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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルムをパターン化する方法であって、
　フォトレジスト層をデバイス層上に形成する工程と、
　前記フォトレジスト層をパターン化して、各々が側壁及び端部を有する一連のラインか
ら成るフォトレジストテンプレートマスクを形成する工程と、
　スペーサ形成材料層を、前記フォトレジストテンプレートマスク上に堆積する工程と、
　前記スペーサ形成材料層をエッチングして、スペーサマスクを形成し、前記フォトレジ
ストテンプレートマスクを露出する工程であって、前記スペーサマスクは、前記フォトレ
ジストテンプレートマスクの前記一連のラインの各ラインの前記側壁に隣接したスペーサ
ラインと、前記フォトレジストテンプレートマスクの前記一連の線の各線の端部の周りを
覆うスペーサ端部を有する工程と、
　前記スペーサマスクをトリミングして、前記スペーサラインを除去するのではなく、前
記スペーサ端部を除去することによって、トリミングされたスペーサマスクを形成する工
程と、
　前記スペーサマスクをトリミングした後、前記フォトレジストテンプレートマスクを除
去する工程と、
　前記フォトレジストテンプレートマスクを除去した後、前記トリミングされたスペーサ
マスクの画像を、前記デバイス層に転写する工程とを含む方法。
【請求項２】
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　前記スペーサ形成材料層が凝縮プロセスにより形成され、前記フォトレジストテンプレ
ートマスクが昇華プロセスにより除去される請求項１記載の方法。
【請求項３】
　アモルファスカーボンハードマスク層が前記デバイス層上及び前記フォトレジスト層下
に配置され、前記トリミングされたスペーサマスクの前記画像は、前記画像が前記デバイ
ス層に転写される前に、前記アモルファスカーボンハードマスクに転写される請求項１記
載の方法。
【請求項４】
　上部ハードマスク層が、前記アモルファスカーボンハードマスク層上及び前記フォトレ
ジスト層下に配置され、前記トリミングされたスペーサマスクの前記画像は、前記画像が
前記アモルファスカーボンハードマスク層に転写される前に、前記上部ハードマスク層に
転写され、前記上部ハードマスク層が、窒化ケイ素、アモルファスシリコン及び多結晶シ
リコンからなる群より選択される材料を含み、前記フォトレジストテンプレートマスクを
除去する工程が、Ｏ２を用いてエッチングする工程を含む請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記スペーサ形成材料層が酸化ケイ素又は炭素ドープ酸化ケイ素を含み、前記スペーサ
形成材料層をエッチングして、前記スペーサマスクを形成する工程が、Ｃ４Ｆ８、ＣＨ２

Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスによるドライエッチングプロセスを用い
る工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　フィルムをパターン化する方法であって、
　フォトレジスト層をデバイス層上に形成する工程と、
　前記フォトレジスト層をパターン化して、各々が側壁及び端部を有する一連のラインか
ら成るフォトレジストテンプレートマスクを形成する工程と、
スペーサ形成材料層を、前記フォトレジストテンプレートマスク上に堆積する工程と、
　前記スペーサ形成材料層をエッチングして、スペーサマスクを形成し、前記フォトレジ
ストテンプレートマスクを露出する工程であって、前記スペーサマスクは、前記フォトレ
ジストテンプレートマスクの前記一連のラインの各ラインの前記側壁に隣接したスペーサ
ラインと、前記フォトレジストテンプレートマスクの前記一連の線の各線の端部の周りを
覆うスペーサ端部を有する工程と、
　前記スペーサマスクをトリミングして、前記スペーサラインを除去するのではなく、前
記スペーサ端部を除去することによって、トリミングされたスペーサマスクを形成する工
程と、
　前記スペーサマスクをトリミングした後、前記デバイス層又は前記スペーサマスクを溶
融することなく、昇華により、前記フォトレジストテンプレートマスクを除去するのに十
分な温度まで、前記フォトレジストテンプレートマスクを加熱する工程と、
　前記フォトレジストテンプレートマスクを除去するのに十分な温度まで、前記フォトレ
ジストテンプレートマスクを加熱した後、前記トリミングされたスペーサマスクの画像を
、前記デバイス層に転写する工程とを含む方法。
【請求項７】
　前記フォトレジストテンプレートマスクを加熱する工程が、摂氏約５５０度の温度まで
加熱する工程からなる請求項６記載の方法。
【請求項８】
　アモルファスカーボンのハードマスク層が、前記デバイス層の上かつ前記フォトレジス
ト層に下に配置され、前記トリミングされたスペーサマスクの前記画像は、前記画像を前
記デバイス層に転写する前に、前記アモルファスカーボンハードマスク層に転写される請
求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記フォトレジスト層は、２４８ｎｍのレジスト、１９３ｎｍのレジスト、１５７ｎｍ
のレジスト、ＥＵＶレジスト、ジアゾナフトキノン感光剤とのフェノール樹脂マトリック
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ス、ポリーシスーイソプレン、及びポリービニルーシンナメートから成る群より選択され
る材料から成る請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　最上部のハードマスク層は、前記アモルファスカーボンハードマスク層の上かつ前記フ
ォトレジスト層の下に配置され、前記トリミングされたスペーサマスクの前記画像は、前
記画像を前記アモルファスカーボンハードマスク層に転写する前に、前記最上部のハード
マスク層に転写され、前記最上部のハードマスク層は、窒化珪素、アモルファスシリコン
、及び多結晶シリコンから成る群より選択される材料から成る請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　前記スペーサ形成材料層が、酸化ケイ素又は炭素ドープ酸化ケイ素を含み、前記スペー
サ形成材料層をエッチングして、前記スペーサマスクを形成する工程が、Ｃ４Ｆ８、ＣＨ

２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスによるドライエッチングプロセスを用
いる工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項１２】
　フィルムをパターン化する方法であって、
　フォトレジスト層をデバイス層上に形成する工程と、
　前記フォトレジスト層をパターン化して、各々が側壁及び端部を有する一連のラインか
ら成るフォトレジストテンプレートマスクを形成する工程と、
　スペーサ形成材料層を、前記フォトレジストテンプレートマスクで直接凝縮する工程で
あって、前記フォトレジストテンプレートマスク及び前記デバイス層が、前記スペーサ形
成材料層の均一且つコンフォーマルな層を提供するのに十分低い温度に維持される工程と
、
