
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶媒に固形分が添加された液体の滴下によって形成される液状膜の形成工程と，前記溶
媒の揮発工程とによって形成される前記固形分からなる膜を、被処理基板上の所定領域に
選択的に形成する成膜方法であって、前記被処理基板表面に対してエネルギー線を選択的
に照射して該被処理基板の表面を改質し、前記溶媒に対して親和性が高い領域と低い領域
とを形成する工程と、前記被処理基板表面に、前記液体を滴下して前記液状膜を形成する
工程と、前記液状膜から前記溶媒を揮発させることによって、前記被処理基板表面の前記
溶媒に対して親和性が高い領域に選択的に、前記固形分からなる膜を形成する工程とを

　
ことを特徴とする成膜方法。

【請求項２】
　溶媒に固形分が添加された液体の滴下によって形成される液状膜の形成工程と，前記溶
媒の揮発工程とによって形成される前記固形分からなる膜を、被処理基板上の所定領域に
選択的に積層する成膜方法であって、前記被処理基板表面に対してエネルギー線を少なく
とも２種類の照射量でそれぞれ選択的に照射し、該基板上に直接塗布される第１の液状膜
中に含まれる第１の溶媒に対して親和性が高い領域と、該基板上に形成される複数の液状
膜中に含まれる全ての溶媒に対して親和性が低い領域とを形成する工程と、前記被処理基
板の表面に前記第１の液状膜を形成した後、前記第１の溶媒を揮発させることによって、
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含
み、

前記エネルギー線の照射は、照射領域から非照射領域にかけて照射量を単調に減少させ
て行なう



該基板上の前記親和性が高い領域に選択的に第１の膜を形成する工程と、第１の膜上に、
前記液状膜の形成工程と前記溶媒の揮発工程とを行うことによって形成される膜を１種以
上選択的に形成する工程とを含むことを特徴とする成膜方法。
【請求項３】
　前記エネルギー線の照射は、照射領域から非照射領域にかけて照射量を単調に減少させ
て行なうことを特徴とする に記載の成膜方法。
【請求項４】
　前記液状膜を形成する工程が、前記液体を滴下した後、前記被処理基板を該液体の流動
性を保ちつつ回転させる工程と、前記液体の流動性を保持しつつ該被処理基板を静止させ
る工程とを含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の成膜方法。
【請求項５】
　前記液状膜を形成する工程が、該基板上方に設けられた液体供給ノズルから前記液体を
滴下しつつ、該基板と液体供給ノズルとを相対的に移動させる工程とを含むことを特徴と
する請求項１又は２に記載の成膜方法。
【請求項６】
　前記膜が形成されない領域が、露光時の位置合せに用いるマーク、露光位置合わせずれ
を計測するマークが配置された領域であることを特徴とする請求項１又は２に記載の成膜
方法。
【請求項７】
　前記液状膜が形成されない領域が、パターニング後の加工領域であることを特徴とする
請求項１又は２に記載の成膜方法。
【請求項８】
　前記液状膜が形成されない領域が、被処理基板の外周領域であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の成膜方法。
【請求項９】
　前記液体として、前記溶媒に反射防止材，レジスト材，低誘電率材料，又は絶縁材料，
又は配線材料が添加されたものを用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の成膜方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被処理基板上に液体を供給して液状膜中の溶媒を揮発させて、該被処理基板上
の所定領域に選択的に成膜を行う成膜方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パターニング工程に用いられるレジスト膜は、溶媒に感光材等の固形物が添加された液状
のレジスト溶液を被処理基板上に塗布し、溶媒を揮発することによって固体状のレジスト
膜を形成した後、露光，現像が行われる。
【０００３】
レジスト溶液の塗布のために、従来から行われてきた回転塗布法は、被処理基板表面に均
一な膜を形成しやすいという反面、反射防止膜やレジスト膜が不要なアライメント領域、
位置ずれ計測領域、基板外周部にも成膜され、露光時のアライメント精度が低下するとい
う問題があった。
【０００４】
一方、遮断機能を具備した液体供給ノズルを用いることによって選択的に液状膜の成膜を
