
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板上に被エッチング膜を形成する工程と、
前記被エッチング膜上にレジスト膜を形成する工程と、

第１のパターン なる第１のパターン群と、前記第１のパターンより大きい
第２のパターン

第２のパターン群 を 露光する工程と、
前記レジスト を現像し、前記レジスト に

に対応する開孔部 を形成する工程と、
前記開孔部が形成された レジスト に熱処理を施 前記開孔部を縮小させる工程と
を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記第２のパターンは、前記第１のパターンが形成される側とは反対側に拡大して露光さ
れることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
前記第２のパターン群の露光量は、前記第１のパターン群の露光量より多いことを特徴と
する請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記第１のパターンに対応するマスクの開孔部の径は、前記第２のパターンに対応するマ
スクの径より小さいことを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
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複数の から 複数
の からなり、前記第１のパターン群とパターンが形成されない領域との間
に配置された と 前記レジスト膜に

膜 膜 前記第１のパターンに対応する開孔部と前記
第２のパターン と

前記 膜 し、



【請求項５】
半導体基板上に被エッチング膜を形成する工程と、
前記被エッチング膜上にレジスト膜を形成する工程と、
前記レジスト膜に、複数の第１のパターンからなる第１のパターン群と、前記第１のパタ
ーンより大きい複数の第２のパターンからな

第２のパターン群とを露光する工程と、
前記レジスト膜を現像し、前記レジスト膜に前記第１のパターンに対応する開孔部と前記
第２のパターンに対応する開孔部とを形成する工程と、
前記開孔部が形成された前記レジスト膜に熱処理を施し、前記開孔部を縮小させ、前記第
１のパターンに対応する開孔部の径と前記第２のパターンに対応する開孔部の径とを略同
一にする工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に、レジスト膜に開孔部を形成した後に熱処
理を施し、開孔部の径を縮小する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、半導体基板上に形成された絶縁膜などに例えばコンタクトホールなどの開孔部を形
成する場合、以下のように形成されていた。
【０００３】
すなわち、まず、半導体基板全面上にシリコン酸化膜などの絶縁膜が形成される。次に、
この絶縁膜上にレジスト膜が形成され、このレジスト膜に対して露光、現像が行われ、レ
ジスト膜に開孔部が形成される。この開孔部の形成されたレジスト膜に対して熱処理を施
すことにより、開孔部の径を縮小する。開孔部を縮小した後に、このレジスト膜をマスク
にして絶縁膜がエッチングされる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、レジスト膜を加熱することにより、レジスト膜に形成された開孔部の径を
縮小する場合、開孔部の配置により縮小の割合が異なり、被エッチング膜に対して均一な
形状の開孔部を形成することが困難であった。
【０００５】
本発明では、レジスト膜に形成された開孔部を加熱により収縮させた場合でも、被エッチ
ング膜に均等な形状の開孔部を形成することのできる半導体装置の製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本願発明では、形状の異なる開孔部をレジスト膜に形成することにより上記課題を解決す
る。すなわち、以下の工程により半導体装置を製造する。まず、半導体基板上に被エッチ
ング膜を形成し、この被エッチング膜上にレジスト膜を形成する。次に、このレジスト膜
に、複数の第１のパターンからなる第１のパターン群と、第１のパターンより大きい複数
の第２のパターンからなり、第１のパターンとパターンが形成されない領域との間に配置
された第２のパターン群とを露光する。その後、レジスト膜を現像し、レジスト膜に第１
のパターンに対応する開孔部と第２のパターンに対応する開孔部とを形成し、開孔部の形
成されたレジスト膜に熱処理を施すことにより開孔部を縮小させる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図１（ａ）～図１（ｃ）を参照して本発明の第１の実施形態を説明する。
【０００８】
まず、図１（ａ）に示されるように、レジスト膜１に対して、複数の第１のパターン２か
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り、前記第１のパターン群とパターンが形成
されない領域との間に配置された



