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(57)【要約】
　本発明は、デバイス上に反転トーン像を形成するための方法であって、ａ）基材上に吸
光性下層を形成し；　ｂ）下層の上にポジ型フォトレジストの被膜を形成し；　ｃ）フォ
トレジストパターンを形成し；　ｄ）この第一のフォトレジストパターンを硬化化合物で
処理し、それによって硬化したフォトレジストパターンを形成し；　ｅ）硬化したフォト
レジストパターンの上に、ケイ素コーティング組成物からケイ素被膜を形成し；　ｆ）ケ
イ素被膜をドライエッチングし、ケイ素被膜がフォトレジストパターンと概ね同じ厚さと
なるまで、ケイ素被膜を除去し、及びｇ）ドライエッチングを行ってフォトレジスト及び
下層を除去し、それによってフォトレジストパターンが元々在った位置の下にトレンチを
形成することを含む、前記方法に関する。更に本発明は、上記方法の製造物及び上記方法
を用いて製造される微細電子デバイスにも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス上に反転トーン像を形成する方法であって、
ａ）　基材上に吸光性下層を形成し；
ｂ）　下層の上にポジ型フォトレジストの被膜を形成し；
ｃ）　ポジ型フォトレジストを像様露光及び現像し、それによってフォトレジストパター
ンを形成し；
ｄ）　フォトレジストパターンを硬化化合物で処理し、それによって硬化されたフォトレ
ジストパターンを形成し；
ｅ）　硬化したフォトレジストパターンの上に、ケイ素コーティング組成物からケイ素被
膜を形成し、ここでこのケイ素被膜は、フォトレジストパターンよりも厚く、かつケイ素
コーティング組成物はケイ素ポリマー及び有機系コーティング溶剤を含み；
ｆ）　ケイ素被膜をドライエッチングして、ケイ素被膜が概ねフォトレジストパターンと
同じ厚さとなるまでケイ素被膜を除去し；　及び
ｇ）　ドライエッチングを行ってフォトレジスト及び下層を除去し、それによってフォト
レジストパターンが元々在った位置の下にトレンチを形成する、
ことを含む、前記方法。
【請求項２】
　硬化化合物が、少なくとも二つのアミノ（ＮＨ２）基を含む、請求項１の方法。
【請求項３】
　基材をドライエッチングする工程を更に含む、請求項１または２の方法。
【請求項４】
　工程ｇ）において、ドライエッチングが、フォトレジスト及び下層を一つの連続的な工
程で除去するために同じガス組成物を使用することを含む、請求項１～３のいずれか一つ
の方法。
【請求項５】
　段階ｇ）において、ドライエッチングが、先ずフォトレジストを除去し、次いで別個の
工程で下層を除去することを含む、請求項１～３のいずれか一つの方法。
【請求項６】
　硬化化合物が次の構造（Ｉ）を有する、請求項１～５のいずれか一つの方法。
【化１】

式中、Ｗは、Ｃ１～Ｃ８アルキレンであり、そしてｎは１～３である。
【請求項７】
　ｎが１である、請求項６の方法。
【請求項８】
　硬化化合物が、１，２－ジアミノエタン、１，３－プロパンジアミン、及び１，５－ジ
アミノ－２－メチルペンタンから選択される、請求項６または７の方法。
【請求項９】
　フォトレジストパターンの処理工程が、気化した硬化化合物を用いて行われる、請求項
１～８のいずれか一つの方法。
【請求項１０】
　処理工程が加熱工程を含む、請求項１～９のいずれか一つの方法。
【請求項１１】
　処理工程が、気化した硬化化合物の存在下にフォトレジストパターンを加熱することを
含む、請求項１０の方法。
【請求項１２】
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　加熱工程が約８０℃～約２２５℃の範囲である、請求項１０または１１の方法。
【請求項１３】
　下層が、８０重量％を超える炭素含有率を有する、請求項１～１２のいずれか一つの方
法。
【請求項１４】
　像様露光が、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ、ＥＵＶ及び電子ビームから選択さ
れる、請求項１～１３のいずれか一つの方法。
【請求項１５】
　ケイ素コーティング組成物のケイ素ポリマーが、シルセスキオキサンポリマーである、
請求項１～１４のいずれか一つの方法。
【請求項１６】
　ケイ素コーティング組成物の有機溶剤も、未処理のフォトレジスト層用の溶剤である、
請求項１～１５のいずれか一つの方法。
【請求項１７】
　ケイ素層を除去するための段階ｇ）におけるドライエッチングガスがフルオロカーボン
を含む、請求項１～１６のいずれか一つの方法。
【請求項１８】
　フルオロカーボンがＣＦ４である、請求項１７の方法。
【請求項１９】
　段階ｆ）におけるドライエッチングガスが酸素を含む、請求項１～１８のいずれか一つ
の方法。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一つの方法で得られた製造物。
【請求項２１】
　請求項１～１９のいずれか一つの方法に従いデバイス上に反転トーン像を形成するため
の方法を用いることによって得られた微細電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反転トーンハードマスク像形成プロセスを用いてデバイス上に微細パターン
を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フォトレジスト組成物は、コンピュータチップ及び集積回路の製造などの微細化された
電子部品の製造のためのマイクロリソグラフィプロセスに使用されている。これらのプロ
セスでは、一般的に、先ずフォトレジスト組成物のフィルムの薄い被膜が、集積回路の製
造に使用されるケイ素ウェハなどの基材上に供される。次いで、この被覆された基材はベ
ークしてフォトレジスト組成物中の溶剤を蒸発させて、被膜を基材上に定着させる。基材
上にコーティングされたフォトレジストは次に放射線による像様露光に付される。
【０００３】
　放射線露光は、被覆された基材の露光された領域において化学的な変化を引き起こす。
可視光線、紫外線（ＵＶ）、電子ビーム、極端紫外線（ｅｕｖ）及びＸ線放射エネルギー
が、現在マイクロリソグラフィプロセスに常用されている放射線種である。この像様露光
の後、被覆された基材は場合によりベークし、次いで現像剤溶液で処理して、フォトレジ
ストの放射線露光された領域（ポジ型フォトレジスト）または未露光の領域（ネガ型フォ
トレジスト）のいずれかを溶解、除去する。
【０００４】
　ポジ型フォトレジストは、放射線に像様露光されると、放射線に曝された領域のフォト
レジスト組成物が現像剤溶液中により溶けやすくなり、他方、未露光の領域は現像剤溶液
に比較的不溶性のまま残る。それ故、露光されたポジ型フォトレジストを現像剤で処理す
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ると、被膜の露光された領域が除去され、そしてフォトレジスト被膜にポジ像が形成され
る。この場合もまた、下にある表面の所望の部分が裸出される。
【０００５】
　半ミクロン未満の幾何形状が要求される場合には、約１００ｎｍ～約３００ｎｍの短波
長に感度を示すフォトレジストがしばしば使用される。特に好ましいものは、非芳香族系
ポリマー、光酸発生剤、場合により溶解防止剤、塩基クエンチャー及び溶剤を含む、２０
０ｎｍ未満、例えば１９３ｎｍ及び１５７ｎｍに感度を示す深紫外線（ｄｅｅｐ　ｕｖ）
フォトレジストである。四分の一ミクロン未満の幾何形状を持つ像をパターン化するため
には、高解像度の化学増幅型深紫外線（１００～３００ｎｍ）ポジ型フォトレジストを利
用できる。
【０００６】
　フォトレジストは、基材上に狭いマスク化された空間を形成するのにも使用され、この
場合、この基材は更にエッチングされて基材にトレンチを形成する。ポジ型フォトレジス
トを用いたハードマスクパターン化は、基材上に高解像度のパターンを与えることが判明
している。しかし、ポジ型フォトレジストを用いて基材中に非常に狭くかつ深いトレンチ
を提供する必要がある。
【０００７】
　本発明は、反転トーンパターンを基材上に形成するデバイス上でのパターン形成方法で
あって、ハードマスクテクノロジーと共に、硬化化合物で“凍結”（ｆｒｏｚｅｎ）され
たポジ型フォトレジストパターンを使用する方法に関する。フォトレジストの凍結は、幅
広い範囲のハードマスク材料を使用することを可能にする。なぜならば、ハードマスクコ
ーティング組成物の溶剤は、凍結されたフォトレジストを溶解しない一方で、これは未凍
結のフォトレジストを溶解し、それ故不相溶性であるからである。ハードマスクテクノロ
ジーは、非常に深くかつ狭いトレンチを基材に形成することを可能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／０２２０４３１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，１１４，０８５号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００２／０１３７８２６号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００２／０１２８４１０号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／０１５６１４８号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００４／０２０９２００号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００２／００２８４０８号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００４／００２３１５６号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００２／００４５１２５号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００４／００６７４４１号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００４／０１１００８９号明細書
【特許文献１２】米国特許出願第１１／８７２，９６２号明細書
【特許文献１３】米国特許出願第１２／０６０，３０７号明細書
【特許文献１４】米国特許出願第１２／１１５，７７６号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，６８６，１２４号明細書
【特許文献１６】米国特許第６，７３７，４９２号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００３／０２０４０３５号明細書
【特許文献１８】米国特許第４，４９１，６２８号明細書
【特許文献１９】米国特許第５，３５０，６６０号明細書
【特許文献２０】米国特許第５，８４３，６２４号明細書
【特許文献２１】米国特許第６，８６６，９８４号明細書
【特許文献２２】米国特許第６，４４７，９８０号明細書
【特許文献２３】米国特許第６，７２３，４８８号明細書
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【特許文献２４】米国特許第６，７９０，５８７号明細書
【特許文献２５】米国特許第６，８４９，３７７号明細書
【特許文献２６】米国特許第６，８１８，２５８号明細書
【特許文献２７】米国特許第６，９１６，５９０号明細書
【特許文献２８】米国特許出願公開第２００９／００４２１４８号明細書
【特許文献２９】米国特許出願公開第２００７／００１５０８４号明細書
【特許文献３０】米国特許出願第１２／０６１，０６１号明細書
【特許文献３１】米国特許出願第１２／０６１，１１１号明細書
【特許文献３２】米国特許出願公開第２００７／０２９８３４９号明細書
【特許文献３３】米国特許出願公開第２００８／０００８９５４号明細書
【特許文献３４】米国特許出願公開第２００５／０２７７０５８号明細書
【特許文献３５】米国特許出願公開第２００８／０１９６６２６号明細書
【特許文献３６】国際公開第２００６／０６５３２１号パンフレット
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、デバイス上に反転トーン像を形成する方法であって、
ａ）基材上に吸光性下層を形成し；
ｂ）下層上にポジ型フォトレジストの被膜を形成し；
ｃ）ポジ型フォトレジストを像様露光及び現像し、それによってフォトレジストパターン
を形成し；
ｄ）　フォトレジストパターンを硬化化合物で処理し、それによって硬化されたフォトレ
ジストパターンを形成し；
ｅ）　硬化されたフォトレジストパターン上に、ケイ素コーティング組成物からケイ素被
膜を形成し、ここでこのケイ素被膜は、フォトレジストパターンよりも厚く、かつケイ素
コーティング組成物は、ケイ素ポリマー及び有機コーティング溶剤を含み；
ｆ）　ケイ素被膜をドライエッチングして、ケイ素被膜がフォトレジストパターンと概ね
同じ厚さを有するようになるまで、ケイ素被膜を除去し；　そして
ｇ）　ドライエッチングを行いフォトレジスト及び下層を除去し、それによってフォトレ
ジストパターンが元々在った位置の下にトレンチを形成する、
ことを含む、前記方法に関する。
【００１０】
　前記硬化化合物は、少なくとも二つのアミノ（ＮＨ２）基を含むことができる。
【００１１】
　前記硬化化合物は、以下の構造（Ｉ）を有することができる。
【００１２】
【化１】

