
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工基板上に、第１の膜として、レジスト膜を形成する工程、
　前記レジスト膜をパターニングしてレジストパターンを形成する工程、
　前記レジストパターン上に、塗布法により、シリコン又は金属を含む第２の膜を形成す
る工程、および
　前記第２の膜を前記レジストパターンの上面が露出するまでエッチングすることにより
、前記レジストパターンの凹部にのみ前記第２の膜を残し、第２の膜パターンを形成する
工程
　を具備するパターン形成方法において、
　
前記第２の膜をエッチングする工程をウエットエッチングにより行い、かつ前記第２の膜
の形成工程からエッチング工程までを、塗布膜形成手段とウエットエッチング手段とを備
える装置により、連続的に行うことを特徴とするパターン形成方法。
【請求項２】
前記被加工基板と前記レジスト膜の間に、有機高分子からなる下層膜を形成する工程、お
よび前記第２の膜パターンをマスクとして用いて、前記レジストパターンおよびその下の
下層膜をエッチングにより除去する工程を更に具備することを特徴とする請求項１に記載
のパターン形成方法。
【請求項３】
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前記第２の膜をウエットエッチングする処理液として、水、又は酸性若しくはアルカリ性
の水溶液を用いることを特徴とする請求項１に記載のパターン形成方法。
【請求項４】
前記第２の膜を形成する工程と、前記第２の膜をエッチングする工程との間に、少なくと
も一回の加熱処理を施すことを特徴とする請求項１に記載のパターン形成方法。
【請求項５】
前記第２の膜に含まれる金属は、ＡｌまたはＴｉであることを特徴とする請求項１に記載
のパターン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置製造プロセスのリソグラフィー工程で使用されるパターン形成方法
に係り、特に、多層レジストパターンの形成方法の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の多層レジストパターンの形成方法は、まず、被加工基体上に、下層レジスト、ＳＯ
Ｇ膜、上層レジストを順次形成し、次いで、上層レジスト５５をパターニングして上層レ
ジストパターンを形成し、これをマスクにしてＳＯＧ膜、下層レジストを順次エッチング
することにより、多層レジストパターンを得るものである。
【０００３】
しかし、この従来の多層レジストパターンの形成方法では、上層レジストをパターニング
する際、ＳＯＧ膜の膜厚変化によって上層レジストパターンの寸法が変動するという問題
があった。
【０００４】
一方、他の従来の多層レジストパターンの形成方法として、このような３層構造ではなく
、上層レジストにＳｉを含ませることにより下層レジストのエッチングに対する耐性を持
たせた２層構造を用いる方法がある。
【０００５】
この方法では、下層レジストの上に直接上層レジストパターンを形成することが出来るの
で、ＳＯＧ膜が不要となる。このような２層レジストプロセスにおいては、３層レジスト
プロセスにおける寸法変動の問題は解消されるが、上層レジストに十分な下層レジストエ
ッチング耐性を持たせようとしてＳｉの添加量を上げると、解像性に代表される上層レジ
ストのリソグラフィー性能がしばしば損なわれ、その結果としてパターン変換差が大きく
なるという問題があった。
【０００６】
このような問題を解決する方法として、本発明者は、先に、上層レジストパターン上にシ
リコンまたは金属を含む高分子膜を塗布法により形成し、次いで、フッ素系のガスによる
ＲＩＥ又はＣＭＰ法により高分子膜を途中までエッチングして、上層レジストパターンの
凹部にのみ高分子膜を残し、形成された高分子膜パターンをマスクとして用いて、上層レ
ジストパターンおよびその下の下層レジストをエッチングする、多層レジストプロセス法
