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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の被エッチング膜の上に、第１のレジスト膜を成膜し、成膜した前記第１のレジ
スト膜に、所定のピッチで配列する第１の開口部を形成する第１の形成工程と、
　前記第１の開口部の側壁を被覆するように、前記第１のレジスト膜上に第１の膜を成膜
する第１の成膜工程と、
　前記第１の膜に接するように、第２のレジスト膜を成膜し、成膜した前記第２のレジス
ト膜に、前記第１の開口部と交互に配列する第２の開口部を形成する第２の形成工程と、
　前記第２の開口部の側壁を被覆するように、前記第２のレジスト膜上に第２の膜を成膜
する第２の成膜工程と、
　前記第２の膜が前記第２の開口部の側壁を被覆する第１の側壁部として残るように、前
記第２の膜の一部を除去する第１の除去工程と、
　前記第１の側壁部をマスクとして前記第１のレジスト膜の一部を除去することによって
、前記第１のレジスト膜に、前記第２の開口部に対応した第３の開口部を形成するととも
に、前記第１の膜が前記第１の開口部の側壁を被覆する第２の側壁部として残るように、
前記第１の膜の一部を除去することによって、前記第１の開口部の側壁が前記第２の側壁
部に被覆されてなる第４の開口部を形成する第２の除去工程と
を有するマスクパターンの形成方法。
【請求項２】
　前記第２の除去工程は、
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　前記第１の側壁部をマスクとして、前記第２の開口部内で前記第１の膜と前記第１のレ
ジスト膜とをエッチングして除去するとともに、前記第２のレジスト膜を除去する第１の
エッチング工程と、
　前記第２のレジスト膜を除去した後、前記第１の側壁部をマスクとして、前記第１の膜
が前記第２の側壁部として残るように、前記第１の膜の一部をエッチングして除去する第
２のエッチング工程と、
　前記第１の側壁部をエッチングして除去する第３のエッチング工程と
を有する、請求項１に記載のマスクパターンの形成方法。
【請求項３】
　前記第２の膜の材料は、前記第１の膜の材料と異なる、請求項２に記載のマスクパター
ンの形成方法。
【請求項４】
　前記第１のエッチング工程及び前記第２のエッチング工程において、前記第２の膜のエ
ッチングレートは、前記第１の膜のエッチングレートよりも小さい、請求項３に記載のマ
スクパターンの形成方法。
【請求項５】
　前記第１の膜の光学定数は、前記第１のレジスト膜の光学定数と略等しい、請求項１か
ら請求項４のいずれかに記載のマスクパターンの形成方法。
【請求項６】
　前記第１の膜は、酸化シリコン、酸化アルミニウム、シリコン添加酸化アルミニウム、
酸化チタン、窒化シリコン、アモルファスカーボン、ポリシリコンのいずれか１種以上の
膜よりなる、請求項１から請求項５のいずれかに記載のマスクパターンの形成方法。
【請求項７】
　前記第２の膜は、酸化シリコン、酸化アルミニウム、シリコン添加酸化アルミニウム、
酸化チタン、窒化シリコン、アモルファスカーボン、ポリシリコンのいずれか１種以上の
膜よりなる、請求項１から請求項６のいずれかに記載のマスクパターンの形成方法。
【請求項８】
　前記第１の膜の膜厚と前記第２の膜の膜厚とは、前記第３の開口部の第１の開口寸法と
、前記第４の開口部の第２の開口寸法とが等しくなるように決定されたものである、請求
項１から請求項７のいずれかに記載のマスクパターンの形成方法。
【請求項９】
　一の基板に形成された前記第３の開口部の前記第１の開口寸法と、前記一の基板に形成
された前記第４の開口部の前記第２の開口寸法とを測定し、測定された前記第１の開口寸
法と前記第２の開口寸法とに基づいて、他の基板に形成される前記第１の膜の膜厚又は前
記第２の膜の膜厚を変更する、請求項１から請求項８のいずれかに記載のマスクパターン
の形成方法。
【請求項１０】
　前記第３の開口部と前記第４の開口部とよりなるパターンを用いて前記被エッチング膜
をエッチングする被エッチング膜エッチング工程を有し、
　前記被エッチング膜エッチング工程において、前記第１のレジスト膜及び前記第１の膜
のエッチングレートは、用いるエッチャントガスに対する前記被エッチング膜のエッチン
グレートよりも小さい、
　請求項１から請求項９のいずれかに記載のマスクパターンの形成方法。
【請求項１１】
　前記第１の形成工程において、成膜した前記第１のレジスト膜にアライメントマークを
形成し、
　前記第１の成膜工程において、前記アライメントマークを被覆するように前記第１のレ
ジスト膜上に前記第１の膜を成膜する、
　請求項１から請求項１０のいずれかに記載のマスクパターンの形成方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上にマスクパターンを形成するマスク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、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。従って、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。また、現在主流であるＡｒＦ液浸露光技
術の解像限界は、４ｘｎｍ世代で限界に達すると言われている。従って、更に微細な３ｘ
ｎｍ世代では、ダブルパターニング技術（Double　Pattering：ＤＰ）という微細化技術
によって達成されようとしており、現在ダブルパターニング技術の開発が盛んに行われて
いる。
【０００３】
　このような、ダブルパターニングを行って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。
【０００４】
　特許文献１では、第１のレジスト膜よりなる第１のレジスト開口パターンを形成し、形
成した第１のレジスト開口パターンを用いて下地膜に第１のホールパターンを形成する。
次いで、第２のレジスト膜よりなる第２のレジスト開口パターンを形成し、形成した第２
のレジスト開口パターンを用いて下地膜に第２のホールパターンを形成するプロセスが開
示されている。このようなプロセスは、ＬＥＬＥ（Lithography　Etching　Lithography
　Etching）プロセスと呼ばれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１２９７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上述したような、ＬＥＬＥプロセスによるダブルパターニングを行ってレジ
ストパターンを形成する場合、次のような問題がある。
【０００７】
　ＬＥＬＥプロセスでは、塗布現像装置により第１のレジスト開口パターンを形成した後
、エッチング装置によりエッチングを行って第１のホールパターンを形成する。その後、
塗布現像装置により第２のレジスト開口パターンを形成した後、再びエッチング装置によ
りエッチングを行って第２のホールパターンを形成する。そのため、工程数が増えるとい
う問題がある。
【０００８】
　工程数を削減するためには、ＬＬＥ（Lithography　Lithography　Etching）プロセス
にすればよいとも考えられる。ＬＬＥプロセスは、第１のレジストパターンを形成した後
、第１レジストパターン同士の間に第２レジストパターンを形成し、第１レジストパター
ン及び第２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ものである。
【０００９】
　しかし、ＬＬＥプロセスでは、第１のレジスト膜よりなる第１のレジストパターンが形
成された状態で、第２のレジストパターンを形成するために第２のレジスト膜を成膜する
際に、レジストの溶剤により第１のレジストパターンが溶解するおそれがある。従って、
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第２のレジスト膜を成膜する前に、第１のレジストパターンの上にバリア層を形成するか
、不溶化処理を施さなくてはならない。
【００１０】
　また、ライン部よりなるレジストパターンを形成した場合には、例えば酸等を用いたス
リミング処理等により、形成後のライン部の幅寸法を小さくすることはできる。しかし、
開口部よりなるレジストパターンを形成した場合、スリミング処理等により、形成後の開
口部の開口寸法を小さくすることはできない。従って、露光装置の解像度以下の開口寸法
を有する開口部を形成することは困難である。
【００１１】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ＬＥＬＥプロセスよりも工程数を削減
でき、第２のレジスト膜を成膜する際の第１のレジスト膜の溶解を防止できるとともに、
露光装置の解像度以下の微細な開口部を形成できるマスクパターンの形成方法を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる手段を講じたことを特徴とするも
のである。
【００１３】
　本発明の一実施例によれば、基板上の被エッチング膜の上に、第１のレジスト膜を成膜
し、成膜した前記第１のレジスト膜に、所定のピッチで配列する第１の開口部を形成する
第１の形成工程と、前記第１の開口部の側壁を被覆するように、前記第１のレジスト膜上
に第１の膜を成膜する第１の成膜工程と、前記第１の膜に接するように、第２のレジスト
膜を成膜し、成膜した前記第２のレジスト膜に、前記第１の開口部と交互に配列する第２
の開口部を形成する第２の形成工程と、前記第２の開口部の側壁を被覆するように、前記
第２のレジスト膜上に第２の膜を成膜する第２の成膜工程と、前記第２の膜が前記第２の
開口部の側壁を被覆する第１の側壁部として残るように、前記第２の膜の一部を除去する
第１の除去工程と、前記第１の側壁部をマスクとして前記第１のレジスト膜の一部を除去
することによって、前記第１のレジスト膜に、前記第２の開口部に対応した第３の開口部
を形成するとともに、前記第１の膜が前記第１の開口部の側壁を被覆する第２の側壁部と
して残るように、前記第１の膜の一部を除去することによって、前記第１の開口部の側壁
が前記第２の側壁部に被覆されてなる第４の開口部を形成する第２の除去工程とを有する
マスクパターンの形成方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ＬＥＬＥプロセスよりも工程数を削減でき、第２のレジスト膜を成膜
する際の第１のレジスト膜の溶解を防止できるとともに、露光装置の解像度以下の微細な
開口部を形成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各工程
における基板の構造を模式的に示す断面図（その１）である。