行うことができる。しかし、この方法では、１００μｍ四方程度の広い領域に対しては選
択的に塗布できるものの、数１０μｍあるいはそれ以下の領域の塗りわけができないでい
た。
なお、この問題は、レジスト膜に限らず、液体を供給して液状膜を形成する際に、共通な
問題点である。
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請求項２



【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来の塗布法方では、不要な領域にも成膜されるという問題があった。
また、遮断機能を具備した液体供給ノズルを用いることによって、選択的に成膜を行うこ
とが可能となるが、狭い領域への塗り分けを行うことができないという問題があった。
【０００６】
本発明の目的は、狭い領域にも、固形分が溶媒に添加された液体の塗布による液状膜の形
成、溶媒の揮発によって形成される前記固形分からなる膜の選択的な成膜を可能とする成
膜方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
［構成］
これに対して本発明では液体の塗布前に基板表面の微細な領域に紫外光などの放射線を照
射して部分的に改質する。次に液状の成膜材を供給する。液体と表面とが反発する部分で
は液層から固層に移行する際に液体のなじむ領域に液移動をさせる。これを固着させるこ
とで微細領域の塗りわけを可能にした。
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するために以下のように構成されている。
（１）　本発明（請求項１）の成膜方法は、溶媒に固形分が添加された液体の滴下によっ
て形成される液状膜の形成工程と，前記溶媒の揮発工程とによって形成される前記固形分
からなる膜を、被処理基板上の所定領域に選択的に形成する成膜方法であって、前記被処
理基板表面に対してエネルギー線を選択的に照射して該被処理基板の表面を改質し、前記
溶媒に対して親和性が高い領域と低い領域とを形成する工程と、前記被処理基板表面に、
前記液体を滴下して前記液状膜を形成する工程と、前記液状膜から前記溶媒を揮発させる
ことによって、前記被処理基板表面の前記溶媒に対して親和性が高い領域に選択的に、前
記固形分からなる膜を形成する工程とを含

ことを特徴とする。
（２）　本発明（請求項２）の成膜方法は、溶媒に固形分が添加された液体の滴下によっ
て形成される液状膜の形成工程と，前記溶媒の揮発工程とによって形成される前記固形分
からなる膜を、被処理基板上の所定領域に選択的に積層する成膜方法であって、前記被処
理基板表面に対してエネルギー線を少なくとも２種類の照射量でそれぞれ選択的に照射し
、該基板上に直接塗布される第１の液状膜中に含まれる第１の溶媒に対して親和性が高い
領域と、該基板上に形成される複数の液状膜中に含まれる全ての溶媒に対して親和性が低
い領域とを形成する工程と、前記被処理基板の表面に前記第１の液状膜を形成した後、前
記第１の溶媒を揮発させることによって、該基板上の前記親和性が高い領域に選択的に第
１の膜を形成する工程と、第１の膜上に、前記液状膜の形成工程と前記溶媒の揮発工程と
を行うことによって形成される膜を１種以上選択的に形成する工程とを含むことを特徴と
する。
【０００９】
本発明の好ましい実施態様を以下に示す。
前記エネルギー線の照射は、照射領域から非照射領域にかけて照射量を単調に減少させて
行なう。
【００１０】
前記液状膜を形成する工程が、前記液体を滴下した後、前記被処理基板を該液体の流動性
を保ちつつ回転させる工程と、前記液体の流動性を保持しつつ該被処理基板を静止させる
工程とを含む。
【００１１】
前記液状膜を形成する工程が、該基板上方に設けられた液体供給ノズルから前記液体を滴
下しつつ、該基板と液体供給ノズルとを相対的に移動させる工程とを含む。
【００１２】
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み、前記エネルギー線の照射は、照射領域から
非照射領域にかけて照射量を単調に減少させて行なう



前記膜が形成されない領域が、露光時の位置合せに用いるマーク、露光位置合わせずれを
計測するマークが配置された領域である。
前記膜が形成されない領域が、パターニング後の加工領域である。
【００１３】
前記液体として、前記溶媒に反射防止材，レジスト材，低誘電率材料，又は絶縁材料，又
は配線材料が添加されたものを用いる。
被処理基板の表面の全面を疎水性又は親水性の薄膜を形成する工程と、前記薄膜の表面に
対して選択的にエネルギー線を照射して該被処理基板の表面の一部を親水性又は疎水性に