【００１３】
式中、ＷはＣ１～Ｃ８アルキレンであり、そしてｎは１～３である。
【００１４】
　本発明は更に、上記方法の製造物、及び上記方法を用いて製造された微細電子デバイス
にも関する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、下層被膜（１）（層１）を有する基材（０）を示す。
【図２】図２は、下層（１）及びフォトレジスト（２）（層２）の被膜を有する基材（０
）を示す。
【図３】図３は、下層（１）及び基材（０）上の像形成されたフォトレジスト（２）を示
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す。
【図４】図４は、下層（１）及び基材（０）上の凍結されたフォトレジストパターン（２
Ａ）を示す。
【図５】図５は、凍結されたフォトレジストパターン（２Ａ）、下層（１）及び基材（０
）上にコーティングされたケイ素層（３）（層３）を示す。
【図６】図６は、下層（１）及び基材（０）上で、凍結されたフォトレジストパターン（
２Ａ）とおおよそ同じ厚さを有するまでエッチバックされたケイ素層（３）を示す。
【図７】図７は、ケイ素層（３）、下層（１）及び基材（０）を有する、フォトレジスト
パターン除去後の反転トーンハードマスクを示す。
【図８】図８は、ケイ素層（３）の像を下層（１）に転写して、基材（０）をエッチング
するための反転トーンハードマスクを形成した後の反転トーンハードマスクを示し、これ
は、使用されたポジ型フォトレジストパターンが在った所に、ケイ素層（３）及び下層（
１）被膜に形成された深いトレンチ（４）を有する。
【図９】図９は、窒素ガス圧力調節器（５）、流量計（６）、窒素ガスマニホルド（７）
、バブラー（８）、弁（９）、蓋（１１）付きチャンバ（１０）、ホットプレート（１２
）、及び排気管（１３）を含む、フォトレジスト硬化チャンバの設計を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、ポジ型フォトレジストを凍結（ｆｒｅｅｚｉｎｇ）する方法を含む反転トー
ン三層像形成プロセスを用いて、電子デバイス、特に微細電子デバイス上に微細パターン
を像形成するための発明的方法に関する。また本発明は、該発明的方法を用いて製造され
た製造物、並びに該発明的方法から製造された微細電子デバイスにも関する。
【００１７】
　具体的には、本発明は、図１～８を参照すると、
ａ）基材（０）上に吸光性下層（１）を形成し；
ｂ）下層（１）の上にポジ型フォトレジスト（２）の被膜を形成し；
ｃ）ポジ型フォトレジスト（２）を像様露光及び現像し、それによってフォトレジストパ
ターンを形成し；
ｄ）前記第一のフォトレジストパターンを硬化化合物で処理し、それによって硬化された
フォトレジストパターン（２Ａ）（２凍結）を形成し；
ｅ）硬化されたフォトレジストパターン（２Ａ）の上に、ケイ素コーティング組成物から
ケイ素被膜（３）を形成し、ここでこのケイ素被膜はフォトレジストパターンよりも厚く
、かつ前記ケイ素コーティング組成物は、ケイ素ポリマー及び有機コーティング溶剤を含
み；
ｆ）ケイ素被膜（３）をドライエッチングして、ケイ素被膜が、フォトレジストパターン
（２Ａ）と概ね同じ厚さを有するまでケイ素被膜を除去し；　及び
ｇ）ドライエッチングを行ってフォトレジスト及び下層（１）を除去し、それによってフ
ォトレジストパターン（２Ａ）が元々在った位置の下に深いトレンチ（４）を形成する、
ことを含む、デバイス上に反転トーン像を形成する方法に関する。
【００１８】
　図１～８は、該反転トーンハードマスクを形成する本発明方法を簡略して説明するもの
である。図１に示すように、吸光性下層被膜（１）の比較的厚い層を基材（０）上に形成
する。次いで、図２に示すように、この下層（１）にポジ型フォトレジスト層（２）をコ
ーティングする。図３に示すように、像様露光及び現像する工程を含んでフォトレジスト
（２）パターンを形成して、このフォトレジスト（２）をパターン化する。次いで、図４
に示すように、流動を防ぐために硬化化合物を用いてフォトレジスト（２）パターンを凍
結または架橋する（２Ａ）（２凍結）。一つの態様では、硬化化合物は少なくとも二つの
アミノ（ＮＨ２）基を含んでもよい。図５に示すように、凍結プロセスの後、ケイ素組成
物からケイ素層（３）を形成して、パターン化された領域にフォトレジストパターン（２
Ａ）のフィルム厚よりも厚いフィルム厚を得る。次いで、ケイ素層（３）を、ドライエッ
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チングプロセスを用いてエッチバックして、ケイ素層（３）を、フォトレジスト（２Ａ）
パターンの厚さと概ね同じ厚さに減らす（図６）、すなわちフォトレジスト表面は今や目
に見える状態である。他のドライエッチングプロセスを用いてフォトレジストパターン（
２Ａ）を除去してケイ素被膜（３）のパターンを形成することによって反転トーンパター
ンを形成し、これが、有機下層（１）の更なるエッチングのためのケイ素ハードマスクを
形成する（図７）。次いで更に、下層（１）は、パターン化されたケイ素ハードマスクを
使用してドライエッチングプロセスによってパターン化することができ（図８）、そうし
て基材上にポジ型フォトレジストパターンに対して深い反転トーンパターンが形成される
。使用したポジ型フォトレジストパターンが在ったところの下に深いトレンチ（４）がケ
イ素（３）／下層（１）被膜に形成される、すなわち図８に示されるように反転トーンハ
ードマスクが形成される。この基材は、このケイ素／下層パターンをハードマスクとして
用いて更にエッチングして、基材中に所望の高解像度のトレンチを形成する。フォトレジ
スト及び下層は、別々のドライエッチング工程でまたは一つの連続的なドライエッチング
工程でエッチングすることができる。なぜならば、フォトレジスト及び下層のどちらも、
酸素及び／または水素を含むガスでエッチング可能な高炭素質の有機材料であるからであ
る。
【００１９】
　下層が表面上に形成される基材は、半導体工業で典型的に使用されるもののうちの任意
のものであることができる。適当な基材には、限定はされないが、ケイ素、金属表面で被
覆されたケイ素基材、銅で被覆されたケイ素ウェハ、銅、アルミニウム、ポリマー性樹脂
、二酸化ケイ素、金属、ドープした二酸化ケイ素、窒化ケイ素、オキシ窒化ケイ素、石英
、フューズドシリカ、サファイヤ、有機ポリマー、ホウケイ酸ガラス、タンタル、ポリシ
リコン、セラミック、アルミニウム／銅混合物；　ヒ化ガリウム及び他のこのようなＩＩ
Ｉ／Ｖ族化合物などが挙げられる。基材は、上記の材料から作製された任意数の層を含む
ことができる。被膜は、無機、有機またはこれらの混合物であることができる。この基材
は、集積回路またはＭＥＭＳデバイスに有用なものであることができる。
【００２０】
　基材上に形成される下層被膜（図１～８の層（１））は典型的には任意の底面反射防止
コーティング組成物である。底面反射防止被膜または下層は、有機系のスピンコート可能
なものであることができるか、またはこれは化学蒸着によって堆積することができる（例
えば非晶質炭素）。典型的には、有機系のスピンコート可能な下層組成物は、吸光性また
は非吸光性であることができる下層ポリマーと、有機溶剤とを含む。該組成物は、熱酸発
生剤、染料、架橋剤、光酸発生剤、界面活性剤、第二の有機ポリマー、及びこれらの混合
物から選択される添加剤を更に含むことができる。適当な下層の例には、典型的な底面反
射防止膜、例えば以下の米国特許出願及び特許、すなわちスチレンポリマー（米国特許出
願公開第２００３／０２２０４３１号明細書（特許文献１）、米国特許第６，１１４，０
８５号明細書（特許文献２））；アクリレートポリマー（米国特許出願公開第２００２／
０１３７８２６号明細書（特許文献３）、米国特許出願公開第２００２／０１２８４１０
号明細書（特許文献４）、米国特許出願公開第２００２／０１５６１４８号明細書（特許
文献５）；　ポリエステル（米国特許出願公開第２００４／０２０９２００号明細書（特
許文献６）、米国特許出願公開第２００２／００２８４０８号明細書（特許文献７））；
　ポリウレタン（米国特許出願公開第２００４／００２３１５６号明細書（特許文献８）
）；　非芳香族系の色素を有するもの（米国特許出願公開第２００２／００４５１２５号
明細書（特許文献９）、米国特許出願公開第２００４／００６７４４１号明細書（特許文
献１０））；　及び分子型コーティング（米国特許出願公開第２００４／０１１００８９
号明細書（特許文献１１））に記載のものなどが挙げられる。なおこれらの特許文献はそ
の内容の全てが本明細書に掲載されたものとする。下層の厚さは、下層の上にコーティン
グされるフォトレジストの厚さよりも厚い。該下層の一つの態様では、下層は８０重量％
を超える炭素含有率を有する。このような高炭素含有率コーティングは、２００８年１０
月１６日に出願されたシリアル番号第１１／８７２，９６２号明細書（特許文献１２）、
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２００８年４月１日に出願されたシリアル番号第１２／０６０，３０７号明細書（特許文
献１３）、２００８年５月６日に出願されたシリアル番号第１２／１１５，７７６号明細
書（特許文献１４）；　並びに米国特許第６，６８６，１２４号明細書（特許文献１５）
、米国特許第６，７３７，４９２号明細書（特許文献１６）、及び米国特許出願公開第２
００３／０２０４０３５号明細書（特許文献１７）に記載されている。なおこれらの特許
文献の内容は、その内容の全てが本明細書に掲載されたものとする。
【００２１】
　下層ポリマーの一つの態様では、該ポリマーは、ポリマーの主鎖から懸垂した少なくと
も二つの縮合環の発色団、例えばナフチル及び／またはアントラシル基を有するアクリレ
ート系ポリマーであることができる。このモノマー性単位は、９－アントラセニルメチル
メタクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、アセトキシエチルメタクリレ
ート、ｎ－ブチルメタクリレート及びこれらの等価物などのモノマーから誘導し得る。一
例は、ポリ（９－アントラセニルメチルメタクリレート／２－ヒドロキシプロピルメタク
リレート／アセトキシエチルメタクリレート／ｎ－ブチルメタクリレート）である。
【００２２】
　下層ポリマーの他の態様の一つでは、ポリマーは、ポリマーの主鎖中に少なくとも三つ
の縮合環を含むことができる。縮合芳香族単位は、約３～約８個の範囲で芳香族環を有す
ることができる。下層ポリマーは、ポリマーの主鎖中に三つもしくはそれ以上の縮合芳香
族環を有する少なくとも一つの単位、及びポリマーの主鎖中に脂肪族部分を有する少なく
とも一つの単位を含む。他のコモノマー性単位、例えば置換されているかもしくは置換さ
れていないフェニル、または置換されているかもしくは置換されていないナフチルが存在
してもよい。一つの態様では、該ポリマーは、フェニルまたは単環の芳香族部分を含まな
くともよい。縮合芳香族環は、被膜に吸光性を供するものであり、吸光性発色団である。
該ポリマーの縮合芳香族環は、縮合環構造、例えば構造１～６に例示される単位及びそれ
らの異性体を形成するのに共通の結合を有する、置換されているかもしくは置換されてい
ない６員芳香族環を含むことができる。
【００２３】
【化２】