による反転マスクパターンの形成方法を提案した（特願平２０００－８８４１３号）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この方法では、塗布法による高分子膜の形成工程と、ＲＩＥ又はＣＭＰ法による
高分子膜のエッチング工程を、二つの異なる装置で行う必要があるため、製造工程が煩雑
になり、生産性が低くなるという問題があった。
【０００８】
また、上述したフッ素系のガスを用いたＲＩＥの条件では、シリコンまたは金属を含有す
る高分子膜のエッチング速度が極めて高いために、エッチング量を微妙に制御することが
困難であり、最終的に得られるマスクパターンの寸法精度も悪くなるという問題があった
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。
【０００９】
本発明は、このような事情の下になされ、多層レジストプロセス法によりマスクパターン
、特に反転パターンを形成するリソグラフィー工程において、高精度に寸法制御および処
理能力の向上を実現することを可能とするパターン形成方法を提供することを目的とする
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明は、被加工基板上に、第１の膜として、レジスト膜を
形成する工程、前記レジスト膜をパターニングしてレジストパターンを形成する工程、前
記レジストパターン上に、塗布法により、シリコン又は金属を含む第２の膜を形成する工
程、および前記第２の膜を前記レジストパターンの上面が露出するまでエッチングするこ
とにより、前記レジストパターンの凹部にのみ前記第２の膜を残し、第２の膜パターンを
形成する工程を具備するパターン形成方法において、

前記第２の膜をエッチングする工程を
ウエットエッチングにより行い、かつ前記第２の膜の形成工程からエッチング工程までを
、塗布膜形成手段とウエットエッチング手段とを備える装置により、連続的に行うことを
特徴とするパターン形成方法を提供する。
【００１１】
以上のように構成される本発明のパターン形成方法は、具体的には、以下のように構成す
ることが出来る。
【００１２】
（１）前記被加工基板と前記レジスト膜の間に、有機高分子からなる下層膜を形成する工
程、および前記第２の膜パターンをマスクとして用いて、前記レジストパターンおよびそ
の下の下層膜をエッチングにより除去する工程を更に具備すること。
【００１３】
（２）前記第２の膜をウエットエッチングする処理液として、水、又は酸性若しくはアル
カリ性の水溶液を用いること。
【００１４】
（３）前記第２の膜を形成する工程と、前記第２の膜をエッチングする工程との間に、少
なくとも一回の加熱処理を施すこと。
【００１５】
（４）前記第２の膜に含まれる金属は、ＡｌまたはＴｉであること。
【００１６】
以下、本発明のパターン形成方法について、より詳細に説明する。
【００１７】
まず、シリコン基板、または表面にシリコン酸化膜等が形成されたシリコン基板等の被処
理基板上に、例えばノボラック系ＭＵＶレジストを回転塗布し、次いで、ベークすること
により、膜厚３００～９００ｎｍ、例えば５００ｎｍの下層レジスト膜を形成する。なお
、この下層レジスト膜は、場合によっては、形成しない構成をとることが出来る。
【００１８】
次に、この下層レジスト膜上に、ＤＵＶレジストを回転塗布し、次いで、ベークして上層
レジスト膜を形成し、更にこの上層レジストを露光および現像することにより、膜厚１０
０～４００ｎｍ、例えば２００ｎｍで、寸法０．１１～０．２５μｍ、例えば０．１５μ
ｍの上層レジストパターンを形成する。上層レジストのパターン露光に際しては、例えば
ＫｒＦエキシマレーザステッパを用いることが出来る。
【００１９】
その後、シリコンおよび／又は金属を含む高分子水溶液を塗布およびベークすることによ
り、上層レジストパターン上に、膜厚１００～４００ｎｍ、例えば２００ｎｍのシリコン
および／又は金属を含む高分子膜（以下、シリコン含有高分子膜と呼ぶ。）を形成する。
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【００２０】