【図２】実施の形態に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各工程
における基板の構造を模式的に示す断面図（その２）である。
【図３】実施の形態に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各工程
における基板の構造を模式的に示す断面図（その３）である。
【図４】実施の形態に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各工程
における基板の構造を模式的に示す断面図（その４）である。
【図５】実施の形態の他の例に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり
、図４に示す工程における基板の構造を模式的に示す平面図である。
【図６】比較例に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各工程にお
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ける基板の構造を模式的に示す断面図（その１）である。
【図７】比較例に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各工程にお
ける基板の構造を模式的に示す断面図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明を実施するための形態について図面と共に説明する。
【００１７】
　図１～図５を参照し、本発明の実施の形態に係るマスクパターンの形成方法を説明する
。
【００１８】
　図１～図４は、本実施の形態に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であ
り、各工程における基板の構造を模式的に示す断面図である。図５は、本実施の形態の他
の例に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、図４に示す工程におけ
る基板の構造を模式的に示す平面図である。
【００１９】
　図１（ａ）に示す工程では、基板１０の上に、下から順に第１の被エッチング膜１１、
第２の被エッチング膜１２、第３の被エッチング膜１３が形成された基板を準備する。
【００２０】
　第１の被エッチング膜１１及び第２の被エッチング膜１２は、パターンを形成されるこ
とにより、その後の種々の加工工程を行う場合のマスクとして機能する。第３の被エッチ
ング膜１３は、パターンが形成され、第１の被エッチング膜１１及び第２の被エッチング
膜１２のパターンを形成するためのマスクとして機能する。第３の被エッチング膜１３は
、その上に形成される第１のレジスト膜１４のフォトリソグラフィを行う際の反射防止膜
（ＢＡＲＣ：Bottom　Anti-Reflecting　Coating）としての機能を有する場合もある。
【００２１】
　第１の被エッチング膜１１の材質は、特に限定されるものではなく、例えばＴＥＯＳ（
テトラエトキシシラン：Tetraethoxysilane）を用いることができる。また、第１の被エ
ッチング膜１１の厚さは、特に限定されるものではなく、例えば５０～５００ｎｍとする
ことができる。
【００２２】
　第２の被エッチング膜１２の材質は、特に限定されるものではなく、例えば化学気相法
（ＣＶＤ：Chemical　Vapor　Deposition）により成膜されたアモルファスカーボン、ス
ピンオンにより成膜されたポリフェノールやｉ線レジスト等のフォトレジストを含む広範
な有機系の材料を用いることができる。また、第２の被エッチング膜１２の厚さは、特に
限定されるものではなく、例えば１５０～３００ｎｍとすることができる。
【００２３】
　第３の被エッチング膜１３の材質は、特に限定されるものではなく、例えばＳＯＧ（Sp
in　On　Glass）膜、ＳｉＯＮ膜、又はＬＴＯ（Low　Temperature　Oxide）膜とＢＡＲＣ
の複合膜、すなわちＳｉを含んだＢＡＲＣであるＳｉＡＲＣを用いることができる。また
、第３の被エッチング膜１３の厚さは、特に限定されるものではなく、例えば４０～１２
０ｎｍとすることができる。
【００２４】
　次いで、図１（ｂ）に示す工程では、基板上の第３の被エッチング膜１３の上に、第１
のレジスト膜１４を成膜し、成膜した第１のレジスト膜１４に、所定のピッチで配列する
第１の開口部１４ａを形成する（第１の形成工程）。
【００２５】
　まず、第３の被エッチング膜１３の上に、例えば露光装置を組み込んだ塗布現像装置を
用いたスピンオンにより、第１のレジスト膜１４を成膜する。第１のレジスト膜１４の材
質として、例えばＡｒＦレジストを用いることができる。また、第１のレジスト膜１４の
厚さは、特に限定されるものではなく、例えば５０～２００ｎｍとすることができる。
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【００２６】
　その後、例えば露光装置を組み込んだ塗布現像装置を用いたフォトリソグラフィ技術に
より、成膜した第１のレジスト膜１４に、第１のピッチＰ１で配列する第１の開口部１４
ａを形成する。これにより、開口寸法Ｓ１を有し、第１のピッチＰ１で配列する第１の開
口部１４ａが形成される。このとき、第１の開口部１４ａ内には、第３の被エッチング膜
１３の一部が露出している。
【００２７】
　次いで、図１（ｃ）に示す工程では、第１の開口部１４ａの側壁１４ｂを被覆するよう
に、第１のレジスト膜１４上に第１の膜１５を成膜する（第１の成膜工程）。
【００２８】
　第１の膜１５は、第２のレジスト膜１６を成膜する際に、第２のレジスト膜１６の溶剤
により第１のレジスト膜１４が溶解しないように保護するためのものである。また、第１
の膜１５は、第１の開口部１４ａの側壁１４ｂを被覆することによって、第１の開口部１
４ａの開口寸法を小さくするためのものでもある。
【００２９】
　第１の膜１５の光学定数は、第１のレジスト膜１４の光学定数と略等しいことが好まし
い。光学定数とは、複素屈折率の実数成分である屈折率ｎと、複素屈折率の虚数成分であ
る減衰係数ｋを意味する。第１の膜１５の光学定数を第１のレジスト膜１４の光学定数と
略等しくすることにより、第１の膜１５と第１のレジスト膜１４とが光学的に一体に振舞
う。そのため、第２の開口部１６ａを形成するために第２のレジスト膜１６に露光を行う
際に、露光のための光が第１の膜１５と第１のレジスト膜１４との界面で反射して解像度
が低下することを防止できる。
【００３０】
　第１の膜１５として、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、
シリコン添加酸化アルミニウム（ＡｌＳｉＯ）、酸化チタン（ＴｉＯｘ）、窒化シリコン
（ＳｉＮ）、アモルファスカーボン、ポリシリコンのいずれか１種以上の膜よりなるもの
を用いることができる。以下では、一例として、ＳｉＯ２よりなる第１の膜１５（以下、
単に「ＳｉＯ２膜１５」という。）を、低温での分子層堆積（Molecular　Layer　Deposi
tion、以下「ＭＬＤ」という）、即ち低温ＭＬＤによって成膜する方法について説明する
。
【００３１】
　低温ＭＬＤにおいては、シリコンを含む原料ガスを成膜装置の処理容器内に供給し、シ
リコン原料を基板上に吸着させる工程と、酸素を含むガスを処理容器内に供給し、シリコ
ン原料を酸化させる工程とを交互に繰り返す。
【００３２】
　具体的には、シリコンを含む原料ガスを基板上に吸着させる工程においては、シリコン
を含む原料ガスとして、１分子内に２個のアミノ基を有するアミノシランガス、例えばビ
スターシャルブチルアミノシラン（以下、「ＢＴＢＡＳ」という）を、シリコン原料ガス
の供給ノズルを介して処理容器内に所定の時間Ｔ１供給する。これにより、基板上にＢＴ
ＢＡＳを吸着させる。時間Ｔ１は、例えば１～６０ｓｅｃとすることができる。シリコン
を含む原料ガスの流量は、１０～５００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）とすることができる。
また、処理容器内の圧力は１３．３～６６５Ｐａとすることができる。
【００３３】
　次に、酸素を含むガスを処理容器内に供給し、シリコン材料を酸化させる工程において
は、酸素を含むガスとして、例えば高周波電源を備えたプラズマ生成機構によってプラズ
マ化されたＯ２ガスを、ガス供給ノズルを介して処理容器内に所定の時間Ｔ２供給する。
これにより、基板上に吸着されたＢＴＢＡＳが酸化され、ＳｉＯ２膜１５が形成される。
時間Ｔ２は、例えば５～３００ｓｅｃとすることができる。また、酸素を含むガスの流量
は、１００～２００００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）とすることができる。また、高周波電
源の周波数は１３．５６ＭＨｚとすることができ、高周波電源の電力は５～１０００Ｗと
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することができる。また、処理容器内の圧力は１３．３～６６５Ｐａとすることができる
。
【００３４】
　また、シリコンを含む原料ガスを基板上に吸着させる工程と、シリコン材料を酸化させ
る工程とを切り換える際に、工程間に、処理容器内を真空排気しつつ例えばＮ２ガス等の
不活性ガスよりなるパージガスを処理容器内に供給する工程を所定の時間Ｔ３行うことが
できる。時間Ｔ３は、例えば１～６０ｓｅｃとすることができる。また、パージガスの流
量は、５０～５０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）とすることができる。なお、この工程は
、処理容器内に残留しているガスを除去することができればよく、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排気を継続して行うことができる。
【００３５】
　ＢＴＢＡＳは、シリコンを含む原料ガスとして用いる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
に、ビスジエチルアミノシラン（ＢＤＥＡＳ）、ビスジメチルアミノシラン（ＢＤＭＡＳ
）、ジイソプロピルアミノシラン（ＤＩＰＡＳ）、ビスエチルメチルアミノシラン（ＢＥ
ＭＡＳ）を用いることができる。更に、シリコン原料ガスとして、１分子内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ができ、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できる。
【００３６】
　一方、酸素を含むガスとしては、Ｏ２ガスの他、ＮＯガス、Ｎ２Ｏガス、Ｈ２Ｏガス、
Ｏ３ガスを用いることができ、これらを高周波電界によりプラズマ化して酸化剤として用
いることができる。このような酸素を含むガスのプラズマを用いることにより、ＳｉＯ２

