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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に直接形成されたクロム含有膜とを
含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
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下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記クロム含有膜の露光光に対する光学濃度
が２．５以上３．５以下であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
【請求項２】
　上記クロム含有膜の膜厚が６５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１記載のフォト
マスクブランク。
【請求項３】
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に光学膜であるハーフトーン位相シ
フト膜を介して形成されたクロム含有膜とを含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記クロム含有膜の露光光に対する光学濃度
が１．５以上２．６以下であり、上記クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の露光
光に対する光学濃度の合計が２．５以上３．５以下であり、上記クロム含有膜の膜厚が３
５ｎｍ以上４７ｎｍ以下であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
【請求項４】
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に光学膜であるハーフトーン位相シ
フト膜を介して形成されたクロム含有膜と、該クロム含有膜の上記透明基板から離間する
側に形成されたエッチングマスク膜とを含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
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が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記クロム含有膜の露光光に対する光学濃度
が１．５以上２．６以下であり、上記クロム含有膜、ハーフトーン位相シフト膜及びエッ
チングマスク膜の露光光に対する光学濃度の合計が２．５以上３．５以下であり、上記ク
ロム含有膜の膜厚が３５ｎｍ以上４７ｎｍ以下であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
【請求項５】
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に光学膜である遮光膜を介して形成
されたクロム含有膜とを含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記遮光膜の露光光に対する光学濃度が２．
５以上３．５以下であり、上記クロム含有膜が、膜厚が２０ｎｍ以下のエッチングマスク
膜であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
【請求項６】
　上記光学膜が、ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料又は遷移金属及びケイ素を含
有する材料からなることを特徴とする請求項２乃至５のいずれか１項記載のフォトマスク
ブランク。
【請求項７】
　上記クロム含有膜が２層以上のクロム化合物層で構成されていることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項記載のフォトマスクブランク。
【請求項８】
　上記第１組成において、炭素の含有率が３原子％以下であることを特徴とする請求項１
乃至７のいずれか１項記載のフォトマスクブランク。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの製
造において、その素材となるフォトマスクブランクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体電子素子の高速動作と低消費電力化などのために、大規模集積回路の高集積化が
進んでいるが、それに伴う回路パターンの微細化において、高度の半導体微細加工技術が
極めて重要な要素技術となっている。例えば、回路を構成する配線パターンの細線化技術
や、セルを構成する層間の配線のためのコンタクトホールパターンの微細化技術が必須と
なっている。
【０００３】
　このような高度微細加工は、フォトマスクを用いるフォトリソグラフィ技術によりなさ
れ、フォトマスクは、露光装置やレジスト材料と共に、微細化のために重要な技術となっ
ている。このため、細線化された配線パターンや微細化されたコンタクトホールパターン
を有するフォトマスクなどを実現する目的で、より微細、かつより正確なパターンをフォ
トマスクブランク上に形成するための技術開発が進められてきた。
【０００４】
　高精度のフォトマスクパターンをフォトマスク基板上に形成するためには、フォトマス
クブランク上に形成するレジストパターンを、高精度でパターニングすることが必要とな
る。半導体基板を微細加工する際のフォトリソグラフィは、縮小投影法が用いられるため
、フォトマスクに形成されるパターンのサイズは、半導体基板上に形成するパターンサイ
ズの４倍程度の大きさとされるが、このことは、フォトマスクに形成されるパターンの精
度が緩和されることを意味するものではなく、同様に高い精度でフォトマスクパターンを
形成することが求められる。
【０００５】
　また、現在では、フォトリソグラフィで半導体基板上に描画される回路パターンのサイ
ズは、露光光の波長よりも、かなり小さなものとなってきているため、回路パターンをそ
のまま４倍に拡大したフォトマスクパターンが形成されたフォトマスクを使用して縮小露
光を行っても、露光光の干渉などの影響により、フォトマスクパターンどおりの形状には
ならない。
【０００６】
　そこで、超解像マスクとして、いわゆる光近接効果補正（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉ
ｍｉｔｙ　ｅｆｆｅｃｔ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ：ＯＰＣ）を行うことで、転写特性を劣
化させる光近接効果の補正をしたＯＰＣマスクや、パターンを透過する露光光の位相を１
８０°変化させて入射光の強度分布を急峻にする位相シフトマスクが用いられている。例
えば、ＯＰＣマスクには、回路パターンの１／２以下のサイズのＯＰＣパターン（ハンマ
ヘッドやアシストバーなど）を形成したものがある。また、位相シフトマスクには、ハー
フトーン位相シフトマスク、レベンソン型位相シフトマスク、クロムレス型位相シフトマ
スクなどがある。
【０００７】
　マスクパターンを形成するためには、一般に、透明基板上に遮光性膜を有するフォトマ
スクブランク上にフォトレジスト膜を形成し、このフォトレジスト膜に電子線や光を照射
してパターン描画を行い、フォトレジスト膜を現像してフォトレジストパターンを得る。
そして、このフォトレジストパターンをエッチングマスクとして遮光性膜をパターニング
することで、フォトマスクパターンを得る。微細なフォトマスクパターンを得るためには
、以下のような理由により、フォトレジスト膜を薄膜化することが有効である。
【０００８】
　レジスト膜を薄くすることなくレジストパターンのみを微細化すると、遮光性膜のエッ
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チングマスクとして機能するレジスト部のアスペクト比（レジスト膜厚とパターン幅との
比）が高くなってしまう。一般に、レジストパターンのアスペクト比が高くなると、その
パターン形状が劣化しやすく、遮光性膜へのパターン転写精度が低下してしまう。また、
極端な場合には、レジストパターンの一部が倒れたり、剥離を起こしてパターン抜けが生
じたりする。そのため、フォトマスクパターンの微細化に伴って、遮光性膜のパターニン
グ用のエッチングマスクとして用いるレジストの膜厚を薄くして、アスペクト比が高くな
りすぎないようにする必要がある。このアスペクト比は３以下であることが望ましいとさ
れており、例えば、幅７０ｎｍのレジストパターンを形成するためには、レジスト膜厚を
２１０ｎｍ以下とすることが望ましいことになる。
【０００９】
　一方、フォトマスクを用い、ＡｒＦエキシマレーザを露光光としてフォトマスクパター
ンを半導体ウェハ上のフォトレジスト膜などの被転写物に転写する場合のパターン幅は、
細線化が進んでいる現状では、被転写物上で、通常品で１００ｎｍ未満、先端品では２０
ｎｍ未満となっている、これに対応するためのフォトマスク上のメインパターンの最小幅
は、１００ｎｍ程度であり、また、ＯＰＣが複雑化しているため、補助パターンにあって
は、１００ｎｍ未満（例えば、７０ｎｍ程度）にも及んでいる。
【００１０】
　ところで、フォトレジストのパターンをエッチングマスクとしてパターニングを行う場
合の遮光性膜の材料については、多くの材料が提案されてきた。特に、クロム単体膜、又
はクロムを含有し、かつ窒素、酸素及び炭素の少なくとも１つを含有するクロム化合物膜
は、一般的な遮光性膜の材料として用いられている。例えば、特開２００３－１９５４７
９号公報（特許文献１）、特開２００３－１９５４８３号公報（特許文献２）及び登録実
用新案第３０９３６３２号公報（特許文献３）には、ＡｒＦエキシマレーザ露光用のフォ
トマスクブランクに求められる遮光特性を有する遮光性膜を、クロム化合物膜で形成した
フォトマスクブランクの構成例が示されている。
【００１１】
　更に、フォトマスク作製時のレジスト膜のパターニングにおいては、電子ビーム（ＥＢ
）による露光方法が主流となっている。また、電子ビームについては、より一層の微細化
を可能とするため、高加速電圧の５０ｋｅＶが採用されている。更に、レジスト膜は高解
像性を得るために低感度化へ進む一方で、生産性向上の観点から、電子線描画装置の電子
ビームの電流密度は４０Ａ／ｃｍ2から８００Ａ／ｃｍ2へと著しい高密度化が進められて