　前記スペーサ形成材料層をエッチングして、スペーサマスクを形成し、前記フォトレジ
ストテンプレートマスクを露出する工程であって、前記スペーサマスクは、前記フォトレ
ジストテンプレートマスクの前記一連のラインの各ラインの前記側壁に隣接したスペーサ
ラインと、前記フォトレジストテンプレートマスクの前記一連の線の各線の端部の周りを
覆うスペーサ端部を有する工程と、
　前記スペーサマスクをトリミングして、前記スペーサラインを除去するのではなく、前
記スペーサ端部を除去することによって、トリミングされたスペーサマスクを形成する工
程と、
　前記スペーサマスクをトリミングした後、前記フォトレジストテンプレートマスクを除
去する工程と、
　前記フォトレジストテンプレートマスクを除去した後、前記トリミングされたスペーサ
マスクの画像を、前記デバイス層に転写する工程とを含む方法。
 
【請求項１３】
　前記フォトレジストテンプレートマスク及び前記デバイス層が、前記スペーサ形成材料
層の凝縮中、摂氏０～１００度の範囲の温度に維持される請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記スペーサ形成材料層が、５～１５％の範囲の炭素原子の原子濃度を有する炭素ドー
プ酸化ケイ素を含む請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記スペーサ形成材料層をエッチングして、前記スペーサマスクを形成する工程が、Ｃ

４Ｆ８、ＣＨ２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスによるドライエッチング
プロセスを用いる工程を含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記フォトレジストテンプレートマスクを除去する工程が、前記デバイス層又は前記ス
ペーサマスクを溶融することなく、昇華により、前記フォトレジストテンプレートマスク
を除去するのに十分な温度まで、前記フォトレジストテンプレートマスクを加熱する工程
を含む請求項１２記載の方法。
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【請求項１７】
　前記フォトレジストテンプレートマスクを加熱する工程が、摂氏約５５０度の温度まで
加熱する工程からなる請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　アモルファスカーボンのハードマスク層が、前記デバイス層の上かつ前記フォトレジス
ト層に下に配置され、前記トリミングされたスペーサマスクの前記画像は、前記画像を前
記デバイス層に転写する前に、前記アモルファスカーボンハードマスク層に転写される請
求項１２記載の方法。
【請求項１９】
　最上部のハードマスク層は、前記アモルファスカーボンハードマスク層の上かつ前記フ
ォトレジスト層の下に配置され、前記トリミングされたスペーサマスクの前記画像は、前
記画像を前記アモルファスカーボンハードマスク層に転写する前に、前記最上部のハード
マスク層に転写され、前記最上部のハードマスク層は、窒化珪素、アモルファスシリコン
、及び多結晶シリコンから成る群より選択される材料から成る請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記フォトレジストテンプレートマスクを除去する工程が、Ｏ２を用いてエッチングす
る工程を含む請求項１９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２００７年１０月２６日に出願された米国特許仮出願第６０／９８３，０５
８号の利益を主張し、この出願は引用により本明細書に一体化される。
【発明の背景】
【０００２】
１）発明の分野
　本発明は、半導体処理の分野に属する。
２）関連技術の説明
　過去数十年にわたって、集積回路のフィーチャーの縮小が、成長し続ける半導体業界を
支える駆動力となってきた。フィーチャーが縮小されればされるほど、半導体チップの限
られた有効面積での機能単位の密度を増大することができる。例えば、トランジスタのサ
イズを縮小すると、数多くの論理及びメモリデバイスをマイクロプロセッサに組み込むこ
とができ、より複雑な製品の製造につながる。
【０００３】
　しかしながら、問題なく縮小はできていない。マイクロ電子回路の基本構築ブロックの
寸法が減じ、特定の領域における基本構築ブロックが非常に多くなるにつれて、これらの
構築ブロックをパターン化するのに用いるリソグラフィープロセスに対する制限が多大な
ものとなってくる。特に、半導体スタックにパターン化されたフィーチャーの最小寸法（
限界寸法）と、かかるフィーチャー間の間隔にはトレードオフがある。図１Ａ～Ｃは、先
行技術による従来の半導体リソグラフィープロセスを示す断面図である。
【０００４】
　図１Ａを参照すると、フォトレジスト層１０４が半導体スタック１０２上に提供されて
いる。マスク又はレチクル１０６が、フォトレジスト層１０４上に配置されている。リソ
グラフィープロセスには、フォトレジスト層１０４を、図１Ａの矢印により示されるよう
に、特定の波長の光（ｈｖ）に露光することが含まれる。図１Ｂを参照すると、フォトレ
ジスト層１０４は、後に現像されて、半導体スタック１０２上にパターン化されたフォト
レジスト層１０８となっている。即ち、露光されたフォトレジスト層１０４の部分が除去
されている。パターン化されたフォトレジスト層１０８の各フィーチャーの幅は、幅「ｘ
」で示されている。各フィーチャー間の間隔は、間隔「ｙ」で示されている。典型的に、
特定のリソグラフィープロセスに、フィーチャー間の間隔に等しい、即ち、図１Ｂに示す
ようにｘ＝ｙの限界寸法を有するフィーチャーとなるという制限がある。
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【０００５】
　図１Ｃを参照すると、フィーチャーの限界寸法（即ち、幅「ｘ」）が減じて、半導体ス
タック１０２上にパターン化されたフォトレジスト層１１０が形成される。限界寸法は、
図１Ａに図示するリソグラフィー工程中、フォトレジスト層１０４を過露光したり、図１
Ｂからパターン化されたフォトレジスト層１０８を後にトリミングすることにより収縮で
きる。しかしながら、限界寸法のこの減少は、図１Ｃの間隔「ｙ」に示されるように、フ
ィーチャー間の間隔の増加を犠牲にして成り立っている。即ち、パターン化フォトレジス
ト層１１０からの各フィーチャーの最小達成可能寸法と、各フィーチャー間の間隔の間に
トレードオフがある。
【０００６】
　ここには、半導体リソグラフィープロセスの頻度を倍にする方法が記載されている。
【詳細な説明】
【０００７】
　半導体リソグラフィープロセスの頻度を倍にする方法が記載されている。以下の説明に
おいて、製造条件や材料レジーム等の数多くの具体的な詳細が規定されている。本発明を
詳細に理解するためのものである。当業者であれば、本発明は、これらの具体的な詳細な
しでも実施できることは明白であろう。他の例では、周知の構成、例えば、集積回路設計
レイアウトやフォトレジスト現像プロセス等は、本発明を不必要に不明瞭にしないために
、詳細には説明しない。更に、図面に示す様々な実施形態は、例示であり、必ずしも縮尺
は合っていないものと考えられる。
【０００８】
　ここに開示されているのは、フォトレジストテンプレートマスクを用いて、リソグラフ