シリコン含有高分子としては、例えば、ポリシルセスキオキサンを用いることが出来る。
ポリシルセスキオキサンは水溶性であり、水溶液として塗布法により塗布可能であるとと
もに、水や水溶液によりエッチング可能である。また、形成された膜は、レジストのよう
な有機系の膜に対するエッチングマスクとして用いることが可能である。金属を含む高分
子における金属としては、チタン、アルミニウムを挙げることが出来る。
【００２１】
シリコン含有高分子水溶液の塗布方法としては、スピンコート方式に限らず、スキャン塗
布方式を用いることが出来る。スキャン塗布方式とは、基板を回転させて塗布膜を形成す
るスピンコート方式と異なり、静止した基板上でノズルを前後にスキャンさせながらシリ
コン含有高分子水溶液を滴下する方法である。このスキャン塗布方式により、段差のある
レジストパターン上においても欠陥の無い均質な塗布膜を得ることが可能である。
【００２２】
次いで、上記レジストパターンの凹部にのみシリコン含有高分子膜が残るように、シリコ
ン含有高分子膜の表面を純水、又は酸性若しくはアルカリ性の水溶液を用いてウエットエ
ッチングする。エッチングは、レジストパターンの上面が露出するまで行なえばよい。こ
のようにして、シリコン含有高分子膜パターンを形成することが出来る。
【００２３】
この場合、一般にリソグラフィー工程で使用されるトラック（レジスト塗布・現像装置）
を用いることにより、上述したシリコン含有高分子膜の塗布およびベーク工程ならびにウ
ェットエッチング工程を、同一の装置内で連続的に行うことが出来る。
【００２４】
次に、酸素を含むガスを用いた反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）法により、シリコン含
有高分子膜パターンをマスク材として用いて、上層レジストパターンおよびその下の下層
レジストをエッチングする。
【００２５】
このようにして、上層レジストパターンに対し反転したパターンを有する、高アスペクト
比の、シリコン含有高分子膜パターンと下層レジストパターンとからなるマスクパターン
を得ることが出来る。
【００２６】
以上のように、本発明のパターン形成方法では、シリコン含有高分子膜のエッチングを、
制御性が容易で、コストの安いウエットエッチングで行うとともに、シリコン含有高分子
膜の塗布からウェットエッチング工程までを同一の装置内で連続的に行うため、フッ素系
のガスを用いたＲＩＥ法又はＣＭＰ法によりシリコン含有高分子膜をエッチングする反転
多層レジストプロセスに比して、コスト、処理能力および生産性を大幅に向上させること
が出来る。
【００２７】
また、本発明のパターン形成方法においては、シリコン含有高分子膜のベーク条件および
ウエットエッチング処理液を適宜選択することにより、エッチング速度を自在に変えるこ
とが出来る。従って、シリコン含有高分子膜のエッチング量の制御が容易となり、結果と
して、高精度にパターン寸法を制御することが可能となる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態としての、実施例について説明する。
【００２９】
本実施例では、シリコンなどの半導体基板上に形成されたシリコン酸化膜等の層間絶縁膜
を加工する場合を例として説明を行う。しかし、本発明はこれに限定されるものではない
。
【００３０】
実施例１
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本発明の第１の実施例に係るパターン形成方法について、図１および図２（ａ）を参照し
て説明する。
【００３１】
まず、図１（ａ）に示すように、シリコン基板１上に、被加工膜となる膜厚１μｍのシリ
コン酸化膜２を形成した。次いで、シリコン酸化膜２上に、シクロヘキサノン溶媒に固形
分１０ｗｔ％のポリ（２，６－ビフェニリレンエチレン）（Ｍｗ＝１００００、以下、ポ
リアリーレンと称する）を溶解した溶液を、スピンコート法にてウエハ上に塗布し、スピ
ン乾燥を行い、下層レジスト３を形成した。スピンコートは、下層レジスト３を単層で形