いる。
【００１２】
　電気的に浮いているフォトマスクブランクに対して、電子ビームを照射した場合、フォ
トマスクブランクの表面は電子の蓄積により負の電位に帯電し、帯電による電界により電
子ビーム軌道が曲げられ、描画位置精度が低下する。そのため、上述のような高エネルギ
ー、かつ高密度の電子ビーム描画を行う描画装置では、フォトマスクブランクを接地させ
て電子ビーム描画を行っており、例えば、特開２０１４－２１６４０７号公報（特許文献
４）には、アースピンを用いてフォトマスクブランクを接地（アース）する機構が報告さ
れている。
【００１３】
　接地（アース）抵抗が大きい場合、アースに流れる電流とアース抵抗の積の分だけ、フ
ォトマスクブランク表面の電位が上昇し、描画位置精度を低下させる。接地抵抗が非常に
高い状態で電子ビーム描画を実施することは、描画真空槽内で異常放電や、基板破損を起
こすおそれがあり、装置を汚染する可能性がある。そのため、十分な接地抵抗を確保する
ことが重要であり、装置においては接地抵抗が低い接地方法が要求され、フォトマスクブ
ランクにおいては十分な導電性を有することが要求される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
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【特許文献１】特開２００３－１９５４７９号公報
【特許文献２】特開２００３－１９５４８３号公報
【特許文献３】登録実用新案第３０９３６３２号公報
【特許文献４】特開２０１４－２１６４０７号公報
【特許文献５】特開２００７－３３４７０号公報
【特許文献６】特開２００１－３１２０４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　遮光性膜などに用いられるクロム化合物膜などのクロム含有膜は、一般的には、酸素を
含む塩素系ドライエッチングによりパターニングされるが、酸素を含む塩素系ドライエッ
チングにより、フォトレジスト膜などの有機膜も無視できない程度エッチングされること
が多い。このため、膜厚が比較的薄いレジスト膜をエッチングマスクとしてクロム含有膜
をドライエッチングすると、このエッチング中にレジスト膜がダメージを受けてレジスト
パターンの形状が変化し、本来のレジストパターンをクロム含有膜に正確に転写すること
が困難となる。
【００１６】
　このように、有機膜であるフォトレジスト膜に、高い解像性及び高いパターニング精度
と、エッチング耐性とを同時に両立させることには、技術的障壁が高く、高解像性を得る
ためには、フォトレジスト膜を薄膜化しなければならない反面、クロム含有膜のエッチン
グ工程におけるエッチング耐性を担保するためにはフォトレジスト膜の薄膜化が制限され
ることとなり、高解像性及び高パターニング精度と、エッチング耐性との間にトレードオ
フの関係が生じる結果となる。そのため、クロム含有膜のパターニングにおいて、フォト
レジスト膜への負荷を低減させるために、クロム含有膜を薄膜化して、より高精度のクロ
ム含有膜のマスクパターンを形成するためには、パターニング対象とされるクロム含有膜
の構造（膜厚や組成など）を改良することが必要となる。
【００１７】
　また、フォトレジスト膜への負荷を低減して、微細なフォトマスクパターンを高精度で
形成するために、酸素を含む塩素系ドライエッチングにおいて高いエッチングレートとな
る遮光性膜として、クロムを主成分とし、軽元素である酸素及び窒素を添加した遮光性膜
が提案されている（特開２００７－３３４７０号公報（特許文献５））。しかし、軽元素
を含有する膜においては、軽元素の含有量の増加に従い導電性が低下するため、電子線描
画装置の電子ビームの電子密度において８００Ａ／ｃｍ2という高密度化に対応するため
には、描画中、フォトマスクブランク自体が電子線によりチャージアップしない方策も必
要である。
【００１８】
　この方策として、例えば、クロムを主成分とし、軽元素である酸素及び窒素を添加した
膜において、導電性を確保するために、膜を複層構造として、金属クロム層を１層以上含
むようにすることが考えられる。しかし、この場合、金属クロム層のエッチングレートが
低く、膜の厚さ方向にエッチングレートが大きく異なる複数の層が存在することになり、
膜をドライエッチングにより加工した際に、サイドエッチングの差により、パターンの断
面形状が劣化し、寸法精度の悪化につながる。
【００１９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、高電流密度の電子ビームを
使用する描画装置においても使用可能な十分な導電性を備え、薄膜化されたフォトレジス
ト膜を用いてパターニングしても、微細でかつ断面形状が良好なフォトマスクパターンを
高精度で形成できる薄膜で、かつ低欠陥であるクロム含有膜を備えるフォトマスクブラン
クを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
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　クロム含有膜に対してドライエッチングを行い加工した場合の断面形状は、クロム含有
膜の組成による影響が大きいが、異方性が強いドライエッチングである場合には、図４に
示される模式図のように、クロム含有膜パターン５２の線幅が、エッチングマスク膜、レ
ジスト膜などのエッチングマスクパターン５３の線幅を膜の厚さ方向に忠実に再現してい
る形状となる。一方、等方性が強いドライエッチングである場合には、図５に示される模
式図のように、クロム含有膜パターン５２の線幅が、エッチングマスクパターン５３の線
幅に対して、膜の厚さ方向中央部で括れた形状となる。なお、図４及び図５中、５１はク
ロム含有膜の下方の膜又は透明基板である。
【００２１】
　フォトマスクの遮光膜などに用いるクロム含有膜で、より微細なパターンを正確に形成
するためには、描画装置で使用可能な程度の導電性を確保しつつ、クロム含有膜のエッチ
ングレートを高くすることが重要であり、更に、クロム含有膜が遮光膜であれば、露光光
に対して遮光膜として必要な光学濃度を確保する必要がある。また、高い寸法精度を与え
る良好なパターンの断面形状を得る観点から、クロム含有膜の厚さ方向においてエッチン
グレートの変化が少ないことも重要である。
【００２２】
　クロム含有膜においては、酸素を含む塩素系ドライエッチングにおけるエッチングレー
トと、導電性の間にトレードオフの関係があることから、所望の光学特性に合わせて、金
属性の高いクロム含有層と、軽元素を多く添加したクロム含有層を使用した多層のクロム
含有膜が適用される。しかし、組成の異なる層で構成された積層膜においては、各々の層
のエッチング速度が異なることから、エッチングの際に、パターンの側面側からパターン
の幅方向に進行するエッチングの程度が各々の層で異なるため、サイドエッチングの差が
生じ、パターン幅がパターンの厚さ方向に沿って異なる形状、例えば、パターン幅がパタ
ーンの厚さ方向中央部で狭い又は広い形状や、パターン幅がパターンの厚さ方向上部又は
下部で広いＴ字型又は逆Ｔ字型形状の縦断面形状となり、形状不良を引き起こしやすい。
【００２３】
　例えば、図６に示される模式図のように、エッチング速度の高いクロム化合物層５２ａ
と、エッチング速度の低いクロム化合物層５２ｂと、エッチング速度の高いクロム化合物
層５２ｃとが順に積層されたクロム含有膜５２の場合、エッチング速度が高い膜ほどサイ
ドエッチングが進行しやすく、断面の垂直性が失われる。図６では、サイドエッチングの
状態を段差として強調して示したが、実際には、これほど極端ではなく、連続して緩やか
に変化するが、いずれにせよ、エッチングマスクパターン５３の形状を正確に転写するこ
とが困難である。なお、図６中、５１はクロム含有膜の下方の膜又は透明基板である。
【００２４】
　このような場合、クロム含有膜パターンをエッチングマスクとして、下層の膜、例えば
、ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料又は遷移金属及びケイ素を含有する材料から
なる膜や、透明基板などをパターニングすると、エッチングバイアス、即ち、エッチング
マスクとして用いられる膜のパターンと、エッチングされる膜や透明基板のパターンとの
寸法乖離が大きくなるなど、パターン転写性能の悪化につながるという問題がある。
【００２５】
　本発明者らは、上記課題を解決するため、フォトマスクブランクの透明基板上に形成す
るクロム含有膜について、鋭意検討を重ねた結果、クロム含有膜を、クロム及び窒素又は
クロム、窒素及び酸素を含有するクロム化合物からなるクロム化合物層の単層又は多層構
造とし、各々のクロム化合物層を、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸
素の合計の含有率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たすようにすることにより、エッチングレートが最も高くなり、
また洗浄耐性にも優れた膜となること、また、クロム含有膜が単層の場合は、クロム化合
物層を、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％以上、
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クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下であ
る特定組成を満たす層とし、クロム含有膜が多層の場合は、クロム化合物層として、クロ
ムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％以上、クロム及び窒
素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である特定組成を
満たす層を１層以上含むようにし、この層の合計の厚さを、クロム含有膜全体の厚さの７
０％を超えて１００％以下とし、残部を、上記特定組成を満たさない層で構成することに
より、電子線描画装置で必要とされる導電性を確保しつつ、塩素系ドライエッチングのク
リアタイムを短縮できることを見出した。
【００２６】
　そして、クロム含有膜の全部又は大部分を、上記特定組成を満たす層とすることにより
、フォトマスクブランクの導電性を確保しつつ、クロム含有膜をより薄膜とすることがで