ィープロセスの頻度を倍にする方法である。層状構造が提供されており、層状構造にはフ
ォトレジスト層が形成されている。一実施形態において、フォトレジスト層をパターン化
して、フォトレジストテンプレートマスクを形成し、層状構造の一部を露出する。次に、
スペーサ形成材料層を、フォトレジストテンプレートマスク上及び層状構造の露出部分上
に堆積する。一実施形態において、スペーサ形成材料層をエッチングして、スペーサマス
クを形成し、フォトレジストテンプレートマスクを露出する。フォトレジストテンプレー
トマスクは、次に除去してもよい。具体的な実施形態において、スペーサマスクの層は、
最終的に、層状構造に転写される。
【０００９】
　フォトレジストテンプレートマスクを頻度倍増スキームで用いると、かかる統合スキー
ムで必要なプロセス構成の数が最少になる。例えば、本発明の一実施形態によれば、フォ
トレジストテンプレートマスクは、スペーサマスクの形成の基礎として用いられる。この
ように、まず、フォトレジスト層をパターン化してから、パターン化されたフォトレジス
ト層をマスク層に転写して、テンプレートマスクを形成する代わりに、パターン化された
フォトレジスト層自体を、テンプレートマスクとして直接用いる。一実施形態において、
フォトレジストテンプレートマスクのフィーチャーの頻度が、後にスペーサマスクを製造
することにより倍になる。例えば、本発明の実施形態によれば、フォトレジストテンプレ
ートマスクの側壁近傍に形成されたスペーサラインを有するスペーサマスクが製造される
。即ち、フォトレジストテンプレートマスクの各ラインについて、スペーサマスクの２つ
のスペーサラインが生成される。各ラインについて実質的に同じ限界寸法（即ち、同じフ
ィーチャー幅）を与えるが、特定の領域におけるラインの密度が倍のスペーサマスクは、
このように、フォトレジストテンプレートマスクの除去の際に製造される。例えば、一実
施形態において、フォトレジストテンプレートマスクのピッチは、４となるように選択し
て、ピッチが２のスペーサマスクを最終的に与える。
【００１０】
　フォトレジストテンプレートマスクを直接用いると、フォトレジスト層とは異なる層に
、テンプレートマスクを製造する必要性を排除できるものの、フォトレジストテンプレー
トマスクを様々なプロセス条件に晒す時は、注意を要する。例えば、本発明の実施形態に
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よれば、フォトレジストテンプレートマスクは、高温プロセス工程に感度がある、即ち、
高温プロセス工程に晒されると劣化する。このように、スペーサ形成材料層（スペーサマ
スクを形成するのに最終的に用いられる材料）をフォトレジストテンプレートマスクに堆
積する時、低温堆積技術を用いるのが望ましい。一実施形態において、低温凝縮プロセス
を用いて、スペーサ形成材料層を、フォトレジストテンプレートマスク上に堆積する。本
発明の他の実施形態によれば、フォトレジストテンプレートマスクが、アモルファスカー
ボンハードマスク層上に直接形成される。フォトレジストテンプレートマスクは、アモル
ファスカーボンハードマスク層のエッチング特性と同様のエッチング特性を有するため、
フォトレジストテンプレートマスクを、エッチングプロセスにより除去するのは実際的で
はない。しかしながら、一実施形態において、フォトレジストテンプレートマスクの熱特
性は、アモルファスカーボンハードマスク層の熱特性とは実質的に異なる。熱特性のこの
差を利用して、フォトレジストテンプレートマスクを、アモルファスカーボンハードマス
ク層から選択的に除去してよい。具体的な実施形態において、フォトレジストテンプレー
トマスクは、昇華プロセスにより、アモルファスカーボンハードマスクハードマスク層に
対して高選択性で除去される。
【００１１】
　半導体リソグラフィープロセスの頻度は、フォトレジストテンプレートマスクを用いる
ことにより倍にできる。図２は、本発明の実施形態による、頻度倍増製造プロセスにおけ
る一連の操作を示すフローチャート２００である。図３Ａ～Ｇは、本発明の実施形態によ
る層状構造に適用された図２のフローチャート２００の一連の操作を示す断面図である。
【００１２】
　フローチャート２００の操作２０２及び対応の図３Ａを参照すると、フォトレジスト層
３０２が上に形成された構造３００が提供される。本発明の一実施形態によれば、構造３
００の少なくとも一部は、フォトレジストテンプレートマスクを組み込むプロセスを用い
ることにより、最終的にパターン化される。一実施形態において、図３Ａに示す通り、構
造３００は層状構造である。デバイス層は、フォトレジストテンプレートマスクを直接形
成することにより、パターン化されてもよい。或いは、デバイス層上にあるハードマスク
構造をまずパターン化し、後に、パターンを、ハードマスク構造からデバイス層へ転写し
てもよい。このように、具体的な実施形態において、構造３００は、図３Ａに示す通り、
第１のハードマスク層３０４、第２のハードマスク層３０６及びデバイス層３０８を含む
。特定の実施形態において、第１のハードマスク層３０４及び第２のハードマスク層３０
６は、パターン化プロセス後に除去され、デバイス層３０８はパターン化され、最終的に
保持される。
【００１３】
　フォトレジスト層３０２は、リソグラフィープロセスに用いるのに好適な材料で構成す
ればよい。即ち、フォトレジスト層３０２は、最終的に光源に露光された後、現像される
。一実施形態において、光源に露光されるフォトレジスト層３０２の部分が、フォトレジ
スト層３０２現像の際に除去される。即ち、フォトレジスト層３０２は、正のフォトレジ
スト材料から構成されている。具体的な実施形態において、フォトレジスト層３０２は、
２４８ｎｍのレジスト、１９３ｎｍのレジスト、１５７ｎｍのレジスト、超紫外線（ＥＵ
Ｖ）レジスト及びジアゾナフトキノン感光剤とのフェノール樹脂マトリックスからなる群
より選択される正のフォトレジスト材料から構成されている。他の実施形態において、光
源に露光されるフォトレジスト層３０２の部分は、フォトレジスト層３０２現像の際に保
持される。即ち、フォトレジスト層３０２は、負のフォトレジスト材料から構成されてい
る。具体的な実施形態において、フォトレジスト層３０２は、ポリ－シス－イソプレン及
びポリ－ビニル－シンナメートからなる群より選択される負のフォトレジスト材料から構
成されている。フォトレジスト層３０２の厚さは、後に形成されたスペーサマスクが形成
されたスペーサマスクラインが壊れないよう十分に薄く、スペーサマスクラインの限界寸
法コントロールができるよう十分に厚い。一実施形態において、フォトレジスト層３０２
の厚さは、後に形成されたスペーサマスクのターゲットとするライン幅の４．０６～５．
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６２５倍の範囲である。
【００１４】
　第１のハードマスク層３０４は、フォトレジストテンプレートマスクに基づいてスペー
サマスクを形成するのに用いるエッチングプロセスに耐えるのに好適な、即ち、フォトレ
ジストテンプレートマスクに基づいたスペーサマスクの形成中、第２のハードマスク層３
０６を保護するのに好適な材料で構成されていればよい。本発明の実施形態によれば、後
に形成されたスペーサマスクは、酸化ケイ素で構成されており、第１のハードマスク層３
