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(57)【要約】
【課題】芯材パターンの側壁に形成するマスク材を利用
したパターン形成において工程数を削減できる半導体装
置の製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の半導体装置の製造方法は、露光に
より酸を発生する酸発生剤を含む芯材パターン１５を下
地膜上に形成する工程と、芯材パターン１５における長
手方向の端部１５ａを除く部分を選択的に露光する工程
と、芯材パターン１５から酸の供給を受けて架橋可能な
マスク材１６を芯材パターン１５を覆うように下地膜上
に供給する工程と、マスク材１６をエッチバックして、
芯材パターン１５の上面を露出させると共に、マスク材
１６における芯材パターン１５の端部１５ａに形成され
た部分を除去し、芯材パターン１５の側壁に形成された
マスク材側壁部１６ａを残す工程と、芯材パターン１５
を除去し、下地膜上に残されたマスク材側壁部１６ａを
マスクにして下地膜を加工する工程と、を備えた。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　露光により酸を発生する材料を含む芯材パターンを下地膜上に形成する工程と、
　前記芯材パターンの一部を選択的に露光する工程と、
　酸の供給を受けることにより架橋可能なマスク材を、前記芯材パターンを覆うように前
記下地膜上に供給する工程と、
　前記マスク材の一部を除去することにより、前記芯材パターンの上面を露出させると共
に、前記芯材パターンの露光されていない領域の周囲に形成された前記マスク材を除去し
、前記芯材パターンの側壁に形成されたマスク材側壁部を残す工程と、
　前記芯材パターンを除去し、前記下地膜上に残された前記マスク材側壁部をマスクにし
て前記下地膜を加工する工程と、
　を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記芯材パターンを選択的に露光した後に、前記マスク材を前記下地膜上に供給するこ
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】
　前記芯材パターンにおける前記露光される部分に対する露光量を選択的に変化させるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記マスク材の一部を除去する工程の前に、前記芯材パターンからの酸の供給により前
記マスク材における前記芯材パターンに接する部分を架橋させた後に前記マスク材におけ
る架橋していない部分を除去する工程を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１
つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記芯材パターンの一部を選択的に露光する工程では、前記芯材パターンの端部を除く
領域を選択的に露光することを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の半導体装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に芯材パターンの側壁に形成されるマスク
材を利用したパターン形成工程を有する半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスにおける回路パターンの微細化を進めるためには、リソグラフ
ィにおける露光波長や開口数ＮＡを改善する必要がある。その開口数ＮＡの改善を図るも
のとして、対物レンズと半導体ウェーハとの間を純水で満たして露光するいわゆる液浸露
光技術が実用化されている。しかし、デバイスの微細化の進展は液浸露光装置の解像限界
を超えた微細化を要求してきている。
【０００３】
　このようなリソグラフィ技術の限界を超えるパターンの微細化を実現するための技術の
一つとして、下地膜上に芯材となるラインパターンを形成した後、そのラインパターンの
側壁部に別の材料からなるマスク材を形成し、芯材パターンを除去した後に残されたマス
ク材をマスクにして下地膜を加工することにより、下地膜に微細パターンを形成する技術
