解像限界以下のピッ
チを持つ微細パターンのＣＤ均一性を、より良好にすることができる。これについて、以
下、詳しく説明する。
【００２７】
　図８はシリコン酸化膜１０４の成膜に使用される成膜装置の一例を示す縦断面図、図９
は図８の成膜装置を示す横断面図、図１０は本実施形態におけるガスの供給のタイミング
を示すタイミングチャートである。なお、図９においては、加熱装置を省略している。
【００２８】
　図８及び図９に示すように、成膜装置８０は、下端が開口された有天井の円筒体状の処
理容器１を有している。この処理容器１の全体は、例えば石英により形成されており、こ
の処理容器１内の天井には、石英製の天井板２が設けられて封止されている。また、この
処理容器１の下端開口部には、例えばステンレススチールにより円筒体状に成形されたマ
ニホールド３がＯリング等のシール部材４を介して連結されている。
【００２９】
　上記マニホールド３は処理容器１の下端を支持しており、このマニホールド３の下方か
ら被処理体として多数枚、例えば５０～１００枚の半導体ウエハＷを多段に載置可能な石
英製のウエハボート５が処理容器１内に挿入可能となっている。このウエハボート５は３
本の支柱６を有し（図９参照）、支柱６に形成された溝により多数枚のウエハＷが支持さ
れるようになっている。
【００３０】
　このウエハボート５は、石英製の保温筒７を介してテーブル８上に載置されており、こ
のテーブル８は、マニホールド３の下端開口部を開閉する例えばステンレススチール製の
蓋部９を貫通する回転軸１０上に支持される。
【００３１】
　そして、この回転軸１０の貫通部には、例えば磁性流体シール１１が設けられており、
回転軸１０を気密にシールしつつ回転可能に支持している。また、蓋部９の周辺部とマニ
ホールド３の下端部との間には、例えばＯリングよりなるシール部材１２が介設されてお
り、これにより処理容器１内のシール性を保持している。
【００３２】
　上記の回転軸１０は、例えばボートエレベータ等の昇降機構（図示せず）に支持された
アーム１３の先端に取り付けられており、ウエハボート５および蓋部９等を一体的に昇降
して処理容器１内に対して挿脱されるようになっている。なお、上記テーブル８を上記蓋
部９側へ固定して設け、ウエハボート５を回転させることなくウエハＷの処理を行うよう
にしてもよい。
【００３３】
　また、成膜装置８０は、処理容器１内へ酸素含有ガス、例えばＯ２ガスを供給する酸素
含有ガス供給機構１４と、処理容器１内へＳｉソースガスを供給するＳｉソースガス供給
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機構１５と、処理容器１内へパージガスとして不活性ガス、例えばＮ２ガスを供給するパ
ージガス供給機構１６とを有している。
【００３４】
　本実施形態においては、シリコン酸化膜１０４を成膜するためのＳｉソースガスとして
有機シリコンを含むＳｉソースガスを用いる。有機シリコンを含むＳｉソースガスの例は
、アミノシラン系プリカーサーである。アミノシラン系プリカーサーの例は、１価または
２価のアミノシラン系プリカーサーである。１価または２価のアミノシラン系プリカーサ
ーの具体的な例は、例えば、ＢＴＢＡＳ（ビスターシャリブチルアミノシラン）、ＢＤＭ
ＡＳ（ビスジメチルアミノシラン）、ＢＤＥＡＳ（ビスジエチルアミノシラン）、ＤＭＡ
Ｓ（ジメチルアミノシラン）、ＤＥＡＳ（ジエチルアミノシラン）、ＤＰＡＳ（ジプロピ
ルアミノシラン）、ＢＡＳ（ブチルアミノシラン）、ＤＩＰＡＳ（ジイソプロピルアミノ
シラン）、及びＢＥＭＡＳ（ビスエチルメチルアミノシラン）である。
【００３５】
　また、アミノシラン系プリカーサーとしては、３価のアミノシラン系プリカーサーを用
いることもできる。３価のアミノシラン系プリカーサーの例は、ＴＤＭＡＳ（トリジメチ
ルアミノシラン）である。
【００３６】
　また、有機シリコンを含むＳｉソースガスとしては、アミノシラン系プリカーサーの他
、エトキシシラン系プリカーサーを用いることもできる。エトキシシラン系プリカーサー
の例は、例えば、ＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン）である。
【００３７】
　酸素含有ガス供給機構１４は、酸素含有ガス供給源１７と、酸素含有ガス供給源１７か
ら酸素含有ガスを導く酸素含有ガス配管１８と、この酸素含有ガス配管１８に接続され、
マニホールド３の側壁を内側へ貫通して上方向へ屈曲されて垂直に延びる石英管よりなる
酸素含有ガス分散ノズル１９とを有している。この酸素含有ガス分散ノズル１９の垂直部
分には、複数のガス吐出孔１９ａが所定の間隔を隔てて形成されており、各ガス吐出孔１
９ａから水平方向に処理容器１に向けて略均一に酸素含有ガス、例えばＯ２ガスを吐出す
ることができるようになっている。
【００３８】
　また、Ｓｉソースガス供給機構１５は、Ｓｉソースガス供給源２０と、このＳｉソース
ガス供給源２０からＳｉソースガスを導くＳｉソースガス配管２１と、このＳｉソースガ
ス配管２１に接続され、マニホールド３の側壁を内側へ貫通して上方向へ屈曲されて垂直
に延びる石英管よりなるＳｉソースガス分散ノズル２２と、を有している。ここではＳｉ
ソースガス分散ノズル２２は２本設けられており（図９参照）、各Ｓｉソースガス分散ノ
ズル２２には、その長さ方向に沿って複数のガス吐出孔２２ａが所定の間隔を隔てて形成
されており、各ガス吐出孔２２ａから水平方向に処理容器１内に略均一に有機シリコンを
含むＳｉソースガスを吐出することができるようになっている。なお、Ｓｉソースガス分
散ノズル２２は１本のみであってもよい。
【００３９】