【００２４】
　縮合環は、アントラセン（１）、フェナントレン、ピレン（３）、フルオランテン、コ
ロネン（６）、トリフェニレン及びこれらの置換誘導体によって例示することができる。
【００２５】
　縮合環は、芳香族構造中の任意の部位において下層ポリマーの主鎖を形成してよく、そ
して結合部位はポリマー内で様々であることができる。縮合環構造は、二つを超える結合
点を有して、分枝状オリゴマーまたは分枝状ポリマーを形成することができる。下層ポリ
マーの一つの態様では、縮合した芳香族環の数は３～８の範囲であることができ、該ポリ
マーの他の態様では、これは４つもしくはそれ以上の縮合した芳香族環を含み、より具体
的には該ポリマーは、構造３に示すようにピレンを含むことができる。縮合した芳香族環
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は、構造７に例示するように、一つまたはそれ以上のヘテロ芳香族環を含んでもよく、こ
こで、ヘテロ原子は窒素または硫黄であることができる。
【００２６】
【化３】

【００２７】
　下層ポリマーの一つの態様では、ポリマーは、上述の縮合芳香族単位を含み、そして更
に、発色団を孤立させるために、縮合芳香族単位は脂肪族炭素部分に接続される。該ポリ
マーの縮合芳香族環は、置換されていないか、または一つまたはそれ以上の有機置換基、
例えばアルキル、アルキルアリール、エーテル、ハロアルキル、カルボン酸、カルボン酸
エステル、アルキルカーボネート、アルキルアルデヒド、ケトンなどによって置換されて
いてもよい。置換基の更なる例は、－ＣＨ２－ＯＨ、－ＣＨ２Ｃｌ、－ＣＨ２Ｂｒ、－Ｃ
Ｈ２Ｏアルキル、－ＣＨ２－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（アルキル）、－ＣＨ２－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アル
キル）、－ＣＨ（アルキル）－ＯＨ、－ＣＨ（アルキル）－Ｃｌ、－ＣＨ（アルキル）－
Ｂｒ、－ＣＨ（アルキル）－Ｏ－アルキル、－ＣＨ（アルキル）－Ｏ－Ｃ＝Ｏ－アルキル
、－ＣＨ（アルキル）－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、－ＨＣ＝Ｏ、－アルキル－ＣＯ２