き、その結果、フォトレジスト膜の薄膜化が可能となり、また、多層構造の場合であって
も、クロム化合物層間でのサイドエッチングの差が少なく、良好なエッチング断面となる
ことから、高解像性及び高パターニング精度で、クロム含有膜のパターンが得られること
、そして、このクロム含有膜が、波長が２５０ｎｍ以下の露光光を用いて、被転写物上で
、線幅が０．１μｍ以下のレジストパターンを形成するフォトリソグラフィのような、微
細なフォトマスクパターンが必要となる場合にあっても、フォトマスクパターンを高精度
で形成できるクロム含有膜であることを見出し、本発明をなすに至った。
【００２７】
　従って、本発明は、以下のフォトマスクブランクを提供する。
請求項１：
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に直接形成されたクロム含有膜とを
含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記クロム含有膜の露光光に対する光学濃度
が２．５以上３．５以下であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
請求項２：
　上記クロム含有膜の膜厚が６５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１記載のフォト
マスクブランク。
請求項３：
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
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ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に光学膜であるハーフトーン位相シ
フト膜を介して形成されたクロム含有膜とを含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記クロム含有膜の露光光に対する光学濃度
が１．５以上２．６以下であり、上記クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の露光
光に対する光学濃度の合計が２．５以上３．５以下であり、上記クロム含有膜の膜厚が３
５ｎｍ以上４７ｎｍ以下であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
請求項４：
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に光学膜であるハーフトーン位相シ
フト膜を介して形成されたクロム含有膜と、該クロム含有膜の上記透明基板から離間する
側に形成されたエッチングマスク膜とを含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記クロム含有膜の露光光に対する光学濃度
が１．５以上２．６以下であり、上記クロム含有膜、ハーフトーン位相シフト膜及びエッ
チングマスク膜の露光光に対する光学濃度の合計が２．５以上３．５以下であり、上記ク
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ロム含有膜の膜厚が３５ｎｍ以上４７ｎｍ以下であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
請求項５：
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクの素材となるフ
ォトマスクブランクであって、
該フォトマスクブランクが、透明基板と、透明基板上に光学膜である遮光膜を介して形成
されたクロム含有膜とを含み、
該クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で又は２層以上のクロム化合物層で構成され、
上記各々のクロム化合物層が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロ
ム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、クロム、窒素及び酸素の合計の含有
率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす共通組成を有し、
上記クロム含有膜が、単層のクロム化合物層で構成されている場合は、該クロム化合物層
が、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、Ｃｒの含有率が４０原子％以上、クロ
ム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である第
１組成を満たす層であり、
上記クロム含有膜が、２層以上のクロム化合物層で構成されている場合は、上記クロム化
合物層として、クロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％
以上、クロム及び窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以
下である第１組成を満たす層を１層以上含み、該組成を満たす層の合計の厚さが、上記ク
ロム含有膜全体の厚さの７０％を超えて１００％以下であり、
上記露光光がＡｒＦエキシマレーザであり、上記遮光膜の露光光に対する光学濃度が２．
５以上３．５以下であり、上記クロム含有膜が、膜厚が２０ｎｍ以下のエッチングマスク
膜であり、かつ
上記クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００Ω／□以下であることを特徴とするフォト
マスクブランク。
請求項６：
　上記光学膜が、ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料又は遷移金属及びケイ素を含
有する材料からなることを特徴とする請求項２乃至５のいずれか１項記載のフォトマスク
ブランク。
請求項７：
　上記クロム含有膜が２層以上のクロム化合物層で構成されていることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項記載のフォトマスクブランク。
請求項８：
　上記第１組成において、炭素の含有率が３原子％以下であることを特徴とする請求項１
乃至７のいずれか１項記載のフォトマスクブランク。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明のフォトマスクブランクのクロム含有膜は、所望の光学濃度を満たし、ドライエ
ッチングにおけるエッチングレートが高く、クロム含有膜のパターンを形成する際のエッ
チングマスクとして用いられるフォトレジストへのドライエッチング中の負荷が軽減され
るので、フォトレジストの薄膜化が可能となる。また、導電性が確保されたクロム含有膜
であるため、電子線描画機でのチャージアップが抑えられ、高い描画精度が得られる。更
に、薄膜で低欠陥であり、クロム含有膜の厚さ方向のエッチングレートの変化が少ないた
め、エッチング後の断面形状が良好であり、フォトマスクパターンへの転写性能が高い。
その結果、本発明のフォトマスクブランクを用いれば、微細なフォトマスクパターンを高
精度に形成することができ、フォトマスクの生産性の向上と、フォトマスクを用いたパタ
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ーン転写により被転写物に形成されるパターンの細線化との両立が達成される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明のフォトマスクブランクの第１の態様の一例を示す断面図であり、（Ａ）
はクロム含有膜が単層の場合、（Ｂ）はクロム含有膜が多層の場合を示す。
【図２】本発明のフォトマスクブランクの第２の態様の一例を示す断面図であり、（Ａ）
はクロム含有膜が単層の場合、（Ｂ）はクロム含有膜が多層の場合を示す。
【図３】本発明のフォトマスクブランクの第３の態様の一例を示す断面図であり、（Ａ）
はクロム含有膜が単層の場合、（Ｂ）はクロム含有膜が多層の場合を示す。
【図４】異方性が強いドライエッチング時のパターンの断面形状の模式図である。
【図５】等方性が強いドライエッチング時のパターンの断面形状の模式図である。
【図６】エッチング速度の異なるクロム化合物層が積層されて構成されたクロム含有膜の
ドライエッチング時のパターンの断面形状の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明のフォトマスクブランクは、波長が２５０ｎｍ以下、特に２００ｎｍ以下の露光
光、例えば、ＫｒＦエキシマレーザ（２４８ｎｍ）、ＡｒＦエキシマレーザ（１９３ｎｍ
）、Ｆ2レーザ（１５７ｎｍ）などでパターン転写が行われるフォトマスクを製造するた
めの素材として好適に用いられる。波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行わ
れるフォトマスクブランク及びフォトマスクでは、例えば、欠陥検査では、波長２５７ｎ
ｍの光、アライメントマークの読取りには、波長４０５ｎｍ（固体レーザダイオード）の
光などが適用される。
【００３１】
　本発明のフォトマスクブランクは、石英基板などの透明基板と、透明基板上に、直接又
は１若しくは２以上の光学膜を介して形成され、単層又は２層以上（多層）のクロム化合
物層で構成されたクロム含有膜とを含む。このクロム含有膜は、酸素を含む塩素系ドライ
エッチングによりエッチングされる材料で形成された膜である。
【００３２】
　クロムを含有する材料は、軽元素を添加することで、クロムを含有する材料のエッチン
グに常用される酸素を含む塩素系ドライエッチングにおけるエッチングレートを高めるこ
とができる。軽元素の添加により、クロムを含有する材料からなる膜、即ち、クロム含有
膜の高速エッチングが可能となり、クロム含有膜のエッチングにおいて、エッチングマス
クとして使用される、電子線で描画される化学増幅型レジスト膜などのフォトレジスト膜
への負荷を軽減でき、有利である。また、クロム含有膜を、ケイ素を含有する材料からな
るエッチングマスク膜をハードマスクとして用いてエッチングすることがあるが、高エッ
チングレートのクロム含有膜であれば、エッチングマスク膜を薄膜化することができる。
これは、直接的には、エッチングバイアスの改善を、間接的には、エッチングマスク膜の
エッチングマスクとして使用されるフォトレジスト膜の薄膜化をもたらし、有利である。