　さらに、パージガス供給機構１６は、パージガス供給源２３と、パージガス供給源２３
からパージガスを導くパージガス配管２４と、このパージガス配管２４に接続され、マニ
ホールド３の側壁を貫通して設けられたパージガスノズル２５とを有している。パージガ
スとしては不活性ガス例えばＮ２ガスを好適に用いることができる。
【００４０】
　酸素含有ガス配管１８、Ｓｉソースガス配管２１、パージガス配管２４には、それぞれ
開閉弁１８ａ、２１ａ、２４ａおよびマスフローコントローラのような流量制御器１８ｂ
、２１ｂ、２４ｂが設けられており、酸素含有ガス、Ｓｉソースガスおよびパージガスを
それぞれ流量制御しつつ供給することができるようになっている。
【００４１】
　上記処理容器１の側壁の一部には、酸素含有ガスのプラズマを形成するプラズマ生成機
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構３０が形成されている。このプラズマ生成機構３０は、上記処理容器１の側壁を上下方
向に沿って所定の幅で削りとることによって上下に細長く形成された開口３１をその外側
より覆うようにして処理容器１の外壁に気密に溶接されたプラズマ区画壁３２を有してい
る。プラズマ区画壁３２は、断面凹部状をなし上下に細長く形成され、例えば石英で形成
されている。また、プラズマ生成機構３０は、このプラズマ区画壁３２の両側壁の外面に
上下方向に沿って互いに対向するようにして配置された細長い一対のプラズマ電極３３と
、このプラズマ電極３３に給電ライン３４を介して接続され高周波電力を供給する高周波
電源３５とを有している。そして、上記プラズマ電極３３に高周波電源３５から例えば１
３．５６ＭＨｚの高周波電圧を印加することにより酸素含有ガスのプラズマが発生し得る
。なお、この高周波電圧の周波数は１３．５６ＭＨｚに限定されず、他の周波数、例えば
４００ｋＨｚ等を用いてもよい。
【００４２】
　上記のようなプラズマ区画壁３２を形成することにより、処理容器１の側壁の一部が凹
部状に外側へ窪ませた状態となり、プラズマ区画壁３２の内部空間が処理容器１の内部空
間に一体的に連通された状態となる。また、開口３１は、ウエハボート５に保持されてい
る全てのウエハＷを高さ方向においてカバーできるように上下方向に十分に長く形成され
ている。
【００４３】
　上記酸素含有ガス分散ノズル１９は、処理容器１内を上方向に延びていく途中で処理容
器１の半径方向外方へ屈曲されて、上記プラズマ区画壁３２内の最も奥の部分（処理容器
１の中心から最も離れた部分）に沿って上方に向けて起立されている。このため、高周波
電源３５がオンされて両電極３３間に高周波電界が形成された際に、酸素含有ガス分散ノ
ズル１９のガス噴射孔１９ａから噴射された酸素ガスがプラズマ化されて処理容器１の中
心に向けて拡散しつつ流れる。
【００４４】
　上記プラズマ区画壁３２の外側には、これを覆うようにして例えば石英よりなる絶縁保
護カバー３６が取り付けられている。また、この絶縁保護カバー３６の内側部分には、図
示しない冷媒通路が設けられており、例えば冷却された窒素ガスを流すことにより上記プ
ラズマ電極３３を冷却し得るようになっている。
【００４５】
　上記２本のＳｉソースガス分散ノズル２２は、処理容器１の内側壁の上記開口３１を挟
む位置に起立して設けられており、このＳｉソースガス分散ノズル２２に形成された複数
のガス噴射孔２２ａより処理容器１の中心方向に向けてＳｉソースガスとして１分子内に
１個または２個のアミノ基を有するアミノシランガスを吐出し得るようになっている。
【００４６】
　一方、処理容器１の開口３１の反対側の部分には、処理容器１内を真空排気するための
排気口３７が設けられている。この排気口３７は処理容器１の側壁を上下方向へ削りとる
ことによって細長く形成されている。処理容器１のこの排気口３７に対応する部分には、
排気口３７を覆うように断面凹部状に成形された排気口カバー部材３８が溶接により取り
付けられている。この排気口カバー部材３８は、処理容器１の側壁に沿って上方に延びて
おり、処理容器１の上方にガス出口３９を規定している。そして、このガス出口３９から
図示しない真空ポンプ等を含む真空排気機構により真空引きされる。そして、この処理容
器１の外周を囲むようにしてこの処理容器１およびその内部のウエハＷを加熱する筒体状
の加熱装置４０が設けられている。
【００４７】
　成膜装置８０の各構成部の制御、例えばバルブ１８ａ、２１ａ、２４ａの開閉による各
ガスの供給・停止、マスフローコントローラ１８ｂ、２１ｂ、２４ｂによるガス流量の制
御、および高周波電源３５のオン・オフ制御、加熱装置４０の制御等は例えばマイクロプ
ロセッサ（コンピュータ）からなるコントローラ５０により行われる。コントローラ５０
には、工程管理者が成膜装置８０を管理するためにコマンドの入力操作等を行うキーボー
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ドや、成膜装置８０の稼働状況を可視化して表示するディスプレイ等からなるユーザーイ
ンターフェース５１が接続されている。
【００４８】
　また、コントローラ５０には、成膜装置８０で実行される各種処理をコントローラ５０
の制御にて実現するための制御プログラムや、処理条件に応じて成膜装置８０の各構成部
に処理を実行させるためのプログラムすなわちレシピが格納された記憶部５２が接続され
ている。レシピは記憶部５２の中の記憶媒体に記憶されている。記憶媒体は、ハードディ
スクや半導体メモリであってもよいし、ＣＤ-ＲＯＭ、ＤＶＤ、フラッシュメモリ等の可
搬性のものであってもよい。また、他の装置から、例えば専用回線を介してレシピを適宜
伝送させるようにしてもよい。
