
JP 5738786 B2 2015.6.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線方向に対する直交方向に配線ピッチ分づつ３段階に渡ってずらされた複数のライン
状の第１のマスクパターンが転写された芯材パターンを被加工層上に形成する工程と、
　前記芯材パターンの両側の側壁に第１の側壁パターンを形成する工程と、
　前記被加工層上に前記第１の側壁パターンを残したまま前記芯材パターンを除去する工
程と、
　前記第１の側壁パターン間のスペースを隔てて対向する側壁間において、前記第１の側
壁パターンの折れ曲がり部分で接触するようにして、前記第１の側壁パターンの両側の側
壁に第２の側壁パターンを形成することにより、前記第２の側壁パターンで囲まれた第１
の開口部を形成する工程と、
　前記第１の開口部が露出されるようにして前記第２の側壁パターン間の隙間を覆う第２
のマスクパターンを形成する工程と、
　前記第１および前記第２の側壁パターンから露出された前記被加工層を加工することに
より、前記被加工層に第２の開口部を形成する工程とを備え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１のマスクパターンは、前記配線の配線方向に対する直交方向に折り返すように
ずらされていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
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　前記第１のマスクパターンは、前記配線の配線方向に対する直交方向に階段状にずらさ
れていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　配線方向に対する直交方向に配線ピッチ分だけ途中でずらされた複数のライン状の第１
のマスクパターンが転写された芯材パターンを被加工層上に形成する工程と、
　前記芯材パターンの側壁に側壁パターンを形成する工程と、
　前記被加工層上に前記側壁パターンを残したまま前記芯材パターンを除去する工程と、
　前記側壁パターン間のスペースの一部を覆う第２のマスクパターンを前記被加工層上に
形成する工程と、
　前記側壁パターンおよび前記第２のマスクパターンから露出された前記被加工層を深さ
方向にテーパー状に加工することにより、上部より底部が細くなるように前記被加工層に
開口部を形成する工程と、
　を備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　所定のピッチで並列に配置された複数の配線と、
　前記配線のうちの奇数番目の配線にそれぞれ接続され、前記配線の配線方向に対する直
交方向に並列に配置された複数の第１コンタクトと、
　前記配線のうちの偶数番目の配線にそれぞれ接続され、前記第１コンタクトに対して前
記配線の配線方向にずらされるようにして前記配線の配線方向の直交方向に並列に配置さ
れた複数の第２コンタクトとを備え、
　前記第１コンタクトは、前記第２コンタクトに対して前記配線のピッチ分だけ前記配線
の配線方向に対する直交方向にずらされ、
　前記第１コンタクトおよび前記第２コンタクトの幅は前記配線の幅以下であることを特
徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　配線のライン＆スペースが微小化されるに従って、その配線のコンタクトの配列ピッチ
も小さくなるため、そのコンタクトのレイアウトが困難になっている。そのコンタクトの
レイアウトを実現するために、コンタクトをずらして配置すると、コンタクトをずらした
分だけチップサイズの増大を招いていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８１４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の一つの実施形態の目的は、チップサイズの増大を抑制しつつ、波長λ、投影光
学系の開口数ＮＡの露光装置を用いて、ピッチＰ＜０．２５＊λ／ＮＡの配線の１本１本
に接続するコンタクトを形成することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の半導体装置によれば、複数の配線と、複数の第１コンタクトと、複数の第２
コンタクトとが設けられている。複数の配線は、所定のピッチで並列に配置されている。
複数の第１コンタクトは、前記配線のうちの奇数番目の配線にそれぞれ接続され、前記配
線の配線方向に対する直交方向に並列に配置されている。複数の第２コンタクトは、前記
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配線のうちの偶数番目の配線にそれぞれ接続され、前記第１コンタクトに対して前記配線
の配線方向にずらされるようして前記配線の配線方向の直交方向に並列に配置されている
。ここで、前記第１コンタクトは、前記第２コンタクトに対して前記配線のピッチ分だけ
前記配線の配線方向に対する直交方向にずらされている。また、前記第１コンタクトおよ
び前記第２コンタクトの幅は前記配線の幅以下である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の概略構成を示す平面
図である。