０４は、窒化ケイ素、アモルファスシリコン及び多結晶シリコンからなる群より選択され
る材料で構成されている。第１のハードマスク層３０４の厚さは、ピンホールを排除する
のに十分に厚い。ピンホールは、スペーサマスクを形成するのに用いるエッチングプロセ
スにとって、第２のハードマスク層３０６を露出するため望ましくない。一実施形態にお
いて、第１のハードマスク層３０４の厚さは、１５～４０ナノメートルの範囲である。
【００１５】
　第２のハードマスク層３０６は、スペーサマスクの転写画像に基づいて、パターン化マ
スクを形成するのに好適な材料で構成されていればよい。本発明の実施形態によれば、第
２のハードマスク層３０６は、フォトレジスト層３０２のエッチング特性と同様のエッチ
ング特性を有している。このように、一実施形態において、第２のハードマスク層３０６
は、図３Ｂ及び３Ｅに関して後述する通り、フォトレジスト層３０２トリミング又は除去
プロセス中、第１のハードマスク層３０４により保護される。例えば、具体的な実施形態
において、フォトレジスト層３０２及び第２のハードマスク層３０６は、実質的に炭素原
子から構成されている。一実施形態において、第２のハードマスク層３０６は、炭化水素
前駆体分子を用いて、化学蒸着プロセスから形成されたｓｐ３（ダイヤモンドライク）－
、ｓｐ２（グラファイト）－及びｓｐ１（熱分解）－ハイブリダイズドカーボン原子の混
合物から実質的になる。かかるフィルムは、アモルファスカーボンフィルムとして業界で
は公知である。その一例は、アプライドマテリアルズ製アドバンスドパターン化フィルム
（商標名）（ＡＰＦ（商標名））である。本発明の実施形態において、第２のハードマス
ク層３０６は、アモルファスカーボンフィルムであり、フォトレジスト層３０２の熱特性
とは異なる熱特性を有している。一実施形態において、熱特性のこの差を利用して、フォ
トレジスト層３０２を、アモルファスカーボンフィルムから構成された第２のハードマス
ク層３０６から選択的に除去する。第２のハードマスク層３０６の厚さは、後に形成され
るパターン化マスクに用いるのに、実際的なアスペクト比を与えるのに好適な厚さである
。特定の実施形態において、第２のハードマスク層３０６の厚さは、後に形成されるパタ
ーン化マスクの各ラインのターゲットとする幅の３．１２５～６．８７５倍の範囲である
。
【００１６】
　デバイス層３０８は、デバイス製造又は倍頻度マスクを必要とする他の構造製造（例え
ば、半導体構造、ＭＥＭＳ構造及び金属線構造）に望ましい層であればよい。例えば、本
発明の実施形態によれば、デバイス層３０８は、明確に定義された半導体構造のアレイへ
と好適にパターン化できる厚さを有する材料で構成されている。一実施形態において、デ
バイス層３０８は、ＩＶ族系材料又はＩＩＩ－Ｖ材料で構成されている。更に、デバイス
層３０８は、明確に定義された半導体構造のアレイへと好適にパターン化できるモルホロ
ジーを有する。一実施形態において、デバイス層３０８のモルホロジーは、アモルファス
、単結晶及び多結晶からなる群より選択される。一実施形態において、デバイス層３０８
は、電荷担体ドーパント不純物原子を含む。具体的な実施形態において、デバイス層３０
８は、５０～１０００ナノメートルの範囲の厚さを有する。デバイス層３０８は金属から
構成されている。一実施形態において、デバイス層３０８は、これらに限られるものでは
ないが、金属窒化物、金属炭化物、金属ケイ化物、ハフニウム、ジルコニウム、チタン、
タンタル、アルミニウム、ルテニウム、パラジウム、白金、コバルト、銅及びニッケルを
含む金属種から構成されている。デバイス層３０８は、更に、基板３１０上にあってもよ
い。基板３１０は、製造プロセスに耐えるのに好適な材料で構成されていればよい。一実
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施形態において、基板３１０は、可撓性プラスチックシートから構成されている。基板３
１０は更に、製造プロセスに耐えるのに好適で、半導体層が好適には上にある材料で構成
されていてもよい。一実施形態において、基板３１０は、結晶シリコン、ゲルマニウム又
はシリコン／ゲルマニウム等のＩＶ族系材料で構成されている。他の実施形態において、
基板３１０は、ＩＩＩ－Ｖ材料で構成されている。基板３１０はまた、絶縁層を含んでい
てもよい。一実施形態において、絶縁層は、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素及び
高－ｋ誘電体層からなる群より選択される材料で構成されている。
【００１７】
　フローチャート２００の操作２０４及び対応の図３Ｂを参照すると、フォトレジスト層
３０２がパターン化されて、フォトレジストテンプレートマスク３１２が形成される。構
造３００の一部、及び、特に、第１のハードマスク層３０４の上面の一部を、図３Ｂに示
す通り、フォトレジスト層３０２のパターン化の際に露出する。
【００１８】
　フォトレジスト層３０２をパターン化して、第１のハードマスク層３０２の所望の部分
を露出しながら、フォトレジストテンプレートマスク３１２に良好に定義されたフィーチ
ャーを提供するのに好適な方法により、フォトレジストテンプレートマスク３１２を形成
する。本発明の実施形態によれば、フォトレジスト層３０２をパターン化して、２４８ｎ
ｍリソグラフィー／現像、１９３ｎｍリソグラフィー／現像、１５７ｎｍリソグラフィー
／現像、超紫外線（ＥＵＶ）リソグラフィー／現像及び直接書き込みリソグラフィー／現
像からなる群より選択されるリソグラフィー／現像プロセスにより、フォトレジストテン
プレートマスク３１２を形成する。
【００１９】
　フォトレジストテンプレートマスク３１２は、スペーサマスク製造プロセスに用いるの
に好適な寸法を有していればよい。本発明の実施形態によれば、フォトレジストテンプレ
ートマスク３１２の各フィーチャーの幅「ｘ」を選択する。これは、後に形成される半導
体デバイスフィーチャーの所望の限界寸法と実質的に相互に関連している。例えば、一実
施形態において、フォトレジストテンプレートマスク３１２の各フィーチャーの幅「ｘ」
を選択して、ゲート電極の所望の限界寸法と相互に関連させる。一実施形態において、幅
「ｘ」は、１０～１００ナノメートルの範囲である。ライン「ｙ」間の間隔を選択して、
頻度倍増スキームを最適化してもよい。即ち、本発明の実施形態によれば、後に製造され
るスペーサマスクは、スペーサマスクのスペーサラインの幅が、フォトレジストテンプレ
ートマスク３１２の各フィーチャーの幅「ｘ」と実質的に同じとなるようにする。更に、
後に形成されるスペーサライン間の間隔は、各スペーサ領域の幅と実質的に等しくなるよ
うにする。このように、一実施形態において、頻度は、最終的に倍になるため、フォトレ
ジストテンプレートマスク３１２中の各フィーチャー間の間隔「ｙ」は、図３Ｂに示す通
り、値「ｘ」の３倍に略等しい。即ち、フォトレジストテンプレートマスク３１２のピッ
チは、約４となるように選択し、ピッチが約２のスペーサラインのスペーサマスクを最終
的に提供する。
【００２０】
　フォトレジストテンプレートマスク３１２のフィーチャーの約３：１の間隔：幅比は、
リソグラフィープロセスの露光工程で、正のフォトレジスト層を過露光したり、リソグラ
フィー／現像プロセスの後、フォトレジスト層３０２をトリミングすることにより達成さ
れる。一実施形態において、フォトレジストテンプレートマスク３１２は、１９３ｎｍの