【００４９】
　そして、必要に応じて、ユーザーインターフェース５１からの指示等にて任意のレシピ
を記憶部５２から呼び出してコントローラ５０に実行させることで、コントローラ５０の
制御下で、成膜装置８０での所望の処理が行われる。
【００５０】
　次に、以上のように構成された成膜装置を用いて行なわれるシリコン酸化膜１０４の成
膜方法の一例を、図８を参照して説明する。
【００５１】
　例えば５０～１００枚の半導体ウエハＷが搭載された状態のウエハボート５を予め所定
の温度に制御された処理容器１内にその下方から上昇させることによりロードし、蓋部９
でマニホールド３の下端開口部を閉じることにより処理容器１内を密閉空間とする。ウエ
ハエハＷとしては、直径３００ｍｍのものが例示される。
【００５２】
　そして、処理容器１内を真空ウエハ所定のプロセス圧力に維持するととともに、加熱装
置４０への供給電力を制御して、ウエハ温度を上昇させてプロセス温度に維持し、ウエハ
ボート５を回転させた状態で成膜処理を開始する。
【００５３】
　この際の成膜処理の一例を、図１０に示す。本一例は、有機シリコンを含むＳｉソース
ガスとして、アミノシランガス、例えば、ＢＴＢＡＳを用いた場合であるが、他のアミノ
シランガスを用いた場合、及びエトキシシランガスを用いた場合においても同様に実施す
ることができる。
【００５４】
　図１０に示すように、成膜処理の一例においては、有機シリコンを含むＳｉソースガス
を処理容器１内に流してＳｉソースを吸着させる工程Ｓ１と、活性化された酸素種、本例
では酸素含有ガスをプラズマ化し、活性化された酸素種としてプラズマにより励起された
酸素ラジカルを処理容器１に供給してＳｉソースガスを酸化させる工程Ｓ２とを交互に繰
り返す。さらに、本一例おいては、これら工程Ｓ１と工程Ｓ２との間で処理容器１内から
処理容器１内に残留するガスを除去する工程Ｓ３を実施する。
【００５５】
　具体的には、本一例においては、工程Ｓ１において、Ｓｉソースガス供給機構１５のＳ
ｉソースガス供給源２０からＳｉソースガスとして１分子内に２個のアミノ基を有するア
ミノシランガス、例えばＢＴＢＡＳをＳｉソースガス配管２１およびＳｉソースガス分散
ノズル２２を介してガス吐出孔２２ａから処理容器１内にＴ１の期間供給する。これによ
り、半導体ウエハにＳｉソースを吸着させる。このときの期間Ｔ１は１～６０ｓｅｃが例
示される。また、Ｓｉソースガスの流量は１０～５００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）が例示
される。また、この際の処理容器１内の圧力は１３．３～６６５Ｐａが例示される。
【００５６】
　工程Ｓ２の活性化された酸素種を供給する工程においては、酸素含有ガス供給機構１４
の酸素含有ガス供給源１７から酸素含有ガスとして例えばＯ２ガスを酸素含有ガス配管１
８および酸素含有ガス分散ノズル１９を介してガス吐出孔１９ａから吐出し、このとき、
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プラズマ生成機構３０の高周波電源３５をオンにして高周波電界を形成し、この高周波電
界により酸素含有ガス、例えばＯ２ガスをプラズマ化する。そして、プラズマにより励起
された酸素ラジカルを含んでいる酸素含有ガスを処理容器１内に供給する。これにより、
半導体ウエハＷに吸着されたＳｉソースが酸化されてＳｉＯ２が形成される。この処理の
期間Ｔ２は５～３００ｓｅｃの範囲が例示される。また、酸素含有ガスの流量は半導体ウ
エハＷの搭載枚数によっても異なるが、１００～２００００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）が
例示される。また、高周波電源３５の周波数は１３．５６ＭＨｚが例示され、パワーとし
ては５～１０００Ｗが採用される。また、この際の処理容器１内の圧力は１３．３～６６
５Ｐａが例示される。
【００５７】
　この場合に、酸素含有ガスとしては、Ｏ２ガスの他、ＮＯガス、Ｎ２Ｏガス、Ｈ２Ｏガ
ス、Ｏ３ガスを挙げることができる。これらの酸素含有ガスは、高周波電界を印加してプ
ラズマ化し、プラズマにより励起された酸素ラジカルを含む酸化剤として用いられる。こ
のように酸素含有ガスをプラズマ化し、活性化された酸素種としてプラズマにより励起さ
れた酸素ラジカルを含む酸化剤を用いることにより、ＳｉＯ２膜の成膜が３００℃以下、
さらには１００℃以下、理想的には室温でも成膜が可能となる。酸化剤としては活性化さ
れた酸素種を含むものであれば、酸素含有ガスをプラズマ化したものに限らない。しかし
、活性化された酸素種を含む酸化剤は、酸素含有ガスをプラズマ化して得ることが好まし
い。その中でもＯ２ガスをプラズマ化して得ることが好ましい。
【００５８】
　また、工程Ｓ１と工程Ｓ２との間に行われる工程Ｓ３は、工程Ｓ１の後または工程Ｓ２
の後に処理容器１内に残留するガスを除去して次の工程において所望の反応を生じさせる
工程であり、処理容器１内を真空排気しつつパージガス供給機構１６のパージガス供給源
２３からパージガス配管２４およびパージガスノズル２５を介してパージガスとして不活
性ガス例えばＮ２ガスを供給することにより行われる。この工程Ｓ３の期間Ｔ３としては
１～６０ｓｅｃが例示される。また、パージガス流量としては５０～５０００ｍＬ／ｍｉ
ｎ（ｓｃｃｍ）が例示される。なお、この工程Ｓ３は処理容器１内に残留しているガスを
除去することができれば、パージガスを供給せずに全てのガスの供給を停止した状態で真
空引きを継続して行うようにしてもよい。ただし、パージガスを供給することにより、短
時間で処理容器１内の残留ガスを除去することができる。なお、この際の処理容器１内の