【図２】図２（ａ）～図２（ｅ）は、第２実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の
製造方法を示す平面図である。
【図３】図３（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図３（ｂ）は、図３（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図４】図４（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図４（ｂ）は、図４（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図５】図５（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図５（ｂ）は、図５（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図６】図６（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図６（ｂ）は、図６（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図７】図７（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図７（ｂ）は、図７（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図８】図８（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図８（ｂ）は、図８（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図９】図９（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示
す平面図、図９（ｂ）は、図９（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１０】図１０（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１１】図１１（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１２】図１２（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１２（ｂ）は、図１２（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１３】図１３（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１３（ｂ）は、図１３（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１４】図１４（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１４（ｂ）は、コンタクトホールを垂直加工した時の図１４（ａ）のＡ
－Ａ線で切断した断面図、図１４（ｃ）は、コンタクトホールをテーパ加工した時の図１
４（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１５】図１５（ａ）は、第４実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図１６】図１６（ａ）は、第４実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方法
を示す平面図、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図、図１６（ｃ
）は、図１６（ｂ）のコンタクト上に上層配線を形成した構成を示す断面図である。
【図１７】図１７（ａ）～図１７（ｆ）は、第５実施形態に係る半導体装置のコンタクト
領域の製造方法を示す平面図である。
【図１８】図１８（ａ）～図１８（ｆ）は、第６実施形態に係る半導体装置のコンタクト
領域の製造方法を示す平面図である。
【図１９】図１９（ａ）～図１９（ｄ）は、第７実施形態に係る半導体装置のコンタクト
領域の製造方法を示す平面図である。
【図２０】図２０（ａ）～図２０（ｄ）は、第７実施形態に係る半導体装置のコンタクト
領域の製造方法を示す平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施形態に係る半導体装置および半導体装置の製造方法について図面を参照しな
がら説明する。なお、これらの実施形態により本発明が限定されるものではない。
【０００８】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の概略構成を示す平面図であ
る。なお、この半導体装置では、ＮＡＮＤフラッシュメモリを例にとった。
　図１において、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８がその配線方向に対する直交方向に配線ピッチ
ＰＨで並列に配置されている。なお、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線ピッチＰＨは、半導
