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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理対象膜と、該処理対象膜の上に形成された複数の小幅の線状部分からなる有機膜と
、各前記線状部分の間において露出する前記処理対象膜及び前記線状部分を覆う硬質膜と
を有する基板を処理する基板処理方法であって、
　前記硬質膜にプラズマエッチングを施して前記有機膜及び各前記線状部分の間の前記処
理対象膜を露出させる第１のエッチングステップと、
　前記第１のエッチングステップにより露出した有機膜をアッシングにより選択的に除去
して、前記硬質膜からなり一方の線状部の上部先端が他方の線状部に向かって屈曲する非
対称形状をなす一対の線状部を形成するアッシングステップと、
　残存する前記硬質膜の前記一対の線状部にプラズマエッチングを施して、前記一対の線
状部のそれぞれの先端屈曲部を除去することにより、前記一対の線状部を左右対称形状と
する第２のエッチングステップとを有することを特徴とする基板処理方法。
【請求項２】
　前記第２のエッチングステップにおいてプラズマエッチングが施された後に残存する前
記硬質膜をマスクとして前記処理対象膜にプラズマエッチングを施す第３のエッチングス
テップをさらに有することを特徴とする請求項１記載の基板処理方法。
【請求項３】
　前記第２のエッチングステップは所定の時間だけ継続して実行されることを特徴とする
請求項１又は２記載の基板処理方法。
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【請求項４】
　前記基板はイオン引き込み用の高周波電力が印加される載置台に載置され、
　前記第２のエッチングステップでは、１００Ｗ以下の前記イオン引き込み用の高周波電
力が前記載置台に印加されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の基
板処理方法。
【請求項５】
　前記アッシングステップ及び前記第２のエッチングステップを繰り返すことを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか１項に記載の基板処理方法。
【請求項６】
　前記硬質膜はシリコンを含む酸化膜からなることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の基板処理方法。
【請求項７】
　処理対象膜と、該処理対象膜の上に形成された第１の硬質膜と、該第１の硬質膜の上に
形成された複数の小幅の線状部分からなる有機膜と、各前記線状部分の間において露出す
る前記第１の硬質膜及び前記線状部分を覆う第２の硬質膜とを有する基板を処理する基板
処理方法であって、
　前記第２の硬質膜にプラズマエッチングを施して前記有機膜及び各前記線状部分の間の
前記第１の硬質膜を露出させる第１のエッチングステップと、
　前記第１のエッチングステップにより露出した有機膜をアッシングにより選択的に除去
して、前記第２の硬質膜からなり一方の線状部の上部先端が他方の線状部に向かって屈曲
する左右非対称形状をなす一対の線状部を形成するアッシングステップと、
　残存する前記第２の硬質膜の前記一対の線状部及び前記露出した第１の硬質膜にプラズ
マエッチングを施して、前記一対の線状部のそれぞれの先端屈曲部を除去することにより
前記一対の線状部を左右対称形状とすると共に、前記一対の線状部の下側に前記第１の硬
質膜の線状部を形成する第２のエッチングステップとを有することを特徴とする基板処理
方法
【請求項８】
　前記第２のエッチングステップにおいてプラズマエッチングが施された後に残存する前
記第２の硬質膜及び前記第１の硬質膜をマスクとして前記処理対象膜にプラズマエッチン
グを施す第３のエッチングステップをさらに有することを特徴とする請求項７記載の基板
処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板処理方法に関し、マスク膜において極小のピッチで複数の線状部分を形
成する基板処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの微小化に伴い、近い将来、半導体デバイスの製造過程において極小の
ピッチ、例えば、３０ｎｍ程度のピッチで絶縁膜等にトレンチ等を設けることが要求され
ることが予想されるため、マスク膜において極小のピッチで形成される複数の線状部分（
ライン）を形成する必要がある。
【０００３】
　従来のレーザ光等を用いたフォトリソグラフィでは、幅の現像限界が５０ｎｍ程度であ
るため、マスク膜としてのフォトレジスト膜において５０ｎｍよりも小さいピッチで複数
のラインを一度で形成することは困難である。
【０００４】
　そこで、近年、フォトレジスト膜において極小のピッチで複数のラインを形成する技術
としてダブルパターニング処理が開発されている。ダブルパターニング処理の代表例では
、基板上に下層膜、中間層膜、及び第１のレジスト膜を形成した後、１回目の露光を行い
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、第１のレジストパターンを形成する。その後、第１のレジストパターンを中間層膜に転
写して、第１の中間層パターンを形成した後、その上に第２のレジスト膜を形成し、２回