圧力は１３．３～６６５Ｐａが例示される。
【００５９】
　このようにして、工程Ｓ１と工程Ｓ２との間に処理容器１内からガスを除去する工程Ｓ
３を挟んで交互に間欠的にＳｉソースガスと活性化された酸素種を含む酸化剤、本例では
プラズマにより励起された酸素ラジカルを含む酸化剤とを繰り返し供給することにより、
ＳｉＯ２膜の薄い膜を一層ずつ繰り返し積層して所定の厚さとすることができる。
【００６０】
　このときの反応例を図１１に示す。図１１には反応例が模式的に示される。本反応例で
は、一例としてＳｉソースガスにＢＴＢＡＳを用いたときを例示する。
【００６１】
　図１１（ａ）に示すように、既に堆積されたＳｉＯ２膜の表面にはＯＨ基が存在してお
り、そこにＳｉソースとして例えばＢＴＢＡＳが供給される。そして、Ｓｉソースが吸着
される工程（工程Ｓ１）においては、図１１（ｂ）に示すように、ＢＴＢＡＳのＳｉが表
面のＯＨ基のＯと反応してトリメチルアミノ基を離脱させる。このとき、アミノ基を２個
有するアミノシランであるＢＴＢＡＳはＯＨとの反応性が高く、また、構造的にこのよう
なＳｉの反応の障害になり難いため、Ｓｉの吸着反応が速やかに進行する。このとき脱離
したトリメチルアミノ基は工程Ｓ３により処理容器１から除去される。そして、次の酸化
工程（工程Ｓ２）においては、図１１（ｃ）に示すように、トリメチルアミノ基が離脱し
た後のＳｉ化合物がＯ２ガスプラズマのような活性化された酸素種を含む酸化剤によって
酸化されてＳｉＯ２となる（ただし、表面にはＨが吸着してＯＨ基が形成されている）。
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このように、Ｏ２ガスプラズマのような活性化された酸素種を含む酸化剤を用いた酸化反
応は、純粋な化学的反応と異なり高い温度が不要であるから低温での反応が可能である。
【００６２】
　ＢＴＢＡＳは、Ｓｉソースガスとして用いる１分子内に２個のアミノ基を有するアミノ
シランガスである。このようなアミノシランガスとしては、上記ＢＴＢＡＳの他、ＢＤＥ
ＡＳ（ビスジエチルアミノシラン）、ＢＤＭＡＳ（ビスジメチルアミノシラン）を挙げる
ことができる。
【００６３】
　なお、Ｓｉソースガスには、１分子内に３個以上のアミノ基を有するアミノシランガス
、を用いることも可能であるし、１分子内に１個のアミノ基を有するアミノシランガスを
用いることも可能である。
【００６４】
　第１の実施形態は、Ｓｉソースとして有機シリコンを含むソースガスを用い、酸化処理
において反応が温度を上昇させずに進行するＯ２ガスプラズマのような活性化された酸素
種を含む酸化剤を用い、これらを交互に供給するので、良好な膜質のＳｉＯ２膜を１００
℃以下、さらには室温といった従来では考えられない低温でかつ高い成膜レートで成膜す
ることができる。
【００６５】
　このように、本実施形態では、原理的に１００℃以下という極低温で成膜することがで
きるが、それよりも高い温度であっても成膜が可能である。ただし、成膜温度が上昇する
に従って膜厚ばらつきが大きくなることと、レジストパターン１０３´に与える熱的な影
響とを考慮すると、成膜温度は１００℃以下であることが最も好ましい。
【００６６】
　次に、第１の実施形態に基づいて実際に成膜した結果について説明する。
【００６７】
　まず、酸化剤について実験を行った。ＳｉソースガスとしてＢＴＢＡＳを用い、酸化処
理にＯ２ガスプラズマを用い、これらを交互に供給することでＳｉＯ２膜を成膜した。こ
こでは、処理容器内に３００ｍｍウエハを１００枚挿入し、成膜温度を１００℃とし、Ｂ
ＴＢＡＳの供給量を３０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）、圧力を５３Ｐａにして工程Ｓ１を３
０ｓｅｃ行い、Ｏ２ガスの供給量を２０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）、圧力を６６５Ｐ
ａ、１３．５６ＭＨｚの高周波パワーを５０Ｗにして工程Ｓ２を４０ｓｅｃ行い、これを
４２サイクル繰り返してＳｉＯ２膜を成膜した。なお、処理容器内のパージのため、工程
Ｓ１前には処理容器内の真空引きを継続しつつ３５００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）の流量
でパージガスとしてＮ２ガスを７ｓｅｃの間供給し、工程Ｓ２の前には処理容器内の真空
引きを継続しつつ３５００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）の流量でパージガスとしてＮ２ガス
を６ｓｅｃの間供給した。
【００６８】
　比較のため、工程Ｓ２の酸化処理の際の酸化剤としてＯ３ガスをプラズマ化せずに２５
０ｇ／Ｎｍ３の流量で供給した以外は上記条件と同じにしてＳｉＯ２膜を成膜した。
【００６９】
　その結果、本発明に基づいて酸化剤として活性化された酸素種を含むＯ２ガスプラズマ
を用いた場合には、活性化された酸素種を含まないＯ３ガスを用いた場合よりも５倍程度
の成膜レート（速度）が得られることが確認された。また、Ｏ２ガスプラズマを用いた場
合には、膜厚の面内ばらつきも極めて小さいことも確認された。
【００７０】
　次に、成膜温度について実験を行った。
【００７１】
　ここでは、ＳｉソースガスとしてＢＴＢＡＳを用い、酸化処理にＯ２ガスプラズマを用
いて、成膜温度以外は上記実験と同様にして成膜を行った。温度は、室温（２５℃）、７
５℃、１００℃、２００℃、３００℃と変化させて実験を行った。
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【００７２】