成した場合に膜厚９００ｎｍとなるような回転数（３０００ｒｐｍ）で行った。
【００３２】
次に、上記ポリアリーレン膜からなる下層膜３上に、化学増幅型ポジレジストＪＳＲ　Ｋ
ｒＦ　Ｍ２０Ｇ（膜厚２００ｎｍ）の塗布膜を形成し、ＫｒＦエキシマレーザ露光装置（
ＮＳＲ　Ｓ２０３Ｂ：ニコン社製）にて、ＮＡ＝０．６８、σ＝０．７５、２／３輪帯照
明の条件で、透過率６％のハーフトーンマスクを用いて、０．１３μｍＬ／Ｓのパターン
を露光し、次いで現像し、上層レジストパターン４を形成した。露光量は１７ｍＪ／ｃｍ
２ 　 であった。
【００３３】
次いで、固形分濃度６ｗｔ％のポリシルセスキオキサン水溶液を膜厚３００ｎｍとなる回
転数（２５００ｒｐｍ）で、スピンコート法にて、上層レジストパターン４上に塗布した
後、８０℃で２分間のベーキング処理を行い、図１（ｂ）に示すように、上層レジストパ
ターン４の凹部を埋めるポリシルセスキオキサン膜５を形成した。
【００３４】
その後、図２（ａ）に示すような装置を用い、スピンチャック１０によりシリコン基板１
を５００ｒｐｍで回転させながら、スプレー式のノズル１１から２．３８％のテトラメチ
ルアンモニウムハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）水溶液１２を吹き付けることにより、ポ
リシルセスキオキサン膜５の表面をエッチングした。
【００３５】
エッチングは、上層レジストパターン４の表面が露出するまで行われ、それに要したエッ
チング時間は、４５秒であった。これにより、図１（ｃ）に示すように、上層レジストパ
ターン４の凹部分にのみ、ポリシルセスキオキサン膜を残し、ポリシルセスキオキサン膜
パターン６を形成することができた。
【００３６】
ここで、上述のポリシルセスキオキサン膜５の形成からＴＭＡＨ水溶液によるエッチング
までの工程を、スピンコーターユニット、ベーキングユニットおよびスプレー現象ユニッ
トを備えたレジスト塗布・現像装置（クリーントラック　Ａｃｔ８：東京エレクトロン社
製）を用いて、連続的に行った。
【００３７】
その結果、３０分で２５枚の基板を処理することができた。これに対して、ポリシルセス
キオキサン膜５のエッチングをＲＩＥ法により行った場合には、ポリルセスキオキサン膜
５の形成とベーキングはクリーントラックで、エッチングはＲＩＥ装置でそれぞれ別別に
行う必要があるため、同じ２５枚の基板を処理するのに、５０分以上の時間を要した。
【００３８】
その後、形成されたポリシルセスキオキサン膜パターン６をマスクとして用いて、ＲＩＥ
装置内にてＮ２ 　 ／Ｏ２ 　 の混合ガスよりなるプラズマを用いてドライエッチングを行い
、図１（ｄ）に示すように、上層レジストパターン４に対し反転したパターンの下層レジ
ストパターン７を得た。
【００３９】
このようにして得られた下層レジストパターン７は、高アスペクト比でかつ良好な形状を
示し、また寸法変換差（上層レジスト寸法－エッチング後の下層レジスト寸法）も５ｎｍ
以下と良好であった。また、レジストエッチング後のポリシルセスキオキサン膜パターン
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６の残膜厚は、約３０ｎｍであった。
【００４０】
実施例２
図１および図２（ｂ）を参照して、本発明の第２の実施例について説明する。
【００４１】
まず、図１（ａ）に示すように、シリコン基板１上に、被加工膜となる膜厚１μｍのシリ
コン酸化膜２を形成し、第１の実施例と同様の方法により、シリコン酸化膜２上に、ポリ
アリーレンよりなる下層レジスト３を形成し、更にその上に、化学増幅型ポジレジストＪ
ＳＲ　ＫｒＦ　Ｍ２０Ｇ（膜厚２００ｎｍ）を用いて、０．１３μｍＬ／Ｓの上層レジス
トパターン４を形成した。
【００４２】
その後、上層レジストパターン４上に、スキャン塗布方式が可能なレジスト塗布ユニット
を備えたクリーントラックを用いて、スキャン塗布方式により、膜厚３００ｎｍのポリシ
ルセスキオキサン膜５を形成した。
【００４３】
このスキャン塗布方式により、段差のあるレジストパターン４上においても欠陥の無い均