目の露光を行い、第２のレジストパターンを形成する。その後、第２のレジストパターン
を中間層膜に転写して、極小のピッチで形成された複数のラインを有する第２の中間層パ
ターンを形成する（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　ところで、マスク膜としてはフォトレジスト膜だけでなく炭化珪素（ＳｉＣ）等のシリ
コン系材料からなるハードマスク膜も用いられる。ハードマスク膜におけるダブルパター
ニング処理の代表例では、図７に示すように、まず、処理対象膜７０の上に形成された複
数のライン７１ａからなる有機膜７１をエッチングして各ライン７１ａの幅を３０ｎｍ程
度まで縮小し（図７（Ａ））、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）処理によって各ラ
イン７１ａ及び処理対象膜７０をＳｉ（シリコン）酸化膜７２で均等に覆う（図７（Ｂ）
）。このとき、各ライン７１ａはより幅の大きいライン７２ａに成長する。その後、異方
性エッチングによって各ライン７２ａ間の酸化膜７２や各ライン７２ａの上部のＳｉ酸化
膜７２を除去する（図７（Ｃ））。次いで、アッシングによって各ライン７２ａにおいて
露出した有機膜７１を除去して各ライン７２ａをそれぞれ一対のライン７４ａ，７４ｂに
転換する（図７（Ｄ））。この一対のライン７４ａ，７４ｂの間のピッチはライン７１ａ
の幅とほぼ同じなので、ライン７４ａ，７４ｂは約３０ｎｍ程度のピッチのラインを有す
るマスク膜として用いることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２５８５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、有機膜７１を除去する際、入射角が処理対象膜７０に対して垂直でない
イオンが各ライン７２ａの有機膜７１が除去された空間７３に入射され、該空間７３をそ
の上部を除いて拡大する。その結果、各一対のライン７４ａ，７４ｂは、「蟹の爪」のよ
うな、一対且つ非対称のサイドウォールを形成する（図７（Ｄ））。具体的には、一方の
ラインの上部先端が他方のラインに向かって屈曲する。その後、各一対のライン７４ａ，
７４ｂ（これらはＳｉ酸化膜７２からなる）をマスクとして処理対象膜７０をエッチング
して該処理対象膜７０に開口部７５を形成する際、空間７３に進入したイオンの一部は各
ライン７４ａ，７４ｂの先端屈曲部分に衝突して思わぬ方向へ反射されることがあり（図
７（Ｄ）中の細矢印参照）、該イオンは処理対象膜７０へ垂直に衝突しない。その結果、
開口部７５の断面形状は純粋な矩形とならず、途中が膨らんだ矩形を呈する（図７（Ｅ）
）。
【０００８】
　本発明の目的は、処理対象膜において形状の乱れが少ない開口部を形成することができ
る基板処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の基板処理方法は、処理対象膜と、該処理対
象膜の上に形成された複数の小幅の線状部分からなる有機膜と、各前記線状部分の間にお
いて露出する前記処理対象膜及び前記線状部分を覆う硬質膜とを有する基板を処理する基
板処理方法であって、前記硬質膜にプラズマエッチングを施して前記有機膜及び各前記線
状部分の間の前記処理対象膜を露出させる第１のエッチングステップと、前記第１のエッ
チングステップにより露出した有機膜をアッシングにより選択的に除去して、前記硬質膜
からなり一方の線状部の上部先端が他方の線状部に向かって屈曲する非対称形状をなす一
対の線状部を形成するアッシングステップと、残存する前記硬質膜の前記一対の線状部に
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プラズマエッチングを施して、前記一対の線状部のそれぞれの先端屈曲部を除去すること
により、前記一対の線状部を左右対称形状とする第２のエッチングステップとを有するこ
とを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の基板処理方法は、請求項１記載の基板処理方法において、前記第２のエ
ッチングステップにおいてプラズマエッチングが施された後に残存する前記硬質膜をマス
クとして前記処理対象膜にプラズマエッチングを施す第３のエッチングステップをさらに
有することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の基板処理方法は、請求項１又は２記載の基板処理方法において、前記第
２のエッチングステップは所定の時間だけ継続して実行されることを特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の基板処理方法は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の基板処理方法
において、前記基板はイオン引き込み用の高周波電力が印加される載置台に載置され、前
記第２のエッチングステップでは、１００Ｗ以下の前記イオン引き込み用の高周波電力が
前記載置台に印加されることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５記載の基板処理方法は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の基板処理方法