　その結果、１００℃以下という低温においても高い成膜レートで成膜することができ、
室温でも十分に実用的な成膜が可能であることが確認された。また、１００℃以下、特に
、７５℃～２５℃（室温）という低温域においては、高い成膜レートで、均一性の高い膜
圧を得られることが確認された。また、成膜温度が３００℃を超えると膜厚ばらつきが大
きくなり、成膜温度は３００℃以下が好ましいことが確認された。特に、レジストパター
ンの上に成膜する場合には１００℃以下が好ましいのは前述した通りである。
【００７３】
　次に、ハードニング処理時の不純物濃度を測定した。
【００７４】
　ここでは、ＳｉソースガスとしてＢＴＢＡＳを用い、酸化処理にＯ２ガスプラズマを用
いて成膜した場合と、Ｏ３ガスを用いて成膜した場合とで、不純物として炭素Ｃ、及び窒
素Ｎの濃度を比較してみた。測定には、二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）を用いた。
【００７５】
　その結果を図１２に示す。この図に示すように、Ｏ２ガスプラズマを用いて成膜した場
合の炭素Ｃの濃度、及び窒素Ｎの濃度を、それぞれ“１”として規格化したとき、Ｏ３ガ
スを用いて成膜した場合には、炭素Ｃの濃度は２０倍、窒素Ｎの濃度は８倍という測定結
果が得られた。この結果から、ハードニング処理に、Ｏ２ガスプラズマを用いて成膜する
ことが、不純物の低減に有効であることが確認された。フォトレジストは一般的にアンモ
ニアに弱く、アンモニアの発生がフォトレジストポイズニングの一因となる。アンモニア
の発生を抑制するためには、窒素Ｎの発生を抑制することが有効である。Ｏ２ガスプラズ
マを用いて酸化処理すると、窒素Ｎの発生量を少なく抑えることができるため、フォトレ
ジストポイズニングを抑制することが可能となる。これは、ハードニング処理に有利であ
る。
【００７６】
　このように第１の実施形態によれば、解像限界以下のピッチを持つ微細パターンを形成
することができる。これとともに、シリコン酸化膜１０４を、有機シリコンを含むソース
ガスと活性化された酸素種とを交互に供給して形成することで、レジストパターン１０３
´の耐熱温度以下の極めて低い温度で、かつ、膜厚の制御性も良く形成することができる
。さらに、窒素Ｎの発生を抑制できるため、フォトレジストポイズニングを抑制すること
も可能となる。この結果、シリコン酸化膜１０４の膜厚を分子レベルで制御することがで
き、ＣＤ制御が容易となり、ＣＤ均一性の確保が良好になされる。
【００７７】
　このようにして形成された薄膜１０２の微細パターンは、例えば、トランジスタのゲー
ト電極、又はチャネル領域に利用することができる。また、トランジスタのような能動素
子に限らず、半導体メモリのビット線のように、高密度に配置される配線や、各種の集積
回路パターンに利用することができる。また、薄膜１０２の微細パターンは、半導体素子
を分離する素子分離領域や、あるいは半導体素子を形成する素子領域にも利用することが
できる。
【００７８】
　　（第２の実施形態）
　図１３は、この発明の第２の実施形態に係る微細パターンの形成方法の主要な製造工程
を示す断面図である。
【００７９】
　図１３に示すように、第２の実施形態は、第１の実施形態において説明した第１回トリ
ミング処理とハードニング処理とを同じ成膜装置の中で連続処理するようにしたものであ
る（in-situ処理）。
【００８０】
　トリミング処理はエッチング装置またはアッシング装置等を用いて行われ、これに対し
てハードニング処理は成膜装置を用いて行われている。このため、トリミング処理を終え
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た半導体基板（ウエハ）は、アッシング装置から一旦引き出されたのち、成膜装置へと搬
送されるようになっている。
【００８１】
　このように、トリミング処理後、ウエハが装置から引き出されてしまうため、レジスト
パターン１０３´の表面に埃等が付着してしまう可能性がある。レジストパターン１０３
´の表面に埃等が付着してしまうと、レジストパターン１０３´上に形成されるシリコン
酸化膜１０４においては、欠陥密度が増加し、またその膜厚の均一性が損なわれやすくな
る。
【００８２】
　これに対して、第２の実施形態によれば、トリミング処理を、成膜装置を用いて行うよ
うにし、かつ、トリミング処理とハードニング処理とを同じ成膜装置の中で連続処理する
ようにする。これにより、レジストパターン１０３´の表面を清浄に保ったまま、シリコ
ン酸化膜１０４を成膜でき、その欠陥密度を低減させるとともに、膜厚の均一性を高める
ことが可能となる、という利点も得ることができる。
【００８３】
　さらに、二つの処理を同一装置内で連続的に行うことにより搬送や待機時間（Ｑｕｅｕ
ｉｎｇ－ｔｉｍｅ）を低減して、生産効率を向上させてコストを低減できるという効果も
ある。
【００８４】
　この第２の実施形態に係る微細パターンの形成方法に使用される成膜装置の一例を図１
４に示す。
【００８５】
　図１４に示すように、第２の実施形態に係る微細パターンの形成方法に使用される成膜
装置８０´の基本構成は図８に示した成膜装置と同様であり、特に、酸素含有ガス供給機
構１４と、Ｓｉソースガス供給機構１５と、プラズマ生成機構３０を備えているので、第
１の実施形態において説明したシリコン酸化膜１０４の成膜と同様の成膜を行うことがで
きる。
【００８６】
　さらに、成膜装置８０´は、オゾン含有ガス供給機構１４´を備えている。オゾン含有
ガス供給機構１４´はオゾン含有ガス供給源１７´を備え、このオゾン含有ガス供給源１