（いわゆる側壁転写法）が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、この側壁転写法では、工程数増加による、線幅ばらつきの増大、工程間搬送時
のパーティクル付着などによる欠陥の増加、ひいては歩留まりの低下といった問題が懸念
されている。
【特許文献１】米国特許第６０６３６８８号明細書
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、芯材パターンの側壁に形成するマスク材を利用したパターン形成において工
程数を削減できる半導体装置の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、露光により酸を発生する材料を含む芯材パターンを下地膜上
に形成する工程と、前記芯材パターンの一部を選択的に露光する工程と、酸の供給を受け
ることにより架橋可能なマスク材を、前記芯材パターンを覆うように前記下地膜上に供給
する工程と、前記マスク材の一部を除去することにより、前記芯材パターンの上面を露出
させると共に、前記芯材パターンの露光されていない領域の周囲に形成された前記マスク
材を除去し、前記芯材パターンの側壁に形成されたマスク材側壁部を残す工程と、前記芯
材パターンを除去し、前記下地膜上に残された前記マスク材側壁部をマスクにして前記下
地膜を加工する工程と、を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、芯材パターンの側壁に形成するマスク材を利用したパターン形成にお
いて工程数を削減できる半導体装置の製造方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
　本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板上に形成された下地膜を
、例えばラインアンドスペースに対応するパターンに加工する工程を有する。以下の実施
形態では、半導体基板上に形成された下地膜として、シリコン酸化膜、カーボン膜、有機
反射防止膜を含む構造を一例として示して説明する。
【００１０】
　［第１の実施形態］
　図１～図３は本発明の第１の実施形態に係る半導体製造方法における工程を示す模式断
面図であり、図４～図７は同第１の実施形態における要部工程を示す模式平面図である。
【００１１】
　まず、図１（ａ）に示すように、半導体基板（例えばシリコン基板）１１上にシリコン
酸化膜１２を例えば膜厚２００ｎｍに形成し、その後、シリコン酸化膜１２上に炭素を主
成分として含むカーボン膜１３を例えばＣＶＤ（chemical vapor deposition）法で膜厚
２００ｎｍに形成する。さらに、カーボン膜１３上に、反射防止膜１４を形成する。反射
防止膜１４としては例えば有機反射防止膜を用い、膜厚８０ｎｍに形成する。この反射防
止膜１４を形成することで、この上に形成されるレジスト膜との界面での露光光の反射率
が１％以下になることが望ましい。なお、カーボン膜１３はＣＶＤ法に限らず、塗布法に
よって形成してもよい。
【００１２】
　次に、反射防止膜１４上にレジスト膜を例えば膜厚１００ｎｍに形成する。このレジス
ト膜は、露光により酸を発生する酸発生剤、ポリマー、有機溶剤などを含むいわゆる化学
増幅型レジストである。
【００１３】
　そのレジスト膜に対して、例えば、開口数ＮＡが１．３以上のＡｒＦ液浸露光装置によ
り、レチクルを介して露光を行い、その後、ホットプレート上でＰＥＢ（Post Exposure 
Bake）および現像を行い、線幅４０ｎｍ（ピッチ８０ｎｍ）のラインアンドスペースのレ
ジストパターン１５が得られる（図１（ａ）、図４（ａ））。その後、レジストパターン
１５上に酸性樹脂の水溶液を塗布し、ホットプレート上で１５０℃で６０秒間ベークする
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。このレジストパターン１５は、後述するマスク材側壁部を形成するための芯材パターン
として機能する。
【００１４】
　上記レジスト膜は化学増幅型ポジレジストであり、露光された部分に酸が発生してその
酸が現像液（例えばアルカリ系）に対するポリマーの不溶性保護基を可溶性基に変化させ