改質する工程と、前記薄膜の表面に、溶媒に固形分が添加された液体を滴下して液状膜を
形成する工程と、前記液状膜から前記溶媒を揮発させることによって、前記薄膜表面の改
質領域又は非改質領域のいずれか一方の領域に、前記固形分からなる膜を選択的に形成す
る工程とを含むことを特徴とする。
【００１４】
被処理基板表面に対して選択的にガスを吸着させて該被処理基板表面の一部を改質する工
程と、該被処理基板表面に液体を滴下して液膜を形成する工程と、該被処理基板面の該改
質した領域と改質しない領域のいずれか一方に該液膜の固形分を析出させる工程とを含む
。
【００１５】
［作用］
本発明は、上記構成によって以下の作用・効果を有する。
被処理基板上の一部にエネルギー線を照射による被処理基板の表面を改質して、該基板の
表面に溶媒に対して親和性が高い良域と低い領域とを形成した後、溶媒に固形分が添加さ
れた液体を塗布、溶媒に揮発によって前記固形分からなる膜を選択的に形成することがで
きる。
【００１６】
成膜領域（親和性が高い領域）と非成膜領域（親和性が低い領域）とを区分けをエネルギ
ー線の照射によって行っているので、液体を選択的に塗布して行う従来技術に比べて、格
段に狭い領域の塗り分けを行うことができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。
［第１実施形態］
本実施形態は被処理基板表面にＳＯＧを塗布焼成して作成した層間絶縁膜が形成された被
処理基板に対して、アルコール溶液（溶媒）に反射防止材（固形材）が添加された反射防
止溶液を用い、反射防止膜を選択的に形成する方法について説明する。
【００１８】
図１，２は、本発明の第１実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す工程断面図であ
る。
先ず、図１（ａ）に示すように、リソグラフィ工程時に用いるアライメントマーク１１が
表面に形成された基板１０上に、ＳＯＧを用いた層間絶縁膜１２を形成する。なお、ＳＯ
Ｇの焼成時に表面に焼成温度より低く温度調整されたエアーを吹き付けて層間絶縁膜１２
を形成しており、層間絶縁膜１２の表面には有機置換基がある程度残存するようにした。
上述した方式で作成した層間絶縁膜１２の表面には有機置換基が存在するため疎水性を示
し、反射防止溶液中のアルコール溶液をはじく。
【００１９】
次いで、図１（ｂ）に示すように、アライメントマーク１１等の計測領域、デバイスパタ
ーンが存在しないウエハ外周領域を除く領域の層間絶縁膜１２の表面に選択的にＡｒＦエ
キシマ光（１９３ｎｍ）を照射し、表面が改質された改質層間絶縁膜１２ａを形成する。
この表面が改質された改質層間絶縁膜１２ａ膜の表面が反射防止膜が形成される成膜領域
１４となり、表面が改質されない層間絶縁膜１２の表面が反射防止膜が形成されない非成
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膜領域１３となる。
【００２０】
予備実験として行った、ＡｒＦエキシマ光の照射量と改質（反射防止材の溶剤に用いたア
ルコールに対する濡れ性）の程度の関係を図３に示す。予備実験により、照射量を大きく
するに従い、層間絶縁膜の表面の有機置換基が脱離し、親水性が強くなることがわかった
。そして、この結果に基づき、層間絶縁膜の表面の反射防止膜を形成する領域に対して、
図３に示す照射量Ａで選択的に露光を行なった。
【００２１】
次いで、図１（ｃ）に示すように、固形分量を１％程度にした反射防止溶液を基板１０の
中心に供給しつつ、基板１０を１００ｒｐｍで回転させて、溶液の流動性を保持しつつ反
射防止溶液を基板全面に広げ、反射防止溶液膜１５を形成する。そして、反射防止溶液膜
１５を基板全面に形成した後、基板１０の回転を停止させる。なお、基板１０の回転を停
止させた後も、基板１０の表面に塗布された反射防止溶液膜１５が流動性を具備している
ようにする。
【００２２】
次いで、基板１０を低温で加熱し、反射防止溶液膜１５中の溶媒をゆっくり揮発させる。
溶媒の揮発による液膜厚の減少に従い、図１（ｄ）に示すように、非成膜領域１３にあっ
た反射防止溶液膜１５が成膜領域１４に引き付けられて移動する。そして、溶媒を完全に
除去した段階では、図１（ｅ）に示すように、反射防止膜１６を所望の成膜領域１４にの
み選択形成できた。
【００２３】
そして、更により高温での加熱処理を行い反射防止膜１６の架橋反応を促進させ所望の光
学定数になるよう調整した。この処理後の反射防止膜１６の表面は疎水性を示し、次に成
膜する有機系溶剤（ＥＬ：ＥＥＰ＝８：２の混合溶媒）にレジスト材が４％溶かされたレ