体集積回路におけるライン＆スペースの最小ピッチに対応させることができる。また、各
ビット線ＢＬ１～ＢＬ８の幅ＨＰは、半導体集積回路における最小ピッチの１／２に対応
させることができる。
【０００９】
　ここで、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８には、コンタクト領域ＣＲが設けられ、コンタクト領
域ＣＲには、ビットコンタクトＣＢ、ＣＢ´が形成されている。ビットコンタクトＣＢ´
は、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８のうちの奇数番目のビット線に接続され、ビットコンタクト
ＣＢは、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８のうちの偶数番目のビット線に接続されている。また、
ビットコンタクトＣＢ´は、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線方向に対する直交方向に配列
に配置され、ビットコンタクトＣＢは、ビットコンタクトＣＢ´に対してビット線ＢＬ１
～ＢＬ８の配線方向にずらされるようにしてビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線方向に対する
直交方向に配列に配置されている。ここで、ビットコンタクトＣＢは、ビットコンタクト
ＣＢ´に対して配線ピッチＰＨ分だけビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線方向に対する直交方
向にずらされている。すなわち、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線方向に対する直交方向に
おけるビットコンタクトＣＢ、ＣＢ´間の間隔ＤＡは、配線ピッチＰＨと等しくなってい
る。この時、ビットコンタクトＣＢ、ＣＢ´間の間隔ＤＡの精度は、配線ピッチＰＨの精
度と等しくなっている。
【００１０】
　また、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線方向に対する直交方向にワード線ＷＬ１、ＷＬ２
、ＷＬ１´、ＷＬ２´およびセレクトゲート線ＳＧＤ、ＳＧＤ´が並列に配置されている
。ここで、セレクトゲート線ＳＧＤ、ＳＧＤ´間にはコンタクト領域ＣＲが配置されてい
る。そして、ワード線ＷＬ１、ＷＬ２はセレクトゲート線ＳＧＤ側に配置され、ワード線
ＷＬ１´、ＷＬ２´はセレクトゲート線ＳＧＤ´側に配置されている。
【００１１】
　なお、ビットコンタクトＣＢ、ＣＢ´の下端は、トレンチにて分離されたアクティブエ
リアにおいて、セレクトゲート線ＳＧＤ、ＳＧＤ´間に形成された高濃度不純物拡散層に
接続することができる。
【００１２】
　ここで、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８のうちの奇数番目のビット線にビットコンタクトＣＢ
´を接続し、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８のうちの偶数番目のビット線にビットコンタクトＣ
Ｂを接続し、ビットコンタクトＣＢ´に対してビットコンタクトＣＢをビット線ＢＬ１～
ＢＬ８の配線方向にずらして配置することにより、ビット線ＢＬ１～ＢＬ８の配線ピッチ
ＰＨが光リソグラフィによる最小ピッチに対応している場合においても、コンタクト領域
ＣＲの幅ＤＹの増大を抑制しつつ、ビットコンタクトＣＢ、ＣＢ´間のショートを防止す
ることができる。
【００１３】
（第２実施形態）
　図２（ａ）～図２（ｅ）は、第２実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造方
法を示す平面図である。
　図２（ａ）において、レチクル７にはマスクパターン１が形成されている。このマスク
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パターン１は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でずらされる
ようにして、配線方向ＤＨに対する直交方向に並列にライン状に複数形成されている。な
お、配線ピッチＰＨは、半導体集積回路におけるライン＆スペースの最小ピッチに対応さ
せることができる。この時、マスクパターン１の幅は２ＰＨに設定することができる。ま
た、マスクパターン１間の間隔は２ＰＨに設定することができる。
【００１４】
　そして、図２（ｂ）に示すように、ＡｒＦ液浸露光などの方法を用いることにより、マ
スクパターン１が転写された芯材パターン２を被加工層８上に形成する。なお、芯材パタ
ーン２の材料は、レジスト材を用いるようにしてもよいし、ＢＳＧ膜やシリコン窒化膜な
どのハードマスク材を用いるようにしてもよい。被加工層８は半導体基板であってもよい
し、半導体基板上に形成された絶縁層などであってもよく、特に限定されない。
【００１５】
　次に、図２（ｃ）に示すように、等方性エッチングなどの方法により芯材パターン２を
スリミングし、芯材パターン２の線幅を細くする。そして、例えば、ＣＶＤなどの方法に
より、芯材パターン２の側壁を含む被加工層８上の全面に芯材パターン２に対する選択比