Ｈ、アルキル－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、－アルキル－ＯＨ、－アルキル－ハロ、－アル
キル－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（アルキル）、－アルキル－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、アルキル－
ＨＣ＝Ｏである。該ポリマーの一つの態様では、縮合芳香族環は、窒素含有の側基部分を
含まない。芳香族環上の置換基は、コーティング溶剤中へのポリマーの溶解性を助ける場
合がある。縮合芳香族構造上の置換基の幾つかは、硬化の間に熱分解もされ、硬化した被
膜中に残留しないことができ、更にまた、エッチングプロセスに有用な高い炭素含有フィ
ルムをなおも与え得る。縮合芳香族基は、より一般的には、構造１’～６’によって示さ
れ、ここでＲａは、有機置換基、例えば水素、ヒドロキシ、ヒドロキシアルキルアリール
、アルキル、アルキルアリール、カルボン酸、カルボン酸のエステルなどであり、そして
ｎは環上の置換基の数である。置換基数ｎは１～１２の範囲であることができる。典型的
には、ｎは１～５の範囲であることができ、ここでＲａは、水素を除き、アルキル、ヒド
ロキシ、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルキルアリール、アルキルアリール、エーテ
ル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボン酸、カルボン酸のエステル、アルキルカーボネ
ート、アルキルアルデヒド、ケトンなどの基から独立して選択される置換基である。置換
基の更に別の例は、－ＣＨ２－ＯＨ、－ＣＨ２Ｃｌ、－ＣＨ２Ｂｒ、－ＣＨ２Ｏアルキル
、－ＣＨ２－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（アルキル）、－ＣＨ２－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、－ＣＨ
（アルキル）－ＯＨ、－ＣＨ（アルキル）－Ｃｌ、－ＣＨ（アルキル）－Ｂｒ、－ＣＨ（
アルキル）－Ｏ－アルキル、－ＣＨ（アルキル）－Ｏ－Ｃ＝Ｏ－アルキル、－ＣＨ（アル
キル）－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、－ＨＣ＝Ｏ、－アルキル－ＣＯ２Ｈ、アルキル－
Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、－アルキル－ＯＨ、－アルキル－ハロ、－アルキル－Ｏ－Ｃ＝
Ｏ（アルキル）、－アルキル－Ｏ－Ｃ＝Ｏ（Ｏ－アルキル）、アルキル－ＨＣ＝Ｏである
。
【００２８】
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【化４】

【００２９】
　該ポリマーは、本明細書に記載の二種以上の縮合芳香族構造を含んでいてもよい。
【００３０】
　上記の縮合芳香族単位に加えて、反射防止膜の下層ポリマーは、更に、その主鎖中に、
本質的に脂肪族の部分を有する少なくとも一つの単位を含み、そしてこの部分は、主とし
て炭素／水素非芳香族系部分であるアルキレンなどの、ポリマーの主鎖を形成する非芳香
族構造を有する任意のものである。
【００３１】
　ポリマーは、それに脂肪族主鎖しか形成しない少なくとも一つの単位を含むことができ
、このポリマーは、－（Ａ）－及び－（Ｂ）－の単位を含むことによって表すことができ
、この際、Ａは上記の任意の縮合芳香族単位であり、これは線状もしくは分枝状であるこ
とができ、Ｂは脂肪族主鎖しか有さない。Ｂは、更に、側基として、置換されているかも
しくは置換されていないアリールもしくはアラルキル基を有してもよいか、または連結し
て分枝状ポリマーを形成してもよい。ポリマー中のアルキレン脂肪族部分は、線状、分枝
状、環状またはこれらの混合物である部分から選択してよい。複数種のアルキレン単位が
ポリマー中に存在してよい。アルキレン主鎖単位は、幾つかの側基を有してよく、例えば
ヒドロキシ、ヒドロキシアルキル、アルキル、アルケン、アルケンアルキル、アルキルア
ルキン、アルキン、アルコキシ、アリール、アルキルアリール、アラルキルエステル、エ
ーテル、カーボネート、ハロゲン（例えばＣｌ、Ｂｒ）などである。側基はポリマーに有
用な性質を与え得る。一部の側基は、硬化中に熱的に脱離され高い炭素含有率を有するポ
リマーを与える。これは、例えば、架橋または脱離を介して不飽和結合を形成することに
よって行われる。ヒドロキシアダマンチレン、ヒドロキシシクロヘキシレン、オレフィン
性環状脂肪族部分などのアルキレン基がポリマーの主鎖中に存在してもよい。これらの基
は、硬化工程中のポリマーの架橋のための架橋部位を与えることもできる。アルキレン部
分上の側基、例えば上述のものは、有機溶剤、例えば該組成物のコーティング溶剤やエッ
ジビード除去に有用な溶剤中へのポリマーの溶解性を増強することができる。脂肪族コモ
ノマー性単位のより具体的な基は、アダマンチレン、ジシクロペンチレン、及びヒドロキ
シアダマンチレンによって例示される。異なるまたは同一のアルキレン基が一緒に連結し
てブロック単位を形成してもよく、このブロック単位は、次に、縮合芳香族環を含む単位
に結合することができる。幾つかの場合には、ブロックコポリマーを形成することができ
、幾つかの場合にはランダムコポリマーを形成することができ、他の場合には交互コポリ
マーを形成し得る。コポリマーは、少なくとも二つの異なる脂肪族コモノマー性単位を含
んでもよい。コポリマーは、少なくとも二つの異なる縮合芳香族部分を含んでもよい。一
つの態様では、該ポリマーは、少なくとも二つの異なる脂肪族コモノマー性単位及び少な
くとも二つの異なる縮合芳香族部分を含んでもよい。本発明の他の態様では、該ポリマー
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は、少なくとも一つの縮合芳香族単位、及び芳香族類を含まない脂肪族単位（複数可）を
含む。脂肪族基を有する単位の一つの態様では、シクロアルキレン基は、ビスシクロアル
キレン基、トリスシクロアルキレン基、テトラシクロアルキレン基から選択され、ここで
ポリマー主鎖への結合は環状構造を通して行われ、そしてこれらの環状構造は単環式、二
環式または三環式構造のいずれかを形成する。第二のポリマーの他の態様では、該ポリマ
ーは、主鎖中に、縮合芳香族環を有する単位及び脂肪族部分を有する単位を含み、ここで
脂肪族部分は、置換されていないアルキレンと置換されたアルキレンとの混合物であり、
ここで置換基は、ヒドロキシ、カルボン酸、カルボン酸エステル、アルキルエーテル、ア
ルコキシアルキル、アルキルアリール、エーテル、ハロアルキル、アルキルカーボネート
、アルキルアルデヒド、ケトン及びこれらの混合物であることができる。
【００３２】
　下層ポリマーの他の態様では、これは、ポリマーの主鎖中の３つもしくはそれ以上の縮
合芳香族環を有する少なくとも一つの単位、ポリマーの主鎖中の脂肪族部分を有する少な
くとも一つの単位、及び置換されたフェニル、置換されていないフェニル、置換されてい
ないビフェニル、置換されたビフェニル、置換されたナフチル及び置換されていないナフ
チルから選択される基を含む少なくとも一つの単位を含む。３つもしくはそれ以上の芳香
族単位を有する縮合芳香族環及び脂肪族部分は本明細書に記載のものである。該ポリマー
は、一つの態様では、窒素を含む側基部分は含まないでもよい。フェニル、ビフェニル及
びナフチル上の置換基は、極性溶剤、例えば乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）及びプロピレングリコールモノメチルエーテル（Ｐ
ＧＭＥ）など中へのポリマーの溶解性を高める少なくとも一つの極性基であることができ
る。置換基の例は、ヒドロキシ、ヒドロキシアルキル、ハライドなどである。フェニル、
ビフェニルまたはナフチル基は主鎖の一部を形成するか、あるいは直接かまたは連結基、
例えばアダマンチル基、エチレン基などを介してポリマー主鎖に結合することができ、こ
こでモノマー性単位の例は、ヒドロキシスチレン、フェノール、ナフトール、及びヒドロ
キシナフチレンなどのモノマーから誘導され得る。ポリマー主鎖中にフェノール及び／ま
たはナフトール部分を組み入れることが、高い炭素含有率を有するフィルムにとって好ま
しい。置換されたフェニレン、置換されていないフェニレン、置換されていないビフェニ
レン、置換されたビフェニレン、置換されたナフチレンまたは置換されていないナフチレ
ンの量は、ポリマー中、約５モル％～約５０モル％の範囲であるか、またはポリマー中、
約２０モル％～約４５モル％の範囲であることができる。フェノール及び／またはナフト
ール基を更に含む本発明のポリマーを含む組成物は、組成物のコーティング溶剤がＰＧＭ
ＥＡかまたはＰＧＭＥＡとＰＧＭＥとの混合物である場合に有用である。フェノール及び
／またはナフトール基を更に含む本発明のポリマーを含む組成物は、過剰の組成物をエッ
ジビードリムーバで除去するべき場合、特にエッジビードリムーバがＰＧＭＥＡかまたは
ＰＧＭＥＡとＰＧＭＥとの混合物を含む場合にも、有用である。乳酸エチルを含む他のエ
ッジビードリムーバも使用し得る。一つの態様では、該組成物は、ポリマーの主鎖中の３
つもしくはそれ以上の縮合芳香族環を有する少なくとも一つの単位、ポリマーの主鎖中の
脂肪族部分を有する少なくとも一つの単位、及びフェノール、ナフトール及びこれらの混
合物から選択される基を含む少なくとも一つの単位を含むポリマーを含む。縮合芳香族部
分としてピレンを使用してもよい。該組成物は、更に、ＰＧＭＥＡを含む溶剤を含み得る
。本明細書に記載の他の添加剤も、該組成物中に使用してもよい。
【００３３】
　下層ポリマーの重量平均分子量は、約１，０００～約５０，０００または約１３００～
約２０，０００の範囲であることができる。該ポリマーの炭素含有率は、元素分析により
測定して８０％を超え、好ましくは８５％超であることができる。反射防止コーティング
組成物の炭素含有率は、元素分析によって測定して、８０重量％を超えるかまたは８５重
量％を超える。高炭素材料は、下層のより高速なドライエッチングを可能とし、それ故、
基材上により厚いハードマスク層を残すことを可能にする。下層として機能し得る他の既
知のタイプの吸光性反射防止コーティング材も使用できる。８０重量％を超える炭素含有
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率を有する吸光性反射防止コーティング材が有用である。
【００３４】
　下層は、約１５０ｎｍ～約８００ｎｍの範囲の被膜を有することができる。正確な厚さ
は、希望のエッチングプロセスのタイプ及び下層コーティングの組成によって決まる。下
層の屈折率（ｎ）は、典型的には、その上にコーティングされるフォトレジストの範囲内
であり、ドライリソグラフィ及び液浸リソグラフィ用に、特に１９３ｎｍ及び２４８ｎｍ
用には約１．６～約１．８５の範囲であることができる。吸光値（ｋ）は、下層のフィル
ム厚に応じて約０．１～約０．３の範囲であり、典型的には低吸光材料と称される。ｎ及
びｋ値は、エリプソメータ、例えばＪ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ　ＷＶＡＳＥ　ＶＵ－３２TM