らなる第１のパターン群３が露光される。ここで、レジスト膜１は０．６５μｍ程度の厚
さに形成されている。この第１のパターン２は何れも同じ形状であり、マトリクス状に配
置されている。第１のパターンは例えば、一辺が２．６μｍの正方形である。レジスト膜
１は、図示しない被エッチング膜上に形成されており、被エッチング膜は図示しない半導
体基板上に形成されている。被エッチング膜としては、例えば、ＣＶＤ法により形成され
た酸化シリコン膜などの絶縁膜が形成されている。
【０００９】
次に、図１（ｂ）に示されるようにマトリクス状に配置された第１のパターン群３の外側
に第２のパターン群４が露光される。第２のパターン群４は、第１のパターン２が一方向
に拡大された形状を有する第２のパターン５と２方向に拡大された形状を有する第３のパ
ターン６とが含まれる。第２のパターン５は、第１のパターン２が露光されている側と反
対側に、例えば、０．２μｍ拡大され、０．２６μｍ×０．２８μｍである。第３のパタ
ーン６は第１のパターン２が露光されている側と反対側の２方向に、例えばそれぞれ０．
２μｍ拡大され、０．２８μｍ×０．２８μｍである。
【００１０】
この第２のパターン群４は、第１のパターン群を露光する際のマスクとは異なるマスクで
形成される。
【００１１】
第２のパターン群４が露光された後、露光されたレジスト膜部分が現像され、第１のパタ
ーン群３および第２のパターン群４に対応する開孔部がレジスト膜１に形成される。
【００１２】
次に、開孔部が形成されたレジスト膜１に対して１３５℃、１分の熱処理が施され、図１
（ｃ）に示されるように縮小された開孔部７が得られる。
【００１３】
この熱処理により、レジスト膜１に形成された開孔部において、周囲からレジスト材料が
開孔部に流れ込み、開孔部の径が縮小する。この時、外側に配置された第２のパターン５
および第３のパターン６に対応する開孔部においては、片側には第１のパターン２に対応
する開孔部が形成されているため、レジスト材料の流れ込みは限定されるが、反対側には
開孔部が形成されておらず、レジスト材料が豊富に存在する。このため、第２のパターン
５および第３のパターン６に対応する開孔部においては、第１のパターン２が形成されて
いる側と反対側の縮小率が高い。このため、予め第２のパターン５および第３のパターン
６を第１のパターン２の反対側に拡大して露光しておくことにより、縮小後の開孔部７の
形状を第１のパターン２の縮小後の開孔部８の形状と同等とすることが可能になる。本実
施形態によれば、縮小後の開孔部の径はいずれもおよそ０．１μｍとなる。
【００１４】
本実施形態では、第１のパターン群と第２のパターン群４を異なるマスクで異なる形状に
露光している。この露光は、第１のパターン群３に対応するマスクのパターンを、第２の
パターン群４に対応するマスクのパターンと異ならせて露光することが一般的であるが、
第１のパターン群３に対応するマスクのパターンと第２のパターン群４に対応するマスク
のパターンとを同一寸法にして、それぞれの露光量を変えることも可能である。
【００１５】
第２のパターン群４に対応するマスクにおけるマスクの開孔部を大きくすることが困難で
ある場合、露光量を変えて対応することができる。
【００１６】
本実施形態では第１のパターン群３と第２のパターン群４とは個別のマスクで露光された
が、第１のパターン群３と第２のパターン群４に対応するパターンを同一のマスクに形成
することにより、１枚のマスクで露光することも可能である。１枚のマスクで露光する場
合、全てのパターンが１回の露光で形成される。
【００１７】
次に、図２～図５を参照して本発明の第２の実施形態が説明される。
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【００１８】
図２（ａ）はレジスト膜が露光、現像され、所定の開孔部が形成された後に、このレジス
ト膜が加熱され、開孔部が縮小された状態が示されている。
【００１９】
図２（ｂ）は図２（ａ）におけるＡ－Ａ’で切断した断面図が示される。
【００２０】
図２（ｂ）において、半導体基板２１上には、例えばＣＶＤ方により形成された酸化シリ
コン膜などの絶縁膜２２が形成されている。絶縁膜２１に開孔部を形成するために、絶縁
膜２２上にレジスト膜２４が例えばスピンコート法などにより０．６５μｍ程度の厚さに
塗布され、公知のフォトリソエッチング法により露光、現像され、レジスト膜２４に開孔
部２５が形成される。ここで、開孔部２５が形成された後、レジスト膜２４に対して熱処
理が施されることにより、レジスト膜２４は軟化し、開孔部２５内に広がった形状のレジ
スト膜２６となる。この時、開孔部２５の形状は、熱処理前と比較して縮小している。
【００２１】
このように、密集して繰り返される開孔部２５をレジスト膜２４に形成した場合、熱処理
によりレジストが広がるとともに高さが低くなる。すなわち、破線で示されるレジスト膜
２４の形状が実線で示されるレジスト膜２６の形状に変化する。
【００２２】
また、レジスト膜２６の形状は、上部および下部が中央部に比較して小さい形状となる。
このため、絶縁層２２をプラズマＣＶＤ法などによりエッチングする場合、絶縁層２２に
形成される開孔部が互いに結合してしまう可能性がある。これは、熱処理前における開孔
部間の寸法が熱処理前における開孔部の寸法の２倍以下になる場合に顕著である。
【００２３】
図３～図５は図２に示される熱処理によるレジスト膜の変形を抑制することのできる半導
体装置の製造方法を開示するものであり、図面を参照して以下に詳細に説明する。
【００２４】
第２の実施形態では、繰り返しパターンを形成する際に、複数回に分けて開孔部を形成す
ることを特徴としている。図３～図５では、２回に分けて開孔部を形成する実施例が示さ
れる。
【００２５】
図３には、レジスト膜３１に形成される開孔部の位置が示される。実線で示される開孔部
３２が第１回目の開孔部形成工程により、破線で示される開孔部３３が第２回目の開孔部