質なポリシルセスキオキサン膜５を得ることができた。
【００４４】
次いで、同じクリーントラック内に搭載された現像ユニットを用いて、図２（ｂ）に示す
ように、ポリシルセスキオキサン膜５の表面に純水の液膜１３を形成した状態で６０秒静
置することにより、上層レジストパターン４の表面が露出するまで、ポリシルセスキオキ
サン膜５をエッチングし、ポリシルセスキオキサン膜パターン６を形成した。
【００４５】
なお、本実施例では、実施例１の場合と異なり、ポリシルセスキオキサン膜５を形成した
後に、ベーキング処理は行っていない。
【００４６】
その後、ポリシルセスキオキサン膜パターン６をマスクとして用いて、ＲＩＥ装置内にて
、Ｎ２ 　 ／Ｏ２ 　 の混合ガスよりなるプラズマを用いて、ドライエッチングを行い、上層
レジストパターン４に対し反転したパターンの下層レジストパターン７を得た。
【００４７】
このようにして得られた下層レジストパターン７は、高アスペクト比でかつ良好な形状を
示し、また寸法変換差（上層レジスト寸法－エッチング後の下層レジスト寸法）も良好で
あった。
【００４８】
実施例３
図１および図２（ｂ）を参照して、本発明の第３の実施例について説明する。
【００４９】
まず、図１（ａ）に示すように、実施例１と同様にして、シリコン基板１上に、被加工膜
となる膜厚１μｍのシリコン酸化膜２を形成した。次いで、シリコン酸化膜２上に、シク
ロヘキサノンに固形分１ｗｔ％のポリアセナフテン（Ｍｗ＝２５００）を溶解した溶液よ
りなる下層レジスト３を、膜厚５００ｎｍとなるように形成し、次いでこの下層レジスト
３上に、化学増幅型ポジレジストＪＳＲ　ＫｒＦ　Ｍ２０Ｇ（膜厚２００ｎｍ）を用いて
０．１３ｕｍＬ／Ｓの上層レジストパターン４を形成した。
【００５０】
次いで、東京エレクトロン社製のクリーントラックを用いて、ポリシルセスキオキサン水
溶液のスキャン塗布（膜厚２００ｎｍ）、ベーキング処理（１００℃、３０秒）およびウ
エットエッチング処理を連続して行い、ポリシルセスキオキサン膜パターン６を形成した
。ここで、ウエットエッチングの処理液としては濃度２ｗｔ％の酢酸水溶液を、また、液
供給方式としては、実施例１で用いたのと同様のスプレー方式を用いた。
【００５１】
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次いで、上層レジストパターン４の凹部分に残ったポリシルセスキオキサン膜パターン６
をマスクとして用いて、ＲＩＥ装置内にてＮ２ 　 ／Ｏ２ 　 の混合ガスよりなるプラズマを
用いてドライエッチングを行い、上層レジストパターン４に対し反転したパターンの下層
レジストパターン７を得た。
【００５２】
このようにして得た下層レジストパターン７も、実施例１および２で得たレジストパター
ンと同様、高アスペクト比でかつ良好な形状を示し、また寸法変換差（上層レジスト寸法
－エッチング後の下層レジスト寸法）も極めて小さい値を示した。
【００５３】
実施例４
本発明の第４の実施例に係るパターン形成方法について、図１および図２（ａ）を参照し
て説明する。
【００５４】
まず、図１（ａ）に示すように、シリコン基板１上に、被加工膜となる膜厚１μｍのシリ
コン酸化膜２を形成した。次いで、シリコン酸化膜２上に、シクロヘキサノン溶媒に固形
分１０ｗｔ％のポリ（２，６－ビフェニリレンエチレン）（Ｍｗ＝１００００、以下、ポ
リアリーレンと称する）を溶解した溶液を、スピンコート法にてウエハ上に塗布し、スピ
ン乾燥を行い、下層レジスト３を形成した。スピンコートは、下層レジスト３を単層で形
成した場合に膜厚９００ｎｍとなるような回転数（３０００ｒｐｍ）で行った。
【００５５】
次に、上記ポリアリーレン膜からなる下層膜３上に、化学増幅型ポジレジストＪＳＲ　Ｋ
ｒＦ　Ｍ２０Ｇ（膜厚２００ｎｍ）の塗布膜を形成し、ＫｒＦエキシマレーザ露光装置（
ＮＳＲ　Ｓ２０３Ｂ：ニコン社製）にて、ＮＡ＝０．６８、σ＝０．７５、２／３輪帯照
明の条件で、透過率６％のハーフトーンマスクを用いて、０．１３μｍＬ／Ｓのパターン
を露光し、次いで現像し、上層レジストパターン４を形成した。露光量は１７ｍＪ／ｃｍ