正のフォトレジストから構成されており、Ｏ２ガスベースのプラズマエッチング化学を用
いることにより、トリミング後現像される。トリミングプロセスはまた、第２のハードマ
スク層３０６にも影響するため、本発明の実施形態によれば、第１のハードマスク層３０
４を存在させて、かかるトリミングプロセス中、第２のハードマスク層３０６を保護する
。
【００２１】
　フローチャート２００の操作２０６及び図３Ｃを参照すると、スペーサ形成材料層３２
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０が、フォトレジストテンプレートマスク３１２及び第１のハードマスク層３０４の露出
部分上にコンフォーマルに堆積する。スペーサ形成材料層３２０は、フォトレジストテン
プレートマスクに基づく頻度倍増スキームに用いるスペーサマスクに最終的になる材料源
である。
【００２２】
　スペーサ形成材料層３２０は、フォトレジストテンプレートマスク３１２と相溶性があ
り、後のエッチングプロセスで用いるのに信頼性のあるマスクを形成するのに好適な材料
で構成されていればよい。フォトレジストテンプレートマスク３１２を直接用いると、フ
ォトレジスト層とは異なる層に、テンプレートマスクを製造する必要性を排除できるもの
の、本発明の実施形態によれば、フォトレジストテンプレートマスク３１２を様々なプロ
セス条件に晒す時は、注意を要する。例えば、一実施形態において、フォトレジストテン
プレートマスク３１２は、典型的にスペーサ形成材料層を堆積するのに用いられる高温（
例えば、従来の化学蒸着技術で用いられる摂氏１２０度を超える温度）に晒されると劣化
する。このように、スペーサ形成材料層３２０を堆積する時、低温堆積技術を用いるのが
望ましい。例えば、一実施形態において、スペーサ形成材料層３２０を、フォトレジスト
テンプレートマスク３１２のガラス転移温度より低い温度で堆積する。本発明の一実施形
態によれば、低温凝縮プロセスを用いて、フォトレジストテンプレートマスク３１２上に
スペーサ形成材料層３２０を堆積する。凝縮プロセスは、ガス状前駆体からの材料層の堆
積が、ガス状前駆体の温度に対して冷たい表面に、得られる材料層が堆積することにより
なされるプロセスであればよい。例えば、一実施形態において、フォトレジストテンプレ
ートマスク３１２及び構造３００は、フォトレジストテンプレートマスク３１２上でのス
ペーサ形成材料層３２０の凝縮中、摂氏０～１００度の範囲の温度に維持される。具体的
な実施形態において、凝縮プロセスは、約６０秒未満の間にわたって、０～１００度の範
囲の温度で実施される。一実施形態において、フォトレジストテンプレートマスク３１２
及び構造３００は、フォトレジストテンプレートマスク３１２上でのスペーサ形成材料層
３２０の凝縮中、摂氏８０度未満の温度に維持される。具体的な実施形態において、凝縮
プロセスは、約９０秒未満の間にわたって、約８０度未満の温度で実施される。特定の実
施形態において、スペーサ形成材料層３２０は、凝縮プロセスにより形成された酸化ケイ
素から構成されている。他の特定の実施形態において、スペーサ形成材料層３２０は、５
～１５％の範囲の炭素原子の原子濃度を有し、凝縮プロセスにより形成された炭素ドープ
酸化ケイ素で構成されている。一実施形態において、スペーサ形成材料層３２０は、炭素
原子７％の原子濃度を有する炭素ドープ酸化ケイ素で構成されている。他の実施形態にお
いて、高濃度のＯ３を用いることによって、スペーサ形成材料層３２０の極めてコンフォ
ーマルな凝縮堆積がなされる。
【００２３】
　スペーサ形成材料層３２０の厚さを選択して、後に形成されるスペーサマスクのフィー
チャーの幅を決める。このように、本発明の実施形態によれば、スペーサ形成材料層３２
０の厚さは、図３Ｃに図示する通り、フォトレジストテンプレートマスク３１２のフィー
チャーの幅と実質的に同じである。頻度倍増スキームについては、スペーサ形成材料層３
２０の理想的な厚さは、フォトレジストテンプレートマスク３１２のフィーチャーの幅と
同じであるが、初期のターゲットとする幅は、スペーサ形成材料層３２０を後にパターン
化するために用いるエッチングプロセスを補うために、僅かに厚くする必要がある。一実
施形態において、スペーサ形成材料層３２０の厚さは、フォトレジストテンプレートマス
ク３１２のフィーチャーの幅の約１．０６倍、即ち、後に形成されるスペーサマスクのラ
インの所望のフィーチャー幅の１．０６倍である。
【００２４】
　フローチャート２００の操作２０８及び対応の図３Ｄを参照すると、スペーサ形成材料
層３２０がエッチングされて、スペーサマスク３３０が提供される。スペーサマスク３３
０のラインは、フォトレジストテンプレートマスク３１２のフィーチャーの側壁とコンフ
ォーマルである。このように、スペーサマスク３００には、フォトレジストテンプレート
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マスク３１２の各ラインについて、２つのラインがある。構造３００の一部、特に、第１
のハードマスク層３０４の上面の一部は、図３Ｄに示す通り、スペーサ形成材料層３２０
をエッチングする際に、再び露出する。
【００２５】
　スペーサ形成材料層３２０をエッチングして、良好にコントロールされた寸法を与える
のに好適なプロセスにより、スペーサマスク３３０を提供する。例えば、一実施形態にお
いて、スペーサ形成材料層３２０をエッチングして、フォトレジストテンプレートマスク
３１２の限界寸法に略等しいスペーサを与えるプロセスによりスペーサマスク３３０を形
成する。本発明の実施形態によれば、フォトレジストテンプレートマスク３１２のフィー
チャーが露出するまで、即ち、フォトレジストテンプレートマスク３１２の上面を覆う全
ての部分が除去されるまで、スペーサ形成材料層３２０をエッチングする。一実施形態に
おいて、スペーサマスク３３０のラインが、図３Ｄに示す通り、フォトレジストテンプレ
ートマスク３１２のフィーチャーと実質的に同じ高さになるまで、スペーサ形成材料層３
２０をエッチングする。しかしながら、他の実施形態において、スペーサマスク３３０の
ラインは、フォトレジストテンプレートマスク３１２のフィーチャーの上面よりやや下に
リセスがある。これは、スペーサ形成材料層３２０の連続性が、スペーサマスク３３０の
ラインの上及びその間で途切れないようにするためである。スペーサ形成材料層３２０を
エッチングすると、スペーサマスク３３０のスペーサラインは、スペーサ形成材料層３２
０の元の厚さの大部分を保持する。特定の実施形態において、スペーサマスク３３０の各
ラインの上面の幅は、図３Ｄに示す通り、スペーサマスク３３０と第１のハードマスク層
３０４の界面の幅と実質的に同じである。
【００２６】
　スペーサマスク３３０を提供するためのスペーサ形成材料層３２０のエッチングを実施
して、第１のハードマスク層３０４に対して高エッチング選択性でスペーサマスク３３０
を形成して、第２のハードマスク層３０６を保護する。特定の実施形態において、第１の
ハードマスク層３０４は、窒化ケイ素、アモルファスシリコン及び多結晶シリコンからな
る群より選択される材料で構成されており、スペーサ形成材料層３２０は、酸化ケイ素又
は炭素ドープ酸化ケイ素で構成され、スペーサ形成材料層３２０をエッチングして、Ｃ４