エリプソメータを用いて計算することができる。ｋ及びｎの最適範囲の正確な値は、使用
する露光波長及び用途のタイプに依存する。
【００３５】
　有機系のスピンコート可能な反射防止下層コーティング組成物は、当業者には周知の技
術、例えばディップコート法、スピンコート法またはスプレーコート法を用いて基材にコ
ーティングされる。被膜は、残留溶剤を除去し架橋を誘発して、そうして反射防止膜を不
溶化することにより、反射防止膜と、その上にコーティングするべき層との間の相互混合
を防ぐのに十分な長さの時間、ホットプレートまたは熱対流炉で加熱される。好ましい温
度範囲は約９０℃～約２８０℃である。
【００３６】
　下層の上にはポジ型フォトレジスト層（図２～６の層２）が形成され、そして使用され
る特定のフォトレジストは、フォトレジスト中の光活性化合物及び反射防止下層コーティ
ングが像形成プロセスに使用される露光波長を吸収することを条件に、半導体工業で使用
される任意のタイプのものであることができる。一般的に、ネガ型フォトレジストよりも
ポジ型フォトレジストの方が好まれる。というのも、ポジ型フォトレジストの方が、より
高い解像パターンを供し、またより一般に入手可能であるからである。
【００３７】
　本発明は、深紫外線（ｄｅｅｐ　ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）露光に特に適している。典
型的には化学増幅型フォトレジストが使用される。これらはポジ型フォトレジストである
ことができる。現在まで、微細化に大きな進展をもたらした幾つかの主要な放射線露光技
術があり、これらは２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ及び１３．５ｎｍの放射線であ
る。２４８ｎｍ用のフォトレジストは、典型的には、置換されたポリヒドロキシスチレン
及びそれのコポリマー／オニウム塩、例えば米国特許第４，４９１，６２８号明細書（特
許文献１８）及び米国特許第５，３５０，６６０号明細書（特許文献１９）に記載のもの
などに基づく。他方、２００ｎｍ未満の露光用のフォトレジストは、芳香族類がこの波長
で不透明なため非芳香族系のポリマーを必要とする。米国特許第５，８４３，６２４号明
細書（特許文献２０）及び米国特許６，８６６，９８４号明細書（特許文献２１）は１９
３ｎｍ露光用に有用なフォトレジストを開示している。一般的に、２００ｎｍ未満の露光
用のフォトレジストには、脂肪環式炭化水素を含むポリマーが使用される。脂肪環式炭化
水素は、多くの理由からポリマーに組み入れられる。主には、これらは、耐エッチング性
を高める比較的高い炭素：水素比を有し、またこれらは低波長で透明性も供し、更にこれ
らは比較的高いガラス転移温度を有するからである。米国特許第５，８４３，６２４号明
細書（特許文献２０）は、無水マレイン酸と不飽和環状モノマーとの遊離基重合によって
得られるフォトレジスト用ポリマーを開示している。既知のタイプの１９３ｎｍフォトレ
ジストの任意のものを使用でき、例えば米国特許第６，４４７，９８０号明細書（特許文
献２２）及び米国特許第６，７２３，４８８号明細書（特許文献２３）に記載のものなど
がある。これらの特許文献の内容は本明細書に掲載されたものとする。
【００３８】
　１５７ｎｍに感度を示しそしてフルオロアルコール側基を有するフッ素化されたポリマ
ーに基づく二つの基本的な部類のフォトレジストが、この波長で実質的に透明であること
が知られている。一方の部類の１５７ｎｍフルオロアルコールフォトレジストは、フッ素
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化ノルボルネン類などの基を含むポリマーから誘導され、そして金属触媒重合またはラジ
カル重合のいずれかを用いて、単独重合されるかまたは他の透明モノマー、例えばテトラ
フルオロエチレン（米国特許第６，７９０，５８７号明細書（特許文献２４）及び米国特
許第６，８４９，３７７号明細書（特許文献２５））と共重合される。一般的に、これら
の材料はより高い吸光性を与えるが、それらの高い脂肪環式類含有量の故に良好な耐プラ
ズマエッチング性を有する。より最近になって、別の部類の１５７ｎｍフルオロアルコー
ルポリマーが開示され、そのポリマー主鎖は、非対称ジエン、例えば１，１，２，３，３
－ペンタフルオロ－４－トリフルオロメチル－４－ヒドロキシ－１，６－ヘプタジエン（
米国特許第６，８１８，２５８号明細書（（特許文献２６））のシクロ重合またはフルオ
ロジエンとオレフィンとの共重合（米国特許第６，９１６，５９０号明細書（特許文献２
７））から誘導される。これらの材料は１５７ｎｍで許容可能な吸光度を与えるが、上記
のフルオロ－ノルボルネンポリマーを比べてそれらの低い脂肪環式類含有量の故に、耐プ
ラズマエッチング性に劣る。これらの二つの部類のポリマーは、最初のポリマー種の高い
耐エッチング性と、後のポリマー種の１５７ｎｍにおける高い透明性との間のバランスを
図るためにしばしばブレンドすることができる。１３．５ｎｍの極端紫外線（ＥＵＶ）を
吸収するフォトレジストも有用であり、当技術分野において既知である。また、電子ビー
ムフォトレジストも有用である。３６５ｎｍ及び４３６ｎｍに感度のあるフォトレジスト
も使用できる。現時点では、１９３ｎｍ及びＥＵＶフォトレジストが好ましい。
【００３９】
　フォトレジスト組成物の固形成分は、フォトレジストの固形成分を溶解する溶剤または
複数種の溶剤の混合物と混合する。フォトレジスト用の適当な溶剤には、例えば、グリコ
ールエーテル誘導体、例えばエチルセロソルブ、メチルセロソルブ、プロピレングリコー
ルモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコー
ルｎ－プロピルエーテル、またはジエチレングリコールジメチルエーテル；　グリコール
エーテルエステル誘導体、例えばエチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテ
ート、またはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート；　カルボキシレート
類、例えばエチルアセテート、ｎ－ブチルアセテート及びアミルアセテート；　二塩基性
酸のカルボキシレート類、例えばジエチルオキシレート及びジエチルマロネート；　グリ
コール類のジカルボキシレート類、例えばエチレングリコールジアセテート及びプロピレ
ングリコールジアセテート；　及びヒドロキシカルボキシレート類、例えば乳酸メチル、
乳酸エチル、グリコール酸エチル、及び３－ヒドロキシプロピオン酸エチル；　ケトンエ
ステル類、例えばピルビン酸メチルまたはピルビン酸エチル；　アルコキシカルボン酸エ
ステル類、例えばメチル３－メトキシプロピオネート、エチル３－エトキシプロピオネー
ト、エチル２－ヒドロキシ－２－メチルプロピオネート、またはメチルエトキシプロピオ
ネート；　ケトン誘導体、例えばメチルエチルケトン、アセチルアセトン、シクロペンタ
ノン、シクロヘキサノンまたは２－ヘプタノン；　ケトンエーテル誘導体、例えばジアセ
トンアルコールメチルエーテル；　ケトンアルコール誘導体、例えばアセトールまたはジ
アセトンアルコール；　ケタール類またはアセタール類、例えば１，３ジオキソラン及び
ジエトキシプロパン；　ラクトン類、例えばブチロラクトン；　アミド誘導体、例えばジ
メチルアセトアミドまたはジメチルホルムアミド、アニソール、及びこれらの混合物など
が挙げられる。混合物としてまたは単独で使用される、使用できるフォトレジスト用の典
型的な溶剤は、限定はされないが、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
（ＰＧＭＥＡ）、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）、及び乳酸エチ
ル（ＥＬ）、２－ヘプタノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、及びガンマブチロ
ラクトンであるが、ＰＧＭＥ、ＰＧＭＥＡ及びＥＬまたはこれらの混合物が好ましい。毒
性が低く、コーティング性及び溶解性が良好な溶剤が一般的に好ましい。
【００４０】
　該方法の一つの態様では、１９３ｎｍに感度のあるフォトレジストが使用される。フォ
トレジストは、ポリマー、光酸発生剤、及び溶剤を含む。ポリマーは、水性アルカリ性現
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像剤中に不溶性の（メタ）アクリレートポリマーである。このようなポリマーは、中でも
、脂肪環式（メタ）アクリレート、メバロノラクトンメタクリレート、２－メチル－２－
アダマンチルメタクリレート、２－アダマンチルメタクリレート（ＡｄＭＡ）、２－メチ
ル－２－アダマンチルアクリレート（ＭＡｄＡ）、２－エチル－２－アダマンチルメタク
リレート（ＥＡｄＭＡ）、３，５－ジメチル－７－ヒドロキシアダマンチルメタクリレー
ト（ＤＭＨＡｄＭＡ）、イソアダマンチルメタクリレート、ヒドロキシ－１－メタクリル
オキシアダマンタン（ＨＡｄＭＡ；　例えば３位にヒドロキシ）、ヒドロキシ－１－アダ
マンチルアクリレート（ＨＡＤＡ；　例えば３位にヒドロキシ）、エチルシクロペンチル
アクリレート（ＥＣＰＡ）、エチルシクロペンチルメタクリレート（ＥＣＰＭＡ）、トリ
シクロ［５，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート（ＴＣＤＭＡ）、３，５
－ジヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン（ＤＨＡｄＭＡ）、β－メタクリル
オキシ－γ－ブチロラクトン、α－またはβ－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート（
α－またはβ－ＧＢＬＭＡのいずれか）、５－メタクリロイルオキシ－２，６－ノルボル
ナンカルボラクトン（ＭＮＢＬ）、５－アクリロイルオキシ－２，６－ノルボルナンカル
ボラクトン（ＡＮＢＬ）、イソブチルメタクリレート（ＩＢＭＡ）、α－ガンマ－ブチロ
ラクトンアクリレート（α－ＧＢＬＡ）、スピロラクトン（メタ）アクリレート、オキシ
トリシクロデカン（メタ）アクリレート、アダマンタンラクトン（メタ）アクリレート、
及びα－メタクリルオキシ－γ－ブチロラクトンなどのモノマーの重合から誘導される単
位を含むことができる。これらのモノマーを用いて生成されるポリマーの例には、ポリ（
２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－２－エチル－２－アダマンチルメ
タクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－α－
ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチルメタ
クリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－β－ガ
ンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタク
リレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－β－ガン
マ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（ｔ－ブチルノルボルネンカルボキシレー
ト－ｃｏ－無水マレイン酸－ｃｏ－２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ
－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－メタクリロイルオキシノルボルネ
ンメタクリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３
－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトン
メタクリレート－ｃｏ－トリシクロ［５，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレ
ート）；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ
－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）
；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－
アダマンチルアクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－
トリシクロ［５，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート）；　ポリ（２－メ
チル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３，５－ジヒドロキシ－１－メタクリル
オキシアダマンタン－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（２
－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３，５－ジメチル－７－ヒドロキシ
アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　
ポリ（２－メチル－２－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタク
リルオキシアダマンタン－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ
（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリ
ルオキシアダマンタン－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－トリ
シクロ［５，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート）；　ポリ（２－メチル
－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート
－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－エチルシクロペン
チルアクリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３
－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタ
クリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒド
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ロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタク
リレート－ｃｏ－２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート）；　ポリ（２－メチル
－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダ
マンタン－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－トリシクロ［５，
２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマ
ンチルメタクリレート－ｃｏ－２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－β
－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキ
シアダマンタン）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－２－
エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリ
レート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン）；　ポリ（２－メ
チル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－メタクリロイルオキシノルボルネンメタ
クリレート－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（エチルシク
ロペンチルメタクリレート－ｃｏ－２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ
－α－ガンマ－ブチロラクトンアクリレート）；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチル
メタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－イソブ
チルメタクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンアクリレート）；　ポリ（２－
メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリ
レート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－トリシクロ［５
，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート）；　ポリ（２－エチル－２－アダ
マンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ
－α－ガンマ－ブチロラクトンアクリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチル
メタクリレート－ｃｏ－βガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－２－アダマン
チルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン）；　
ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－メタクリロイルオキシノル
ボルネンメタクリレート－ｃｏ－β－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－２
－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマン
タン）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－メタクリロイル
オキシノルボルネンメタクリレート－ｃｏ－トリシクロ［５，２，１，０２，６］デカ－
８－イルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－
ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（２－エチル－２－アダマ
ンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－
トリシクロ［５，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート－ｃｏ－α－ガンマ
－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチルメタクリレ
ート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチ
ロラクトンアクリレート）；　ポリ（２－メチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃ
ｏ－３－ヒドロキシ－１－メタクリルオキシアダマンタン－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラ
クトンメタクリレート－ｃｏ－２－エチル－２－アダマンチル－ｃｏ－メタクリレート）
；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－
アダマンチルアクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－
トリシクロ［５，２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート）；　ポリ（２－エ
チル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアク
リレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート）；　ポリ（２－メチル－
２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレー
ト－ｃｏ－５－アクリロイルオキシ－２，６－ノルボルナンカルボラクトン）；　ポリ（
２－エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチ
ルアクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンメタクリレート－ｃｏ－α－ガンマ
－ブチロラクトンアクリレート）；　ポリ（２－エチル－２－アダマンチルメタクリレー
ト－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルアクリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロ
ラクトンメタクリレート－ｃｏ－２－アダマンチルメタクリレート）；　及びポリ（２－
エチル－２－アダマンチルメタクリレート－ｃｏ－３－ヒドロキシ－１－アダマンチルア
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クリレート－ｃｏ－α－ガンマ－ブチロラクトンアクリレート－ｃｏ－トリシクロ［５，
２，１，０２，６］デカ－８－イルメタクリレート）などが挙げられる。少なくとも一つ
のラクトン基を含むフォトレジストポリマーが好ましい。
【００４１】
　該フォトレジストは、更に、添加剤、例えば塩基クエンチャ、界面活性剤、染料、架橋
剤などを含むことができる。有用なフォトレジストは、更に、米国特許出願公開第２００
９／００４２１４８号明細書（特許文献２８）及び米国特許出願公開第２００７／００１
５０８４号明細書（特許文献２９）に例示される。なお、これらの特許文献は、本明細書
に掲載されたものとする。
【００４２】
　コーティングプロセスの後、フォトレジストは当業界において既知のようにパターン化
される。パターン化は、放射線源を用いた像様露光及び現像を含む。露光は、特定の露光
源に典型的な露光装置を用いて行うことができる。次いで、露光されたフォトレジストを
水性現像剤中で現像して、処理されたフォトレジストを除去する。現像剤は、好ましくは
、水性アルカリ性溶液、例えばテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）を含
む水性アルカリ性溶液である。現像剤は、更に界面活性剤（複数種可）を含んでよい。現
像の前及び露光の後に任意選択の加熱段階を組み入れることができる。フォトレジストの
コーティング及び像形成方法は、当業者には周知であり、そして使用する特定のタイプの
フォトレジストに合わせて最適化される。典型的には、フォトレジストの厚さは、１９３
ｎｍ露光では約５０ｎｍ～約４００ｎｍの範囲である。フォトレジストのパターニングは
、使用するフォトレジストによって決定される。
【００４３】
　フォトレジストパターンを形成した後、次いでフォトレジストパターンを凍結または架
橋して（図４～６の凍結されたパターン２）、典型的な有機溶剤中への溶解を防ぐ。フォ
トレジストパターンは硬化化合物で処理してフォトレジストを硬化して、そのパターンを
、フォトレジストパターンの上にコーティングするべきケイ素コーティング組成物の溶剤
中に不溶性にする。フォトレジストパターンを凍結するための硬化化合物の使用は、より
広い範囲のフォトレジスト、例えば高Ｔｇまたは低Ｔｇポリマーを含むフォトレジストの
使用を可能にする。本発明の硬化処理にはアクリレートポリマーを含むフォトレジストが
有用である。というのも、殆どのポリマーが２００℃未満のＴｇを有するからである。ラ
クトン基を有するアクリレートポリマーを含むフォトレジストも有用である。本発明の一
つの態様では、フォトレジストパターンの硬化は、少なくとも二つのアミノ（－ＮＨ２）
基を含む硬化アミノ化合物を用いて行われ、同時にフォトレジストパターンを加熱して、
それによって硬化した第一のフォトレジストパターンを形成する。理論的に拘束されるも
のではないが、前記アミノ化合物はフォトレジストパターン中を拡散し、そして熱の存在
下にフォトレジストを架橋して、それによって硬化もしくは凍結したパターンを形成する
ものと考えられる。パターンは、ケイ素コーティング組成物の溶剤中に不溶性になる。こ
の硬化処理は、チャンバまたは閉鎖炉（ｅｎｃｌｏｓｅｄ　ｏｖｅｎ）を備えるホットプ
レートで、硬化化合物の蒸気により行うことができる。フォトレジストパターンの硬化は
、密閉されたチャンバ内のホットプレートで行うことができ、ここでアミノ化合物は、窒
素などのキャリアガスと共に気化された形で導入され、そしてこのチャンバは、更に、密
閉された雰囲気内でパターン化された基材を加熱するための熱源を含む。一つの事例では
、このチャンバは、基材を支持するためのホットプレート、アミノ化合物を導入するため
の入口、パージ用入口及び排気出口を含む。パージは、窒素、アルゴンまたはヘリウムな
どのガスを用いて行うことができる。
【００４４】
　図９は、窒素ガス圧調節器（５）、流量計（６）、窒素ガスマニホルド（７）、バブラ
ー（８）、弁（９）、蓋（１１）付きチャンバ（１０）（チャンバはホットプレート（１
２）の上に置かれる）、及び排気管（１３）を含む、パターン硬化用の典型的なチャンバ
を示す。
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【００４５】
　アミノ化合物の種類、硬化のための温度及び時間、アミノ化合物の濃度、チャンバ内で
のアミノ化合物の流速などの条件は、最適な程度の硬化を与えるために最適化される。硬
化の程度は、処理されたフォトレジストのフィルム厚さの損失を測定するために試験溶剤
中に硬化したフォトレジストを浸けることによって、決定できる。最小のフィルム厚の損
失が望ましく、ここでケイ素組成物の溶剤中での処理されたフォトレジストのフィルム厚
の損失は１０ｎｍ未満、好ましくは８ｎｍ未満、より好ましくは５ｎｍ未満である。不十
分な硬化は、フォトレジストを溶解する。具体的には、溶剤は、例として本明細書に記載
のフォトレジストの溶剤（複数種可）から選択してよい。硬化プロセスは、更に、２００
８年４月２日に出願された米国特許出願第１２／０６１，０６１号明細書（特許文献３０
）及び米国特許出願第１２／０６１，１１１号明細書（特許文献３１）に記載されている
。これらの特許文献の内容の全部が本明細書中に掲載されたものとする。
【００４６】
　使用される硬化化合物は、フォトレジストを硬化させるものであれば任意のものでよい
。硬化するフォトレジストは、ケイ素組成物の溶剤中に不溶性である。硬化したフォトレ
ジストは熱的にも非流動性である。硬化化合物は、少なくとも二つのアミノ（ＮＨ２）基
を含むことができる。硬化化合物は構造（Ｉ）によって例示することができる。
【００４７】
【化５】