膜の成膜を３００℃以下の低温で行うことができ、更に酸素を含むガスのガス流量、高周
波電源の電力、処理容器内の圧力を調整することにより、ＳｉＯ２膜の成膜を１００℃以
下又は室温で行うことができる。
【００３７】
　以上説明したような成膜方法を行うことによって、図１（ｃ）に示すように、第１の開
口部１４ａ内を含め、基板１０の全面に第１の膜１５が成膜される。すなわち、第１の開
口部１４ａの側壁１４ｂを被覆するように、第１の膜１５が成膜される。また、第１の開
口部１４ａの底面１４ｃ、すなわち、第１の開口部１４ａ内に露出している第３の被エッ
チング膜１３上にも、第１の膜１５が成膜される。このときの第１の膜１５の膜厚をＤ１
とすると、第１の開口部１４ａの側壁１４ｂを被覆する第１の膜１５の幅もＤ１となる。
従って、側壁１４ｂが第１の膜１５に被覆された第１の開口部１４ａの開口寸法Ｓ１´は
、Ｓ１－２×Ｄ１となる。第１のピッチＰ１を例えば８０ｎｍとし、開口寸法Ｓ１を例え
ば４０ｎｍとし、Ｄ１を例えば１０ｎｍとするとき、側壁１４ｂが第１の膜１５に被覆さ
れた第１の開口部１４ａの開口寸法Ｓ１´を２０ｎｍとすることができる。
【００３８】
　次いで、図２（ａ）に示す工程では、第１の膜１５上に、第２のレジスト膜１６を成膜
し、成膜した第２のレジスト膜１６に、第１の開口部１４ａと交互に配列する第２の開口
部１６ａを形成する（第２の形成工程）。
【００３９】
　まず、第１の膜１５の上に、第１のレジスト膜１４と同様に、例えば露光装置を組み込
んだ塗布現像装置を用いたスピンオンにより、第２のレジスト膜１６を成膜する。第２の
レジスト膜１６の材質として、第１のレジスト膜１４と同様に、例えばＡｒＦレジストを
用いることができる。また、第２のレジスト膜１６の厚さは、特に限定されるものではな
く、例えば５０～２００ｎｍとすることができる。
【００４０】
　その後、例えば露光装置を組み込んだ塗布現像装置を用いたフォトリソグラフィ技術に
より、成膜した第２のレジスト膜１６に、第２のピッチＰ２で配列する第２の開口部１６
ａを形成する。これにより、開口寸法Ｓ２を有し、第２のピッチＰ２で配列する第２の開