る。したがって、レジスト膜は露光された部分が現像液に可溶し、ライン状に残されたレ
ジストパターン１５は露光されていない（遮光されていた）部分である。
【００１５】
　上記リソグラフィ工程で得られたレジストパターン１５に対しては、必要に応じて、線
幅を細らせる処理（スリミング処理）を行い、後述するマスク材供給前に、所望の寸法と
することが望ましい。例えば、本実施形態では、酸性薬液によりレジストパターン表面を
アルカリ可溶にした後、２．３８重量％のＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムハイドロ
オキサイド）水溶液中で３０秒間現像し、さらに純水にてリンスすることで、線幅を図１
（ａ）、図４（ａ）の状態から２０ｎｍスリミングし、図１（ｂ）、図４（ｂ）に示すよ
うに線幅２０ｎｍのレジストパターン１５にした。
【００１６】
　その他に、レジストパターン１５のスリミングは、反射防止膜１４を除去するためのド
ライエッチング時に、一部等方的なエッチングを行うことでも実現可能である。あるいは
、ライン幅とスペース幅が１：１を形成する露光量よりも多くの露光量を照射する方法（
オーバードーズ法）によって線幅を２０ｎｍに形成することも可能である。
【００１７】
　レジストパターン１５は前述したレジスト膜の露光後の現像により残った部分であり、
その露光の際には遮光され露光を受けていない部分である。したがって、図１（ｂ）、図
４（ｂ）に示すレジストパターン１５は、酸が発生していないもしくは酸の発生量が抑え
られた状態となっている。そして、次工程にて、そのレジストパターン１５を選択的に露
光して、露光された部分に酸を発生させる。
【００１８】
　具体的には、図５（ａ）に示すように、ライン状のレジストパターン１５の長手方向の
端部１５ａを遮光マスク２１で遮光した状態で、その端部１５ａ以外の部分に対して露光
を行う。この露光光は、レジストパターン１５に含まれる酸発生剤と反応して酸を発生さ
せることができるものであり、レジストパターン材料に応じて、ｇ線、ｉ線、ＫｒＦエキ
シマレーザー光、ＡｒＦエキシマレーザー光、電子線、ＥＵＶ（Extreme Ultra Violet）
光、Ｘ線などを適宜選択して用いることができる。なお、端部１５ａを遮光するために、
必ずしも図示するような遮光マスク２１を用いる必要はない。例えば、電子線照射であれ
ば、照射領域を制御することが容易であり遮光マスク２１を用いる必要はない。
【００１９】
　このレジストパターン１５の選択的露光により、遮光されていた端部１５ａにおいては
酸の発生が抑えられ、その端部１５ａ以外の露光を受けた部分には、酸（図５（ｂ）にお
いてＨ＋で表す）が発生する。このときのレジストパターン１５に対する露光光量の増大
に伴い、酸の発生量も増大する。なお、上記露光後、ベーク処理を行ってもよい。
【００２０】
　次に、図２（ａ）、図６（ａ）に示すように、レジストパターン１５の周囲も含めたレ
ジストパターン１５全体を覆うように、カーボン膜１３上にマスク材１６を供給する。こ
のマスク材１６は、レジストパターン１５から酸の供給を受けて架橋可能な成分、水、水
溶性有機溶媒などを含む。例えば、マスク材１６はシリコン含有物質であり、シラン化合
物（ポリシラン化合物も含む）、シラザン化合物（ポリシラザン化合物も含む）、シロキ
サン化合物、ＳＯＧ（Spin On Glass）材料、シリコン含有ネガレジスト材などが挙げら
れる。
【００２１】
　マスク材１６は、流動性を有する液状の状態で、レジストパターン１５を覆うようにカ
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ーボン膜１３上に塗布され、その後ベーク（加熱）処理にて硬化される。このベーク処理
により、レジストパターン１５からマスク材１６に酸が供給され、マスク材１６における
レジストパターン１５に接している部分から架橋反応が起こり、マスク材１６とレジスト
パターン１５との界面及びその近傍に架橋層が形成される。
【００２２】
　次に、例えばシンナーをマスク材１６上に吐出して、マスク材１６が架橋していない部
分を除去する。これにより、図６（ｂ）において斜線部で示すように、レジストパターン
１５の上面及び周囲に形成されたマスク材架橋層が残される。ここで、レジストパターン