が高い側壁材を堆積する。なお、芯材パターン２に対する選択比が高い側壁材としては、
例えば、芯材パターン２がＢＳＧ膜からなる場合、シリコン窒化膜を用いることができる
。そして、側壁材の異方性エッチングを行い、側壁材を芯材パターン２の側壁に残したま
ま被加工層８を露出させることで、芯材パターン２の側壁に側壁パターン３を形成する。
この時、側壁パターン３は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中
でずらされる。
【００１６】
　次に、図２（ｄ）に示すように、側壁パターン３を被加工層８上に残したまま、芯材パ
ターン２を被加工層８上から除去する。次に、フォトリソグラフィ技術およびエッチング
技術を用いることにより、側壁パターン３間のスペースの一部を覆うマスクパターン４を
被加工層８上に形成し、側壁パターン３およびマスクパターン４にて囲まれた開口部Ｈ１
１、Ｈ１１´を形成する。この時、開口部Ｈ１１、Ｈ１１´は、配線方向ＤＨに対する直
交方向に２行に渡って配置することができる。また、１行目の開口部Ｈ１１´は、２行目
の開口部Ｈ１１に対して配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらされ
る。なお、マスクパターン４の材料は、レジスト材を用いるようにしてもよいし、ＢＳＧ
膜やシリコン窒化膜などのハードマスク材を用いるようにしてもよい。
【００１７】
　そして、開口部Ｈ１１、Ｈ１１´を介して被加工層８をエッチングすることにより、開
口部Ｈ１１、Ｈ１１´が転写された開口部５、５´を被加工層８に形成する。この時、開
口部５、５´は、配線方向ＤＨに対する直交方向に２行に渡って配置することができる。
また、１行目の開口部５´は、２行目の開口部５に対して配線方向ＤＨに対する直交方向
に配線ピッチＰＨ分だけずらされる。
【００１８】
　そして、図２（ｅ）に示すように、開口部５、５´が形成された被加工層８上から側壁
パターン３およびマスクパターン４を除去する。そして、配線方向ＤＨに対する直交方向
に配線ピッチＰＨで並列に配列された配線を配線方向ＤＨに沿って開口部５、５´上に形
成することができる。この配線の幅は、配線ピッチＰＨの１／２に設定することができる
。
【００１９】
　ここで、側壁パターン３で仕切られた領域に開口部５、５´を形成することにより、リ
ソグラフィの解像限界以下に配線ピッチＰＨが設定されている場合においても、開口部５
、５´を２行に渡って配置することで、配線にコンタクトをとることができる。
【００２０】
（第３実施形態）
　図３（ａ）～図１４（ａ）は、第３実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製造
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方法を示す平面図、図３（ｂ）～図１３（ｂ）は、図３（ａ）～図１３（ａ）のＡ－Ａ線
でそれぞれ切断した断面図、図１４（ｂ）は、コンタクトホールを垂直加工した時の図１
４（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図、図１４（ｃ）は、コンタクトホールをテーパ加工
した時の図１４（ａ）のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【００２１】
　図３（ａ）および図３（ｂ）において、下地層１１上には層間絶縁膜１２が形成され、
層間絶縁膜１２には下層配線１３が埋め込まれている。なお、下地層１１は半導体基板で
あってもよいし、半導体基板上に形成された絶縁層などであってもよく、特に限定されな
い。下層配線１３上には層間絶縁膜１４が形成され、層間絶縁膜１４上にはマスク層１５
、１６および芯材層１７が順次積層されている。また、下層配線１３は、ＮＡＮＤフラッ
シュメモリにおけるトレンチにて分離されたアクティブエリアであてもよい。
【００２２】
　そして、ＡｒＦ液浸露光などの方法を用いることにより、マスクパターン１８を芯材層
１７上に形成する。このマスクパターン１８は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピ
ッチＰＨ分だけ途中でずらされるようにして、配線方向ＤＨに対する直交方向に並列にラ
イン状に複数形成される。なお、マスクパターン１８の材料は、レジスト材を用いること
ができる。
【００２３】
　次に、図４（ａ）および図４（ｂ）に示すように、マスクパターン１８をマスクとして
芯材層１７をエッチングすることにより、マスクパターン１８が転写された芯材パターン
１９をマスク層１６上に形成する。芯材パターン１９の材料は、ＢＳＧ膜やシリコン窒化
膜などのハードマスク材を用いることができる。
【００２４】
　次に、図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、等方性エッチングなどの方法により
芯材パターン１９をスリミングし、芯材パターン１９の線幅を細くする。
【００２５】
　次に、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、例えば、ＣＶＤなどの方法により、
芯材パターン１９の側壁を含むマスク層１６上の全面に芯材パターン１９に対する選択比
が高い側壁材２０を堆積する。なお、芯材パターン１９に対する選択比が高い側壁材２０