【００３３】
　そのため、本発明のクロム含有膜は、各々のクロム化合物層を、クロム及び窒素又はク
ロム、窒素及び酸素を含有するクロム化合物からなり、クロム含有率が３０原子％以上、
クロム、窒素及び酸素の合計の含有率が９３原子％以上であり、かつ下記式（１）
　　３Ｃｒ≦２Ｏ＋３Ｎ　　（１）
（式中、Ｃｒはクロム含有率（原子％）、Ｏは酸素含有率（原子％）、Ｎは窒素含有率（
原子％）を表す。）を満たす組成（以下、共通組成と称する）となるように構成する。上
記式（１）は、クロム化合物層のクロムの平均価数が３以上であることを意味している。
【００３４】
　ここで、各々のクロム化合物層は、上記共通組成におけるクロム含有率、クロム、窒素
及び酸素の合計の含有率、及び上記式（１）の全てを満たす層であるが、各々のクロム化
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合物層中のクロム含有率は好ましくは３３原子％以上であり、５２原子％以下、特に５０
原子％以下、とりわけ４８原子％以下であることが好ましい。また、各々のクロム化合物
層中のクロム、窒素及び酸素の合計の含有率は９５原子％以上、特に９７原子％以上、と
りわけ９８原子％以上であることが好ましい。
【００３５】
　クロム化合物層を構成するクロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を含有するクロム
化合物として具体的には、クロム窒化物（ＣｒＮ）、クロム酸化窒化物（ＣｒＯＮ）、ク
ロム窒化炭化物（ＣｒＮＣ）、クロム酸化窒化炭化物（ＣｒＯＮＣ）などが挙げられ、特
に、クロム窒化物（ＣｒＮ）、クロム酸化窒化物（ＣｒＯＮ）が好ましい。
【００３６】
　上述したように、クロムを含有する材料において、窒素や酸素の添加は、エッチングレ
ートを高める点において有効であるが、金属材料に軽元素を添加する場合、その添加量が
増大するにつれて、抵抗率が上昇し、導電性が乏しくなるため、抵抗率が上昇した材料で
形成された膜が、フォトマスクブランクの透明基板から離間する側、具体的には、電子線
レジスト膜が形成される側に形成されている場合、電子ビーム露光時にチャージアップが
生じてしまい、描画精度の低下を招くことが問題となる。特に、軽元素として酸素を添加
したときに、抵抗率の上昇が著しく、高抵抗膜になりやすい。
【００３７】
　そのため、本発明では、クロム含有膜が、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素を
含有するクロム化合物からなり、上記共通組成を満たし、かつ以下の第１組成、即ち、ク
ロムに対する窒素の原子比が０．９５以上、クロム含有率が４０原子％以上、クロム及び
窒素の合計の含有率が８０原子％以上、かつ酸素含有率が１０原子％以下である組成を満
たすクロム化合物層を１層以上、好ましくは１～２層、より好ましくは１層含むように構
成する。そして、第１組成を満たすクロム化合物層の合計の厚さを、クロム含有膜全体の
厚さの７０％超、好ましくは９０％以上で、１００％以下とする。第１組成を満たす層の
合計の厚さが７０％以下であると、所望の光学濃度をもたせるために必要なクロム含有膜
全体の膜厚が厚くなるおそれがある。
【００３８】
　ここで、第１組成を満たす層は、上記第１組成におけるクロムに対する窒素の原子比、
クロム含有率、クロム及び窒素の合計の含有率、及び酸素含有率の全てを満たす層である
が、各々の第１組成を満たす層中のクロムに対する窒素の原子比は１．１以下であること
が好ましい。また、各々の第１組成を満たす層中のクロム含有率は、好ましくは４３原子
％以上であり、５２原子％以下、特に５０原子％以下、とりわけ４８原子％以下であるこ
とが好ましく、クロム及び窒素の合計の含有率は９０原子％以上、特に９３原子％以上で
あることが好ましく、窒素含有率は４３原子％以上、特に４６原子％以上で、５５原子％
以下、特に５３原子％以下であることが好ましい。一方、各々の第１組成を満たす層中の
酸素含有率は、１０原子％以下、特に５原子％以下であることが好ましい。なお、第１組
成を満たす層が２層以上ある場合、各々の層は、互いに異なる組成であっても、一部又は
全部が同一の組成であってもよい。
【００３９】
　本発明のクロム含有膜において、クロム含有膜が多層構造の場合、第１組成を満たすク
ロム化合物層以外の残部のクロム化合物層は、クロム及び窒素又はクロム、窒素及び酸素
を含有するクロム化合物からなり、上記共通組成を満たすが上記第１組成は満たさない層
を１層以上、好ましくは１～２層、より好ましくは１層含むように構成する。第１組成は
満たさない層は、クロム、窒素及び酸素を含有するクロム化合物で構成されていることが
好ましい。このような第１組成は満たさない層を、第１組成を満たす層以外の残部として
適用することにより、クロム含有膜全体として高いエッチングレートを確保でき、また、
第１組成は満たさない層を、後述する反射防止層として機能させる層として適用できる。
【００４０】
　ここで、各々の第１組成は満たさない層中のクロム含有率は３０原子％以上、特に３３



(13) JP 6451561 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

原子％以上で、４０原子％以下、特に３７原子％以下、窒素含有率は５原子％以上、特に
８原子％以上で、３５原子％以下、特に３０原子％以下、酸素含有率は３０原子％以上、
特に３５原子％以上で、５７原子％以下、特に５４原子％以下であることが好ましい。な
お、第１組成は満たさない層が２層以上ある場合、各々の層は、互いに異なる組成であっ
ても、一部又は全部が同一の組成であってもよい。
【００４１】
　クロム化合物層には、軽元素として、窒素以外又は酸素及び窒素以外に、炭素、水素、
フッ素などの他の軽元素を添加してもよい。例えば、炭素の添加は、エッチングレートを
高めることに有効である。しかし、炭素の量が多すぎると、エッチングレートが高くなっ
て、ドライエッチングの等方性が増し、断面形状の制御が難しくなる場合がある。また、
炭素を添加したクロム化合物層を、炭素を添加していないクロム化合物層と積層した場合
、両者のエッチングレートの差が比較的大きくなり、このような場合、両者間のドライエ
ッチング中のサイドエッチングの程度が異なるため、断面形状が悪化するおそれがある。
更に、炭素の添加により、フォトマスクへの加工工程や、フォトマスクを用いた露光にお
いて、フォトマスクの定期的な洗浄で使用される硫酸過水やオゾン過水に対する薬品耐性
が低下するため、ドライエッチングの条件を調整することによって断面形状の悪化を抑制
できたとしても、薬品による洗浄で断面形状を悪化させるおそれがある。そのため、クロ
ム化合物層に、窒素及び酸素以外の軽元素、例えば、炭素を添加する場合には、含有率を
低く抑えることが好ましく、その含有率は、好ましくは７原子％以下、より好ましくは５
原子％以下、更に好ましくは３原子％以下、特に好ましくは２原子％以下である。
【００４２】
　本発明のフォトマスクブランクにおいては、クロム含有膜のシート抵抗が１０，０００
Ω／□以下、好ましくは８，０００Ω／□以下である。クロム含有膜を構成する各々のク
ロム化合物層が、上述した組成要件を満たすようにして、単層又は多層構成のクロム含有
膜とすることにより、クロム含有膜全体として、シート抵抗を上記範囲内とすることがで
きる。特に、第１組成を満たす層が１層のみ含まれる場合にあっては、その層のシート抵
抗を１０，０００Ω／□以下、特に８，０００Ω／□以下とすることが好ましいが、第１
組成を満たす層が２層以上含まれる場合にあっては、各々の第１組成を満たす層のシート
抵抗は、上記範囲内であっても、上記範囲外であってもよく、いずれの場合もクロム含有
膜全体として、シート抵抗を１０，０００Ω／□以下、好ましくは８，０００Ω／□以下
とすることで、レジストパターンを電子描画する際のチャージアップを防止することがで
きる。
【００４３】
　クロム含有膜は、いずれの機能を有する膜でもよく、例えば、遮光膜、反射防止膜、ハ
ーフトーン位相シフト膜等の位相シフト膜などの光学膜でも、エッチングマスク膜、エッ
チングストッパ膜などの加工補助膜でもよい。また、光学膜には、フォトマスクとした後
に、フォトマスク上に残して光学膜として機能させる膜であれば、エッチングストッパ膜
やエッチングマスク膜などとして機能する加工補助膜も含まれる。なお、エッチングスト
ッパ膜は、通常、フォトマスクとしたときに、フォトマスクに残存する膜であるが、エッ
チングマスク膜は、フォトマスクとしたときに、フォトマスクに残存させる膜であっても
、フォトマスクから完全に除去される膜、いわゆる犠牲膜であってもよい。
【００４４】
　フォトマスクブランクを構成する光学膜や加工補助膜の材料は、必要とする光学特性や
エッチング特性、更には、導電性等の電気特性に応じて、クロム（Ｃｒ）、ジルコニウム
（Ｚｒ）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ
）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）などの遷移金属、ケイ素（Ｓｉ）
、ゲルマニウム（Ｇｅ）、アルミニウム（Ａｌ）などの金属、それらの合金、それら金属
又は合金の酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化炭化物、窒化炭化物、酸化窒化炭
化物等の化合物などの材料が用いられる。これらの金属のなかでは、クロム（Ｃｒ）、モ
リブデン（Ｍｏ）、ケイ素（Ｓｉ）が、特に好適に用いられる。
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【００４５】
　本発明のフォトマスクブランクは、クロム含有膜が、フォトマスクに加工する過程にお
いて、化学増幅型レジスト等のフォトレジスト膜のマスクパターンをエッチングマスクと
して、酸素を含む塩素系ドライエッチングによりパターン形成されるフォトマスクブラン
クとして好適である。
【００４６】
　このようなフォトマスクブランクとしては、例えば、透明基板上に、直接クロム含有膜
が形成されているもの（第１の態様）を挙げることができる。図１は、本発明のフォトマ
スクブランクの第１の態様の一例を示す断面図である。このフォトマスクブランク１０１
は、透明基板１上にクロム含有膜２が形成されている。クロム含有膜２は、図１（Ａ）に
おいては単層で構成され、この層が第１組成を満たす層であり、図１（Ｂ）においては、