【００４８】
式中、ＷはＣ１～Ｃ８アルキレンであり、ｎは１～３である。アミノ化合物の一つの態様
ではｎは１である。アルキレンとは線状または分枝状のものを言う。好ましくは、アルキ
レンはＣ１～Ｃ４である。アミノ化合物の例は、
エチレンジアミン　　　　　Ｈ２ＮＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２

（１，２ジアミノエタン）
１，２－プロパンジアミン
【００４９】
【化６】

【００５０】
１，３－ジアミノプロパン

【化７】

【００５１】
　アミノ化合物がチャンバ中で使用される場合には、蒸気を形成することができる化合物
が好ましい。アミノ化合物は、約２５℃～２５０℃の範囲の温度で約３０秒～約２０分間
硬化するために使用し得る。硬化温度の上限は、好ましくは、フォトレジストパターンの
流動温度未満である。硬化温度が低いとより長い硬化時間が必要となる。化合物の流量は
約１～約１０Ｌ／分の範囲であることができる。アミノ化合物の蒸気圧及び／またはその
温度は、硬化反応を加速するために高めることができる。アミノ化合物の使用は、フォト
レジストパターンを単に熱的に硬化するだけの場合よりも、より低い硬化温度及びより短
い硬化時間を可能にする。
【００５２】
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　上記処理段階の後に追加のベーク工程を含めることができ、これは、パターンの更なる
架橋及び／または緻密化を誘発することができ、またフィルム中の残留ガスを揮発させる
。このベーク工程は約１９０℃～約２５０℃の温度範囲であることができる。緻密化は、
向上したパターンプロフィルを導き得る。フォトレジストの適当な量の硬化の後に、フォ
トレジストパターンを、場合により、洗浄溶液で処理することができる。洗浄溶液の例は
、フォトレジスト用のエッジビードリムーバ、例えば商業的に入手できるＡＺ（登録商標
）ＡｒＦシンナーもしくはＡＺ（登録商標）ＡｒＦ　ＭＰシンナー、またはフォトレジス
ト溶剤（複数種可）の任意のものであることができる。
【００５３】
　フォトレジストの硬化の後に、非共形（ｎｏｎｃｏｎｆｏｒｍａｌ）ケイ素層（層３）
が、図５に示すように、フォトレジストパターン上に形成される。ケイ素層の厚さはフォ
トレジストパターンよりも厚く、そしてパターンを完全に覆って、ほぼ平坦な層を形成す
る。平坦化層を形成することができるケイ素組成物が好ましい。パターン領域中のケイ素
層の厚さ（Ｘｎｍ）は、フォトレジストパターンの高さ（Ｙｎｍ）を覆うのに十分なもの
である必要がある、すなわちＸ＞Ｙである。一例として、フォトレジストパターンの厚さ
（Ｙ）は約２０ｎｍ～約２００ｎｍの範囲であることができる。ケイ素層の厚さ（Ｘ）は
、フォトレジスト層の厚さ及びエッチングプロセスに依存して、約２５ｎｍ～約３００ｎ
ｍの範囲であることができる。ＸとＹとの差異は、約５ｎｍ～約５０ｎｍの範囲であるこ
とができる。任意のケイ素含有スピンオンガラスタイプの溶液、例えばＨｏｎｅｙｗｅｌ
ｌ社から入手できる例えばＤＵＯ２４８ＴＭ及び
【００５４】

【化８】

【００５５】
（一連のメチルシロキサンポリマー）を使用できる。一つの態様では、該ケイ素コーティ
ング組成物のケイ素ポリマーはシルセスキオキサンポリマーである。米国特許出願公開第
２００７／０２９８３４９号明細書（特許文献３２）、米国特許出願公開第２００８／０
００８９５４号明細書（特許文献３３）、米国特許出願公開第２００５／０２７７０５８
号明細書（特許文献３４）及び米国特許出願公開第２００８／０１９６６２６号明細書（
特許文献３５）に記載のケイ素ポリマーの任意のものを使用できる。これらの特許文献は
、その内容の全てが本明細書に掲載されたものとする。他の例は、国際公開第２００６／
０６５３２１号パンフレット（特許文献３６）に記載のものである。典型的なケイ素組成
物は、非流動性のフィルムを形成することができるケイ素ポリマーを含む。一例として、
シルセスキオキサンポリマーは、エポキシ、イソプロピルまたはフェニル側基を有してよ
い。該組成物は、追加的に、架橋触媒、例えばアンモニウム塩またはハライドを含んでよ
い。該層のケイ素含有率は１８重量％を超える。該組成物はスピンコートされそして加熱
される。使用されるケイ素材料の典型的なパラメータを、被膜の形成に使用し得る。
【００５６】
　三層を形成した後、基材をドライエッチングチャンバ内に置き、ここでフッ素化炭化水
素、例えばＣＦ４を含むガス混合物を使用して、ケイ素被膜を、フォトレジストパターン
の厚さ近くまでエッチバックし（図６）、そうしてフォトレジストパターンの表面が見え
てくる。エッチング速度及びフォトレジストに対するエッチング速度選択性は、他のガス
、例えば酸素を加えることによって制御することができる。センサーがエッチングの終点
を供するか、またはエッチング速度及び除去すべきフィルムの厚さが既知の場合には時限
のエッチングを使用することができる。フォトレジストパターンの一部の少量の表面トッ
プ層をエッチバックプロセス中で除去し得る。フォトレジストの表面が可視になった後、
フォトレジスト及び下層をドライエッチングでき、そうしてフォトレジストパターンのト
ーンが反転する（図７～８）。酸素及び／または水素を含むガスが、フォトレジスト及び
下層のエッチングに有用である。追加のガス、例えばアルゴン、ヘリウム、キセノン、ク
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リプトン、ネオン及びこれらの組み合わせを使用し得る。このガス混合物は、性能を高め
るために、更に他のガス、例えば窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄、ＢＣｌ３