ジスト溶液に対して良好な成膜特性を持つ。
【００２４】
通常の成膜方法では、レジスト溶液は、ＡｒＦ露光を行なわなかったアライメントマーク
等の計測領域、デバイスパターンが存在しないウエハ外周領域に対しても成膜される。そ
のため、図２（ｆ）に示すように、レジスト溶液を塗布する前にこれらの領域の層間絶縁
膜１２に対して、予め図４に示す照射量Ｂで選択的に露光を行い、表面が親水性に改質さ
れた層間絶縁膜１２ｂを形成する。従って、親水性に改質された層間絶縁膜１２ｂの表面
がレジスト溶液をはじく非成膜領域１７となり、疎水性の表面を有する反射防止膜１６上
がレジスト膜が形成される成膜領域となる。
【００２５】
次いで、図２（ｇ）に示すように、先の反射防止溶液の塗布と同様、レジスト溶液を基板
中心近傍に供給し、基板１０を１００ｒｐｍで回転して溶液を基板全面に広げて、レジス
ト溶液膜１９を形成する。
【００２６】
次いで、基板１０を低温で加熱し、レジスト溶液膜１９中の溶媒をゆっくり揮発させる。
溶媒の揮発によるレジスト溶液膜１９の膜厚の減少に従い、図２（ｈ）に示すように、非
成膜領域１７に上のレジスト溶液膜が成膜領域に引き付けられて移動する。
【００２７】
そして、溶剤を完全に除去した段階では、図２（ｉ）に示すように、レジスト膜２０を所
望の成膜領域１８にのみ選択形成できる。このレジスト膜２０に対し、下地加工の為のパ
ターニングを行い、更に下地を加工した。
【００２８】
本実施形態では、アライメントマーク上に反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため
、露光時のアライメント精度を飛躍的に向上することができた。また、位置ずれ計測領域
の下地パターン形成領域についても反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため、下地
パターン計測を高コントラストで行なうことができ計測精度も飛躍的に向上した。また、
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下地パターンの計測結果ををプロセス、設計にフィードバックすることで電気的特性のば
らつきを低減しつつチップ面積のより小さいデバイスを作成できた。
【００２９】
ところで、本実施形態では選択的に表面改質することで成膜領域と非成膜領域を作成した
が、照射均一性の良い光源を用い被処理基板５１の表面に焦点を合わせて照射すると、図
５（ａ）に示すように、反射防止膜１６の凝集が生じる。凝集が起こると、場合によって
はこの部分からクラックが入る。なお、図５（ｂ）は、被処理基板５１に対して照射した
紫外線露光量と、その時の基板５１の水に対する接触角を示す図である。
【００３０】
従って、これらの境界部分では改質の程度を緩やかに変化させることが好ましい。照射強
度を緩やかに変化させると疎水性の程度が、照射された紫外線量に応じて緩やかに変化す
る。
【００３１】
疎水の程度を緩やかに変化させると、図６（ａ）に示すように、非成膜領域の被処理基板
５１表面に形成する反射防止膜１６の凝集を防止することができる。なお、図６（ｂ）は
、被処理基板５１に対して照射した紫外線露光量、並びに基板５１の水に対する接触角を
示す図である。なお、照射量に変化を与えるには基板と水平な方向に対し光量分布を持つ
光線や放射線を用いたり、焦点を基板面からずらしてデフォーカスさせることで達成でき
る。
【００３２】
［第２実施形態］
本実施形態では、被処理基板表面にＳＯＧを塗布焼成して作成した層間絶縁膜が形成され
たものに対して、アルコール溶液に反射防止材が添加された反射防止溶液，溶媒に感光材
等が添加されたレジスト溶液を用い、それの液膜を選択的に順次形成して、反射防止膜及
びレジスト膜を積層する製造方法について説明する。
【００３３】
図７，８は、本発明の第２実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す工程断面図であ
る。なお、図１，２と同一な部分には同一符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００３４】
先ず、図７（ａ）に示すように、第１実施形態と同様な手法を用いて、表面が疎水性を示
す層間絶縁膜７１を基板１０上に形成する。層間絶縁膜７１の表面は疎水性をしめすので
、反射防止用材中のアルコール溶液（溶媒）をはじき、また有機系溶剤（ＥＬ：ＥＥＰ＝
７：３の混合溶媒）に感光材等の固形分４％を溶かしたレジスト溶液に対してなじむ性質
がある。
【００３５】
そこで、層間絶縁膜７１の表面にＡｒＦエキシマ光（１９３ｎｍ）を照射して改質を行う