形成工程により形成される。
【００２６】
図４および図５は、図３におけるＡ－Ａ’で切断した断面図が示される。図４では、第１
回目の開孔部形成工程が示され、図５には、第２回目の開孔部形成工程が示される。
【００２７】
図４（ａ）において、半導体基板４１上には絶縁層４２が形成されている。この絶縁層４
２は、例えばＣＶＤ法により形成された酸化シリコン膜である。この絶縁層４２上にはレ
ジスト膜４３が形成されており、レジスト膜４３には、公知の露光、現像により開孔部４
４が形成されている。この開孔部４４は、図３における、実線で示される開孔部３２に対
応する。また、露光に際しては、開孔部４４に対応するマスクが用いられる。
【００２８】
次に、図４（ｂ）に示されるように、開孔部４４が形成されたレジストに対して、１３５
℃、１分の熱処理が施されることにより、レジスト材料が開孔部４４内に広げられ、縮小
された開孔部４５が得られる。
【００２９】
この熱処理により、開孔部は縮小されるが、開孔部４４の配置は疎になっている、すなわ
ち、１つおきに配置されるため、レジスト膜４３の変形量を抑制することができる。
【００３０】
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次に、図４（ｃ）に示されるように、レジスト膜４３をマスクに絶縁層４２がエッチング
される。この時のレジスト膜４３に形成されている開孔部４５は、レジスト膜４３に対す
る熱処理により縮小されている。また、絶縁層４２のエッチングには、たとえば、プラズ
マＣＶＤ法が用いられる。
【００３１】
絶縁層４２のエッチング後、残存するレジスト膜４３は除去される。その後、図５（ａ）
に示されるように、絶縁層全面上に新たにレジスト膜５１が塗布され、公知の露光、現像
工程により、レジスト膜５１に開孔部５２が形成される。開孔部５２は、図３における、
破線で示される開孔部３３に対応する。このレジスト膜５１に対する露光は、図４（ａ）
に示される開孔部４４を形成する際のマスクとは異なるマスクが用いられる。また、レジ
スト膜５１は、レジスト膜４３によって絶縁膜４２に形成された開孔部内にも充填される
。
【００３２】
次に、図５（ｂ）に示されるように、開孔部５２が形成されたレジストに対して、１３５
℃、１分の熱処理が施されることにより、レジスト材料が開孔部５２内に広げられ、縮小
された開孔部５３が得られる。
【００３３】
この熱処理により、開孔部は縮小されるが、開孔部５３の配置は疎になっているため、レ
ジスト膜５１の変形量を抑制することができる。
【００３４】
次に、図５（ｃ）に示されるように、レジスト膜５１をマスクに絶縁層４２がエッチング
される。この時のレジスト膜５１に形成されている開孔部５３は、レジスト膜５１に対す
る熱処理により縮小されている。また、絶縁層４２のエッチングには、たとえば、プラズ
マＣＶＤ法が用いられる。
【００３５】
レジスト膜を熱処理する際に、現像後の開孔部の寸法と開孔部間の寸法とが１：２以下と
なる場合に、熱処理によるレジストの変形量が大きい。このため、例えば、開孔部の寸法
と開孔部間の寸法とが１：１となるように繰り返し配置された開孔部の形成されたレジス
ト膜を熱処理する場合は、本実施形態に示すように、連続する開孔部を１つおきに２回に
分けて形成することにより、レジスト膜を熱処理する際のレジスト膜の変形を抑制するこ
とができる。
【００３６】
また、図６に示されるように、レジスト膜６１に対して、第１回目の露光、現像工程で実
線で示される開孔部６２と、第２回目の露光、現像工程で破線で示される開孔部６３をそ
れぞれ直線状に配置することも可能である。なお、図６におけるＡ－Ａ’断面図は、図３
におけるＡ－Ａ’断面図である図４および図５に示される断面図と同様であり、また、そ
の製造工程も同様であるので、詳細については省略する。図６に示すように開孔部を配置
した場合、それぞれの開孔部を形成するための露光を、同一のマスクで露光することが可
能となる。
【００３７】
【発明の効果】
本発明に係る第１の実施形態によれば、半導体装置によれば、レジスト膜に開孔部を形成
する際に、外側の開孔部の径を大きく形成している。このため、レジスト膜に対して熱処
理を行い開孔部の径を縮小させた時に、縮小後の開孔部の形状を同一にすることが可能と
なる。
【００３８】
また、本発明に係る第２の実施形態によれば、熱処理により縮小された開孔部を有するレ
ジスト膜を用いて、複数の繰り返しパターンを絶縁膜にエッチングする際に、２回に分け
てエッチングを行うため、レジスト高さの低下やレジスト形状の変形を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の第１の実施形態における製造工程を示す平面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態を説明するための平面図および断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態を示す平面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態における製造工程を示す断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態における製造工程を示す断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の変形例を示す平面図である。
【符号の説明】
１　レジスト膜
２　第１のパターン
３　第１のパターン群
４　第２のパターン群
５　第２のパターン
６　第３のパターン
７　縮小後の開孔部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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