透明基板１側から第１のクロム化合物層２１、第２のクロム化合物層２２及び第３のクロ
ム化合物層２３の３層で構成され、このうちの１層又は２層が第１組成を満たす層、残部
、即ち、残りの２層又は１層が第１組成は満たさない層である。このフォトマスクブラン
ク１０１をフォトマスクに加工する際には、通常、クロム含有膜２の上に電子線レジスト
膜を形成して、電子線描画が施される。第１の態様のフォトマスクブランクは、バイナリ
マスクブランクとすることができ、その場合、クロム含有膜を遮光膜とすることが好適で
ある。
【００４７】
　第１の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が遮光膜の場合、露光光に
対するクロム含有膜の光学濃度は２．５以上、特に２．８以上で、３．５以下、特に３．
２以下であることが好ましい。
【００４８】
　また、第１の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が遮光膜の場合、ク
ロム含有膜の膜厚は、露光光がＡｒＦエキシマレーザの場合は７５ｎｍ以下、特に７０ｎ
ｍ以下、とりわけ６５ｎｍ以下であることが好ましく、５０ｎｍ以上であることが好まし
い。また、露光光がＫｒＦエキシマレーザの場合は、９０ｎｍ以下、特に８０ｎｍ以下、
とりわけ７５ｎｍ以下であることが好ましく、５５ｎｍ以上であることが好ましい。
【００４９】
　クロム含有膜が、フォトマスクに加工する過程において、化学増幅型レジスト等のフォ
トレジスト膜のマスクパターンをエッチングマスクとして、酸素を含む塩素系ドライエッ
チングによりパターン形成されるフォトマスクブランクとしては、透明基板上に、１又は
２以上の光学膜を介してクロム含有膜が形成されているもの（第２の態様）も好適である
。このようなフォトマスクブランクは、例えば、クロム含有膜のパターンが、光学膜のエ
ッチングにおいてハードマスクとして機能する場合、本発明のクロム含有膜から高精度の
パターンが形成でき、クロム含有膜のパターンを用いた光学膜のパターニングにおいても
、高精度なパターン形成が可能となることから、特に有利である。この場合のクロム含有
膜と光学膜との組み合わせには、遮光膜と、ハーフトーン位相シフト膜などの位相シフト
膜との組み合わせや、エッチングマスク膜と遮光膜との組み合わせなどが挙げられる。
【００５０】
　図２は、本発明のフォトマスクブランクの第２の態様の一例を示す断面図である。この
フォトマスクブランク１０２は、透明基板１上に、透明基板１側から、光学膜３及びクロ
ム含有膜２が順に積層されている。図２（Ａ）においては単層で構成され、この層が第１
組成を満たす層であり、図２（Ｂ）においては、クロム含有膜２は、透明基板１側から第
１のクロム化合物層２１、第２のクロム化合物層２２及び第３のクロム化合物層２３の３
層で構成され、このうちの１層又は２層が第１組成を満たす層、残部、即ち、残りの２層
又は１層が第１組成は満たさない層である。このフォトマスクブランク１０２をフォトマ
スクに加工する際には、通常、クロム含有膜２の上に電子線レジスト膜を形成して、電子
線描画が施される。第２の態様のフォトマスクブランクの一例としては、位相シフトマス
クブランクとすることができ、その場合、光学膜を位相シフト膜、クロム含有膜を遮光膜



(15) JP 6451561 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

とすることが好適である。
【００５１】
　本発明のフォトマスクブランクは、クロム含有膜が、フォトマスクに加工する過程にお
いて、エッチングマスク膜のマスクパターンをハードマスクとして、酸素を含む塩素系ド
ライエッチングによりパターン形成されるフォトマスクブランクとしても好適である。こ
のようなフォトマスクブランクとしては、クロム含有膜の透明基板から離間する側に、好
ましくはクロム含有膜と接して形成されたエッチングマスク膜を含むもの（第３の態様）
を挙げることができる。
【００５２】
　図３は、本発明のフォトマスクブランクの第３の態様の一例を示す断面図である。この
フォトマスクブランク１０３は、透明基板１上に、透明基板１側から、光学膜３、クロム
含有膜２及びエッチングマスク膜４が順に積層されている。図３（Ａ）においては単層で
構成され、この層が第１組成を満たす層であり、図３（Ｂ）においては、クロム含有膜２
は、透明基板１側から第１のクロム化合物層２１、第２のクロム化合物層２２及び第３の
クロム化合物層２３の３層で構成され、このうちの１層又は２層が第１組成を満たす層、
残部、即ち、残りの２層又は１層が第１組成は満たさない層である。このフォトマスクブ
ランク１０３をフォトマスクに加工する際には、通常、エッチングマスク膜４の上に電子
線レジスト膜を形成して、電子線描画が施される。第３の態様のフォトマスクブランクは
、位相シフトマスクブランクとすることができ、その場合、光学膜を位相シフト膜、クロ
ム含有膜を遮光膜とすることが好適である。
【００５３】
　第１～第３の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が、遮光膜などの光
学機能を有する膜である場合、その光学機能と共に、高解像性と高パターン転写精度とが
求められる。そのため、クロム含有膜は、所望の光学濃度などの光学機能を満たし、酸素
を含む塩素系ドライエッチングにおいて高いエッチング速度を有し、かつ厚さ方向に線幅
変動の少ない優れた断面形状を有するマスクパターンを与えることができる必要がある。
【００５４】
　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクを製造するため
のフォトマスクブランクにおいて、クロムを含有する材料が用いられるが、クロムを含有
する材料のなかでは、クロム単体や、酸素、窒素、炭素などの軽元素の添加量が少ないク
ロム化合物が、遮光性を効果的に与えられることから、遮光膜の材料として好適に用いら
れる。このような遮光膜の材料のなかでも、クロム単体や、酸素、窒素、炭素などの軽元
素の添加量がより少ないクロム化合物（以下、金属性が高いクロム系材料と称する）が、
抵抗率が低く、導電性を与える層（導電性層）の材料として好適である。クロム含有膜を
金属性が高いクロム系材料で構成した導電性層を含むようにすることにより、クロム含有
膜に導電性をもたせることができる。
【００５５】
　一方、酸素、窒素、炭素などの軽元素の添加量が多いクロム化合物（以下、金属性が低
いクロム系材料と称する）は、クロム含有膜の光学特性やエッチング特性の調整における
効果が高い。また、金属性が低いクロム系材料は、透過率の向上に効果的である。金属性
が高いクロム系材料で形成された膜では、反射率が高い膜となり、フォトマスクブランク
やフォトマスクの欠陥検査などにおいて不利となる場合があるが、金属性が低いクロム系
材料は、このような場合に適用される反射防止性を与える層（反射防止層）の材料として
も好適である。更に、上述した金属性が高いクロム系材料の層のみでは遮光性が十分でな
い場合には、金属性が低いクロム系材料で形成された膜によって遮光性を補うことも可能
である。
【００５６】
　本発明のフォトマスクブランクでは、クロム含有膜を、第１組成を満たす層及び第１組
成は満たさない層からなる多層で構成する場合において、第１～第３の態様のフォトマス
クブランクにおけるクロム含有膜を遮光膜とする場合、各々のクロム化合物層を、主に導
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電性層として機能するクロム化合物層と、主に反射防止層として機能するクロム化合物層
との２種の層で構成し、前者を第１組成を満たす層、後者を第１組成は満たさない層とし
て構成することが好ましい。例えば、クロム含有膜の最も透明基板側及び透明基板から最
も離間する側の一方又は双方に、主に反射防止層として機能するクロム化合物層を設ける
こと、特に、導電性層として機能するクロム化合物層に接して、反射防止層として機能す
るクロム化合物層を設けることが好ましい。具体的には、図１（Ｂ）、図２（Ｂ）又は図
３（Ｂ）に示されるクロム含有膜２においては、第２のクロム化合物層２２を主に導電性
層として機能するクロム化合物層とし、第１のクロム化合物層２１及び第３のクロム化合
物層２３を主に反射防止層として機能するクロム化合物層とすることが好適である。
【００５７】
　反射防止層として機能するクロム化合物層の厚さは、所望の反射率を満たすように調整
されるが、クロム含有膜の膜厚が厚くなる影響を最小限に抑えるためには、２０ｎｍ以下
、特に１０ｎｍ以下であることが好ましく、また、０．７ｎｍ以上であることが好ましい
。反射防止膜の膜厚が上記範囲より薄いと、反射率の抑制効果が低くなるおそれや、成膜
の安定性に乏しくなるおそれがある。
【００５８】
　第２の態様のフォトマスクブランクにおいて、光学膜がハーフトーン位相シフト膜など
の位相シフト膜である場合、位相シフト膜は、ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料
、又はケイ素と、遷移金属、好ましくはクロム以外の遷移金属、特にモリブデンとを含有
する材料で形成された位相シフト膜が好適である。このような材料としては、ケイ素単体
、ケイ素と、酸素、窒素、炭素などの軽元素、特に、酸素及び窒素の一方又は双方とを含
む化合物、更に、これらに遷移金属、好ましくはクロム以外の遷移金属、例えば、モリブ
デン、タンタル、タングステン、ジルコニウム、チタンなど、特にモリブデンを添加した
化合物が好適である。特に、位相シフト膜がハーフトーン位相シフト膜である場合、ハー
フトーン位相シフト膜も光学濃度を有するため、ハーフトーン位相シフト膜を用いないフ
ォトマスクブランクと比べて、クロム含有膜の膜厚を薄くすることができる。
【００５９】
　また、第２の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が遮光膜、光学膜が
ハーフトーン位相シフト膜の場合、露光光に対するクロム含有膜の光学濃度は１．５以上
、特に１．８以上で、２．６以下、特に２．５以下、とりわけ２．４以下であることが好
ましく、クロム含有膜及び位相シフト膜の露光光に対する光学濃度の合計は２．５以上、
特に２．８以上で、３．５以下、特に３．２以下であることが好ましい。クロム含有膜及
びハーフトーン位相シフト膜の光学濃度をこのようにすることにより、必要な遮光性が得
られる。
【００６０】