７´は、流量制御器１８ｄ及び開閉弁１８ｃを介して、例えば、酸素含有ガス配管１８に
接続されている。これにより、オゾン含有ガスを処理容器１内に供給することができる。
【００８７】
　トリミング処理の際には、オゾン含有ガス、例えば、オゾンガスを用いる。オゾンガス
を用いてトリミング処理するときにはプラズマを生成しなくても良い。このため、オゾン
含有ガスは、例えば、プラズマ生成機構３０においてはプラズマ電極３３に高周波電圧を
印加しない状態で、分散ノズル１９を介して処理容器１内に供給するようにすればよい。
【００８８】
　図１４に示す成膜装置８０´によれば、酸素含有ガス供給機構１４、Ｓｉソースガス供
給機構１５及びプラズマ生成機構３０に加えてオゾン含有ガス供給機構１４´を備えてい
るので、処理容器１内においてオゾン含有ガスを用いてレジストパターン１０３´をトリ
ミング処理した後、同じ処理容器１内において有機シリコンを含むソースガスと活性化さ
れた酸素種とを交互に供給しながらシリコン酸化膜１０４を成膜することができる。よっ
て、レジストパターン１０３´の表面を清浄に保ったまま、第１の実施形態において説明
した方法にてシリコン酸化膜１０４を成膜でき、第１の実施形態に比較して、シリコン酸
化膜１０４の欠陥密度を低減させるとともに、膜厚の均一性を高めることができる、とい
う利点を得ることができる。
【００８９】
　（第３の実施形態）
　図１５乃至図２３は、この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要
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な製造工程毎に示す断面図である。
【００９０】
　第３の実施形態は、この発明に係る微細パターンの形成方法を、実際の半導体プロセス
に、より好適に適用できる一例を示すものである。
【００９１】
　まず、図１５に示すように、第１の実施形態と同様に、半導体基板１０１上に、薄膜１
０２、例えば、導電性シリコン膜を形成したのち、薄膜１０２上に、ハードマスク膜１０
６を形成する。ハードマスク膜１０６は薄膜１０２と異なる膜からなり、かつ、薄膜１０
２に対してエッチング選択比をとれる膜からなる。例えば、薄膜１０２が導電性シリコン
膜の場合には、ハードマスク膜１０６には、例えば、シリコン窒化膜などが選ばれる。次
いで、ハードマスク膜１０６上に、反射防止膜２００を形成する。
【００９２】
　次に、図１６に示すように、反射防止膜２００上にフォトレジストを塗布し、フォトレ
ジスト膜を形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜を、
所定のピッチｐ１を持つレジストパターン１０３に加工する。本例では、第１の実施形態
と同様に、レジストパターン１０３の一例として、ライン・アンド・スペースパターンと
し、所定のピッチｐ１としては、露光装置の解像限界とする。
【００９３】
　次に、図１７に示すように、レジストパターン１０３をトリミングし、トリミングされ
たレジストパターン１０３´を得る（第１回トリミング処理）。トリミング処理の条件は
、第１の実施形態と同様の条件で良い。
【００９４】
　次に、図１８に示すように、トリミングされたレジストパターン１０３´及び反射防止
膜２００上にシリコン酸化膜１０４を形成する（ハードニング処理）。第２の実施形態に
おいてもシリコン酸化膜１０４の形成は第１の実施形態と同様であり、有機シリコンを含
むソースガスと活性化された酸素種とを交互に供給しながら形成される。
【００９５】
　次に、図１９に示すように、シリコン酸化膜１０４上にフォトレジストを塗布し、フォ
トレジスト膜を形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜
、所定のピッチｐ２を持つレジストパターン１０５に加工する。本例では、レジストパタ
ーン１０５は、トリミングされたレジストパターン１０３´と同じライン・アンド・スペ
ースパターンである。また、レジストパターン１０５の、所定のピッチｐ２は、露光装置
の解像限界とする。さらに、本例のレジストパターン１０５は、トリミングされたレジス
トパターン１０３´間に配置され、レジストパターン１０３´とレジストパターン１０５
とが交互に配置されるように加工する。
【００９６】
　次に、図２０に示すように、レジストパターン１０５をトリミングし、トリミングされ
たレジストパターン１０５´を得る（第２回トリミング処理）。トリミング処理の条件は
、第１の実施形態と同様の条件で良い。第２回トリミング処理により、レジストパターン
１０３´、及び１０５´からなるレジストパターンが形成され、第１の実施形態と同様に
、解像限界以下のピッチを持つレジストパターンが形成される。
【００９７】
　次に、図２１に示すように、レジストパターン１０３´及び１０５´をエッチングのマ
スクに用いて反射防止膜２００、及びシリコン酸化膜１０４をエッチングし、さらに、図
２２に示すようにハードマスク膜１０６をエッチングする。
【００９８】
　次に、図２３に示すように、反射防止膜２００、シリコン酸化膜１０４、レジストパタ
ーン１０３´及び１０５´を除去した後、ハードマスク膜１０６をエッチングのマスクに
用いて薄膜１０２をエッチングし、薄膜１０２を所望とする微細パターンに加工する。ハ
ードマスク膜１０６のピッチｐ３´はレジストパターン１０３´及び１０５´のピッチｐ
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３とほぼ同じであり、解像限界以下である。よって、ハードマスク膜１０６をエッチング
のマスクに用いてエッチングされた薄膜１０２のピッチｐ４は解像限界以下になる。この