において、前記アッシングステップ及び前記第２のエッチングステップを繰り返すことを
特徴とする。
【００１４】
　請求項６記載の基板処理方法は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の基板処理方法
において、前記硬質膜はシリコンを含む酸化膜からなることを特徴とする。
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項７記載の基板処理方法は、処理対象膜と、該処理対
象膜の上に形成された第１の硬質膜と、該第１の硬質膜の上に形成された複数の小幅の線
状部分からなる有機膜と、各前記線状部分の間において露出する前記第１の硬質膜及び前
記線状部分を覆う第２の硬質膜とを有する基板を処理する基板処理方法であって、前記第
２の硬質膜にプラズマエッチングを施して前記有機膜及び各前記線状部分の間の前記第１
の硬質膜を露出させる第１のエッチングステップと、前記第１のエッチングステップによ
り露出した有機膜をアッシングにより選択的に除去して、前記第２の硬質膜からなり一方
の線状部の上部先端が他方の線状部に向かって屈曲する左右非対称形状をなす一対の線状
部を形成するアッシングステップと、残存する前記第２の硬質膜の前記一対の線状部及び
前記露出した第１の硬質膜にプラズマエッチングを施して、前記一対の線状部のそれぞれ
の先端屈曲部を除去することにより前記一対の線状部を左右対称形状とすると共に、前記
一対の線状部の下側に前記第１の硬質膜の線状部を形成する第２のエッチングステップと
を有することを特徴とする。
【００１６】
　請求項８記載の基板処理方法は、請求項７記載の基板処理方法において、前記第２のエ
ッチングステップにおいてプラズマエッチングが施された後に残存する前記第２の硬質膜
及び前記第１の硬質膜をマスクとして前記処理対象膜にプラズマエッチングを施す第３の
エッチングステップをさらに有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１記載の基板処理方法によれば、有機膜を覆う硬質膜にプラズマエッチングが施
されて有機膜が露出され、該露出した有機膜が選択的に除去された後、残存する硬質膜に
プラズマエッチングが施される。有機膜が除去された後、該有機膜を覆っていた硬質膜が
一対且つ非対称の線状部分となり、一方の線状部分の上部先端が他方の線状部分に向かっ
て屈曲するが、一般にプラズマエッチングでは尖った部分が集中的に除去される傾向があ
るので、その後の硬質膜のプラズマエッチングにおいて先端屈曲部分が集中的に除去され
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て一対の線状部分はそれぞれほぼ左右対称形状を呈するようになる。したがって、硬質膜
における上記一対の線状部分をマスク膜として用いて処理対象膜をプラズマエッチングす
る際、一対の線状部分の間の空間に進入したイオンは先端屈曲部分に衝突することがなく
、処理対象膜へほぼ垂直に衝突する。その結果、処理対象膜において形状の乱れが少ない
開口部を形成することができる。
【００１８】
　請求項３記載の基板処理方法によれば、一対且つ非対称の線状部分には所定の時間だけ
継続してプラズマエッチングが施されるので、所定の時間を先端屈曲部分が除去される時
間以上に設定すれば、一対の線状部分のそれぞれを確実に左右対称形状に成形できるとと
もに、上記所定の時間を一対の線状部分が完全に除去される時間以下に設定すれば、一対
の線状部分を確実に残すことができ、もって、マスク膜が消滅するのを防止することがで
きる。
【００１９】
　請求項４記載の基板処理方法によれば、一対の線状部分にプラズマエッチングが施され
る際、載置台に印加されるイオン引き込み用の高周波電力は１００Ｗ以下であるので、一
対の線状部分が急激に除去されることがなく、プラズマエッチングの継続時間を調整する
ことによって一対の線状部分を所望の形状に成形することができる。
【００２０】
　請求項５記載の基板処理方法によれば、一対の線状部分の間の有機膜の選択的な除去と
、一対の線状部分のプラズマエッチングとが繰り返されるので、有機膜が除去される際、
一対の線状部分の間の空間が拡大されて非対称形状が発生し始めても、続くプラズマエッ
チングによって先端屈曲部分が除去され、再度、残りの有機膜が除去される。したがって
、有機膜の除去の際、非対称形状が形成されるのを抑制することができる。
【００２１】
　請求項７記載の基板処理方法によれば、第１の硬質膜及び有機膜を覆う第２の硬質膜に
プラズマエッチングが施されて第１の硬質膜及び有機膜が露出され、該露出した有機膜が
選択的に除去された後、残存する第２の硬質膜及び第１の硬質膜にプラズマエッチングが
施される。有機膜が除去された後、該有機膜を覆っていた第２の硬質膜が一対の線状部分
となり、該一対の線状部分は非対称形状を呈し、一方の線状部分の上部先端が他方の線状
部分に向かって屈曲するが、一般にプラズマエッチングでは尖った部分が集中的に除去さ
れる傾向があるので、その後の第２の硬質膜のプラズマエッチングにおいて先端屈曲部分
が集中的に除去されて一対の線状部分はそれぞれほぼ左右対称形状を呈するようになる。
ここで、一対の線状部分の除去量が多いと、続く処理対象膜のプラズマエッチングにおい
てマスク膜として機能しない虞があるが、第２の硬質膜のプラズマエッチングの際、露出