。予備実験として行った、ＡｒＦエキシマ光の照射量と改質（反射防止材及びレジスト溶
液に対する濡れ性）の程度の関係を図９に示す。反射防止溶液に対しては、ＡｒＦ光の照
射量を増すほど接触角が小さくなる。また、反射防止溶液とレジスト溶液の両方に対して
はじく表面に（接触角度を大きく）するには照射量Ｃを与えると良いことがわかった。
【００３６】
この結果に基づき、層間絶縁膜７１の反射防止膜を形成する領域に対して図９の照射量Ｄ
で、反射防止剤・レジスト材を成膜しない領域（アライメントマーク等の計測領域、デバ
イスパターンが存在しないウエハ外周領域など）に対しては照射量Ｃで選択的に露光を行
なう。そして、図７（ｂ）に示すように、層間絶縁膜の表面にＡｒＦ光の照射量が大きい
高改質層間絶縁膜７１ｂと、ＡｒＦ光の照射量が小さい、低改質層間絶縁膜７１ａとを形
成する。高改質層間絶縁膜７１ｂの表面が、反射防止膜及びレジスト膜が形成される成膜
領域７３であり、低改質層間絶縁膜７１ａの表面が非成膜領域７２である。
【００３７】
次いで、図７（ｃ）に示すように、固形分量を１％程度にした反射防止溶液を基板１０中
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心近傍に供給しつつ、基板１０を１００ｒｐｍで回転して液体を基板１０の全面に広げて
、反射防止溶液膜１５を形成する。
【００３８】
次いで、図７（ｄ）に示すように、基板１０を低温で加熱し、反射防止溶液膜１５中の溶
媒をゆっくり揮発させる。溶媒の揮発による反射防止溶液膜１５の膜厚の減少に従い、非
成膜領域７３にあった反射防止溶液膜１５が成膜領域７２に引き付けられて移動した。反
射防止溶液膜１５中の溶媒を完全に除去した段階では、図７（ｅ）に示すように、反射防
止膜１６を所望の成膜領域にのみ選択形成できた。
【００３９】
更により高温の加熱を行い反射防止膜１６内の架橋反応を促進させ所望の光学定数になる
よう調整する。この処理後の反射防止膜１６の表面は疎水性（レジストの溶剤に対して接
触角が低い）を示し、次に成膜する有機系溶剤（ＥＬ：ＥＥＰ＝７：３の混合溶媒）に固
形分４％を溶かしたレジスト溶液に対して良好な成膜特性を持つ。
【００４０】
次いで、図８（ｆ）に示すように、先の反射防止溶液の塗布と同様、レジスト溶液を基板
中心に供給し、基板を１００ｒｐｍで回転して液体を基板全面に広げて、レジスト溶液膜
１９を形成する。次いで、図８（ｇ）に示すように、基板１０を低温で加熱し、レジスト
溶液膜１９中の溶媒をゆっくり揮発させる。溶媒の揮発によるレジスト溶液膜１９の膜厚
の減少に従い、非成膜領域７３にあったレジスト溶液膜１９が成膜領域７２に引き付けら
れて移動する。そして、溶媒を完全に除去した段階では、図８（ｈ）に示すように、レジ
スト膜２０を所望の成膜領域にのみ選択形成することができた。このレジスト膜２０に対
し、リソグラフィ技術を用いて下地加工の為のパターニングを行い、更に下地を加工した
。
【００４１】
本実施形態では、第１実施形態と同様な効果に加えて、露光工程が１回ですむという利点
がある。
なお、本実施形態では選択的に表面改質することで成膜領域と非成膜領域を作成したが、
成膜領域と非成膜領域との境界部分では、第１実施形態と同様に、改質の程度を緩やかに
変化させることが好ましい。
【００４２】
［第３実施形態］
本実施形態は紫外線照射により親水性―疎水性変換を行なうことができる膜を被処理基板
の表面に薄く形成し、この薄膜に対して紫外線を選択的に照射することで部分的に親水性
、疎水性領域を形成した後、反射防止膜、レジスト膜を選択形成する方法に関する。
【００４３】
図１０は、本発明の第３実施形態に係わる半導体装置の製造工程を示す工程断面図である
。なお、図１０において、図１，２と同一な部分には同一符号を付し、その詳細な説明を
省略する。
【００４４】
先ず、図１０（ａ）に示すように、基板１０上にＳＯＧ材の塗布、通常の焼成によって層
間絶縁膜１０１を形成する。層間絶縁膜１０１上に酸化チタン含有塗料組成物膜１０２を
膜厚１ｎｍで成膜する。なお、酸化チタン含有塗料組成物膜１０２は、アナターゼ型酸化
チタンゾルとシリカゾルを混合したものをエタノールで希釈し、更にメチルトリメトキシ
シランを添加することで作成した。酸化チタン含有塗料組成物膜１０２の表面の水に対す
る接触角は７０度程度で、反射防止溶液に対して高い親和性を持つことを確認した。
【００４５】
次いで、図１０（ｂ）に示すように、酸化チタン含有塗料組成物膜１０２上の反射防止剤
及びレジスト剤を成膜しない領域に選択的に紫外線を照射し、表面が改質された改質層１