　更に、第２の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が遮光膜、光学膜が
ハーフトーン位相シフト膜の場合、クロム含有膜の膜厚は、露光光がＡｒＦエキシマレー
ザの場合は５０ｎｍ以下、特に４７ｎｍ以下、とりわけ４４ｎｍ以下であることが好まし
く、３５ｎｍ以上であることが好ましい。また、露光光がＫｒＦエキシマレーザの場合は
、８０ｎｍ以下、特に７０ｎｍ以下、とりわけ６５ｎｍ以下であることが好ましく、５０
ｎｍ以上であることが好ましい。
【００６１】
　一方、ハーフトーン位相シフト膜は、露光光に対する透過率が、好ましくは２％以上、
より好ましくは５％以上、更に好ましくは１０％以上、特に好ましくは１１％以上で、好
ましくは４０％以下、より好ましくは３０％以下、更に好ましくは２０％以下に設定され
る。ハーフトーン位相シフト膜の膜厚は、露光光がＡｒＦエキシマレーザの場合は８０ｎ
ｍ以下、特に７０ｎｍ以下であることが好ましく、５０ｎｍ以上、特に６０ｎｍ以上であ
ることが好ましい。また、露光光がＫｒＦエキシマレーザの場合は、１１０ｎｍ以下、特
に１００ｎｍ以下であることが好ましく、７０ｎｍ以上、特に８０ｎｍ以上であることが
好ましい。
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【００６２】
　第３の態様のフォトマスクブランクのように、クロム含有膜のエッチングにおけるハー
ドマスクとしてエッチングマスク膜を設けることで、フォトレジスト膜を薄くすることが
でき、パターンの更なる微細化に対応することが可能となる。このエッチングマスク膜は
、通常、クロム含有膜の犠牲膜として用いられ、その場合、フォトマスクを作製するプロ
セスの中で完全に除去されるが、エッチングマスク膜は、フォトマスクを作製するプロセ
スの中で完全に除去せずに、その一部を残すこともできる。
【００６３】
　エッチングマスク膜の材料としては、例えば、フッ素系ドライエッチングで速やかにエ
ッチングされ、酸素を含む塩素系ドライエッチングではエッチング速度が極端に遅い材料
、即ち、実質的にエッチングされない材料が用いられる。このような材料としては、ケイ
素を含有する材料が好適であり、例えば、ケイ素単体、ケイ素と、酸素、窒素、炭素など
の軽元素を含む化合物、更に、これらに、遷移金属、好ましくはクロム以外の遷移金属、
例えば、モリブデン、タンタル、タングステン、ジルコニウム、チタンなどを添加した化
合物が好適である。
【００６４】
　第３の態様のフォトマスクブランクにおいて、光学膜がハーフトーン位相シフト膜など
の位相シフト膜である場合、位相シフト膜は、ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料
、又はケイ素と、遷移金属、好ましくはクロム以外の遷移金属、特にモリブデンとを含有
する材料で形成された位相シフト膜が好適である。このような材料としては、第２の態様
のフォトマスクブランクにおいて例示したものと同様の材料が挙げられる。特に、位相シ
フト膜がハーフトーン位相シフト膜である場合、ハーフトーン位相シフト膜も光学濃度を
有するため、ハーフトーン位相シフト膜を用いないフォトマスクブランクと比べて、クロ
ム含有膜の膜厚を薄くすることができる。
【００６５】
　また、第３の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が遮光膜、光学膜が
ハーフトーン位相シフト膜の場合、露光光に対するクロム含有膜の光学濃度、クロム含有
膜及び位相シフト膜の露光光に対する光学濃度の合計、クロム含有膜の膜厚、ハーフトー
ン位相シフト膜の透過率、及びハーフトーン位相シフト膜の膜厚は、上述した第２の態様
と同様の範囲が好適である。
【００６６】
　更に、第３の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が遮光膜、光学膜が
ハーフトーン位相シフト膜であり、エッチングマスク膜が、フォトマスクを作製するプロ
セスの中で、完全に除去せずに、その一部を残す膜、即ち、フォトマスク上に残して光学
膜として機能させる膜である場合は、露光光に対するクロム含有膜、位相シフト膜及びエ
ッチングマスク膜の露光光に対する光学濃度の合計は２．５以上、特に２．８以上で、３
．５以下、特に３．２以下であることが特に好ましい。一方、エッチングマスク膜の膜厚
は３ｎｍ以上、特に５ｎｍ以上であればよく、１５ｎｍ以下、特に１０ｎｍ以下であるこ
とが好ましい。
【００６７】
　第２の態様のフォトマスクブランクの場合、他の例として、フォトマスクブランクをバ
イナリマスクブランクとすることもでき、その場合、光学膜を遮光膜、クロム含有膜をエ
ッチングマスク膜とすることが好適である。
【００６８】
　第２の態様のフォトマスクブランクにおいて、クロム含有膜が、エッチングマスク膜で
ある場合も、その光学機能と共に、高解像性と高パターン転写精度とが求められる。その
ため、クロム含有膜は、所望の光学機能を満たし、酸素を含む塩素系ドライエッチングに
おいて高いエッチング速度を有し、かつ厚さ方向に線幅変動の少ない優れた断面形状を有
するマスクパターンを与えることができる必要がある。
【００６９】
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　波長が２５０ｎｍ以下の露光光でパターン転写が行われるフォトマスクを製造するため
のフォトマスクブランクにおいて、クロムを含有する材料が用いられるが、クロムを含有
する材料のなかでは、金属性が高いクロム系材料が、抵抗率が低く、導電性層の材料とし
て好適である。クロム含有膜を金属性が高いクロム系材料で構成した導電性層を含むよう
にすることにより、クロム含有膜に導電性をもたせることができる。
【００７０】
　一方、金属性が低いクロム系材料は、クロム含有膜の光学特性やエッチング特性の調整
における効果が高い。また、金属性が低いクロム系材料は、透過率の向上に効果的である
。金属性が高いクロム系材料で形成された膜では、反射率が高い膜となり、フォトマスク
ブランクやフォトマスクの欠陥検査などにおいて不利となる場合があるが、金属性が低い
クロム系材料は、このような場合に適用される反射防止層の材料としても好適である。
【００７１】
　本発明のフォトマスクブランクでは、クロム含有膜を、第１組成を満たす層及び第１組
成は満たさない層からなる多層で構成する場合において、第２の態様のフォトマスクブラ
ンクにおけるクロム含有膜をエッチングマスク膜とする場合も、各々のクロム化合物層を
、主に導電性層として機能するクロム化合物層と、主に反射防止層として機能するクロム
化合物層との２種の層で構成し、前者を第１組成を満たす層、後者を第１組成は満たさな
い層として構成することが好ましい。例えば、クロム含有膜の最も透明基板側及び透明基
板から最も離間する側の一方又は双方に、主に反射防止層として機能するクロム化合物層
を設けること、特に、導電性層として機能するクロム化合物層に接して、反射防止層とし
て機能するクロム化合物層を設けることが好ましい。具体的には、図２（Ｂ）に示される
クロム含有膜２においては、第２のクロム化合物層２２を主に導電性層として機能するク
ロム化合物層とし、第１のクロム化合物層２１及び第３のクロム化合物層２３を主に反射
防止層として機能するクロム化合物層とすることが好適である。
【００７２】
　反射防止層として機能するクロム化合物層の厚さは、所望の反射率を満たすように調整
されるが、通常３０ｎｍ以下であり、特に２０ｎｍ以下、とりわけ１０ｎｍ以下であるこ
とが好ましく、また、０．７ｎｍ以上であることが好ましい。反射防止膜の膜厚が上記範
囲より薄いと、反射率の抑制効果が低くなるおそれや、成膜の安定性に乏しくなるおそれ
がある。
【００７３】
　第２の態様のフォトマスクブランクにおいて、光学膜が遮光膜である場合、遮光膜は、
ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料、又はケイ素と、遷移金属、好ましくはクロム
以外の遷移金属、特にモリブデンとを含有する材料で形成された遮光膜が好適である。こ
のような材料としては、上述した位相シフト膜の材料として例示したものと同様の材料が
挙げられる。
【００７４】
　また、第２の態様のフォトマスクブランクにおいて、光学膜が遮光膜である場合、遮光
膜は露光光に対する光学濃度が、通常２．５以上、特に２．８以上で、３．５以下、特に
３．２以下に設定されるが、遮光膜の膜厚は、露光光がＡｒＦエキシマレーザの場合は８
０ｎｍ以下、特に７０ｎｍ以下、とりわけ６５ｎｍ以下であることが好ましく、５０ｎｍ
以上、特に５５ｎｍ以上であることが好ましい。また、露光光がＫｒＦエキシマレーザの
場合は、１００ｎｍ以下、特に９０ｎｍ以下、とりわけ８０ｎｍ以下であることが好まし
く、５５ｎｍ以上、特に６０ｎｍ以上であることが好ましい。一方、クロム含有膜がエッ
チングマスク膜の場合、クロム含有膜の膜厚は３ｎｍ以上、特に５ｎｍ以上であればよく
、２０ｎｍ以下、特に１０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００７５】
　なお、本発明のフォトマスクブランクは、クロム含有膜の透明基板から離間する側に、
好ましくはクロム含有膜に接して、他の光学膜を設けたものであってもよい。この他の光
学膜としては、例えば、ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料又は遷移金属及びケイ
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素を含有する材料からなる遮光膜が好適である。このような遮光膜を設けた場合、クロム
含有膜をエッチングストッパ膜や、ハーフトーン位相シフト膜等の位相シフト膜とするこ
とができる。
【００７６】
　本発明のフォトマスクブランクのクロム含有膜、位相シフト膜、遮光膜などの光学膜、
エッチングマスク膜、エッチングストッパ膜などの加工補助膜は、光学特性の面内の均一
性が高く、かつ欠陥が少ない膜を得ることができるスパッタリングにより成膜することが
好ましい。
【００７７】
　クロム含有膜を成膜する場合は、例えば、ターゲットとして、クロムターゲットを用い
、スパッタリングガスとして、窒素ガス（Ｎ2）、酸素ガス（Ｏ2）、酸化窒素ガス（Ｎ2

Ｏ，ＮＯ2）、炭化水素ガス（例えばＣＨ4など）、酸化炭素ガス（ＣＯ、ＣＯ2）などの
反応性ガスから所望の構成元素に応じて選択して用い、反応性ガスと共に、必要に応じて