した第１の硬質膜は除去されるものの第２の硬質膜からなる一対の線状部分の下の第１の
硬質膜は除去されないので、一対の線状部分を第１の硬質膜に転写することができ、もっ
て、一対の線状部分を確実にマスク膜として機能させることができる。また、転写された
一対の線状部分は、先端屈曲部分が除去された第１の硬質膜からなる一対の線状部分をマ
スク膜として形成されるので、形状が殆ど乱れない。したがって、転写された一対の線状
部分をマスク膜として用いて処理対象膜をプラズマエッチングする際、処理対象膜へほぼ
垂直に衝突する。その結果、処理対象膜において形状の乱れが少ない開口部を形成するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処
理の主要部を実行するプラズマ処理装置の構成を概略的に示す断面図である。
【図２】本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理が施される
ウエハの構造を概略的に示す拡大断面図である。
【図３】本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理を示す工程
図である。
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【図４】図３の極小ピッチライン形成処理が施される際の各ラインの側部形状の変化を示
す平面図であり、図４（Ａ）は図３の極小ピッチライン形成処理が施される前の側部形状
を示し、図４（Ｂ）は図３の極小ピッチライン形成処理が施された後の側部形状を示す。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処
理が施されるウエハの構造を概略的に示す拡大断面図である。
【図６】本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理を示す工程
図である。
【図７】従来のハードマスク膜におけるダブルパターニング処理を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２４】
　まず、本発明の第１の実施の形態に係る基板処理方法について説明する。
【００２５】
　図１は、本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理の主要部
を実行するプラズマ処理装置の構成を概略的に示す断面図である。
【００２６】
　図１において、プラズマ処理装置１０は、例えば、直径が３００ｍｍのウエハＷを収容
するチャンバ１１を有し、該チャンバ１１内には半導体デバイス用のウエハＷを載置する
円柱状のサセプタ１２（載置台）が配置されている。プラズマ処理装置１０では、チャン
バ１１の内側壁とサセプタ１２の側面とによって、サセプタ１２上方のガスをチャンバ１
１の外へ排出する流路として機能する側方排気路１３が形成される。この側方排気路１３
の途中には排気プレート１４が配置される。
【００２７】
　排気プレート１４は多数の貫通孔を有する板状部材であり、チャンバ１１内部を上部と
下部に仕切る仕切り板として機能する。排気プレート１４によって仕切られたチャンバ１
１内部の上部（以下、「反応室」という。）１５にはプラズマが発生する。また、チャン
バ１１内部の下部（以下、「排気室（マニホールド）」という。）１６にはチャンバ１１
内のガスを排出する排気管１７が接続される。排気プレート１４は反応室１５に発生する
プラズマを捕捉又は反射してマニホールド１６への漏洩を防止する。
【００２８】
　排気管１７にはＴＭＰ（Turbo Molecular Pump）及びＤＰ（Dry Pump）（ともに図示し
ない）が接続され、これらのポンプはチャンバ１１内を真空引きして減圧する。具体的に
は、ＤＰはチャンバ１１内を大気圧から中真空状態（例えば、１．３×１０Ｐａ（０．１
Ｔｏｒｒ）以下）まで減圧し、ＴＭＰはＤＰと協働してチャンバ１１内を中真空状態より
低い圧力である高真空状態（例えば、１．３×１０－３Ｐａ（１．０×１０－５Ｔｏｒｒ
）以下）まで減圧する。なお、チャンバ１１内の圧力はＡＰＣバルブ（図示しない）によ
って制御される。
【００２９】
　チャンバ１１内のサセプタ１２には第１の高周波電源１８が第１の整合器１９を介して
接続され、且つ第２の高周波電源２０が第２の整合器２１を介して接続されており、第１
の高周波電源１８は比較的低い周波数、例えば、２ＭＨｚのイオン引き込み用の高周波電
力をサセプタ１２に印加し、第２の高周波電源２０は比較的高い周波数、例えば、１００
ＭＨｚのプラズマ生成用の高周波電力をサセプタ１２に印加する。これにより、サセプタ
１２は電極として機能する。また、第１の整合器１９及び第２の整合器２１は、サセプタ
１２からの高周波電力の反射を低減して高周波電力のサセプタ１２への印加効率を最大に
する。
【００３０】
　サセプタ１２の上部には、静電電極板２２を内部に有する静電チャック２３が配置され
ている。静電チャック２３は或る直径を有する下部円板状部材の上に、該下部円板状部材
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より直径の小さい上部円板状部材を重ねた形状を呈する。なお、静電チャック２３はセラ
ミックスで構成されている。
【００３１】
　静電電極板２２には直流電源２４が接続されており、静電電極板２２に正の直流電圧が