(8) JP 5638413 B2 2014.12.10

10

20

30

40

50

口部１６ａが形成される。このとき、第２の開口部１６ａ内には、第１の膜１５の一部が
露出している。
【００４１】
　ここで、第２のピッチＰ２は、第１のピッチＰ１と略等しい。そして、第２の開口部１
６ａは、第１の開口部１４ａと交互に配列するように形成される。
【００４２】
　また、前述したように、第１の膜１５の光学定数を、第１のレジスト膜１４の光学定数
に略等しくすると、第２のレジスト膜１６を露光する際に、露光のための光が第１の膜１
５と第１のレジスト膜１４との界面で反射して解像度が低下することを防止できる。
【００４３】
　なお、第１のレジスト膜１４に第１の開口部１４ａを形成するとともにアライメントマ
ークを形成しておき、アライメントマークを被覆するように第１の膜１５を成膜しておい
てもよい。これにより、第２のレジスト膜１６に第２の開口部１６ａを形成するときに、
第２のレジスト膜１６に近接した第１のレジスト膜１４に形成されたアライメントマーク
を基準として位置合わせできるため、位置合わせ精度が向上する。
【００４４】
　次いで、図２（ｂ）に示す工程では、第２の開口部１６ａの側壁１６ｂを被覆するよう
に、第２のレジスト膜１６上に第２の膜１７を成膜する（第２の成膜工程）。
【００４５】
　第２の膜１７は、第２の開口部１６ａの側壁１６ｂを被覆することによって、第２の開
口部１６ａの開口寸法を小さくするためのものである。
【００４６】
　第２の膜１７として、第１の膜１５と同様に、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化アルミ
ニウム（Ａｌ２Ｏ３）、シリコン添加酸化アルミニウム（ＡｌＳｉＯ）、酸化チタン（Ｔ
ｉＯｘ）、窒化シリコン（ＳｉＮ）、アモルファスカーボン、ポリシリコンのいずれか１
種以上の膜よりなるものを用いることができる。
【００４７】
　また、一例として、ＳｉＯ２よりなる第２の膜１７を成膜する場合、第１の膜１５と同
様に、低温ＭＬＤによって行うことができる。
【００４８】
　その結果、図２（ｂ）に示すように、第２の開口部１６ａ内を含め、基板１０の全面に
第２の膜１７が成膜される。すなわち、第２の開口部１６ａの側壁１６ｂを被覆するよう
に、第２の膜１７が成膜される。また、第２の開口部１６ａの底面１６ｃ、すなわち、第
２の開口部１６ａ内に露出している第１の膜１５上にも、第２の膜１７が成膜される。こ
のときの第２の膜１７の膜厚をＤ２とすると、第２の開口部１６ａの側壁１６ｂを被覆す
る第２の膜１７の幅もＤ２となる。従って、側壁１６ｂが第２の膜１７に被覆された第２
の開口部１６ａの開口寸法Ｓ２´は、Ｓ２－２×Ｄ２となる。第２のピッチＰ２を例えば
８０ｎｍとし、開口寸法Ｓ２を例えば４０ｎｍとし、Ｄ２を例えば１０ｎｍとするとき、
側壁１６ｂが第２の膜１７に被覆された第２の開口部１６ａの開口寸法Ｓ２´を２０ｎｍ
とすることができる。
【００４９】
　次いで、図２（ｃ）に示す工程では、第２の膜１７が第２の開口部１６ａの側壁１６ｂ
を被覆する側壁部１７ａとして残るように、第２の膜１７の一部を除去する（第１の除去
工程）。
【００５０】
　図２（ｃ）に示すように、第２の膜１７が、第２の開口部１６ａの側壁１６ｂを被覆す
る側壁部１７ａとして残っている状態のまま、第２のレジスト膜１６の上面及び第２の開
口部１６ａの底面１６ｃに形成されていた第２の膜１７を異方的にエッチングする。第２
の膜１７をエッチングするエッチャントガスは、特に限定されるものではない。第２の膜
１７がＳｉＯ２よりなるときは、エッチャントガスとして、例えばＣＦ４、Ｃ４Ｆ８、Ｃ
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ＨＦ３、ＣＨ３Ｆ、ＣＨ２Ｆ２等のＣＦ系ガスと、Ａｒガス等の混合ガス、またはこの混
合ガスに必要に応じて酸素を添加したガス等を用いて行うことができる。また、第２の膜
１７が例えばＡｌ２Ｏ３、ＡｌＳｉＯ、ＴｉＯｘ、ＳｉＮ、アモルファスカーボン、又は
ポリシリコンよりなるときは、エッチャントガスとして、例えばＣｌ２、Ｃｌ２＋ＨＢｒ
、Ｃｌ２＋Ｏ２、ＣＦ４＋Ｏ２、ＳＦ６、Ｃｌ２＋Ｎ２、Ｃｌ２＋ＨＣｌ、ＨＢｒ＋Ｃｌ