Ｆ８、ＣＨ２Ｆ２及びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスによりドライエッチングプ
ロセスを用いて、スペーサマスク３３０を形成する。
【００２７】
　フローチャート２００の操作２１０及び対応の図３Ｅを参照すると、フォトレジストテ
ンプレートマスク３１２が除去されて、構造３００上にスペーサマスク３３０のみが残っ
ている。本発明の実施形態によれば、スペーサマスク３００を直接用いて、デバイス層を
パターン化する。他の実施形態において、スペーサマスク３３０は、デバイス層をパター
ン化するのに用いるエッチングプロセスに耐えられずに、スペーサマスク３３０の画像は
、まず、ハードマスク層に、それからデバイス層に転写される。一実施形態において、ハ
ードマスク層は、二重ハードマスク層である。具体的な実施形態において、構造３００の
一部、特に、フォトレジストテンプレートマスク３１２によりマスクされていた第１のハ
ードマスク層３０４の上面の一部が今度は、図３Ｅに示す通り、露出する。
【００２８】
　フォトレジストテンプレートマスク３１２は、フォトレジストテンプレートマスク３１
２により覆われていた第１のハードマスク層３０４の部分を完全に露出するのに好適なプ
ロセスにより除去すればよい。本発明の実施形態によって、フォトレジストテンプレート
マスク３１２を昇華プロセスにより除去する。昇華プロセスは、エッチングプロセス等の
化学変化に対し、物理変化である。フォトレジストテンプレートマスク３１２を除去する
のに用いる昇華プロセスは、フォトレジストテンプレートマスク３１２を気相に最終的に
変換するプロセスである。このように、昇華という用語は、固体を気相に直接変換するの
を説明するのに従来から用いられているが、ここでは、フォトレジストテンプレートマス
ク３１２の気相除去に最終的に導くプロセスを、昇華プロセスと呼ぶ。このように、本発
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明によれば、ガス状になるまで、フォトレジストテンプレートマスク３１２を加熱するが
、加熱の際、材料は、ガス状になる前に、液相及び気相からなる群より選択される中間相
を示す。特定の実施形態において、フォトレジストテンプレートマスク３１２は、摂氏約
５５０度の温度まで加熱することにより除去される。他の具体的な実施形態において、フ
ォトレジストテンプレートマスク３１２は、凝縮プロセスにより事前に形成されたスペー
サマスク３３０の特性及び寸法を大幅に変更しない十分に低い温度まで、十分に短い間、
加熱することにより除去される。更に、フォトレジストテンプレートマスク３１２は、ポ
リマーで構成されており、以前から固体材料としては定義されていない。それでも、ここ
では、昇華という用語は、ポリマーで構成されたフォトレジストテンプレートマスク３１
２の気相への変換を説明するのにも用いられる。
【００２９】
　本発明の変形実施形態によれば、フォトレジストテンプレートマスク３１２は、第２の
ハードマスク層３０６もエッチングするプロセスにより除去されるが、第１のハードマス
ク層３０４によりブロックされている。一実施形態において、フォトレジストテンプレー
トマスク３１２は、Ｏ２ガスベースのプラズマを用いるエッチング又はアッシングプロセ
スにより除去される。
【００３０】
　フローチャート２００の操作２１２及び対応の図３Ｆを参照すると、スペーサマスク３
３０の画像が、第１及び第２のハードマスク層３０４及び３０６に夫々転写されて、構造
３００にパターン化マスク３４０が形成される。パターン化マスク３４０は、第１のハー
ドマスク部分３４０Ａ及び第２のハードマスク部分３４０Ｂで構成されている。
【００３１】
　スペーサマスク３３０の画像は、転写プロセス中、スペーサマスク３３０のパターン及
び寸法を信頼性良く維持するのに好適なプロセスにより、第１及び第２のハードマスク層
３０４及び３０６に転写される。一実施形態において、スペーサマスク３３０の画像は、
単一工程エッチングプロセスで、第１及び第２のハードマスク層３０４及び３０６に転写
される。本発明の他の実施形態によれば、スペーサマスク３３０の画像は、夫々、２つの
異なるエッチング工程で、第１のハードマスク層３０４及び第２のハードマスク層に転写
される。一実施形態において、第１のハードマスク層３０４は、アモルファス又は多結晶
シリコンから実質的に構成されており、ガスＣＨＦ３を用いるドライエッチングによりエ
ッチングされて、第１のハードマスク部分３４０Ａを形成する。他の実施形態において、
第１のハードマスク層３０４は、窒化ケイ素で実質的に構成され、Ｃ４Ｆ８、Ｃｌ２及び
ＨＢｒからなる群より選択されるガスを用いたドライエッチングによりエッチングされて
、第１のハードマスク部分３４０Ａを形成する。
【００３２】
　本発明の実施形態によれば、スペーサマスク３３０の画像が、第２のエッチング工程に
おいて、第１のハードマスク部分３４０Ａから、第２のハードマスク層３０６まで転写さ
れる。第２のハードマスク層３０６、及びパターニングマスク３４０の第２のハードマス
ク３４０Ｂは、デバイス層３０８を後にパターン化するのに用いるエッチングプロセスに
実質的に耐える好適な材料で構成されていればよい。一実施形態において、第２のハード
マスク層３０６は、アモルファスカーボンから実質的になり、図３Ｆに示す通り、パター
ニングマスク３４０の各ラインについて、実質的に垂直な断面を維持するエッチングプロ
セスによりスペーサマスク３３０の画像でパターン化される。特定の実施形態において、
第２のハードマスク層３０６は、アモルファスカーボンで構成されており、Ｏ２およびＮ

２の組み合わせ、又はＣＨ４、Ｎ２及びＯ２の組み合わせからなる群より選択されるガス
を含むプラズマを用いるドライエッチングプロセスにより、パターン化マスク３４０の第
２のハードマスク部分３４０Ｂを形成する。スペーサマスク３３０また、図３Ｆに示す通
り、除去される。本発明の実施形態によれば、スペーサマスク３３０は、スペーサ形成材
料層３２０をエッチングするのに用いるエッチングプロセスと同様のエッチングプロセス
により除去して、図３Ｄに関連して記載した通りに、スペーサマスク３３０を提供する。
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このように、一実施形態において、スペーサマスク３３０は、Ｃ４Ｆ８、ＣＨ２Ｆ２及び
ＣＨＦ３からなる群より選択されるガスを用いるエッチングプロセスにより除去される。
パターン化マスク３４０の画像は、デバイス層３０８に転写されて、図３Ｇに示す通り、
パターン化されたデバイス層３５０を提供する。一実施形態において、パターン化された
デバイス層３５０は、基板３１０の上に配置される。
【００３３】
　このように、フォトレジストテンプレートマスクからのラインの頻度を倍にするライン
で構成されたパターン化マスク３４０を製造する方法について説明してきた。パターン化
マスク３４０を用いて、例えば、集積回路のためのデバイス製造について、デバイス層３
０８をパターン化することができる。本発明の実施形態によれば、パターン化マスク３４
０は、アモルファスカーボンから実質的になる第２のハードマスク部分３４０Ｂを有する
。デバイス層３０８をパターン化するのに用いるエッチングプロセス中、アモルファスカ
ーボン材料は、パッシベートされ、デバイス層３０８の全エッチング中、その画像及び寸
