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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の主面の上に絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層に、前記主面に沿った第１方向に第１の長さを有する第１開口部と、前記第
１方向に前記第１の長さよりも長い第２の長さを有する第２開口部と、を同一の原版を用
いて形成する工程と、
　前記第１開口部内に第１パターンを形成する工程と、
　前記第２開口部内に、前記第１パターンの材料及び前記絶縁層の材料とは異なる材料か
らなる第２パターンを形成する工程と、
　前記絶縁層、前記第１パターン及び前記第２パターンに接するブロックコポリマー膜を
形成する工程と、
　前記ブロックコポリマー膜を相分離させて、前記第２パターンの誘導により第３パター
ンを形成する工程と、
　前記第３パターンを基準に前記第１パターンと接する第４パターンを形成する工程と、
　を備えたパターン形成方法。
【請求項２】
　前記第３パターンを形成する工程において、前記第１方向に延在する前記第３パターン
を形成する請求項１記載のパターン形成方法。
【請求項３】
　前記絶縁層を形成する工程は、
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　　前記基板の上に第１絶縁層を形成する工程と、
　　前記第１絶縁層の上に前記第１絶縁層の材料とは異なる材料からなる第２絶縁層を形
成する工程と、
　を含み、
　前記第１開口部及び前記第２開口部を形成する工程は、前記第１絶縁層及び前記第２絶
縁層に前記第１開口部を形成し、前記第２絶縁層に前記第２開口部を形成することを含む
請求項１または２に記載のパターン形成方法。
【請求項４】
　前記第１開口部及び前記第２開口部を形成する工程は、
　　前記第２絶縁層に前記第１開口部及び前記第２開口部を形成する工程と、
　　前記第２開口部を覆うマスク層を形成する工程と、
　　前記マスク層及び前記第２絶縁層をマスクとして、前記第１開口部を前記第１絶縁層
の下面まで貫通させる工程と、を含む請求項３記載のパターン形成方法。
【請求項５】
　前記第１パターンは、導電性材料を含むコンタクトであり、
　前記第４パターンは、導電性材料を含む配線である請求項１～４のいずれか１つに記載
のパターン形成方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載のパターン形成方法に用いる前記原版であって、
　主面を有する支持基板と、
　前記支持基板に設けられ、前記主面に沿った第１方向に第１の長さを有し、前記第１開
口部を形成するための第１原版パターンと、
　前記第１方向に前記第１の長さよりも長い第２の長さを有し、前記第２開口部を形成す
るための第２原版パターンと、
　を備えた原版。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、パターン形成方法、原版及びデータ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置等のパターンの形成においては、フォトリソグラフィ法が用いられている。
また、フォトリソグラフィ法以外の方法としては、ナノインプリント法や、ブロックコポ
リマー（block copolymer）のミクロ相分離を利用したＤＳＡ（Directed Self Assembly
）といわれる方法も検討されている。
【０００３】
　このようなパターン形成方法においては、さらなる位置合わせ精度の向上が望しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２３４１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、位置合わせ精度を向上できるパターン形成方法、原版及びデータ
処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係るパターン形成方法は、基板の主面の上に絶縁層を形成する工程と、前記
絶縁層に、前記主面に沿った第１方向に第１の長さを有する第１開口部と、前記第１方向
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に前記第１の長さよりも長い第２の長さを有する第２開口部と、を同一の原版を用いて形
成する工程と、前記第１開口部内に第１パターンを形成する工程と、前記第２開口部内に
、前記第１パターンの材料及び前記絶縁層の材料とは異なる材料からなる第２パターンを
形成する工程と、前記絶縁層、前記第１パターン及び前記第２パターンに接するブロック
コポリマー膜を形成する工程と、前記ブロックコポリマー膜を相分離させて、前記第２パ
ターンの誘導により第３パターンを形成する工程と、前記第３パターンを基準に前記第１
パターンと接する第４パターンを形成する工程と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示するフローチャートである。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示する模式的断
面図である。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示する模式的断
面図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示する模式的断
面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示する模式的断
面図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示する模式的
断面図である。
【図７】図２（ａ）を主面側から見た平面図である。
【図８】図５（ｂ）を主面側から見た平面図である。
【図９】第２の実施形態に係る原版を例示する模式図である。
【図１０】第２の実施形態に係る原版を例示する模式図である。
【図１１】第３の実施形態に係るデータ処理方法を例示するフローチャートである。