、アルゴンガス（Ａｒ）などの希ガスを併用して、スパッタリングガスをスパッタリング
真空槽（スパッタリングチャンバ）に供給し、クロム含有膜を構成するクロム化合物層の
各層が、第１組成を満たす層又は第１組成は満たさない層となるように、ターゲットに印
加する電力、及びスパッタリングガスの導入量を調整して成膜すればよい。
【００７８】
　ケイ素を含有し遷移金属を含有しない材料又は遷移金属及びケイ素を含有する材料から
なる位相シフト膜や遮光膜を成膜する場合や、ケイ素を含有する材料からなるエッチング
マスク膜を成膜する場合は、例えば、ターゲットとして、ケイ素ターゲット、遷移金属タ
ーゲット、遷移金属ケイ素ターゲットなどから所望の構成元素に応じて選択して用い、ス
パッタリングガスとして、窒素ガス（Ｎ2）、酸素ガス（Ｏ2）、酸化窒素ガス（Ｎ2Ｏ，
ＮＯ2）、炭化水素ガス（例えばＣＨ4など）、酸化炭素ガス（ＣＯ、ＣＯ2）などの反応
性ガスから所望の構成元素に応じて選択して用い、反応性ガスと共に、必要に応じて、ア
ルゴンガス（Ａｒ）などの希ガスを併用し、スパッタリングガスをスパッタリング真空槽
に供給し、所望の組成となるように、ターゲットに印加する電力、及びスパッタリングガ
スの導入量を調整して成膜すればよい。
【００７９】
　本発明のフォトマスクブランクからは、常法に従ってフォトマスクを製造することがで
きる。例えば、フォトマスクブランク上に、化学増幅型などのレジスト膜を形成し、これ
に電子線によりパターンを描画して、得られたレジストパターンを、最初のエッチングマ
スクとして、その下方のクロム含有膜、位相シフト膜、遮光膜などの光学膜、エッチング
マスク膜、エッチングストッパ膜などの加工補助膜や透明基板を、それらの材質に応じて
、酸素を含む塩素系ドライエッチングやフッ素系ドライエッチングから選択して順次エッ
チングして、フォトマスクパターンを形成することにより、フォトマスクを得ることがで
きる。本発明のクロム含有膜に対してドライエッチングを行い加工した場合の断面形状は
、図４に示される模式図のように、異方性が強いドライエッチングにより近い断面形状と
なる。なお、レジスト膜上には、有機導電性膜を設けてもよく、これにより電子線描画の
際のチャージアップを更に抑制することができる。
【実施例】
【００８０】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明する。
【００８１】
　　［実施例１］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてケイ素ターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍの流
量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、ハーフトー
ン位相シフト膜として、厚さ６２ｎｍのＳｉＮ膜を形成した。
【００８２】
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　次に、ハーフトーン位相シフト膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ｎ2ガスを４５ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに
導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、厚さ４５ｎｍのＣｒＮ膜を形成し、遮光
膜として、単層のクロム含有膜を有するフォトマスクブランクを得た。この場合、ＡｒＦ
エキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に対するクロム含有膜の光学濃度は２．１、クロム含
有膜及びハーフトーン位相シフト膜の光学濃度の合計は３．０である。
【００８３】
　　［実施例２］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてケイ素ターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍの流
量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、ハーフトー
ン位相シフト膜として、厚さ６２ｎｍのＳｉＮ膜を形成した。
【００８４】
　次に、ハーフトーン位相シフト膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ｎ2ガスを４５ｓｃｃｍ、Ｏ2ガスを２ｓｃｃｍの流量で
スパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、厚さ４６ｎｍのＣ
ｒＯＮ層を形成し、遮光膜として、単層のクロム含有膜を有するフォトマスクブランクを
得た。この場合、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に対するクロム含有膜の光学
濃度は２．１、クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の光学濃度の合計は３．０で
ある。
【００８５】
　　［実施例３］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてケイ素ターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍの流
量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、ハーフトー
ン位相シフト膜として、厚さ６２ｎｍのＳｉＮ膜を形成した。
【００８６】
　次に、ハーフトーン位相シフト膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ｎ2ガスを４５ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに
導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、主に導電性層として機能する厚さ４４ｎ
ｍのＣｒＮ層を形成し、更に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用い、スパッタ
リングガスとして、Ａｒガスを１０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍ、Ｏ2ガスを１５ｓ
ｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、主
に透明基板から離間する側の反射防止層として機能する厚さ１ｎｍのＣｒＯＮ層を形成し
、遮光膜として、２層からなる厚さ４５ｎｍのクロム含有膜を有するフォトマスクブラン
クを得た。この場合、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に対するクロム含有膜の
光学濃度は２．１、クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の光学濃度の合計は３．
０である。
【００８７】
　　［実施例４］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてケイ素ターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍの流
量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、ハーフトー
ン位相シフト膜として、厚さ６２ｎｍのＳｉＮ膜を形成した。
【００８８】
　次に、ハーフトーン位相シフト膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ｎ2ガスを４５ｓｃｃｍ、ＣＨ4ガスを１ｓｃｃｍの流量
でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、厚さ４６ｎｍの
ＣｒＮＣ膜を形成し、遮光膜として、単層のクロム含有膜を有するフォトマスクブランク
を得た。この場合、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に対するクロム含有膜の光
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学濃度は２．１、クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の光学濃度の合計は３．０
である。
【００８９】
　　［実施例５］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてモリブデンとケイ素を
モル比でモリブデン：ケイ素＝１：２の比率で含有するターゲットと、ケイ素ターゲット
とを用い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを３０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを５ｓｃｃｍ
の流量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、遮光膜
として、厚さ４５ｎｍのＭｏＳｉＮ膜を形成した。
【００９０】
　次に、遮光膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用い、スパッタリング
ガスとして、Ｎ2ガスを４５ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネ
トロンスパッタ成膜により、厚さ１０ｎｍのＣｒＮ膜を形成し、エッチングマスク膜とし
て、単層のクロム含有膜を有するフォトマスクブランクを得た。
【００９１】
　　［比較例１］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてケイ素ターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３２ｓｃｃｍの流
量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、ハーフトー
ン位相シフト膜として、厚さ６１ｎｍのＳｉＮ膜を形成した。
【００９２】
　次に、ハーフトーン位相シフト膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを９ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍ、Ｏ2ガ