としては、例えば、芯材パターン１９がＢＳＧ膜からなる場合、シリコン窒化膜を用いる
ことができる。
【００２６】
　次に、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように、側壁材２０の異方性エッチングを行
い、側壁材２０を芯材パターン１９の側壁に残したままマスク層１６を露出させることで
、芯材パターン１９の側壁に側壁パターン２１を形成する。この時、側壁パターン２１は
、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でずらされる。
【００２７】
　次に、図８（ａ）および図８（ｂ）に示すように、側壁パターン２１をマスク層１６上
に残したまま、芯材パターン１９をマスク層１６上から除去する。
【００２８】
　次に、図９（ａ）および図９（ｂ）に示すように、側壁パターン２１をマスクとしてマ
スク層１６をエッチングすることにより、側壁パターン２１をマスク層１６に転写する。
なお、マスク層１６の材料は、側壁パターン２１に対する選択比が低い材料を用いること
ができる。例えば、側壁パターン２１がシリコン窒化膜からなる場合、マスク層１６はＢ
ＳＧ膜を用いることができる。
【００２９】
　次に、図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示すように、側壁パターン２１が転写された
マスク層１６が埋め込まれるようにマスク層２２をマスク層１５上に形成する。さらに、
マスク層２２上にマスク層２３を形成する。なお、マスク層１５の材料は、マスク層１６
およびマスク層２２に対する選択比が低い材料を用いることができる。また、マスク層２
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２の材料は、マスク層１６に対する選択比が低い材料を用いることができる。例えば、マ
スク層１６がＢＳＧ膜からなる場合、マスク層２２は多結晶シリコン膜、マスク層１５は
シリコン窒化膜を用いることができる。また、マスク層２３の材料は、レジスト材を用い
ることができる。
【００３０】
　次に、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示すように、フォトリソグラフィ技術を用い
ることにより、側壁パターン２１が転写されたマスク層１６の段差部分と両端部との間の
領域が露出されるようにマスク層２３をパターニングする。そして、パターニングされた
マスク層２３を介してマスク層２２をエッチングすることにより、マスク層２３から露出
されたマスク層１６間のマスク層２２を除去し、パターニングされたマスク層１６、２２
で囲まれる開口部Ｈ０、Ｈ０´を形成する。この時、開口部Ｈ０´は配線方向ＤＨに対す
る直交方向の１行目に並列して配置し、開口部Ｈ０は配線方向ＤＨに対する直交方向の２
行目に並列して配置することができる。また、１行目の開口部Ｈ０´は、２行目の開口部
Ｈ０に対して配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらされる。
【００３１】
　次に、図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示すように、マスク層２３を除去した後、マ
スク層１６、２２で囲まれる開口部Ｈ０、Ｈ０´を介してマスク層１５をエッチングする
ことにより、開口部Ｈ０、Ｈ０´をマスク層１５に転写し、開口部Ｈ１、Ｈ１´をマスク
層１５に形成する。
【００３２】
　次に、図１３（ａ）および図１３（ｂ）に示すように、開口部Ｈ１、Ｈ１´が形成され
たマスク層１５上からマスク層１６、２２を除去する。
【００３３】
　次に、図１４（ａ）および図１４（ｂ）に示すように、マスク層１５に形成された開口
部Ｈ１、Ｈ１´を介して層間絶縁膜１４をエッチングすることにより、開口部Ｈ１、Ｈ１
´を層間絶縁膜１４に転写し、開口部Ｈ２、Ｈ２´を層間絶縁膜１４に形成する。この時
、開口部Ｈ２、Ｈ２´を介して下層配線１３の表面が露出される。なお、層間絶縁膜１４
の材料は、マスク層１５に対する選択比が低い材料を用いることができる。例えば、マス
ク層１５がシリコン窒化膜からなる場合、層間絶縁膜１４はシリコン酸化膜を用いること
ができる。
【００３４】
　なお、開口部Ｈ１、Ｈ１´を介して層間絶縁膜１４をエッチングする時に、層間絶縁膜
１４のテーパー加工を行うことにより、図１４（ｃ）に示すように、開口部Ｈ２、Ｈ２´
の底部を細くするようにしてもよい。この時、開口部Ｈ２、Ｈ２´の底部の幅が下層配線
１３の幅に等しくなるようにすることができる。
【００３５】
（第４実施形態）
　図１５（ａ）および図１６（ａ）は、第４実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域
の製造方法を示す平面図、図１５（ｂ）および図１６（ｂ）は、図１５（ａ）および図１
６（ａ）のＡ－Ａ線でそれぞれ切断した断面図、図１６（ｃ）は、図１６（ｂ）のコンタ
クト上に上層配線を形成した構成を示す断面図である。
　図１５（ａ）において、図１３（ａ）および図１３（ｂ）の工程後、開口部Ｈ１、Ｈ１
´の側壁に側壁パターン２７を形成することにより、側壁パターン２７にて囲まれた開口
部Ｈ３、Ｈ３´を形成する。
【００３６】