印加されると、ウエハＷにおける静電チャック２３側の面（以下、「裏面」という。）に
は負電位が発生して静電電極板２２及びウエハＷの裏面の間に電位差が生じ、該電位差に
起因するクーロン力又はジョンソン・ラーベック力により、ウエハＷは静電チャック２３
における上部円板状部材の上において吸着保持される。
【００３２】
　また、静電チャック２３には、吸着保持されたウエハＷを囲うように、リング状部材で
あるフォーカスリング２５が載置される。フォーカスリング２５は、導電体、例えば、ウ
エハＷを構成する材料と同じ単結晶シリコンによって構成される。フォーカスリング２５
は導電体からなるので、プラズマの分布域をウエハＷ上だけでなく該フォーカスリング２
５上まで拡大してウエハＷの周縁部上におけるプラズマの密度を該ウエハＷの中央部上に
おけるプラズマの密度と同程度に維持する。これにより、ウエハＷの全面に施されるプラ
ズマエッチング処理の均一性を確保することができる。
【００３３】
　サセプタ１２の内部には、例えば、円周方向に延在する環状の冷媒室２６が設けられる
。この冷媒室２６には、チラーユニット（図示しない）から冷媒用配管２７を介して低温
の冷媒、例えば、冷却水やガルデン（登録商標）が循環供給される。該低温の冷媒によっ
て冷却されたサセプタ１２は静電チャック２３を介してウエハＷ及びフォーカスリング２
５を冷却する。
【００３４】
　静電チャック２３における上部円板状部材の上面のウエハＷが吸着保持される部分（以
下、「吸着面」という。）には、複数の伝熱ガス供給孔２８が開口している。これら複数
の伝熱ガス供給孔２８は、伝熱ガス供給ライン２９を介して伝熱ガス供給部（図示しない
）に接続され、該伝熱ガス供給部は伝熱ガスとしてのＨｅ（ヘリウム）ガスを、伝熱ガス
供給孔２８を介して吸着面及びウエハＷの裏面の間隙に供給する。吸着面及びウエハＷの
裏面の間隙に供給されたヘリウムガスはウエハＷの熱を静電チャック２３に効果的に伝達
する。
【００３５】
　チャンバ１１の天井部には、サセプタ１２と対向するようにシャワーヘッド３０が配置
されている。シャワーヘッド３０は、上部電極３１と、該上部電極３１を着脱可能に釣支
するクーリングプレート３２と、該クーリングプレート３２を覆う蓋体３３とを有する。
上部電極３１は厚み方向に貫通する多数のガス穴３４を有する導電性の円板状部材からな
る。また、クーリングプレート３２の内部にはバッファ室３５が設けられ、このバッファ
室３５には処理ガス導入管３６が接続されている。
【００３６】
　プラズマ処理装置１０では、処理ガス導入管３６からバッファ室３５へ供給された処理
ガスがガス穴３４を介して反応室１５内部へ導入され、該導入された処理ガスは、第２の
高周波電源２０からサセプタ１２を介して反応室１５内部へ印加されたプラズマ生成用の
高周波電力によって励起されてプラズマとなる。該プラズマは、第１の高周波電源１８が
サセプタ１２に印加するイオン引き込み用の高周波電力によって載置ウエハＷに向けて引
きこまれ、該ウエハＷにプラズマエッチング処理を施す。
【００３７】
　上述したプラズマ処理装置１０の各構成部品の動作は、プラズマ処理装置１０が備える
制御部（図示しない）のＣＰＵがプラズマエッチング処理に対応するプログラムに応じて
制御する。
【００３８】
　図２は、本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理が施され



(8) JP 5238556 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

るウエハの構造を概略的に示す拡大断面図である。
【００３９】
　図２において、ウエハＷは、被処理膜３７（処理対象膜）の上に形成されたフォトレジ
スト膜３８を備える。被処理膜３７は、例えば、ポリシリコンからなる。また、フォトレ
ジスト膜３８は、例えば、ポジ型の感光性樹脂からなり、フォトレジスト膜３８はリソグ
ラフィによって複数のライン（線状部分）３８ａを有するように形成され、各所において
被処理膜３７を露出させる開口部３９を有する。各ライン３８ａの幅は、リソグラフィに
よって形成された直後は約６０ｎｍ以上であるが、酸素ラジカルを用いたアッシング等に
よって約３０ｎｍに縮小されている。　　　
【００４０】
　このウエハＷでは、後述する極小ピッチライン形成処理により、幅が約３０ｎｍに縮小
されたライン３８ａを用いてマスク膜において当該ライン３８ａの幅とほぼ同じ幅の開口
部４１を形成する。
【００４１】
　図３は、本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理を示す工
程図である。
【００４２】
　図３において、まず、ウエハＷを準備して不図示の成膜装置に搬入し（図３（Ａ））、
該ウエハＷにＣＶＤ処理を施してその表面にＳｉ酸化膜４０（硬質膜）を形成する。この
とき、Ｓｉ酸化膜４０は等方的に堆積するため、該Ｓｉ酸化膜４０は各ライン３８ａ及び
開口部３９において露出する被処理膜３７を覆い、各ライン３８ａはより幅の太いライン
４０ａに成長する（図３（Ｂ））。
【００４３】
　次いで、ウエハＷを成膜装置から搬出し、さらに、プラズマ処理装置１０のチャンバ１
１内部へ搬入し、サセプタ１２の上に載置する。その後、シャワーヘッド３０から反応室
１５内部へＣＦ４ガスを含む処理ガスを導入し、第２の高周波電源２０から反応室１５内
部へプラズマ生成用の高周波電力を印加してＣＦ４ガスからプラズマを生じさせ、さらに