、ＨＢｒ、Ｃｌ２及びフッ素含有ガス、例えばＮＦ３、ＳＦ６、ＣＦ４、またはこれらの
組み合わせを含んでよい。フォトレジスト及び下層は、一つの連続的なプロセスでまたは
二つの別個の工程で除去することができる。フォトレジスト及び下層のエッチングには異
方性エッチングが好ましい。
【００５７】
　本発明方法の下層／ケイ素ハードマスクパターンは、基材をドライエッチングするため
のマスクとして使用し、所望の深さのトレンチを形成することができる。本発明の新規方
法は、基材に反転トーンの狭いトレンチを形成するのに、標準的な高解像度ポジ型フォト
レジストを使用することを可能にする。ドライエッチングの方法は、当技術分野に知られ
ているように適当な基材に合わせて最適化される。
【００５８】
　他に記載が無い場合には、明細書及び特許請求の範囲で使用する成分の量、性質、例え
ば分子量、反応条件などを表す全ての数値は、全ての場合において“約”という言葉で修
飾されるものと理解されたい。上で言及した文献はそれぞれ、全ての目的のためにその内
容の全てが本明細書に掲載されたものとする。以下の具体例は、本発明の組成物を製造及
び使用する方法の詳細な例示を与えるものである。しかし、これらの例は本発明の範囲を
如何様にも限定もしくは減縮することを意図したものではなく、本発明を実施するのに排
他的に使用しなければならない条件、パラメータまたは値を教示するものと解釈するべき
ものではない。
【実施例】
【００５９】
例１：　下層調合物
　１０ｇのＭＸ－２７０（Ｎ，Ｎ'，Ｎ''，Ｎ'''－（テトラメトキシメチル）グリコール
ウリル（日本国神奈川県平塚市田村在の株式会社三和ケミカルから入手可能）、９０ｇの
７０／３０ポリ（メチルメタクリレート－ｃｏ－ヒドロキシスチレン）（ＤｕＰｏｎｔ，
１００７　Ｍａｒｋｅｔ　Ｓｔ．Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ，ＵＳＡから入手可能）、
及び４０ｇの１０％ドデシルベンジルスルホニウムトリエチルアンモニウム塩（ＡｒＦシ
ンナー中）及び８６０ｇのＡｒＦシンナー（７０：３０ＰＧＭＥ：ＰＧＭＥＡ）を取るこ
とによって下層原液を調製した。
【００６０】
　この原液をＡｒＦシンナーにより１：１重量比で希釈することによってコーティング組
成物を調製した。次いで、このコーティング溶液を０．２μｍＰＴＦＥフィルタに通して
濾過した。
【００６１】
例２：　フォトレジスト調合物
　フォトレジストとしてのＡＺ（登録商標）ＡＸ２１１０Ｐ（ＡＺ（登録商標）Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ＵＳＡ　Ｃｏｒｐ，７０　Ｍｅｉｓｔｅｒ　Ａｖｅ
．，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪ，ＵＳＡから入手可能）を、ＡＺ（登録商標）ＡｒＦ　
ＭＰシンナー（ＡＺ（登録商標）Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ＵＳＡ　
Ｃｏｒｐ，７０　Ｍｅｉｓｔｅｒ　Ａｖｅ．，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪ，ＵＳＡから
入手可能）により１：１重量比で希釈する。次いで、このコーティング溶液を０．２μｍ
ＰＴＦＥフィルタに通して濾過した。
【００６２】
例３　スピンオンガラス（ＳＯＧ）調合物
　２．５ｇのポリ（フェニル－メチルシルセスキオキサン）（Ｇｅｌｅｓｔ　Ｉｎｃ．，
１１　Ｅ　Ｓｔｅｅｌ　Ｒｄ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡ，ＵＳＡから入手可能な
ＳＳＴ－３ＰＭ１）を、９７．５ｇのＡＺ（登録商標）ＡｒＦシンナーで溶解した。次い
で、この溶液を０．２μｍフィルタに通して濾過した。
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例４　反転トーンリソグラフィスタック調製
　例１からの炭素下層コーティングを、１５００ｒｐｍで８インチ（０．２０３２ｍ）ケ
イ素ウェハ上にスピンコートし、そして２００℃で６０秒間ベークして、２００ｎｍのフ
ィルム厚を得た。例２からのフォトレジスト調合物を１５００ｒｐｍでコーティングし、
そして１００℃／６０秒でソフトベークして９０ｎｍのフィルム厚を得た。このスタック
を、ＴＥＬ　Ａｃｔ１２”トラックにインターフェースで連結したＡｒＦスキャナ（Ｎｉ
ｋｏｎ　ＮＳＲ－３０６Ｄ：　ＮＡ＝０．８５、ダイポールＹ照明、０．８ｓ、ａ／Ｒ＝
０．６３、レチクル：９０ｎｍのラインアンドスペース図形からなる格子を有する６％Ｈ
ＴＰＳＭ（高透過性ハーフトーン位相シフトマスク）で露光し、そしてＡＺ３００ＭＩＦ
（ＡＺ（登録商標）Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ＵＳＡ　Ｃｏｒｐ，７
０　Ｍｅｉｓｔｅｒ　Ａｖｅ．，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪ，ＵＳＡから入手可能な、
テトラメチルアンモニウムヒドロキシドに基づく剤）を用いて２３℃で３０秒間現像した
。これらの層を１１０℃で６０秒間ポスト露光ベークした。これらのウェハの走査電子顕
微鏡（ＳＥＭ）写真からの断面図は、１３５ｎｍスペースを有する４５ｎｍラインの図形
が簡単に解像されたことを示した。
【００６４】
　現像した像を、図９に示すようなべーバーリアクションチャンバ（ＶＲＣ）で、ジアミ
ノエタン（Ｈ２ＮＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）を充填した２５０ｍＬバブラーを通して流れる３
Ｌ／分の窒素流速を用いて２分間、凍結した。このＶＲＣのベーク温度は１８０℃に維持
した。
【００６５】
　例３からのスピンオンガラス（ＳＯＧ）調合物を、この凍結したフォトレジスト像の上
に、１５００ｒｐｍのスピン速度でコーティングし、次いで１１０℃で６０秒間ベークし
て９０ｎｍのフィルム厚を得た。
【００６６】
例５　パターン転写
　過剰のＳＯＧフィルム厚を除去するために、反転トーンリソグラフィスタックを有する
ウェハを先ず５秒間のＳＯＧエッチバック工程に付した。これは、表１に記載の他のプラ
ズマ条件と共に１：１ＣＦ４／Ｏ２エッチングガスの組み合わせを用いて為した。次のエ
ッチング工程は、フォトレジスト（ＰＲ）像の除去であり、これは、酸素富化エッチング
を用いて為した。フォトレジストの除去の他に、酸素エッチングは、有機物の除去及びＳ
ｉＯ２の形成によりＳＯＧを硬化した。フォトレジスト除去工程は異方性エッチングを要
しないものの（構造自体が、元々、必要な異方性を組み入れているため）、異方性Ｏ２エ
ッチングプロセスは、フォトレジストの除去及び下層へのＳＯＧのパターン転写工程を統
合することを可能とする。統合フォトレジスト除去及び下層（ＵＬ）パターン転写エッチ
ング工程は、表１に記載した他のプラズマ条件と共に１５秒間のＯ２エッチングで為した
。
【００６７】
　最終のエッチングパターンは、ポジ型フォトレジストパターンの反転像であり、そして
フォトレジストパターンよりもかなり厚く、かつより耐エッチング性の高いパターンであ
り、それゆえ、フォトレジストパターンよりもより良好な基材へのパターン転写を可能に
した。
【００６８】
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【表１】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【国際調査報告】
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