法性を保持することができる。従って、スペーサマスク３３０は、デバイス層３０８をパ
ターン化するのに所望の寸法を有しているが、スペーサマスク３３０の材料は、デバイス
層３０８への正確な画像転写に耐えるには好適ではなく、即ち、エッチングプロセス中に
劣化する恐れがある。従って、本発明の実施形態によれば、図３Ｅ及び３Ｆに関連して記
載した通り、スペーサマスク３３０の画像はまず、画像をデバイス層３０８に転写する前
に、アモルファスカーボンから実質的になる層へ転写される。
【００３４】
　スペーサマスク３３０の画像を、第１及び第２のハードマスク層３０４及び３０６へ転
写する前に、まず、スペーサマスク３３０をトリミングして、トリミングされたスペーサ
マスクを形成するのが望ましい。例えば、図３Ｄに関連して記載した通り、スペーサマス
ク３３０を形成するのに用いるエッチング工程において、スペーサマスク３３０からのス
ペーサラインは、フォトレジストテンプレートマスク３１２の近接するライン間を断絶さ
せた。しかしながら、フォトレジストテンプレートマスク３１２からの同じラインに関連
するスペーサマスク３３０のスペーサラインは、フォトレジストテンプレートマスク３１
２の各ラインの端部周囲で連続したままである。本発明の他の実施形態によれば、スペー
サマスク３３０のスペーサライン対間の連続性が、フォトレジストテンプレートマスク３
１２のライン端部周囲で絶たれると、後の半導体デバイス製造について設計レイアウトを
より柔軟にすることができる。図４は、本発明の実施形態によるスペーサマスクトリミン
グプロセスにおける工程を示す断面図である。一実施形態において、フォトレジスト４９
０の層は、スペーサマスク４３０及びフォトレジストテンプレートマスク４１２の上で堆
積及びパターン化される。一実施形態において、スペーサマスク４３０からスペーサライ
ン４８０の端部をエッチングして、フォトレジストテンプレートマスク４１２の除去前に
、トリミングされたスペーサマスクを形成する。変形実施形態において、スペーサマスク
４３０からスペーサライン４８０の端部をエッチングして、フォトレジストテンプレート
マスク４１２の除去後、トリミングされたスペーサマスクを形成する。特定の実施形態に
おいて、トリミングプロセスで用いるフォトレジスト層４９０は、後に、フォトレジスト
テンプレートマスク４１２の除去と同じ時に除去される。
【００３５】
　スペーサマスク３３０を形成する際、側壁フォトレジストテンプレートマスク３１２と
コンフォーマルなスペーサ形成材料層３２０の部分よりも上に保持されるのが望ましい。
このように、本発明の他の実施形態によれば、領域保護部分が、スペーサマスク３３０形
成中に保持される。図５は、本発明の実施形態による領域保護プロセスにおける工程を示
す断面図である。一実施形態において、フォトレジスト５９０層が、エッチング前に、ス
ペーサ形成材料層５３０上に配置される。スペーサマスク形成に用いるエッチング工程で
は除去されることになるスペーサ形成材料層５３０の一部は、かかる領域保護プロセスに
おいて保持される。このように、スペーサマスクは、領域保護部分を含んでいてもよい。
特定の実施形態において、領域保護プロセスに用いるフォトレジスト層５９０は、フォト
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レジストテンプレートマスク５１２の除去と同じ時に除去される。
【００３６】
　半導体リソグラフィープロセスの頻度は、露出したアモルファスカーボン層の存在下、
フォトレジストテンプレートマスクを用いることにより倍になる。図２は、本発明の実施
形態による頻度倍増製造プロセスにおける一連の操作を表すフローチャート２００である
。図６Ａ～Ｇは、本発明の実施形態により、層状構造として適用された、図２のフローチ
ャート２００の一連の操作を示す断面図である。
【００３７】
　フローチャート２００の操作２０２及び対応の図６Ａを参照すると、フォトレジスト層
６０２を有する構造６００が提供される。構造６００は、アモルファスカーボンハードマ
スク層６０６、デバイス層６０８及び基板６１０で構成されている。本発明の実施形態に
よれば、フォトレジスト層６０２は、図６Ａに示す通り、アモルファスカーボンハードマ
スク６０６上に直接形成される。フォトレジスト層６０２、デバイス層６０８及び基板６
１０は、図３Ａのフォトレジスト層３０２、デバイス層３０８及び基板３１０に関連して
夫々記載した材料及び寸法で構成されている。アモルファスカーボンハードマスク層６０
６は、図３Ａの第２のハードマスク層３０６に関連して記載したアモルファスカーボンフ
ィルム及び寸法で構成されている。
【００３８】
　フローチャート２００の操作２０４及び対応の図６Ｂを参照すると、フォトレジスト層
６０２がパターン化されて、フォトレジストテンプレートマスク６１２が形成される。構
造６００の一部、特に、アモルファスカーボンハードマスク層６０６の上面の一部が、図
６Ｂに示す通り、フォトレジスト層６０２のパターン化の際に露出する。フォトレジスト
層６０２をパターン化して、図３Ｂのフォトレジスト層３０２のパターン化に関して記載
した技術及び寸法により、フォトレジストテンプレートマスク６１２を形成する。しかし
ながら、本発明の実施形態によれば、アモルファスカーボンハードマスク層６０６の上面
が、フォトレジスト層６０２のパターン化の際に露出して、フォトレジストテンプレート
マスク６１２を形成するため、フォトレジスト層６０２の寸法をトリミングするのに用い
るＯ２ベースのプラズマによるトリミングプロセスは、アモルファスカーボンハードマス
ク層６０６に大きく影響しないよう十分に短い時間とする。
【００３９】
　フローチャート２００の操作２０６及び図６Ｃを参照すると、スペーサ形成材料層６２
０が、フォトレジストテンプレートマスク６１２及びアモルファスカーボンハードマスク
層６０６の露出部分上にコンフォーマルに堆積する。スペーサ形成材料層６２０は、フォ
トレジストテンプレートマスクに基づく頻度倍増スキームに用いるスペーサマスクに最終
的になる材料源である。スペーサ形成材料層６２０は、図３Ｃのスペーサ形成材料層３２
０に関連して記載した材料及び寸法で構成されている。このように、本発明の実施形態に
よれば、スペーサ形成材料層６２０は、低温凝縮プロセスにより堆積した材料で構成され
ている。
【００４０】
　フローチャート２００の操作２０８及び対応の図６Ｄを参照すると、スペーサ形成材料
層６２０がエッチングされて、スペーサマスク６３０が提供される。スペーサマスク６３
０のラインは、フォトレジストテンプレートマスク６１２のフィーチャーの側壁とコンフ
ォーマルである。このように、スペーサマスク６３０には、フォトレジストテンプレート
マスク６１２の各ラインについて、２つのラインがある。構造６００の一部、特に、アモ
ルファスカーボンハードマスク層６０６の上面の一部は、図６Ｄに示す通り、スペーサ形
成材料層６２０をエッチングする際に、再び露出する。スペーサ形成材料層６２０をエッ
チングして、スペーサ形成材料層３２０のエッチングに関連して記載したプロセスにより
スペーサマスク６３０を提供して、図３Ｄに示すスペーサマスク３３０を得る。しかしな
がら、本発明の実施形態によれば、スペーサ形成材料層６２０には、アモルファスカーボ
ンハードマスク層６０６に対して実質的に選択性のあるエッチングがなされる。例えば、