２ 　 であった。
【００５６】
次いで、固形分濃度５ｗｔ％のＴｉまたはＡｌを含む水溶性高分子の水溶液を膜厚３００
ｎｍとなる回転数（２５００ｒｐｍ）で、スピンコート法にて、上層レジストパターン４
上に塗布した後、８０℃で２分間のベーキング処理を行い、図１（ｂ）に示すように、上
層レジストパターン４の凹部を埋める水溶性高分子膜５を形成した。
【００５７】
その後、図２（ａ）に示すような装置を用い、スピンチャック１０によりシリコン基板１
を５００ｒｐｍで回転させながら、スプレー式のノズル１１から２．３８％のテトラメチ
ルアンモニウムハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）水溶液１２を吹き付けることにより、水
溶性高分子膜５の表面をエッチングした。
【００５８】
エッチングは、上層レジストパターン４の表面が露出するまで行われ、それに要したエッ
チング時間は、４５秒であった。これにより、図１（ｃ）に示すように、上層レジストパ
ターン４の凹部分にのみ、水溶性高分子膜を残し、水溶性高分子膜パターン６を形成する
ことができた。
【００５９】
ここで、上述の水溶性高分子膜５の形成からＴＭＡＨ水溶液によるエッチングまでの工程
を、スピンコーターユニット、ベーキングユニットおよびスプレー現象ユニットを備えた
レジスト塗布・現像装置（クリーントラック　Ａｃｔ８：東京エレクトロン社製）を用い
て、連続的に行った。
【００６０】
その結果、３０分で２５枚の基板を処理することができた。これに対して、水溶性高分子
膜５のエッチングをＲＩＥ法により行った場合には、水溶性高分子膜５の形成とベーキン
グはクリーントラックで、エッチングはＲＩＥ装置でそれぞれ別別に行う必要があるため
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、同じ２５枚の基板を処理するのに、５０分以上の時間を要した。
【００６１】
その後、形成された水溶性高分子膜パターン６をマスクとして用いて、ＲＩＥ装置内にて
Ｎ２ 　 ／Ｏ２ 　 の混合ガスよりなるプラズマを用いてドライエッチングを行い、図１（ｄ
）に示すように、上層レジストパターン４に対し反転したパターンの下層レジストパター
ン７を得た。
【００６２】
このようにして得られた下層レジストパターン７は、高アスペクト比でかつ良好な形状を
示し、また寸法変換差（上層レジスト寸法－エッチング後の下層レジスト寸法）も５ｎｍ
以下と良好であった。また、レジストエッチング後の高分子膜パターン６の残膜厚は、約
３０ｎｍであった。
【００６３】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によると、シリコン又は金属を含む高分子膜を用い
て反転パターンを形成する多層レジストプロセス法において、該高分子膜のエッチングを
ウエットエッチングにより行っているため、該高分子膜の形成工程からエッチング工程ま
でを、塗布膜形成手段とウエットエッチング手段とを備える同一の装置により、連続的に
行うことが可能であり、そのため、寸法制御を高精度に行うことが出来るとともに、コス
ト、処理能力および生産性を大幅に向上させることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係るパターン形成プロセスを示す工程断面図。
【図２】本発明の実施例で用いたウエットエッチング方式を示す図。
【符号の説明】
１…シリコン基板
２…シリコン酸化膜
３…下層レジスト（ポリアリーレン膜）
４…上層レジストパターン
５…ポリシルセスキオキサン膜（水溶性高分子膜）
６…ポリシルセスキオキサン膜（水溶性高分子膜）パターン
７…下層レジストパターン
１０…スピンチャック
１１…スプレーノズル
１２…ＴＭＡＨ水溶液
１３…純水液膜
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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