１５の周囲におけるマスク材架橋層の形成量（レジストパターン１５周辺への突出量）は
、レジストパターン１５に含まれる酸の量に依存する。その酸の量は、図５（ａ）におけ
る前述した露光時の露光量に依存する。
【００２３】
　すなわち、その露光時に遮光されていたレジストパターン１５の端部１５ａでは酸の存
在が少なく、その端部１５ａではマスク材１６の架橋反応が抑えられ、レジストパターン
端部１５ａは、例えば数ｎｍの非常に薄いマスク材架橋層によって覆われる程度である。
これに対して、レジストパターン１５において端部１５ａ以外の露光された部分の側壁に
は、露光量に応じた厚さ（レジストパターン１５周辺への突出量）でマスク材架橋層が形
成される。本実施形態では、そのマスク材側壁部１６ａの厚さ（レジストパターン１５周
辺への突出量）が、レジストパターン１５の線幅と同じ２０ｎｍになるように前記工程で
の露光量を調整している。なお、次工程のエッチバックによるマスク材１６のスリミング
量によっては、マスク材側壁部１６ａをもっと厚くしてもよい。
【００２４】
　次に、例えばフッ化カーボンを含むプラズマを用いて、マスク材（架橋層）１６をおよ
そ２０ｎｍエッチバックし、図２（ｂ）、図７（ａ）に示すようにレジストパターン１５
の表面（上面）を露出させる。ここで、レジストパターン端部１５ａの周囲を覆うマスク
材（架橋層）１６の被覆厚さは数ｎｍ程度と非常に薄いことから、マスク材エッチバック
工程の際に、その薄い部分もスリミングされ、除去される。すなわち、レジストパターン
端部１５ａに形成されていた部分が除去されることで、各レジストパターン１５の側壁に
隣接して形成されたマスク材側壁部１６ａは、図７（ａ）に示すように、他のマスク材側
壁部１６ａとつながることなく各々が独立したライン状に分離される。
【００２５】
　その後、マスク材側壁部１６ａをマスクにして、レジストパターン１５、反射防止膜１
４およびカーボン膜１３に対して酸素を含むプラズマを用いて、連続的に異方性エッチン
グを行う。これにより、カーボン膜１３において、図３（ａ）に示すようにマスク材側壁
部１６ａの下の部分１３ａがシリコン酸化膜１２上に残され、４０ｎｍピッチ（線幅２０
ｎｍ）のラインアンドスペースパターンであるカーボン膜パターン１３ａを得ることがで
きる。
【００２６】
　その後、マスク材側壁部１６ａおよびその下の反射防止膜１４を除去した後、図３（ｂ
）に示すように、カーボン膜パターン１３ａをマスクにして、ドライエッチング法により
、被加工膜であるシリコン酸化膜１２を加工する。その後、カーボン膜パターン１３ａを
酸素アッシング方法により除去することで、図３（ｃ）、図７（ｂ）に示すように、半導
体基板１１上に、４０ｎｍピッチ（線幅２０ｎｍ）のラインアンドスペースパターンであ
るシリコン酸化膜パターン１２ａが得られる。
【００２７】
　芯材パターンの側壁にマスク材を形成するにあたって、従来、芯材パターンの側壁のみ
に選択的にライン状にマスク材を塗布することは困難であった。したがって、マスク材は
、まず芯材パターン全体を覆うように塗布されることになる。その場合、芯材パターンの
長手方向の端部も含めた芯材パターンの周囲を覆うようにマスク材が存在することから、
マスク材の架橋反応も芯材パターンの周囲全体で起こり、芯材パターンの周囲を囲むよう
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にマスク材架橋層が形成されることになる。ラインアンドスペースパターンを形成するた
めには、マスク材架橋層をライン状にする必要があり、よって、芯材パターンの両側壁部
に隣接して形成されたマスク材側壁部をつなげるように芯材パターン端部でまわりこんで
形成されているマスク材架橋層を除去する工程が別途必要になる。
【００２８】
　これに対して、本実施形態では、図５（ａ）を参照して前述したように、芯材パターン
であるレジストパターン１５に酸を発生させるための露光工程において、レジストパター
ン１５の端部１５ａを遮光してその端部１５ａに光を照射しないことから、その端部１５
ａにおいて酸を発生させないもしくは酸発生量を抑えることができる。
【００２９】
　したがって、レジストパターン端部１５ａでは、マスク材１６の架橋反応が抑えられ、