０２ａを形成する。改質層１０２ａの表面は親水性が強くなり、水に対する接触角を１０
度と小さくすることができた。改質層１０２ａが形成された非成膜領域１０３が、反射防
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止剤及びレジスト剤の溶液を弾くことを確認できた。なお、紫外線が照射されず、表面が
改質されていない酸化チタン含有塗料組成物膜１０２が形成されている領域が、成膜領域
１０４となる。
【００４６】
次いで、図１０（ｃ）に示すように、酸化チタン含有塗料組成物膜１０２上に液体供給ノ
ズル１０６から反射防止溶液１０７を滴下し、反射防止溶液膜１０８を形成する。なお、
反射防止溶液膜１０８の形成の際、図示されない試料台の上に基板１０を水平に設置し、
基板１０の上方に設置され、複数の液体供給ノズル１０６で構成された滴下ユニット１０
５を基板１０に対し一方向の往復運動させながら、液体供給ノズル１０６から反射防止剤
の溶液を被処理基板上に滴下した。なお、液体供給ノズル１０６の口径は直径４０μｍの
円形のものを用いた。なお、反射防止溶液膜１０８中の溶媒が揮発しないように雰囲気を
制御した。
【００４７】
次いで、基板１０を加熱し、反射防止溶液膜１０８中の溶媒をゆっくり揮発させた。揮発
に伴う反射防止溶液膜の膜厚の減少に従い、図１０（ｄ）に示すように、非成膜領域１０
３上の反射防止溶液膜１０８は、成膜領域１０４に引き付けられるように移動した。溶媒
の揮発を完全に行なった段階では、図１０（ｅ）に示すように、反射防止膜１０９を非成
膜領域以外に選択的に形成できた。
【００４８】
本実施形態ではアライメントマーク上に反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため、
露光時のアライメント精度を飛躍的に向上することができた。更にアライメント精度の向
上をデバイス設計に反映させることで電気的特性のばらつきを低減しながらチップ面積を
より小さくすることができた。
【００４９】
なお、前実施形態と同様に、成膜領域と非成膜領域の境界部分では表面改質の程度を緩や
かに変化させることが好ましい。また、本実施形態では成膜対象物としてＳＯＧの層間絶
縁膜を用いたがこれに限るものではない。ポリシラン膜など紫外線等の放射線を照射する
ことで表面状態が変化するものであれば如何なるものに対しても適用できる。また、処理
に用いる光源は、処理基板表面が改質される波長を含むものを用いればよい。電子線、Ｘ
線などの荷電粒子線も用いることもできる。
【００５０】
［第４実施形態］
本実施形態は、親水性の層間絶縁膜のガス吸着により疎水性に改質し、その表面を部分的
に親水性、疎水性領域として反射防止膜、レジスト膜を選択的に形成する方法に関する。
【００５１】
図１１は、本発明の第４実施形態に係わる製造工程を示す工程断面図である。なお、図１
１において、図１０と同一な部位には同一符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００５２】
先ず、図１１（ａ）に示すように、基板上にＳＯＧ溶液を塗布、焼成して層間絶縁膜１１
１を形成する。そして、反射防止溶液は、親水性の面に塗布することができないため、ガ
スノズル１１２から反射防止膜の形成領域に選択的にクロロジフルオロエチレンガス１１
３を吹き付け、表面にクロロジフルオロエチレンガス１１３が吸着され疎水性に改質され
た吸着層間絶縁膜１１１ａを形成する。疎水性に改質した吸着層間絶縁膜１１１ａの表面
の水に対する接触角を測定したところ８５度であった。吸着層間絶縁膜１１１ａが形成さ
れた領域が、反射防止剤及びレジスト剤の溶液に馴染むことを確認できた。なお、クロロ
ジフルオロエチレンガス１１３が吸着されず、表面が改質されていない層間絶縁膜１０１
が形成されている領域が、反射防止膜及びレジスト膜の非成膜領域となる。
【００５３】
次いで、図１１（ｂ）に示すように、第３実施形態と同様な手法を用いて、層間絶縁膜１
１１上に反射防止溶液膜１０８を形成する。次いで、基板１０を低温で加熱し、反射防止
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溶液膜１０８中の溶媒をゆっくり揮発させた。溶媒の揮発による反射防止溶液膜１０８の
膜厚の減少に従い、非成膜領域にあった反射防止溶液膜１０８が、成膜領域に引き付けら
れて移動する。そして、溶媒を完全に除去した段階では、図１１（ｃ）に示すように、反
射防止膜１０９を所定の成膜領域にのみ選択形成することができる。
【００５４】
更により高温の加熱を行い反射防止膜の架橋反応を促進させ所望の光学定数になるよう調