２＋ＳＦ６等のいわゆるハロゲン系ガスを用いることができる。
【００５１】
　第１の除去工程は、例えば、処理容器と、処理容器内に処理ガスを供給するガス供給部
と、処理容器内に設けられた基板を保持する保持部を有するプラズマエッチング装置を用
いて行うことができる。処理容器内には、保持部の上方には、高周波電力が印加可能な上
部電極が設けられており、保持部は高周波電力が印加可能な下部電極を兼ねている。保持
部に基板１０を保持した状態で、ガス供給部より例えばＣＦ４ガス、Ｏ２ガス及びＡｒガ
スを処理容器内に供給し、処理容器内を例えば６．７Ｐａ（５０ｍＴｏｒｒ）以下の圧力
に保持する。その後、周波数が６０ＭＨｚの高周波電力を例えば１０００Ｗとして上部電
極に供給し、処理ガスをプラズマ化するとともに、バイアス用の高周波として、周波数が
１３．５６ＭＨｚの高周波電力を例えば３００Ｗとして下部電極に供給する。これにより
、第２の膜１７がエッチングされる。
【００５２】
　その結果、側壁１６ｂが側壁部１７ａに被覆された第２の開口部１６ａよりなるパター
ンが形成される。前述したように、第２のピッチＰ２を例えば８０ｎｍとし、開口寸法Ｓ
２を例えば４０ｎｍとし、Ｄ２を例えば１０ｎｍとするとき、側壁１６ｂが側壁部１７ａ
に被覆された第２の開口部１６ａの開口寸法Ｓ２´を２０ｎｍとすることができる。
【００５３】
　次いで、側壁部１７ａをマスクとして第１のレジスト膜１４の一部を除去することによ
って、第１のレジスト膜１４に、第２の開口部１６ａに対応した第３の開口部１４ｄを形
成する。また、それとともに、第１の膜１５が第１の開口部１４ａの側壁１４ｂを被覆す
る側壁部１５ａとして残るように、第１の膜１５の一部を除去することによって、第１の
開口部１４ａの側壁１４ｂが側壁部１５ａに被覆されてなる第４の開口部１４ｇを形成す
る（第２の除去工程）。
【００５４】
　なお、第２の除去工程は、各種の方法により行うことができるが、一例として、図３（
ａ）から図３（ｃ）に示すように、第１のエッチング工程、第２のエッチング工程及び第
３のエッチング工程を行う方法を説明する。
【００５５】
　まず、図３（ａ）に示す工程では、側壁部１７ａをマスクとして、第２の開口部１６ａ
内で第１の膜１５と第１のレジスト膜１４とをエッチングにより除去するとともに、残っ
ている第２のレジスト膜１６を除去する（第１のエッチング工程）。
【００５６】
　第１の膜１５をエッチングするエッチャントガスは、特に限定されるものではない。第
２の膜１７をエッチングするときと同様に、第１の膜１５がＳｉＯ２よりなるときは、エ
ッチャントガスとして、例えばＣＦ系ガスとＡｒガス等の混合ガス等を用いて行うことが
できる。また、第２の膜１７をエッチングするときと同様に、第１の膜１５が例えばＡｌ