　次に、図１６（ａ）および図１６（ｂ）に示すように、側壁パターン２７にて囲まれた
た開口部Ｈ３、Ｈ３´を介して層間絶縁膜１４をエッチングすることにより、開口部Ｈ３
、Ｈ３´を層間絶縁膜１４に転写し、開口部Ｈ４、Ｈ４´を層間絶縁膜１４に形成する。
この時、開口部Ｈ４、Ｈ４´の幅が下層配線１３の幅に等しくなるようにすることができ
る。
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【００３７】
　次に、図１６（ｃ）に示すように、開口部Ｈ４、Ｈ４´にコンタクト材２４を埋め込ん
だ後、層間絶縁膜１４上に層間絶縁膜２５を形成する。なお、コンタクト材２４としては
、例えば、ＡｌやＣｕなどの導電体を用いることができる。そして、コンタクト材２４を
介して下層配線１３に接続された上層配線２６を層間絶縁膜２５に埋め込む。
【００３８】
　なお、上述した実施形態では、開口部Ｈ４、Ｈ４´を形成するために、開口部Ｈ１、Ｈ
１´の側壁に側壁パターン２７を形成する方法について説明したが、加工条件を調整する
ことにより、開口部Ｈ１、Ｈ１´よりも幅の小さな開口部Ｈ４、Ｈ４´を形成するように
してもよい。
【００３９】
（第５実施形態）
　図１７（ａ）～図１７（ｆ）は、第５実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製
造方法を示す平面図である。
　図１７（ａ）において、ＡｒＦ液浸露光などの方法を用いることにより、芯材パターン
３２を被加工層３８上に形成する。ここで、芯材パターン３２は、配線方向ＤＨに対する
直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ３段階に渡って折り返されるようにずらされるようにし
て、配線方向ＤＨに対する直交方向に並列にライン状に複数形成されている。なお、配線
ピッチＰＨは、半導体集積回路におけるライン＆スペースの最小ピッチに対応させること
ができる。この時、芯材パターン３２の幅は２ＰＨに設定することができる。また、芯材
パターン３２間の間隔は２ＰＨに設定することができる。なお、芯材パターン３２の材料
は、レジスト材を用いるようにしてもよいし、ＢＳＧ膜やシリコン窒化膜などのハードマ
スク材を用いるようにしてもよい。被加工層３８は半導体基板であってもよいし、半導体
基板上に形成された絶縁層などであってもよく、特に限定されない。
【００４０】
　次に、図１７（ｂ）に示すように、等方性エッチングなどの方法により芯材パターン３
２をスリミングし、芯材パターン３２の線幅を細くする。そして、芯材パターン３２の側
壁に側壁パターン３３を形成する。この時、側壁パターン３３は、配線方向ＤＨに対する
直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でずらされる。
【００４１】
　次に、図１７（ｃ）に示すように、側壁パターン３３を被加工層３８上に残したまま、
芯材パターン３２を被加工層３８上から除去する。
【００４２】
　次に、図１７（ｄ）に示すように、例えば、ＣＶＤなどの方法により、側壁パターン３
３の側壁を含む被加工層３８上の全面に側壁材を堆積する。そして、側壁材の異方性エッ
チングを行い、側壁材を側壁パターン３３の側壁に残したまま被加工層３８を露出させる
ことで、側壁パターン３３の側壁に側壁パターン３４を形成する。この時、側壁パターン
３４は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でずらされる。そし
て、スペースを隔てて対向する側壁パターン３４において、その段差部分で互いに接触さ
せることにより、側壁パターン３４にて囲まれた開口部Ｈ１２、Ｈ１２´を形成する。こ
の時、開口部Ｈ１２、Ｈ１２´は、配線方向ＤＨに対する直交方向に２行に渡って配置す
ることができる。また、１行目の開口部Ｈ１２´は、２行目の開口部Ｈ１２に対して配線
方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらされる。なお、側壁パターン３４
の材料は側壁パターン３３の材料と同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００４３】
　次に、図１７（ｅ）に示すように、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用
いることにより、側壁パターン３４の両端部のスペースを覆うマスクパターン３５を被加
工層３８上に形成する。なお、マスクパターン３５の材料は、レジスト材を用いるように
してもよいし、ＢＳＧ膜やシリコン窒化膜などのハードマスク材を用いるようにしてもよ
い。
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【００４４】
　そして、開口部Ｈ１２、Ｈ１２´を介して被加工層３８をエッチングすることにより、
開口部Ｈ１２、Ｈ１２´が転写された開口部３６、３６´を被加工層３８に形成する。こ
の時、開口部３６、３６´は、配線方向ＤＨに対する直交方向に２行に渡って配置するこ
とができる。また、１行目の開口部３６´は、２行目の開口部３６に対して配線方向ＤＨ
に対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらされる。
【００４５】