、第１の高周波電源１８からサセプタ１２へイオン引き込み用の高周波電力を印加して生
じたプラズマ中のイオンをウエハＷに向けて引き込む。このとき、Ｓｉ酸化膜４０は図中
上下方向にエッチングされて除去される（異方性エッチング）（第１のエッチングステッ
プ）。
【００４４】
　当該異方性エッチングはライン４０ａの頂部が除去されて内部のライン３８ａが露出し
、且つライン４０ａ間のＳｉ酸化膜４０が除去されて開口部３９において被処理膜３７が
露出するまで継続される（図３（Ｃ））。
【００４５】
　次いで、シャワーヘッド３０から反応室１５内部へＯ２ガスを含む処理ガスを導入し、
反応室１５内部へプラズマ生成用の高周波電力を印加してＯ２ガスからプラズマを生じさ
せ、さらに、サセプタ１２へイオン引き込み用の高周波電力を印加して生じたプラズマ中
のイオンをウエハＷに向けて引き込む。このとき、各ライン４０ａにおいて露出したライ
ン３８ａがアッシングによって選択的に除去されて空間４１が形成され（アッシングステ
ップ）、各ライン４０ａは一対のライン４２ａ，４２ｂに転換されるが、入射角が被処理
膜３７に対して垂直でないイオンによって一対のライン４２ａ，４２ｂは一対且つ非対称
のサイドウォールを形成するように成形される。具体的には、一方のラインの上部先端が
他方のラインに向かって屈曲するような非対称形状を呈する（図３（Ｄ））。
【００４６】
　次いで、シャワーヘッド３０から反応室１５内部へＣＦ４ガスを含む処理ガスを導入し
、反応室１５内部へプラズマ生成用の高周波電力を印加してＣＦ４ガスからプラズマを生
じさせ、さらに、サセプタ１２へイオン引き込み用の高周波電力を、例えば、１００Ｗで
印加して生じたプラズマ中のイオンをウエハＷに向けて引き込む。このとき、Ｓｉ酸化物
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からなる一対のライン４２ａ，４２ｂは図中上下方向にエッチングされて高さが縮小する
が、一般にプラズマエッチングでは尖った部分にイオンが集中する傾向があり、当該尖っ
た部分が優先的に除去される。したがって、一対のライン４２ａ，４２ｂのエッチングを
一定時間（所定の時間）以上継続すると、先端屈曲部分が集中的に除去されて一対のライ
ン４２ａ，４２ｂの高さが縮小するにつれて各ライン４２ａ，４２ｂはそれぞれ左右対称
形状に成形される（図３（Ｅ））。
【００４７】
　また、図４（Ａ）に示すように、ウエハＷを上方から眺めたとき、ライン３８ａが除去
された直後の各ライン４２ａ，４２ｂの側部は直線上を呈さず、凹凸を有する。すなわち
、各ライン４２ａ，４２ｂの幅は一定でなくばらついており、いわゆるＬＷＲ（Line Wid
th Roughness）が大きいが、上述したＣＦ４ガスのプラズマによるエッチングを施すと、
各ライン４２ａ，４２ｂの側部における凸部が集中的に除去されるため、各ライン４２ａ
，４２ｂの側部の形状を滑らかにし、ＬＷＲを低下させることができる（図４（Ｂ））。
【００４８】
　図３に戻り、シャワーヘッド３０から反応室１５内部へＨＢｒガスを含む処理ガスを導
入し、反応室１５内部へプラズマ生成用の高周波電力を印加してＣＦ４ガスからプラズマ
を生じさせ、さらに、サセプタ１２へイオン引き込み用の高周波電力を印加して生じたプ
ラズマ中のイオンをウエハＷに向けて引き込む。このとき、それぞれ左右対称形状に成形
されたライン４２ａ，４２ｂに覆われていない被処理膜３７がエッチングされ（第３のエ
ッチングステップ）、該被処理膜３７に開口部３９に対応する開口部４３が形成されると
ともに、一対のライン４２ａ，４２ｂの間の間隙（ギャップ）に対応する開口部４４が形
成される。ここで、各ライン４２ａ，４２ｂは非対称形状を呈していないので、一対のラ
イン４２ａ，４２ｂの間の間隙に進入したイオンは先端屈曲部分に衝突することがなく、
被処理膜３７へほぼ垂直に衝突する。その結果、開口部４４は断面形状が乱れることがな
く、その断面形状は被処理膜３７に対してほぼ垂直な矩形形状を呈する（図３（Ｆ））。
【００４９】
　図３の処理によれば、各ライン３８ａを覆うＳｉ酸化膜４０にエッチングが施されて各
ライン３８ａが露出され、該露出した各ライン３８ａが選択的に除去された後、残存する
Ｓｉ酸化膜４０（一対のライン４２ａ，４２ｂ）にエッチングが施されるので、一対のラ
イン４２ａ，４２ｂにおける先端屈曲部分が集中的に除去されてライン４２ａ，４２ｂは
それぞれほぼ左右対称形状を呈するようになる。その結果、被処理膜３７をエッチングす
る際、被処理膜３７において形状の乱れが少ない開口部４４を形成することができる。
【００５０】
　図３の処理によれば、非対称形状を呈するライン４２ａ，４２ｂには一定時間以上継続
してエッチングが施されるので、一定時間を先端屈曲部分が除去される時間以上に設定す
れば、ライン４２ａ，４２ｂのそれぞれを確実に左右対称形状に成形できるとともに、上
記一定時間をライン４２ａ，４２ｂが完全に除去される時間以下に設定すれば、ライン４
２ａ，４２ｂを確実に残すことができ、もって、被処理膜３７のエッチングのためのマス
ク膜が消滅するのを防止することができる。また、ＬＷＲの縮小を優先する場合には、上
記一定時間を各ライン４２ａ，４２ｂの側部における凸部が除去される時間以上に設定す
ればよい。このように目的に応じて一定時間を設定することにより、各ライン４２ａ，４
２ｂの形状を所望の形状に成形することができる。