２Ｏ３、ＡｌＳｉＯ、ＴｉＯｘ、ＳｉＮ、アモルファスカーボン、又はポリシリコンより
なるときは、エッチャントガスとして、例えばハロゲン系ガスを用いることができる。
【００５７】
　ただし、用いるエッチャントガスに対する第２の膜１７のエッチングレートが、用いる
エッチャントガスに対する第１の膜１５のエッチングレートよりも小さいことが好ましい
。このとき、第２の膜１７のエッチングレートに対する第１の膜１５のエッチングレート
の比である選択比が大きくなり、マスクとして用いる側壁部１７ａをほとんどエッチング
しない。そのため、第１の膜１５をエッチングする際に、形状精度良く加工することがで
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きる。
【００５８】
　第１の除去工程に引続き、プラズマエッチング装置の保持部に基板を保持した状態で、
ガス供給部より例えばＣＦ４ガス、Ｏ２ガス及びＡｒガスを処理容器内に供給し、処理容
器内を例えば６．７Ｐａ（５０ｍＴｏｒｒ）以下の圧力に保持する。その後、周波数が６
０ＭＨｚの高周波電力を例えば１０００Ｗとして上部電極に供給し、処理ガスをプラズマ
化するとともに、バイアス用の高周波として、周波数が１３．５６ＭＨｚの高周波電力を
例えば３００Ｗとして下部電極に供給する。これにより、第１の膜１５がエッチングされ
る。
【００５９】
　なお、図３（ａ）に示す工程では、側壁部１７ａをマスクとして、第２の開口部１６ａ
内で第１の膜１５をエッチングにより除去する際に、第１のレジスト膜１４の一部もエッ
チングされる。その結果、第１のレジスト膜１４に、第２の開口部１６ａに対応した第３
の開口部１４ｄが形成される。また、第３の開口部１４ｄの底面１４ｆには、第３の被エ
ッチング膜１３が露出している。
【００６０】
　また、第１のレジスト膜１４の一部がエッチングされる間に、第２のレジスト膜１６も
エッチングにより除去される。
【００６１】
　次いで、図３（ｂ）に示す工程では、第２のレジスト膜１６をエッチングにより除去し
た後、側壁部１７ａをマスクとして、第１の膜１５が側壁部１５ａとして残るように、第
１の膜１５の一部を除去する（第２のエッチング工程）。
【００６２】
　第１のエッチング工程と同様に、第１の膜１５がＳｉＯ２よりなるときは、例えばＣＦ
系ガスとＡｒガス等の混合ガス等を用いて行うことができる。また、第１の膜１５が例え
ばＡｌ２Ｏ３、ＡｌＳｉＯ、ＴｉＯｘ、ＳｉＮ、アモルファスカーボン、又はポリシリコ
ンよりなるときは、エッチャントガスとして、例えばハロゲン系ガスを用いることができ
る。
【００６３】
　ただし、用いるエッチャントガスに対する第２の膜１７のエッチングレートが、用いる
エッチャントガスに対する第１の膜１５のエッチングレートよりも小さいことが好ましい
。このとき、第２の膜１７のエッチングレートに対する第１の膜１５のエッチングレート
の比である選択比が大きくなり、マスクとして用いる側壁部１７ａをほとんどエッチング
しない。そのため、第１の膜１５をエッチングする際に、形状精度良く加工することがで
きる。
【００６４】
　第１のエッチング工程に引続き、プラズマエッチング装置の保持部に基板を保持した状
態で、ガス供給部よりエッチャントガスを処理容器内に供給し、処理容器内を例えば６．
７Ｐａ（５０ｍＴｏｒｒ）以下の圧力に保持する。その後、周波数が６０ＭＨｚの高周波
電力を例えば１０００Ｗとして上部電極に供給し、エッチャントガスをプラズマ化すると
ともに、バイアス用の高周波として、周波数が１３．５６ＭＨｚの高周波電力を例えば３
００Ｗとして下部電極に供給する。これにより、第１の膜１５がエッチングされる。
【００６５】
　その結果、第１の開口部１４ａの側壁１４ｂが側壁部１５ａに被覆されてなる第４の開
口部１４ｇが形成される。第４の開口部１４ｇの底面１４ｈには、第３の被エッチング膜
１３が露出している。
【００６６】
　なお、図３（ｂ）に示す工程では、エッチャントガスの流量、処理容器内の圧力、温度
、上部電極及び下部電極に印加する高周波電力等の処理条件を調整することによって、第
２の開口部１６ａに対応して第１のレジスト膜１４に形成された第３の開口部１４ｄの側
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壁１４ｅの表面に反応物を堆積して保護するようにしてもよい。
【００６７】
　次いで、図３（ｃ）に示す工程では、側壁部１７ａをエッチングにより除去する（第３
のエッチング工程）。
【００６８】
　第１のエッチング工程及び第２のエッチング工程と同様に、側壁部１７ａがＳｉＯ２よ
りなるときは、エッチャントガスとして、例えばＣＦ系ガスとＡｒガス等の混合ガス等を
用いて行うことができる。また、側壁部１７ａが例えばＡｌ２Ｏ３、ＡｌＳｉＯ、ＴｉＯ