整した。この処理後の反射防止膜１０９表面は疎水性（レジストの溶剤に対して接触角が
低い）を示し、次に成膜する有機系溶剤（ＥＬ：ＥＥＰ＝７：３の混合溶媒）に固形分４
％を溶かしたレジスト溶液に対して良好な成膜特性を持つ。レジスト溶液についても同様
に成膜した。
【００５５】
本実施形態ではアライメントマーク上に反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため、
露光時のアライメント精度を飛躍的に向上することができた。また、位置ずれ計測領域の
下地パターン形成領域についても反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため、下地パ
ターン計測を高コントラストで行なうことができ計測精度も飛躍的に向上し、それをプロ
セス、設計にフィードバックすることで電気的特性のばらつきを低減しつつチップ面積の
より小さいデバイスを作成できた。
【００５６】
本実施形態では、ガスを選択的に吸着させて表面改質することで成膜領域と非成膜領域を
作成したが、これらの境界部分では改質の程度を緩やかに変化させることが好ましい。ガ
スを吹き付ける際に、ガスが拡散するために、成膜領域と非成膜領域との境界部分で改質
の程度が緩やかに変化する。
【００５７】
［第５実施形態］
本実施形態では、ガス吸着により疎水性に、紫外線照射により親水性に表面状態を変換で
きる膜を非処理基板の表面に薄く形成し、その表面を部分的に親水性、疎水性領域として
反射防止膜、レジスト膜を選択的に形成する方法に関する。図１２は、本発明の第５実施
形態に係わる成膜工程を示す工程断面図である。
【００５８】
先ず、図１２（ａ）に示すように、基板１０上にＳＯＧを塗布、焼成して層間絶縁膜１２
１を形成する。層間絶縁膜１２１上に酸化チタン含有塗料組成物膜１２２を膜厚１ｎｍで
成膜する。酸化チタン含有塗料組成物はアナターゼ型酸化チタンゾルとシリカゾルを混合
したものをエタノールで希釈し、更にメチルトリメトキシシランを添加することで作成し
た。
【００５９】
本実施形態で用いる反射防止剤の溶液を塗布する際、第３，４実施形態の場合より高い疎
水性が成膜表面に必要とされたため、基板１０表面全体にクロロジフルオロエチレンガス
を吹き付け、さらに疎水性を高める。処理後の酸化チタン含有塗料組成物膜１２２表面の
水に対する接触角を測定したところ８５度であった。
【００６０】
次いで、図１２（ｂ）に示すように、酸化チタン含有塗料組成物膜１２２上の反射防止剤
及びレジスト剤の非塗布領域に対して選択的に紫外線を照射し、表面の親水性が高くなっ
た改質層１２２ａを形成する。紫外線を照射した改質層１２２ａの表面では、水に対する
接触角が１０度と親水性が高くなり、反射防止溶液及びレジスト溶液を弾く性質を持たせ
ることができた。その為、改質層１２２ａの形成された領域が非成膜領域１２３となり、
紫外線が照射されなかった酸化チタン含有塗料組成物膜１２２が形成されている領域が成
膜領域１２４となる。
【００６１】
次いで、図１２（ｃ）に示すように、第４実施形態と同様な手法を用いて、酸化チタン含
有塗料組成物膜１２２上に有機溶媒を成分とする反射防止溶液１０７を滴下し、反射防止
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溶液膜１０８を形成する。
【００６２】
次いで、基板１０を低温で加熱し、溶媒をゆっくり揮発させる。溶媒の揮発による反射防
止溶液膜１０８の膜厚の減少に従い、非成膜領域１２３上の反射防止溶液膜１０８が成膜
領域１２４に引き付けられて移動した。溶媒を完全に除去した段階では、図１２（ｄ）に
示すように、反射防止膜１０９を所定の成膜領域にのみ選択形成できた。
【００６３】
更により高温の加熱を行い反射防止膜の架橋反応を促進させ所望の光学定数になるよう調
整した。この処理後の反射防止膜１０９の表面は疎水性（レジストの溶剤に対して接触角
が低い）を示し、次に成膜する有機系溶剤（ＥＬ：ＥＥＰ＝７：３の混合溶媒）に固形分
４％を溶かしたレジスト溶液に対して良好な成膜特性を持つ。レジスト溶液についても同
様に成膜した。
【００６４】
本実施形態では、アライメントマーク上に反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため
、露光時のアライメント精度を飛躍的に向上することができた。また、位置ずれ計測領域
の下地パターン形成領域についても反射防止膜とレジスト膜を形成しなかったため、下地
パターン計測を高コントラストで行なうことができ計測精度も飛躍的に向上し、それをプ