【００５１】
　図３の処理によれば、一対のライン４２ａ，４２ｂにエッチングが施される際、サセプ
タ１２に印加されるイオン引き込み用の高周波電力は１００Ｗであるが、印加される高周
波電力は１００Ｗよりも小さくてもよい。イオン引き込み用の高周波電力が小さいとライ
ン４２ａ，４２ｂが急激に除去されることがない。これにより、エッチングの継続時間を
調整することによってライン４２ａ，４２ｂを所望の形状へ容易に成形することができる
。なお、サセプタ１２にイオン引き込み用の高周波電力を印加せず、プラズマ生成用の高
周波電力に起因するセルフバイアス電圧を発生させるだけでも、ライン４２ａ，４２ｂに
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弱いエッチングを施すことができるので、イオン引き込み用の高周波電力は０Ｗであって
もよい。
【００５２】
　上述した図３の処理では、ライン３８ａの選択的除去（アッシング）、及ライン４２ａ
，４２ｂ（Ｓｉ酸化膜４０）のエッチングをそれぞれ１回のみ行ったが、上記アッシング
及ライン４２ａ，４２ｂのエッチングを交互に繰り返してもよい。この場合、ライン４０
ａにおいてライン３８ａが途中まで除去され、空間４１の上部を除いて該空間４１が拡大
されて非対称形状が発生し始めると、上記アッシングを一旦中断してライン４２ａ，４２
ｂのエッチングを行う。このとき、発生し始めた先端屈曲部分が除去される。その後、再
び、上記アッシングを開始し、残りのライン３８ａを選択的に除去する。これにより、ア
ッシングにおいて非対称形状が成長するのを抑制することができる。なお、上記アッシン
グ及ライン４２ａ，４２ｂのエッチングの繰り返し回数はこれに限られない。
【００５３】
　上述したウエハＷでは、Ｓｉ酸化膜４０がＣＶＤ処理によって形成されたが、ウエハＷ
においてフォトレジスト膜３８の各ライン３８ａの幅を縮小することなく、ＢＴＢＡＳ等
のＳｉ含有ガス、並びに酸素ラジカルを用いたＭＬＤ（Molecular Layer Deposition）に
よってＳｉ酸化膜４０を形成してもよい。この場合、Ｓｉ酸化膜４０の形成においてフォ
トレジスト膜３８中のＣが消費されるため、各ライン３８ａの幅は縮小する。したがって
、Ｓｉ酸化膜４０の形成とフォトレジスト膜３８の各ライン３８ａの幅の縮小を同時に行
うことができる。
【００５４】
　上述した図３の処理では、硬質膜としてＳｉ酸化膜４０が用いられたが、硬質膜として
は凡そフォトレジスト膜３８及び被処理膜３７に対して選択比を確保できる膜であればよ
く、例えば、ＳＯＧ（Spin On Glass）膜やＳｉＣ膜であってもよい。
【００５５】
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る基板処理方法について説明する。
【００５６】
　本実施の形態は、その構成や作用が上述した第１の実施の形態と基本的に同じであり、
極小ピッチライン形成処理が施されるウエハがフォトレジスト膜の下にＳｉ酸化膜を有す
る点で上述した第１の実施の形態と異なるのみである。したがって、重複した構成、作用
については説明を省略し、以下に異なる構成、作用についての説明を行う。
【００５７】
　図５は、本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理が施され
るウエハの構造を概略的に示す拡大断面図である。
【００５８】
　図５において、ウエハＷ１は、被処理膜３７（処理対象膜）の上に形成されたＳｉ酸化
膜４５（第１の硬質膜）と、該Ｓｉ酸化膜４５の上に形成されたフォトレジスト膜３８を
備える。フォトレジスト膜３８は、幅が約３０ｎｍの複数のライン３８ａからなり、各所
において被処理膜３７を露出させる開口部３９を有する。
【００５９】
　図６は、本実施の形態に係る基板処理方法としての極小ピッチライン形成処理を示す工
程図である。
【００６０】
　図６において、まず、ウエハＷ１を準備し（図６（Ａ））、図３の処理におけるＣＶＤ
処理を実行して各ライン３８ａ及び開口部３９において露出するＳｉ酸化膜４５をＳｉ酸
化膜４０（第２の硬質膜）で覆い（図６（Ｂ））、さらに、図３の処理における１回目の
ＣＦ４ガスのプラズマによるエッチングをＳｉ酸化膜４０に施し（第１のエッチングステ
ップ）、ライン４０ａの頂部を除去して内部のライン３８ａを露出させ、且つライン４０
ａ間のＳｉ酸化膜４０を除去して開口部３９においてＳｉ酸化膜４５を露出させる（図６
（Ｃ））。
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【００６１】
　次いで、図３の処理におけるアッシングを露出したライン３８ａに施して、該ライン３
８ａを選択的に除去し、空間４１を形成する（アッシングステップ）、このときもライン
４０ａから転換された一対のライン４２ａ，４２ｂは非対称形状を呈するように成形され
る（図６（Ｄ））。
【００６２】
　次いで、図３の処理における２回目のＣＦ４ガスのプラズマによるエッチングを一対の
ライン４２ａ，４２ｂに施す（第２のエッチングステップ）。このとき、一対のライン４
２ａ，４２ｂが形成する先端屈曲部分が集中的に除去されて各ライン４２ａ，４２ｂはそ
れぞれ左右対称形状に成形される。しかしながら、各ライン４２ａ，４２ｂは高さが縮小
されるため、例えば、図３の処理が施されるウエハＷでは、エッチングを長い時間に亘っ