ようにして、第１の実施形態では、解像限界以下のピッチを持つ微細パターンを形成する
ことができる。
【００９９】
　第３の実施形態においても、ハードニング処理の際、有機シリコンを含むソースガスと
活性化された酸素種とを交互に供給してシリコン酸化膜１０４を形成するので、第１の実
施形態と同様に、解像限界以下のピッチを持つ微細パターンのＣＤ均一性を、より良好に
することができる。
【０１００】
　さらに、第３の実施形態によれば、薄膜１０２を、ハードマスク膜１０６をエッチング
のマスクに用いてエッチングするので、レジストパターン１０３´及び１０５´をエッチ
ングのマスクに用いてエッチングする場合に比較して、膜厚が厚い薄膜１０２を加工でき
る、という利点を得ることができる。
【０１０１】
　また、第３の実施形態は第２の実施形態と組み合わせることが可能であり、第１回トリ
ミング処理（図１７参照）とハードニング処理（図１８参照）とを、同じ成膜装置の中で
連続処理することができる。この場合には、第２の実施形態と同様に、レジストパターン
１０３´の表面を清浄に保ったまま、シリコン酸化膜１０４を成膜できるので、シリコン
酸化膜１０４の膜厚の均一性を、より高めることが可能となる。
【０１０２】
　　（第４の実施形態）
　図２４乃至図２８は、この発明の第４の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要
な製造工程毎に示す断面図である。
【０１０３】
　まず、図１乃至図４を参照して説明した方法に従って、図２４に示す構造を得る。
【０１０４】
　次に、図２５に示すように、シリコン酸化膜１０４上に反射防止材料を塗布し、反射防
止膜（ＢＡＲＣ）２０１を形成する。この際、反射防止材料は、トリミングされたレジス
トパターン１０３´によって生じた凹凸が反射防止材料によって埋め込まれるように厚く
塗布する。これにより、シリコン酸化膜１０４上には、下層の凹凸を埋め込み、かつ、上
面が平坦とされた反射防止膜２０１が形成される。
【０１０５】
　次に、図２６に示すように、反射防止膜２０１上にフォトレジストを塗布し、フォトレ
ジスト膜を形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用いて、フォトレジスト膜を、
所定のピッチｐ２を持つレジストパターン１０５に加工する。本例においても、レジスト
パターン１０５は、トリミングされたレジストパターン１０３´と同じライン・アンド・
スペースパターンである。また、レジストパターン１０５の、所定のピッチｐ２は、露光
装置の解像限界とする。さらに、本例のレジストパターン１０５は、トリミングされたレ
ジストパターン１０３´間上に配置され、レジストパターン１０３´とレジストパターン
１０５とが交互に配置されるように加工する。
【０１０６】
　次に、図２７に示すように、レジストパターン１０５をトリミングし、トリミングされ
たレジストパターン１０５´を得る（第２回トリミング処理）。トリミング処理の条件は
、第１の実施形態と同様の条件で良い。これにより、反射防止膜２０１上に、トリミング
されたレジストパターン１０５´を備え、かつ、反射防止膜２０１内に、トリミングされ
たレジストパターン１０３´を備えた構造が得られる。
【０１０７】
　次に、図２８に示すように、レジストパターン１０５´をエッチングのマスクに用いて
反射防止膜２０１をエッチングする。反射防止膜２０１のエッチングを進行させると、レ
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ジストパターン１０３´上に形成されたシリコン酸化膜１０４が露出する。引き続きエッ
チングを続行し、露出したシリコン酸化膜１０４をエッチングする。これにより、レジス
トパターン１０３´が露出する。露出したレジストパターン１０３´と、及び反射防止膜
２０１上のレジストパターン１０５´とをエッチングのマスクに用いつつ、引き続きエッ
チングを続行し、反射防止膜２０１、シリコン酸化膜１０４、反射防止膜２００、及び薄
膜１０２をエッチングする。これにより、薄膜１０２は、所望とする微細パターンに加工
される。この後、薄膜１０２上から、レジストパターン１０３´、１０５´シリコン酸化
膜１０４、反射防止膜２００、２０１を除去することで、図２８に示す構造が得られる。
【０１０８】
　このような第４の実施形態によれば、反射防止膜２０１を備えているので、レジストパ
ターン１０５を精度良く形成できる、という利点を得ることができる。
【０１０９】
　しかも、本例の上記反射防止膜２０１は上面が平坦化されているので、上記レジストパ
ターン１０５は、さらに精度良く形成できる。
【０１１０】
　よって、第４の実施形態によれば、薄膜１０２からなり、解像限界以下のピッチを持つ
微細パターンのＣＤ均一性を、さらに良好にできる。
【０１１１】
　第４の実施形態は、上記第２の実施形態や第３の実施形態と組み合わせて実施すること
が可能である。
【０１１２】
　以上、本発明をいくつかの実施形態を参照して説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されることなく、種々変形可能である。例えば、上記実施形態では本発明を複数の半導
体ウエハを搭載して一括して成膜を行うバッチ式の成膜装置に適用した例を示したが、こ
れに限らず、１枚のウエハ毎に成膜を行う枚葉式の成膜装置に適用することもできる。
【０１１３】
　さらに、上記実施形態は、２枚から１５枚程度の少量一括処理を目的としたセミ・バッ
チ方式、又はミニ・バッチ方式の成膜装置に適用することができる。
【０１１４】