ｘ、ＳｉＮ、アモルファスカーボン、又はポリシリコンよりなるときは、エッチャントガ
スとして、例えばハロゲン系ガスを用いることができる。
【００６９】
　ただし、用いるエッチャントガスに対する第１の膜１５のエッチングレートが、用いる
エッチャントガスに対する側壁部１７ａ、すなわち第２の膜１７のエッチングレートより
も小さいことが好ましい。このとき、側壁部１５ａのエッチングレートに対する第２の膜
１７のエッチングレートの比である選択比が大きくなり、側壁部１７ａをエッチングする
際に、側壁部１５ａをほとんどエッチングしない。そのため、側壁部１７ａをエッチング
する際に、側壁部１５ａを形状精度良く残すことができる。
【００７０】
　第２のエッチング工程に引続き、プラズマエッチング装置の保持部に基板を保持した状
態で、ガス供給部よりエッチャントガスを処理容器内に供給し、処理容器内を例えば６．
７Ｐａ（５０ｍＴｏｒｒ）以下の圧力に保持する。その後、周波数が６０ＭＨｚの高周波
電力を例えば１０００Ｗとして上部電極に供給し、エッチャントガスをプラズマ化すると
ともに、バイアス用の高周波として、周波数が１３．５６ＭＨｚの高周波電力を例えば３
００Ｗとして下部電極に供給する。これにより、側壁部１７ａがエッチングされる。
【００７１】
　また、図３（ｃ）に示す工程では、側壁部１７ａをエッチングにより除去する際に、側
壁部１７ａの下側の第１の膜１５もエッチングにより除去される。
【００７２】
　その結果、第１のレジスト膜１４に、第２の開口部１６ａに対応した第３の開口部１４
ｄが形成されるとともに、第１の開口部１４ａの側壁１４ｂが側壁部１５ａに被覆されて
なる第４の開口部１４ｇが形成される。第４の開口部１４ｇは、第１のピッチＰ１で配列
しており、第３の開口部１４ｄは、第１のピッチＰ１と略等しい第２のピッチＰ２で配列
している。また、第３の開口部１４ｄと第４の開口部１４ｇとは、交互に配列する。
【００７３】
　更に、第３の開口部１４ｄの開口寸法をＳ１１とし、第４の開口部１４ｇの開口寸法を
Ｓ１２とする。すると、Ｓ１１はＳ２´に略等しく、Ｓ１２はＳ１´に略等しい。ピッチ
Ｐ１、Ｐ２を例えば８０ｎｍとし、開口寸法Ｓ１、Ｓ２を例えば４０ｎｍとし、Ｄ１、Ｄ
２を例えば１０ｎｍとするとき、開口寸法Ｓ１１、Ｓ１２を２０ｎｍとすることができる
。
【００７４】
　次いで、図４に示す工程では、第３の開口部１４ｄと第４の開口部１４ｇとを有するパ
ターンをマスクに用いて、第３の被エッチング膜１３の一部と第２の被エッチング膜１２
の一部とをエッチングする（被エッチング膜エッチング工程）。
【００７５】
　第３の被エッチング膜１３が例えばＳｉＡＲＣよりなるときは、エッチャントガスとし
て、例えばＣＦ系ガスとＡｒガス等の混合ガス、又はハロゲン系ガスを用いることができ
る。また、第２の被エッチング膜１２が例えば有機系の材料よりなるときは、エッチャン
トガスとして、例えばＣＦ系ガスとＡｒガス等の混合ガス、又はハロゲン系ガスを用いる
ことができる。
【００７６】
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　ただし、用いるエッチャントガスに対する第１のレジスト膜１４及び第１の膜１５のエ
ッチングレートが、用いるエッチャントガスに対する第３の被エッチング膜１３及び第２
の被エッチング膜１２のエッチングレートよりも小さいことが好ましい。このとき、第１
のレジスト膜１４及び第１の膜１５のエッチングレートに対する第３の被エッチング膜１
３及び第２の被エッチング膜１２のエッチングレートの比である選択比が大きくなり、マ
スクを残したまま第３の被エッチング膜１３及び第２の被エッチング膜１２をエッチング
できる。そのため、第３の被エッチング膜１３及び第２の被エッチング膜１２をエッチン
グする際に、形状精度良く加工することができる。
【００７７】
　第３のエッチング工程に引続き、プラズマエッチング装置の保持部に基板を保持した状
態で、ガス供給部よりエッチャントガスを処理容器内に供給し、処理容器内を例えば６．
７Ｐａ（５０ｍＴｏｒｒ）以下の圧力に保持する。その後、周波数が６０ＭＨｚの高周波
電力を例えば１０００Ｗとして上部電極に供給し、エッチャントガスをプラズマ化すると
ともに、バイアス用の高周波として、周波数が１３．５６ＭＨｚの高周波電力を例えば３
００Ｗとして下部電極に供給する。これにより、第３の被エッチング膜１３と第２の被エ
ッチング膜１２がエッチングされる。
【００７８】
　その結果、第３の被エッチング膜１３に、第３の開口部１４ｄ、第４の開口部１４ｇに
それぞれ対応した開口部１３ａ、１３ｂが形成され、第２の被エッチング膜１２に、第３
の開口部１４ｄ、第４の開口部１４ｇにそれぞれ対応した開口部１２ａ、１２ｂが形成さ
れる。開口部１３ｂ、１２ｂは、第１のピッチＰ１で配列しており、開口部１３ａ、１２
ａは、第１のピッチＰ１と略等しい第２のピッチＰ２で配列している。また、開口部１３
ａ、１２ａと開口部１３ｂ、１２ｂとは、交互に配列する。また、開口部１３ａ、１２ａ
の底面及び開口部１３ｂ、１２ｂの底面には、第１の被エッチング膜１１が露出している
。
【００７９】
　更に、開口部１３ａ、１２ａの開口寸法はＳ１１に等しく、開口部１３ｂ、１２ｂの開
口寸法はＳ１２に等しい。ピッチＰ１、Ｐ２を例えば８０ｎｍとし、開口寸法Ｓ１、Ｓ２
を例えば４０ｎｍとし、Ｄ１、Ｄ２を例えば１０ｎｍとするとき、開口寸法Ｓ１１、Ｓ１
２を２０ｎｍとすることができる。従って、露光装置の解像度を４０ｎｍとすると、露光
装置の解像度以下の微細な開口寸法２０ｎｍの開口部を有するマスクパターンを形成する
ことができる。
【００８０】
　本実施の形態では、第１の膜１５の膜厚Ｄ１と第２の膜１７の膜厚Ｄ２とは、第３の開
口部１４ｄの開口寸法Ｓ１１と、第４の開口部１４ｇの開口寸法Ｓ１２とが等しくなるよ
うに逆算して決定されたものとしてもよい。これにより、第１の開口部１４ａの第１のピ
ッチＰ１及び第２の開口部１６ａの第２のピッチＰ２の略半分のピッチで配列する開口部
を形成することができる。
【００８１】
　以上の説明では、第１の開口部１４ａと第２の開口部１６ａが第１の方向に交互に配列
するように形成し、開口部１３ａ、１２ａと開口部１３ｂ、１２ｂとが交互に配列するよ
うなマスクパターンを形成できることを説明した。しかし、第１の開口部１４ａと第２の
開口部１６ａが、第１の方向に交互に配列するとともに、第１の方向と異なる第２の方向
に交互に配列するようなマスクパターンを形成してもよい。一例として、図５に示すよう
に、平面視において、開口部１３ａ、１２ａと開口部１３ｂ、１２ｂとが、Ｘ方向及びＹ
方向のいずれにも交互に配列するようなマスクパターンを形成できる。
【００８２】
　次に、比較例を参照し、本実施の形態によれば、ＬＥＬＥプロセスよりも工程数を削減
できることを説明する。
【００８３】