前述した図６（ｂ）に示すように、レジストパターン１５の側壁部に形成されるマスク材
側壁部１６ａに比べて、レジストパターン端部１５ａを覆うマスク材架橋層は非常に薄い
ものとなる。このようなことから、レジストパターン１５の表面を露出させるためのマス
ク材エッチバック時に、レジストパターン端部１５ａに形成されたマスク材も同時に除去
される。
【００３０】
　レジストパターン１５の表面を露出させるエッチバック工程は、マスク材側壁部１６ａ
の形成後不要となった芯材パターンであるレジストパターン１５を除去するために従来よ
り必要不可欠な工程であり、そのエッチバック工程時に併せてレジストパターン端部のマ
スク材除去も行えるということは工程数の削減になる。この工程数の削減により、線幅ば
らつき、工程間搬送時のパーティクル付着などによる欠陥、ひいては歩留まり低下といっ
たことを抑制することができる。
【００３１】
　ここで、図８は、図５（ａ）の露光工程におけるレジストパターン１５に対する露光量
と、そのレジストパターン１５に対するマスク材架橋層の形成量（ｎｍ）との関係を示す
グラフである。ここでのマスク材架橋層の形成量は、下地膜に対してのマスク材架橋層の
厚さではなく、レジストパターン１５に対してのマスク材架橋層の厚さである。
【００３２】
　この図８のグラフより、露光量が５０（ｍＪ／ｃｍ２）ぐらいまでは、露光量の増大に
伴い、マスク材架橋層の形成量も増大する。また、露光量が０の場合でも、マスク材架橋
層がまったく形成されないというわけではなく、露光部で発生した酸が非露光部に拡散す
ることなどによって、数ｎｍ程度はマスク材架橋層が形成される。
【００３３】
　このような図８の関係に基づいて、露光部であるレジストパターン１５の側壁部に形成
されるマスク材側壁部１６ａが所望の形成量（厚さ）となるように、図５（ａ）の工程に
おける露光量を調整する。遮光されたレジストパターン端部１５ａに形成されるマスク材
架橋層は数ｎｍほどと非常に薄いため、前述したように次工程のエッチバックにより除去
され、結果としてマスク材側壁部１６ａのみがライン状に残される。なお、上記エッチバ
ック時に、マスク材側壁部１６ａも若干スリミングされるので、露光量を設定するにあた
ってはマスク材側壁部１６ａの所望の形成量よりも若干大きめの形成量に対応した露光量
に設定することが望ましい。
【００３４】
　［第２の実施形態］
　次に、図９～図１３は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法における
要部工程を示す模式平面図である。なお、上記第１の実施形態と実質同じ要素には同一符
号を付している。
【００３５】
　所望の線幅のレジストパターン１５をカーボン膜１３上に形成する工程までは上記第１
の実施形態と同じである。その後、本実施形態においても図９に示すようにレジストパタ
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ーン１５の選択的露光を行う。
【００３６】
　本実施形態におけるレジストパターン１５の選択的露光においても、レジストパターン
１５の端部１５ａを遮光マスク２１で遮光する点は上記第１の実施形態と同じである。そ
して、本実施形態においては、レジストパターン端部１５ａ以外の被露光部に対して露光
光量を選択的に変化させて露光を行う。
【００３７】
　例えば、図９に示す例では、レジストパターン１５における端部１５ａ以外の被露光部
の一部１５ｃを半透明マスク２２で覆った状態で露光を行う。したがって、レジストパタ
ーン１５において、遮光マスク２１で遮光された端部１５ａ以外の部分に対する露光量に
差がある。
【００３８】
　レジストパターン１５において、遮光マスク２１及び半透明マスク２２のいずれにも覆
われていない部分１５ｂが最も受ける露光量が多く、半透明マスク２２で覆われた部分１
５ｃは、上記部分１５ｂよりも少ない露光量の露光を受ける。したがって、その半透明マ
スク２２で覆われた部分１５ｃでの酸発生量は、部分１５ｂでの酸発生量よりも少ない。
【００３９】
　このレジストパターン１５の選択的露光の後、上記第１の実施形態と同様な工程が続け
られる。
【００４０】
　すなわち、図１０に示すように、レジストパターン１５の周囲も含めたレジストパター
ン１５全体を覆うように、カーボン膜１３上にマスク材１６を供給する。マスク材１６は