　また、エトキシシランガス、及びアミノシランガスとしては、上記実施形態に示したも
のに限らない。また、活性化された酸素種として種々の酸素含有ガスプラズマを例示した
が、これに限らず、ラジカル化している酸素を含むものであれば適用可能である。
【０１１５】
　さらに、上記実施形態においては、Ｓｉソースガスと活性化された酸素種とを完全に交
互に供給したが、Ｓｉソースガスを供給するときにも活性化された酸素種を供給するよう
にしてもよい。
【０１１６】
　また、上記実施形態においては、酸化シリコン膜を低温成膜する例について説明したが
、酸化シリコン膜の他、窒化シリコン膜や、炭化シリコン膜なども成膜することができる
。
【０１１７】
　さらに、上記実施形態においては、プラズマを形成する機構を処理容器に一体的に組み
込んだ例について説明したが、これに限定されず、処理容器とは別体で設け処理容器の外
で予めプラズマ化して処理容器に導入するリモートプラズマ装置を用いてもよい。
【０１１８】
　さらに、被処理体としては、半導体ウエハに限定されず、ＬＣＤガラス基板等の他の基
板にも本発明を適用することができる。
【０１１９】
　さらに、フォトレジスト膜を形成する前に、反射防止膜２００、２０１を形成したが、
反射防止膜２００、２０１は必要に応じて形成されれば良い。
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【０１２０】
　さらに、レジストパターン１０３、及び１０５のトリミングも、必要に応じてなされれ
ば良い。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図２】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図３】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図４】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図５】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図６】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図７】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎に
示す断面図
【図８】この発明の第１の実施形態に係る微細パターンの形成方法に使用される成膜装置
の一例を示す縦断面図
【図９】シリコン酸化膜１０４を形成するための成膜装置の一例を示す横断面図
【図１０】シリコン酸化膜１０４を形成するための成膜方法におけるガスの供給のタイミ
ングを示すタイミングチャート
【図１１】シリコン酸化膜１０５の成膜方法を実施する際の反応を説明するための模式図
【図１２】Ｏ２ガスプラズマを用いて成膜した場合と、Ｏ３ガスを用いて成膜した場合と
で、不純物量を比較した図
【図１３】この発明の第２の実施形態に係る微細パターンの形成方法の主要な製造工程を
示す断面図
【図１４】この発明の第２の実施形態に係る微細パターンの形成方法に使用される成膜装
置の一例を示す縦断面図
【図１５】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図１６】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図１７】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図１８】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図１９】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２０】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２１】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２２】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２３】この発明の第３の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２４】この発明の第４の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
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に示す断面図
【図２５】この発明の第４の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２６】この発明の第４の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２７】この発明の第４の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【図２８】この発明の第４の実施形態に係る微細パターンの形成方法を主要な製造工程毎
に示す断面図
【符号の説明】
【０１２２】
　１０１；半導体基板
　１０２；薄膜
　１０３；フォトレジストパターン
　１０３´；トリミングされたフォトレジストパターン
　１０４；シリコン酸化膜
　１０５；フォトレジストパターン
　１０５´；トリミングされたフォトレジストパターン
　１０６；ハードマスク膜
　２００、２０１；反射防止膜
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