て継続するとＳｉ酸化膜４０の除去量が多く、各ライン４２ａ，４２ｂが潰れ、各ライン
４２ａ，４２ｂの間の間隙の形状を正常に保つことができなくなり、続く被処理膜３７の
エッチングにおいて各ライン４２ａ，４２ｂがマスク膜として機能しなくなる虞がある。
【００６３】
　一方、ウエハＷ１では、各ライン４２ａ，４２ｂの下にＳｉ酸化膜４５が形成されてお
り、一対のライン４２ａ，４２ｂのエッチングの際、開口部３９において露出するＳｉ酸
化膜４５は除去されるものの、各ライン４２ａ，４２ｂの下のＳｉ酸化膜４５は除去され
ないので、一対のライン４２ａ，４２ｂをＳｉ酸化膜４５に転写することができ、結果と
して間の間隙の形状を正常に保つことができる一対のライン４６ａ，４６ｂを得ることが
できる（図６（Ｅ））。
【００６４】
　次いで、図３の処理における被処理膜３７のエッチングを実行する（第３のエッチング
ステップ）。このとき、各ライン４２ａ，４２ｂは非対称形状を呈さず、また、一対のラ
イン４６ａ，４６ｂはその間の間隙の形状を正常に保つので、被処理膜３７における開口
部４４は断面形状が乱れることがなく、その断面形状は被処理膜３７に対して確実に垂直
な矩形形状を呈する（図６（Ｆ））。
【００６５】
　図６の処理によれば、各ライン３８ａを覆うＳｉ酸化膜４０にエッチングが施されて各
ライン３８ａが露出されるとともに開口部３９においてＳｉ酸化膜４５が露出され、該露
出した各ライン３８ａが選択的に除去された後、残存するＳｉ酸化膜４０（一対のライン
４２ａ，４２ｂ）及び露出したＳｉ酸化膜４５にエッチングが施されるので、一対のライ
ン４２ａ，４２ｂにおける先端屈曲部分が集中的に除去されてライン４２ａ，４２ｂはそ
れぞれほぼ左右対称形状を呈するようになるとともに、該ライン４２ａ，４２ｂの下にお
いて間の間隙の形状を正常に保つ一対のライン４６ａ，４６ｂが形成される。その結果、
被処理膜３７をエッチングする際、被処理膜３７において形状の乱れが少ない開口部４４
を確実に形成することができる。
【００６６】
　上述した各実施の形態において極小ピッチライン形成処理が施される基板は半導体デバ
イス用のウエハに限られず、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）等を含むＦＰＤ（Flat
　Panel　Display）等に用いる各種基板や、フォトマスク、ＣＤ基板、プリント基板等で
あってもよい。
【００６７】
　また、本発明の目的は、上述した各実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログ
ラムコードを記録した記憶媒体を、コンピュータ（例えば、制御部）に供給し、コンピュ
ータのＣＰＵが記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出して実行することによっ
ても達成される。
【００６８】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した各実施の形態の
機能を実現することになり、プログラムコード及びそのプログラムコードを記憶した記憶
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【００６９】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、ＲＡＭ、ＮＶ－ＲＡＭ
、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ＋ＲＷ）等の光ディスク、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、他のＲＯＭ等の上記
プログラムコードを記憶できるものであればよい。或いは、上記プログラムコードは、イ
ンターネット、商用ネットワーク、若しくはローカルエリアネットワーク等に接続される
不図示の他のコンピュータやデータベース等からダウンロードすることによりコンピュー
タに供給されてもよい。
【００７０】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記各実施
の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、ＣＰＵ上
で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部又は全部を行い
、その処理によって上述した各実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【００７１】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した各実施の
形態の機能が実現される場合も含まれる。
【００７２】
　上記プログラムコードの形態は、オブジェクトコード、インタプリタにより実行される
プログラムコード、ＯＳに供給されるスクリプトデータ等の形態から成ってもよい。
【符号の説明】
【００７３】
Ｗ，Ｗ１　ウエハ
１０　プラズマ処理装置
１２　サセプタ
１８　第１の高周波電源
３７　被処理膜
３８　フォトレジスト膜
３８ａ，４０ａ，４２ａ，４２ｂ，４６ａ，４６ｂ　ライン
３９，４３，４４　開口部
４０，４５　Ｓｉ酸化膜
４１　空間
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