、流動性を有する液状の状態で塗布され、その後ベーク処理にて硬化される。このベーク
処理により、レジストパターン１５からマスク材１６に酸が供給され、マスク材１６にお
けるレジストパターン１５に接している部分から架橋反応が起こり、マスク材１６とレジ
ストパターン１５との界面及びその近傍に架橋層が形成される。
【００４１】
　次に、例えばシンナーをマスク材１６上に吐出して、マスク材１６が架橋していない部
分を除去する。これにより、図１１において斜線部で示すように、レジストパターン１５
の上面及び周囲に形成されたマスク材架橋層が残される。
【００４２】
　このときのレジストパターン１５周囲におけるマスク材架橋層の形成量（レジストパタ
ーン１５周辺への突出量）は、レジストパターン１５に含まれる酸の量に依存する。その
酸の量は、図９における前述した露光時の露光量に依存する。
【００４３】
　すなわち、その露光時に遮光されていたレジストパターン端部１５ａでは酸の存在が少
なく、その端部１５ａではマスク材１６の架橋反応が抑えられ、レジストパターン端部１
５ａは、例えば数ｎｍの非常に薄いマスク材架橋層によって覆われる程度である。
【００４４】
　これに対して、レジストパターン１５において端部１５ａ以外の部分の側壁には、露光
量に応じた厚さ（レジストパターン１５側壁に対しての被覆厚）でマスク材架橋層が形成
される。そして、本実施形態では、前述したレジストパターン１５における部分１５ｂの
方が部分１５ｃよりも露光量が多く、よって酸の存在量が多いため、部分１５ｂの側壁に
形成されたマスク材側壁部１６ｂの方が、部分１５ｃの側壁に形成されたマスク材側壁部
１６ａよりも厚く（レジストパターン１５側壁部からの突出量が大きく）形成される。
【００４５】
　その後、例えばフッ化カーボンを含むプラズマを用いて、マスク材架橋層をおよそ２０
ｎｍエッチバックし、図１２に示すようにレジストパターン１５の表面（上面）を露出さ
せる。そして、レジストパターン端部１５ａの周囲を覆うマスク材架橋層１６の被覆厚さ
は数ｎｍ程度と非常に薄いことから、このエッチバック工程の際に、その薄い部分もスリ
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ミングされ、除去される。
【００４６】
　その後、芯材パターンであるレジストパターン１５を除去することで、図１３に示すよ
うに、端部でつながらずに、個々に独立したライン状のマスク材側壁部１６ａ、１６ｂが
得られる。
【００４７】
　そして、上記第１の実施形態と同様に、レジストパターン１５除去に続けて、マスク材
側壁部１６ａ、１６ｂをマスクにして、反射防止膜１４およびカーボン膜１３に対して連
続的に異方性エッチングを行う。これにより、マスク材側壁部１６ａ、１６ｂの平面パタ
ーン形状と同じ平面パターン形状のカーボン膜パターンが得られる。
【００４８】
　そして、マスク材側壁部１６ａ、１６ｂを除去した後、カーボン膜パターンをマスクに
して、ドライエッチング法により、被加工膜であるシリコン酸化膜１２を加工する。その
後、カーボン膜パターンを酸素アッシング方法により除去することで、半導体基板１１上
に、マスク材側壁部１６ａ、１６ｂの平面パターン形状と同じ平面パターン形状のシリコ
ン酸化膜パターンが得られる。
【００４９】
　本実施形態によれば、マスク材１６に酸を供給するレジストパターン１５における被露
光部に対する露光量を選択的に変えることで、レジストパターン１５中における酸の発生
量を部分的に変化させることができ、この結果、図１３に示すように、線幅を長手方向で
変化させ、細長い部分１６ａと、この部分１６ａの両端に一体に設けられたパッド状の部
分１６ｂとを有するマスク材側壁部を得ることができる。
【００５０】
　このような形状のマスク材側壁部１６ａ、１６ｂをマスクに半導体デバイスのパターニ
ングを行えば、例えば、部分１６ａに対応して形成される配線パターンと、部分１６ｂに
対応して形成されるパッド（ボンディングパッド）とを同時に形成することが可能である
。
【００５１】
　レジストパターン１５の選択的露光時に設定された露光量に基づくマスク材架橋層の膜
厚制御性をよくするには、前述した第１、第２の実施形態のように、レジストパターン１