スを１４ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜
により、主に透明基板側の反射防止層として機能する厚さ２０ｎｍのＣｒＯＮ層を形成し
、次いで、ターゲットとして金属クロムターゲットを用い、スパッタリングガスとして、
Ａｒガスを２０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを２ｓｃｃｍ、Ｏ2ガスを２ｓｃｃｍの流量でスパッタ
チャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、主に導電性層として機能す
る厚さ４ｎｍのＣｒＯＮ層を形成し、更に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１２ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３０ｓｃｃｍ、Ｏ2

ガスを１４ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成
膜により、主に透明基板から離間する側の反射防止層として機能する厚さ２２ｎｍのＣｒ
ＯＮ層を形成し、遮光膜として、３層からなる厚さ４６ｎｍのクロム含有膜を有するフォ
トマスクブランクを得た。この場合、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に対する
クロム含有膜の光学濃度は２．０、クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の光学濃
度の合計は３．１である。
【００９３】
　　［比較例２］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてケイ素ターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１５ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３２ｓｃｃｍの流
量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、ハーフトー
ン位相シフト膜として、厚さ６１ｎｍのＳｉＮ膜を形成した。
【００９４】
　次に、ハーフトーン位相シフト膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用
い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを１０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを５０ｓｃｃｍ、Ｃ
Ｈ4ガスを５ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ
成膜により、主に透明基板側の反射防止層として機能する厚さ４５ｎｍのＣｒＮＣ層を形
成し、次いで、ターゲットとして金属クロムターゲットを用い、スパッタリングガスとし
て、Ａｒガスを３０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを３５ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバーに導
入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、主に導電性層として機能する厚さ３ｎｍの
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ＣｒＮ層を形成し、更に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用い、スパッタリン
グガスとして、Ａｒガスを１０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを５０ｓｃｃｍ、Ｏ2ガスを１０ｓｃｃ
ｍの流量でスパッタチャンバーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、主に透
明基板から離間する側の反射防止層として機能する厚さ３ｎｍのＣｒＯＮ層を形成し、遮
光膜として、３層からなる厚さ５１ｎｍのクロム含有膜を有するフォトマスクブランクを
得た。この場合、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に対するクロム含有膜の光学
濃度は１．９、クロム含有膜及びハーフトーン位相シフト膜の光学濃度の合計は３．０で
ある。
【００９５】
　　［比較例３］
　１５２ｍｍ角、厚さ６ｍｍの石英基板の上に、ターゲットとしてモリブデンとケイ素を
モル比でモリブデン：ケイ素＝１：２の比率で含有するターゲットと、ケイ素ターゲット
とを用い、スパッタリングガスとして、Ａｒガスを３０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを５ｓｃｃｍ
の流量でスパッタチャンバーに導入して、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、遮光膜
として、厚さ４５ｎｍのＭｏＳｉＮ膜を形成した。
【００９６】
　次に、遮光膜の上に、ターゲットとして金属クロムターゲットを用い、スパッタリング
ガスとして、Ａｒガスを２０ｓｃｃｍ、Ｎ2ガスを５ｓｃｃｍの流量でスパッタチャンバ
ーに導入し、ＤＣマグネトロンスパッタ成膜により、厚さ１０ｎｍのＣｒＮ膜を形成し、
エッチングマスク膜として、単層のクロム含有膜を有するフォトマスクブランクを得た。
【００９７】
　実施例及び比較例で得られたフォトマスクブランクのクロム含有膜の各々のクロム化合
物層について、ＸＰＳで組成を分析した。結果を、上記式（１）の充足性と併せて、表１
に示す。また、絶縁性の石英基板上に直接、実施例及び比較例の各々で形成したクロム含
有膜を形成したシート抵抗評価用のサンプルを作製し、得られたサンプルのクロム含有膜
のシート抵抗を四端子法により測定することにより、クロム含有膜のシート抵抗を評価し
た。結果を表１に示す。
【００９８】
　また、実施例及び比較例で得られたフォトマスクブランクについて、所定の光学濃度を
得るために必要な膜厚を比較した。ここでは、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）
における光学濃度を２．０に調整した場合を考え、このときの膜厚を、光学濃度規格化厚
さとして、下記式
　　（クロム含有膜の膜厚）×｛２／（クロム含有膜の光学濃度）｝
により求めた。結果を表１に示す。この厚さは、より薄いほどフォトマスクとして使用す
る際の転写性能が良く、５０ｎｍ以下、特に４７ｎｍ以下であることが望ましい。
【００９９】
　次に、実施例及び比較例で得られたフォトマスクブランクについて、酸素を含む塩素系
ドライエッチングにより、クロム含有膜を剥離した。このとき剥離に要した時間、つまり
エッチングクリアタイムを計測し、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）における光
学濃度２．０に相当する、光学濃度基準のエッチングクリアタイムを、下記式
　　（測定されたエッチングクリアタイム）×｛２／（クロム含有膜の光学濃度）｝
により求めた。結果を表１に示す。このエッチングクリアタイムは、より高解像性のパタ
ーン形成のためには、より短いほど良く、例えば、上述した光学濃度規格化厚さを満たす
範囲であれは、１３５以下、特に１３０以下であることが望ましい。
【０１００】
　更に、実施例及び比較例で得られたフォトマスクブランクのクロム含有膜上に、電子線
レジスト膜を厚さ１００ｎｍで形成し、電子線描画機で線幅１００ｎｍのライン＆スペー
スパターンを描画した。次に、レジスト膜を現像してレジストパターンを得、レジストパ
ターンをエッチングマスクとして、エッチング時間を、各々のクロム含有膜のエッチング
レートから算出されるエッチングクリアタイムの１７５％に相当する、オーバーエッチン
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グ７５％の条件で、酸素を含む塩素系ドライエッチングにより、クロム含有膜をエッチン
グして、ライン＆スペースパターンを転写した。次に、レジストパターンを剥離した後、
ライン＆スペースパターンを縦断面で割断し、クロム含有膜のラインパターンの被エッチ
ング面の断面形状を観察した。断面形状の評価結果を表１に示す。
【０１０１】
　ラインパターンの断面形状は、厚さ方向に線幅の変化がないこと、断面形状の垂直性が
よいことが求められる。評価結果は、レジストパターンの幅方向両端に一致する、クロム
含有膜の膜面に対して垂直な面を設定し、この面を基準面として、この基準面より、クロ
ム含有膜パターンの実断面が内側に凹んでいる場合を負、外側に張り出している場合を正
として、クロム含有膜パターンの厚さ方向の線幅の変化量を評価した。クロム含有膜の膜
厚を１としたとき、厚さ方向に沿った線幅の変化量の最大値が－０．０５以上＋０．０５
以下である場合を○、－０．１以上－０．０５未満又は＋０．０５を超えて＋０．１以下
である場合を△、－０．１未満又は＋０．１超の場合を×と表記した。
【０１０２】

【表１】

【０１０３】
　以上、実施例により本発明について説明したが、上記実施例は、本発明を実施するため
の例にすぎず、本発明はこれに限定されるものではない。この実施例を種々変形すること
は、本発明の範囲内にあり、更に、本発明の範囲内において、他の様々な実施例が可能で
あることは、上記記載から自明である。
【符号の説明】
【０１０４】
１　透明基板
２　クロム含有膜
２１　第１のクロム化合物層
２２　第２のクロム化合物層
２３　第３のクロム化合物層
３　光学膜
４　エッチングマスク膜
５１　クロム含有膜の下方の膜又は透明基板
５２　クロム含有膜パターン
５２ａ、５２ｃ　エッチング速度の高いクロム化合物層
５２ｂ　エッチング速度の低いクロム化合物層
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５３　エッチングマスクパターン
１０１，１０２，１０３　フォトマスクブランク

【図１】 【図２】
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