　そして、図１７（ｆ）に示すように、開口部３６、３６´が形成された被加工層３８上
から側壁パターン３３、３４およびマスクパターン３５を除去する。そして、配線方向Ｄ
Ｈに対する直交方向に配線ピッチＰＨで並列に配列された配線を配線方向ＤＨに沿って開
口部３６、３６´上に形成することができる。この配線の幅は、配線ピッチＰＨの１／２
に設定することができる。
【００４６】
　ここで、側壁パターン３３、３４で仕切られた開口部Ｈ１２、Ｈ１２´を形成すること
により、フォトリソグラフィの位置合わせ精度に依存することなく、開口部３６、３６´
のレイアウトを設定することができる。このため、リソグラフィの解像限界以下に配線ピ
ッチＰＨが設定されている場合においても、コンタクト領域の面積の増大を抑制しつつ、
配線にコンタクトをとることができる。
【００４７】
（第６実施形態）
　図１８（ａ）～図１８（ｆ）は、第６実施形態に係る半導体装置のコンタクト領域の製
造方法を示す平面図である。
　図１８（ａ）において、ＡｒＦ液浸露光などの方法を用いることにより、芯材パターン
４２を被加工層４８上に形成する。ここで、芯材パターン４２は、配線方向ＤＨに対する
直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ３段階に渡って階段状にずらされるようにして、配線方
向ＤＨに対する直交方向に並列にライン状に複数形成されている。なお、配線ピッチＰＨ
は、半導体集積回路におけるライン＆スペースの最小ピッチに対応させることができる。
この時、芯材パターン４２の幅は２ＰＨに設定することができる。また、芯材パターン４
２間の間隔は２ＰＨに設定することができる。なお、芯材パターン４２の材料は、レジス
ト材を用いるようにしてもよいし、ＢＳＧ膜やシリコン窒化膜などのハードマスク材を用
いるようにしてもよい。被加工層４８は半導体基板であってもよいし、半導体基板上に形
成された絶縁層などであってもよく、特に限定されない。
【００４８】
　次に、図１８（ｂ）に示すように、等方性エッチングなどの方法により芯材パターン４
２をスリミングし、芯材パターン４２の線幅を細くする。そして、芯材パターン４２の側
壁に側壁パターン４３を形成する。この時、側壁パターン４３は、配線方向ＤＨに対する
直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でずらされる。
【００４９】
　次に、図１８（ｃ）に示すように、側壁パターン４３を被加工層４８上に残したまま、
芯材パターン４２を被加工層４８上から除去する。
【００５０】
　次に、図１８（ｄ）に示すように、側壁パターン４３の側壁に側壁パターン４４を形成
する。この時、側壁パターン４４は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分
だけ途中でずらされる。そして、スペースを隔てて対向する側壁パターン４４において、
その段差部分で互いに接触させることにより、側壁パターン４４にて囲まれた開口部Ｈ１
３、Ｈ１３´を形成する。この時、開口部Ｈ１３、Ｈ１３´は、配線方向ＤＨに対する直
交方向に２行に渡って配置することができる。また、１行目の開口部Ｈ１３´は、２行目
の開口部Ｈ１３に対して配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらされ
る。なお、側壁パターン４４の材料は側壁パターン４３の材料と同一であってもよいし、
異なっていてもよい。
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【００５１】
　次に、図１８（ｅ）に示すように、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用
いることにより、側壁パターン４４の両端部のスペースを覆うマスクパターン４５を被加
工層４８上に形成する。なお、マスクパターン４５の材料は、レジスト材を用いるように
してもよいし、ＢＳＧ膜やシリコン窒化膜などのハードマスク材を用いるようにしてもよ
い。そして、開口部Ｈ１３、Ｈ１３´を介して被加工層４８をエッチングすることにより
、開口部Ｈ１３、Ｈ１３´が転写された開口部４６、４６´を被加工層４８に形成する。
【００５２】
　そして、図１８（ｆ）に示すように、開口部４６、４６´が形成された被加工層４８上
から側壁パターン４３、４４およびマスクパターン４５を除去する。
【００５３】
　ここで、側壁パターン４３、４４で仕切られた開口部Ｈ１３、Ｈ１３´を形成すること
により、フォトリソグラフィの位置合わせ精度に依存することなく、開口部４６、４６´
のレイアウトを設定することができる。このため、リソグラフィの解像限界以下に配線ピ
ッチＰＨが設定されている場合においても、コンタクト領域の面積の増大を抑制しつつ、
配線にコンタクトをとることができる。
【００５４】
（第７実施形態）
　図１９（ａ）～図１９（ｄ）および図２０（ａ）～図２０（ｄ）は、第７実施形態に係
る半導体装置のコンタクト領域の製造方法を示す平面図である。
　図１９（ａ）において、レチクル５７にはマスクパターン５１が形成されている。この
マスクパターン５１は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でず
らされるようにして、配線方向ＤＨに対する直交方向に並列にライン状に複数形成されて