５に対するマスク材１６の供給を、レジストパターン１５の選択的露光の後に行うことが
望ましい。
【００５２】
　［第３の実施形態］
　本実施形態では、図４（ｂ）に示すように、所望の線幅のレジストパターン１５をカー
ボン膜１３上に形成した後、そのレジストパターン１５の選択的露光を行う前に、図１４
（ａ）に示すように、レジストパターン１５全体を覆うようにカーボン膜１３上にマスク
材１６を先に塗布する。
【００５３】
　このマスク材１６が塗布された後に、本実施形態では、図１４（ｂ）に示すように、マ
スク材１６の上からレジストパターン１５の端部１５ａを遮光マスク２１で遮光した状態
で、その端部１５ａ以外の部分に対して露光を行う。
【００５４】
　その後、ベーク処理により、レジストパターン１５からマスク材１６に酸が供給され、
マスク材１６におけるレジストパターン１５に接している部分から架橋反応が起こり、マ
スク材１６とレジストパターン１５との界面及びその近傍に架橋層が形成される。
【００５５】
　そして、例えばシンナーをマスク材１６上に吐出して、マスク材１６が架橋していない
部分を除去する。これにより、図６（ｂ）において斜線部で示すように、レジストパター
ン１５の上面及び周囲に形成されたマスク材架橋層が残される。
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　以降、前述した第１の実施形態と同様に工程が進められ、マスク材１６のエッチバック
により、レジストパターン端部１５ａに形成されたマスク材架橋層が除去されて、マスク
材側壁部１６ａが残され、このマスク材側壁部１６ａをマスクに、カーボン膜等の加工が
進められいく。
【００５７】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施形態について説明した。しかし、本発明は、そ
れらに限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づいて種々の変形が可能である
。
【００５８】
　前述した実施形態では、半導体基板上の被加工膜であるシリコン酸化膜上に、カーボン
膜と有機反射防止膜を形成した上で、芯材パターンとなるレジストパターンを形成し、さ
らにその上にマスク材を供給したが、カーボン膜や有機反射防止膜は必ずしも必要ではな
い。
【００５９】
　例えば、被加工膜に対してエッチング選択性が十分にあるマスク材を用いれば、被加工
膜上に直接芯材パターンとマスク材側壁部を形成し、芯材パターンを除去した後残ったマ
スク材側壁部をマスクにして直接被加工膜を加工してもよい。いずれにしても、芯材パタ
ーンとマスク材との間には十分なエッチング選択性がある必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における工程を示す模式断
面図。
【図２】図１に続く工程を示す模式断面図。
【図３】図２に続く工程を示す模式断面図。
【図４】同第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における工程を示す模式平面図。
【図５】図４に続く工程を示す模式平面図。
【図６】図５に続く工程を示す模式平面図。
【図７】図６に続く工程を示す模式平面図。
【図８】図５（ａ）の露光工程における露光量と、マスク材架橋層の芯材パターン側壁へ
の形成量との関係を示すグラフ。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法における工程を示す模式平
面図。
【図１０】図９に続く工程を示す模式平面図。
【図１１】図１０に続く工程を示す模式平面図。
【図１２】図１１に続く工程を示す模式平面図。
【図１３】図１２に続く工程を示す模式平面図。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法における工程を示す模式
平面図。
【符号の説明】
【００６１】
　１１…半導体基板、１２…被加工膜（シリコン酸化膜）、１３…カーボン膜、１４…反
射防止膜、１５…芯材パターン（レジストパターン）、１６…マスク材、１６ａ…マスク
材側壁部。２１…遮光マスク、２２…半透明マスク
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