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一実施形態において、スペーサ形成材料層６２０のエッチング中に除去されたアモルファ
スカーボンハードマスク層６０６の露出部分の厚さは、アモルファスカーボンハードマス
ク層６０６の合計厚さの０～５％の範囲である。特定の実施形態において、スペーサ形成
材料層６２０は、酸化ケイ素又は炭素ドープ酸化ケイ素で構成され、スペーサ形成材料層
６２０のエッチングを完了するほど十分に長いが、アモルファスカーボンハードマスク層
６０６には大きな影響を与えないほど十分に短い間にわたって、Ｃ４Ｆ８、ＣＨ２Ｆ２及
びＣＨＦ３からなる群より選択されるガスによりドライエッチングプロセスを用いて、ス
ペーサマスク６３０を形成する。
【００４１】
　フローチャート２００の操作２１０及び対応の図６Ｅを参照すると、フォトレジストテ
ンプレートマスク６１２を除去して、構造６００上にスペーサマスク６３０のみを残す。
構造の６００の一部、特に、フォトレジストテンプレートマスク６１２によりマスクされ
ていたアモルファスカーボンハードマスク層６０６の上面の一部が今度は、図６Ｅに示す
通り、露出する。
【００４２】
　フォトレジストテンプレートマスク６１２は、アモルファスカーボンハードマスク層６
０６に実質的に影響することのない、フォトレジストテンプレートマスク６１２により覆
われていたアモルファスハードマスク層６０６の部分を完全に露出するのに好適なプロセ
スにより除去すればよい。このように、本発明の実施形態によれば、フォトレジストテン
プレートマスク６１２は、アモルファスカーボンハードマスク層６０６に対して高選択性
のプロセスにより除去される。第２のハードマスク層３０６、そして、アモルファスカー
ボンハードマスク層６０６に関連して記載したアモルファスカーボンフィルムは、フォト
レジストテンプレートマスク６１２のエッチング特性と同様のエッチング特性を有してい
る。このように、フォトレジストテンプレートマスク６１２は、エッチングプロセスによ
り、アモルファスカーボンハードマスク層６０６に対して選択性をもって除去できない恐
れがある。しかしながら、第２のハードマスク層３０６、そしてアモルファスカーボンハ
ードマスク層６０６に関連して記載したアモルファスカーボンフィルムは、典型的に、摂
氏１０００度を優に超える融点を有している。従って、一実施形態において、フォトレジ
ストテンプレートマスク６１２及びアモルファスカーボンハードマスク層６０６のエッチ
ング特性は同様であるものの、それらの熱挙動は異なる。具体的な実施形態において、フ
ォトレジストテンプレートマスク６１２は、図３Ｅのフォトレジストテンプレートマスク
３１２の除去に関連して記載した昇華プロセスにより、アモルファスカーボンハードマス
ク層６０６に対する完全な選択性をもって除去される。特定の実施形態において、フォト
レジストテンプレートマスク６１２は、摂氏約５５０度の温度まで加熱することにより除
去される。
【００４３】
　フローチャート２００の操作２１２及び対応の図６Ｆを参照すると、スペーサマスク６
３０の画像が、アモルファスカーボンハードマスク層６０６に転写されて、構造６００に
パターン化マスク６４０が形成される。スペーサマスク６３０の画像は、図３Ｆのスペー
サマスク３３０の画像の第２のハードマスク層３０６への転写に関連して記載したプロセ
スにより、アモルファスカーボンハードマスク層６０６に転写される。このように、本発
明の実施形態によれば、スペーサマスク６３０の画像は、スペーサマスク６３０からアモ
ルファスカーボンハードマスク層６０６に直接転写される。特定の実施形態において、ア
モルファスカーボンハードマスク層６０６は、Ｏ２およびＮ２の組み合わせ、又はＣＨ４

、Ｎ２及びＯ２の組み合わせからなる群より選択されるガスを含むプラズマを用いるドラ
イエッチングプロセスにより、エッチングされて、パターン化マスク６４０を形成する。
スペーサマスク６３０は、図６Ｆに示す通り、除去される。パターン化マスク３４０の画
像は、デバイス層６０８に転写されて、図６Ｇに示す通り、パターン化されたデバイス層
６５０を提供する。一実施形態において、パターン化されたデバイス層６５０は基板６１
０上に配置される。
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【００４４】
　図４に関連して記載した通り、スペーサマスク６３０の画像をアモルファスカーボンハ
ードマスク層６０６に転写する前に、まず、スペーサマスク６３０をトリミングして、ト
リミングされたスペーサマスクを形成するのが望ましい。このように、本発明の実施形態
によれば、フォトレジストの層は、スペーサマスク６３０及びアモルファスカーボンハー
ドマスク層６０６の露出部分上で堆積及びパターン化される。一実施形態において、トリ
ミングプロセスに用いられるフォトレジスト層は、昇華プロセスにより除去される。アモ
ルファスカーボンハードマスク層６０６の露出部分に大きな影響を与えないようにするた
めである。
【００４５】
　図５に関連して記載した通り、スペーサマスク６３０の形成において、領域保護部分を
保持するのが望ましい。このように、本発明の実施形態によれば、エッチングの前に、フ
ォトレジストの層は、スペーサ形成材料層６２０上で堆積及びパターン化され、アモルフ
ァスカーボンハードマスク層６０６の上面の部分の露出の際にも存在している。一実施形
態において、領域保護プロセスに用いるフォトレジスト層は、昇華プロセスにより除去さ
れる。アモルファスカーボンハードマスク層６０６の露出部分に大きな影響を与えないよ
うにするためである。
【００４６】
　このように、フォトレジストテンプレートマスクを用いるリソグラフィープロセスの頻
度を倍にする方法を開示してきた。本発明の実施形態によれば、フォトレジスト層が上に
形成された層状構造がまず提供される。フォトレジスト層は、次に、パターン化されて、
フォトレジストテンプレートマスクを形成し、層状構造の一部を露出する。一実施形態に
おいて、スペーサ形成材料層を、フォトレジストテンプレートマスク及び層状構造の露出
部分上に堆積する。スペーサ形成材料層は、後にエッチングされて、スペーサマスクを形
成し、フォトレジストテンプレートマスクを露出する。具体的な実施形態において、フォ
トレジストテンプレートマスクは、最終的に除去され、スペーサマスクの画像は、層状構
造に転写される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１Ａ】～
【図１Ｃ】先行技術による従来の半導体リソグラフィープロセスを示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態による頻度を倍にする製造プロセスにおける一連の操作を表す
フローチャート２００である。
【図３Ａ】～
【図３Ｇ】本発明の実施形態による層状構造に適用された図２のフローチャート２００か
らの一連の操作を示す断面図である。
【図４】本発明の実施形態によるスペーサマスクトリミングプロセスにおける工程を示す
断面図である。
【図５】本発明の実施形態による領域保護プロセスにおける工程を示す断面図である。
【図６Ａ】～
【図６Ｇ】本発明の実施形態による層状構造に適用された図２のフローチャート２００か
らの一連の操作を示す断面図である。
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