ロセス、設計にフィードバックすることで電気的特性のばらつきを低減しつつチップ面積
のより小さいデバイスを作成できた。
【００６５】
本実施形態では選択的に表面改質することで成膜領域と非成膜領域を作成したが、これら
の境界部分では改質の程度を緩やかに変化させることが好ましい。
また、処理に用いる光源は、処理基板表面が改質される波長を含むものを用いればよい。
電子線、Ｘ線などの荷電粒子線も用いることもできる。また使用するガスについてもクロ
ロジフルオロエチレンガスに限るものではない。
【００６６】
なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、成膜対象物としてＳ
ＯＧを用いた層間絶縁膜を用いたがこれに限るものではなく、レジスト材、層間絶縁材、
導電材、配線材料などを用いることができる。紫外線等の放射線を照射の程度により表面
の濡れ性が変化するものであれば如何なるものに対しても適用できる。
【００６７】
また、処理に用いる光源は、処理基板表面が改質される波長を含むものを用いればよい。
電子線、Ｘ線などの荷電粒子線も用いることもできる。
また成膜物質についても反射防止材に限るものでなく、レジスト材、層間絶縁材、導電材
、配線材料などを用いることができる。その溶剤についても成膜面に照射された放射線の
程度により濡れ性が変化するものであれば如何なるものも適用できる。
その他、本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することが可能であ
る。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、被処理基板上の一部にエネルギー線を照射による被
処理基板の表面を疎水性又は親水性への改質、溶媒に固形分が添加された液体を塗布、溶
媒の揮発を行うことによって、前記固形分からなる膜を照射領域又は非照射領域の何れか
に選択的に形成することができる。そして、エネルギー線の照射によって、成膜領域と非
照射領域との区分を行っているので、従来より狭い領域の塗り分けを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【図２】第１実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【図３】ＡｒＦエキシマ光の照射量と反射防止材の溶剤に用いたアルコールに対する濡れ
性の関係を示す特性図。
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【図４】ＡｒＦエキシマ光の照射量とレジスト溶液に用いた有機溶剤に対する濡れ性の関
係を示す特性図。
【図５】照射均一性の良い光源を用い被処理基板の表面に焦点を合わせて照射して改質し
た場合の反射防止膜の状態を示す図と、被処理基板に対して照射した紫外線露光量、並び
に基板の水に対する接触角を示す図。
【図６】成膜領域と非成膜領域との境界領域で改質の程度を緩やかに変化させた場合の反
射防止膜の状態を示す図と、被処理基板に対して照射した紫外線露光量、並びに基板の水
に対する接触角を示す図。
【図７】第２実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【図８】第２実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【図９】ＡｒＦエキシマ光の照射量と反射防止材及びレジスト溶液に対する濡れ性の程度
の関係を示す特性図。
【図１０】第３実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【図１１】第４実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【図１２】第５実施形態に係わる選択成膜工程の製造工程を示す工程断面図。
【符号の説明】
１０…基板
１１…アライメントマーク
１２，７１，１０１，１１１，１２１…層間絶縁膜
１３，１７，７３，１０３，１２３…非成膜領域
１４，１８，７２，１０４，１２４…成膜領域
１５，１０８…反射防止溶液膜
１６，１０９…反射防止膜
１９…レジスト溶液膜
２０…レジスト膜
５１…被処理基板
１０２，１２２…酸化チタン含有塗料組成物膜
１０６…液体供給ノズル
１０５…滴下ユニット
１０７…反射防止溶液
１１２…ガスノズル
１１３…クロロジフルオロエチレンガス
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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