いる。なお、配線ピッチＰＨは、半導体集積回路におけるライン＆スペースの最小ピッチ
に対応させることができる。この時、マスクパターン５１の幅は４ＰＨに設定することが
できる。また、マスクパターン５１間の間隔は４ＰＨに設定することができる。
【００５５】
　そして、図１９（ｂ）に示すように、ＡｒＦ液浸露光などの方法を用いることにより、
マスクパターン５１が転写された芯材パターン５２を被加工層５８上に形成する。なお、
芯材パターン５２の材料は、レジスト材を用いるようにしてもよいし、ＢＳＧ膜やシリコ
ン窒化膜などのハードマスク材を用いるようにしてもよい。被加工層５８は半導体基板で
あってもよいし、半導体基板上に形成された絶縁層などであってもよく、特に限定されな
い。
【００５６】
　次に、図１９（ｃ）に示すように、等方性エッチングなどの方法により芯材パターン５
２をスリミングし、芯材パターン５２の線幅を細くする。そして、芯材パターン５２の側
壁に側壁パターン５３を形成する。この時、側壁パターン５３は、配線方向ＤＨに対する
直交方向に配線ピッチＰＨ分だけ途中でずらされる。側壁パターン５３の材料は芯材パタ
ーン５２よりも選択比が高い材料を選択することができる。例えば、芯材パターン５２が
ＢＳＧ膜からなる場合、側壁パターン５３はシリコン窒化膜を用いることができる。
【００５７】
　次に、図１９（ｄ）に示すように、側壁パターン５３を被加工層５８上に残したまま、
芯材パターン５２を被加工層５８上から除去する。
【００５８】
　次に、図２０（ａ）に示すように、側壁パターン５３の側壁に側壁パターン５４を形成
する。この時、側壁パターン５４は、配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分
だけ途中でずらされる。側壁パターン５４の材料は側壁パターン５４よりも選択比が高い
材料を選択することができる。例えば、側壁パターン５３がシリコン窒化膜からなる場合
、側壁パターン５４は多結晶シリコン膜を用いることができる。
【００５９】
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　次に、図２０（ｂ）に示すように、側壁パターン５４を被加工層５８上に残したまま、
側壁パターン５３を被加工層５８上から除去する。
【００６０】
　次に、図２０（ｃ）に示すように、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用
いることにより、側壁パターン５４間のスペースの一部を覆うマスクパターン５５を被加
工層５８上に形成し、側壁パターン５４およびマスクパターン５５にて囲まれた開口部Ｈ
１４、Ｈ１４´を形成する。この時、開口部Ｈ１４、Ｈ１４´は、配線方向ＤＨに対する
直交方向に２行に渡って配置することができる。また、１行目の開口部Ｈ１４´は、２行
目の開口部Ｈ１４に対して配線方向ＤＨに対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらさ
れる。なお、マスクパターン５５の材料は、レジスト材を用いるようにしてもよいし、Ｂ
ＳＧ膜やシリコン窒化膜などのハードマスク材を用いるようにしてもよい。
【００６１】
　そして、開口部Ｈ１４、Ｈ１４´を介して被加工層５８をエッチングすることにより、
開口部Ｈ１４、Ｈ１４´が転写された開口部５６、５６´を被加工層５８に形成する。こ
の時、開口部５６、５６´は、配線方向ＤＨに対する直交方向に２行に渡って配置するこ
とができる。また、１行目の開口部５６´は、２行目の開口部５６に対して配線方向ＤＨ
に対する直交方向に配線ピッチＰＨ分だけずらされる。
【００６２】
　そして、図２０（ｄ）に示すように、開口部５６、５６´が形成された被加工層５８上
から側壁パターン５４およびマスクパターン５５を除去する。そして、配線方向ＤＨに対
する直交方向に配線ピッチＰＨで並列に配列された配線を配線方向ＤＨに沿って開口部５
６、５６´上に形成することができる。この配線の幅は、配線ピッチＰＨの１／２に設定
することができる。
【００６３】
　ここで、側壁パターン５４で仕切られた領域に開口部５６、５６´を形成することによ
り、リソグラフィの解像限界以下に配線ピッチＰＨが設定されている場合においても、開
口部５６、５６´を２行に渡って配置することで、配線にコンタクトをとることができる
。
【００６４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００６５】
　ＣＢ、ＣＢ´　ビットコンタクト、５、３６、４６、５６、Ｈ０～Ｈ４、Ｈ０´～Ｈ４
´、Ｈ１１～Ｈ１４、Ｈ１１´～Ｈ１４´　開口部、ＷＬ１、ＷＬ２、ＷＬ１´、ＷＬ２
´　ワード線、ＳＧＤ、ＳＧＤ´　セレクトゲート線、ＢＬ１～ＢＬ８　ビット線、ＣＲ
　コンタクト領域、１、４、１８、３５、４５、５１、５５　マスクパターン、２、１９
、３２、４２、５２　芯材パターン、３、２１、３３、３４、４３、４４、５３、５４　
側壁パターン、１１　下地層、１２、１４、２５　層間絶縁膜、１３　下層配線、１５、
１６、２２、２３　マスク層、１７　芯材層、２０　側壁材、２４　コンタクト材、２６
　上層配線、７　レチクル、８、３８、４８、５８　被加工層
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