(13) JP 5638413 B2 2014.12.10

10

20

30

40

50

　図６、図７は、比較例に係るマスクパターンの形成方法を説明するための図であり、各
工程における基板の構造を模式的に示す断面図である。
【００８４】
　比較例でも、最初に、実施の形態と同様に、図１（ａ）から図１（ｃ）に示す工程を行
う。すなわち、最初に、基板１０の上に、下から順に第１の被エッチング膜１１、第２の
被エッチング膜１２、第３の被エッチング膜１３が形成された基板を準備する。次いで、
基板上の第３の被エッチング膜１３の上に、第１のレジスト膜１４を成膜し、成膜した第
１のレジスト膜１４に、所定のピッチで配列する第１の開口部１４ａを形成する（第１の
形成工程）。次いで、第１の開口部１４ａの側壁１４ｂを被覆するように、第１のレジス
ト膜１４上に第１の膜１５を成膜する（第１の成膜工程）。
【００８５】
　その後、比較例では、図６（ａ）に示す工程を行う。図６（ａ）に示す工程では、第１
の膜１５が第１の開口部１４ａの側壁１４ｂを被覆する側壁部１５ａとして残るように、
第１のレジスト膜１４の上面及び第１の開口部１４ａの底面に形成されていた第１の膜１
５を異方的にエッチングする。また、側壁１４ｂが側壁部１５ａに被覆された第１の開口
部１４ａをマスクに用いて、第３の被エッチング膜１３の一部をエッチングする。
【００８６】
　次いで、図６（ｂ）に示す工程では、第１のレジスト膜１４及び第１の膜１５をエッチ
ングにより除去する。これにより、第３の被エッチング膜１３に、第１の開口部１４ａに
対応した開口部１３ａを形成できる。
【００８７】
　次いで、図６（ｃ）に示す工程では、基板上に、第２のレジスト膜１６を成膜し、成膜
した第２のレジスト膜１６に、第１の開口部１４ａと交互に配列する第２の開口部１６ａ
を形成する（第２の形成工程）。
【００８８】
　次いで、図７（ａ）に示す工程では、第２の開口部１６ａの側壁１６ｂを被覆するよう
に、第２のレジスト膜１６上に第２の膜１７を成膜する（第２の成膜工程）。
【００８９】
　次いで、図７（ｂ）に示す工程では、第２の膜１７が第２の開口部１６ａの側壁１６ｂ
を被覆する側壁部１７ａとして残るように、第２のレジスト膜１６の上面及び第２の開口
部１６ａの底面に形成されていた第２の膜１７を異方的にエッチングする。また側壁１６
ｂが側壁部１７ａに被覆された第２の開口部１６ａをマスクに用いて、第３の被エッチン
グ膜１３の一部をエッチングする（第２の除去工程）。
【００９０】
　次いで、図７（ｃ）に示す工程では、第２の膜１７及び第２のレジスト膜１６をエッチ
ングにより除去する。これにより、第３の被エッチング膜１３に、第２の開口部１６ａに
対応した開口部１３ｂを形成できる。
【００９１】
　次いで、開口部１３ａ、１３ｂが形成された第３の被エッチング膜１３をマスクに用い
て第２の被エッチング膜１２をエッチングすることによって、実施の形態と同様に、図４
に示したマスクパターンを形成できる。
【００９２】
　比較例に係るマスクパターンの形成方法では、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示す工程を
例えばエッチング装置により行った後、図６（ｃ）に示す工程を、例えば露光装置を組み
込んだ塗布現像装置により行う。そして、その後、再び、図７（ｂ）から図７（ｃ）に示
す工程を例えばエッチング装置により行う。このように、エッチング装置による工程を２
回に分けて行うため、工程数が増えるという問題がある。
【００９３】
　しかし、本実施の形態に係るマスクパターンの形成方法では、図２（ｃ）から図３（ｃ
）に示す工程を、例えばエッチング装置により連続して行うことができる。そのため、比
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【００９４】
　また、比較例では、エッチング工程を２回に分けて行う。そのため、１回目のエッチン
グにより形成されるパターンの形状が所望の形状からずれることによって、第２のレジス
ト膜１６に第２の開口部１６ａを形成する際の位置合わせの精度が低下し、形成されるマ
スクパターンの形状精度が低下するおそれがある。
【００９５】
　一方、本実施の形態では、エッチング工程を１回でまとめて行う。そのため、第２のレ
ジスト膜１６に第２の開口部１６ａを形成する際の位置合わせの精度の低下を抑制し、形
成されるマスクパターンの形状精度の低下を抑制できる。
【００９６】
　本実施の形態では、第１のレジスト膜１４上に第１の膜１５を成膜することによって、
第１の膜１５上に成膜される第２のレジスト膜１６が第１のレジスト膜１４と直接接触す
ることを防止できる。また、第１のレジスト膜１４に形成された第１の開口部１４ａの側
壁１４ｂを第１の膜１５により被覆して第１の開口部１４ａの開口寸法を小さくすること
ができる。従って、第２のレジスト膜１６を形成する際の第１のレジスト膜１４の溶解を
防止できるとともに、露光装置の解像度以下の微細な開口部を形成できる。
【００９７】
　また、本実施の形態では、複数の基板を連続して処理する場合に、ある基板の開口寸法
を測定し、測定した開口寸法に基づいて、以降の基板の処理条件を変更するようにしても
よい。例えば、ある基板にマスクパターンを形成する際に、第３の開口部１４ｄ又は開口
部１３ａ、１２ａの開口寸法Ｓ１１と、第４の開口部１４ｇ又は開口部１３ｂ、１２ｂの
開口寸法Ｓ１２とを測定する。そして、測定された開口寸法Ｓ１１、Ｓ１２と、予め決め
られた開口寸法Ｓ１１、Ｓ１２の基準値とに基づいて、他の基板にマスクパターンを形成
する際の処理条件を変更することによって、第１の膜１５の膜厚Ｄ１又は第２の膜１７の
膜厚Ｄ２を変更するようにしてもよい。これにより、開口寸法Ｓ１１、Ｓ１２が基準値に
近づくように、精度良く制御することができる。
【００９８】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について記述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００９９】
１０　基板
１１～１３　被エッチング膜
１４　第１のレジスト膜
１４ａ　第１の開口部
１４ｄ　第３の開口部
１４ｇ　第４の開口部
１５　第１の膜
１５ａ、１７ａ　側壁部
１６　第２のレジスト膜
１６ａ　第２の開口部
１７　第２の膜
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