【図１２】第４の実施形態に係る半導体装置を例示する模式図である。
【図１３】第５の実施形態に係る原版を例示する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態を図に基づき説明する。
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
　また、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示するフローチャートである。
　図２～図６は、第１の実施形態に係るパターン形成方法を例示する模式的断面図である
。
　図７は、図２（ａ）を主面側から見た平面図である。
　図８は、図５（ｂ）を主面側から見た平面図である。
　以下の説明において、図１に表れない符号等は、図２～図８を参照するものとする。
【００１０】
　図１に表したように、本実施形態に係るパターン形成方法は、絶縁層の形成（ステップ
Ｓ１０１）、第１開口部及び第２開口部の形成（ステップＳ１０２）、第１パターンの形
成（ステップＳ１０３）、第２パターンの形成（ステップＳ１０５）、ブロックコポリマ
ー膜の形成（ステップＳ１０６）、第３パターンの形成（ステップＳ１０７）及び第４パ
ターンの形成（ステップＳ１０８）、を備える。以下、各ステップの具体例を説明する。
【００１１】
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　先ず、ステップＳ１０１に表した絶縁層の形成では、基板１０の主面１０ａの上に第１
絶縁層２２及び第２絶縁層２４を形成する。なお、本実施形態では、第１絶縁層２２及び
第２絶縁層２４を総称して絶縁層２０とする。第１絶縁層２２の材料は、第２絶縁層２４
の材料とは異なる。例えば、これらの材料は、所定のエッチャントに対して異なるエッチ
ングレートを有する。
【００１２】
　次に、ステップＳ１０２に表した第１開口部及び第２開口部の形成では、絶縁層２０に
、主面１０ａに沿った第１方向に第１の長さを有する第１開口部５１と、第１方向に第１
の長さよりも長い第２の長さを有する第２開口部５２と、を同一の原版１１０を用いて形
成する。本実施形態では、第１絶縁層２２及び第２絶縁層２４に第１開口部５１を形成し
、第２絶縁層２４に第２開口部５２を形成する。
【００１３】
　次に、ステップＳ１０３に表した第１パターンの形成では、第１開口部５１内に第１パ
ターン２６を形成する。第１パターン２６は、第１開口部５１内に埋め込まれたパターン
である。第１パターン２６は、第１絶縁層２２及び第２絶縁層２４を貫通して基板１０に
達する、例えばコンタクトである。
【００１４】
　次に、ステップＳ１０４に表した第２パターンの形成では、第２開口部５２内に第２パ
ターン２８を形成する。第２パターン２８は、第２開口部５２内に埋め込まれたパターン
である。第２パターン２８の材料は、第１パターン２６の材料及び絶縁層２２０の材料と
異なる。
【００１５】
　次に、ステップＳ１０５に表したブロックコポリマー膜の形成では、絶縁層２０、第１
パターン２６及び第２パターン２８に接してブロックコポリマー膜６０を形成する。
【００１６】
　次に、ステップＳ１０６に表した第３パターンの形成では、ブロックコポリマー膜６０
を相分離させて、第２パターン２８の誘導により第３パターン６２を形成する。すなわち
、ブロックコポリマー膜６０は、第２パターン２８をガイドとして相分離する。これによ
り、第３パターン６２が形成される。
【００１７】
　次に、ステップＳ１０７に表した第４パターンの形成では、第３パターン６２を基準に
第１パターン２６と接する第４パターン３６を形成する。第４パターン３６は、例えばコ
ンタクトである第１パターン２６の上に接続され、主面１０ａに沿って延在する、例えば
配線である。
【００１８】
　上記ステップＳ１０１～ステップＳ１０７に表した工程により、下層の第１パターン２
６に対する上層の第３パターン６２の位置合わせ誤差を低減することができる。
【００１９】
　次に、図２～図８を用い、第１の実施形態に係るパターン形成方法のより詳細な具体例
について説明する。
　なお、図２（ａ）～図８に基づく説明において、「第１方向」とは、基板１０の主面１
０ａに沿った方向のうち、１つの方向（Ｙ１方向）のことをいう。また、「第２方向」と
は、主面１０ａに沿った方向のうちＹ１方向に対して垂直な方向（Ｘ１方向）のことをい
う。また、「第３方向」とは、第１方向及び第２方向に垂直な方向（Ｚ１方向）のことを
いう。
【００２０】
　先ず、図２（ａ）で表したように、絶縁層の形成（ステップＳ１０１）を行う。
　第１の実施形態では、絶縁層２０として、例えば第１絶縁層２２及び第２絶縁層２４を
形成する。
【００２１】
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　ここで、基板１０は、例えば半導体基板である。半導体基板は、例えばシリコンである
。基板１０には、例えば半導体素子や、回路が設けられている。なお、基板１０は、シリ
コン以外の半導体基板、ガラス基板などの絶縁性基板、ＳＯＩ（Silicon On insulater）
などの絶縁材料と半導体材料とを複合した基板であってもよい。基板１０は、主面１０ａ
を有している。
【００２２】
　基板１０の上に、例えばＴＥＯＳ（Tetraethyl orthosilicate）により、第１絶縁層２
２を形成する。次に、第１絶縁層２２の上に第１絶縁層２２と異なる材料を有する第２絶
縁層２４を形成する。第２絶縁層２４は、例えば窒化シリコン（ＳｉＮ）を有している。
【００２３】
　次に、第１開口部及び第２開口部の形成（ステップＳ１０２）を行う。
　図２（ａ）に表したように、第２絶縁層２４の上に反射防止膜４２を形成する。次に、
反射防止膜４２の上に、フォトレジスト層４４を形成する。次に、フォトレジスト層４４
に、第１開口部５１及び第２開口部５２を同一の原版を用いて形成する。
【００２４】
　ここで、図７は、上述のように、図２（ａ）を主面側から見た平面図である。
　なお、図２（ａ）は、図７のＡ－Ａ’線断面図に相当する。
【００２５】
　第１開口部５１は、Ｙ１方向に第１の長さＬ１を有する。例えば、フォトレジスト層４
４に、複数の第１開口部５１を形成する。複数の第１開口部５１は、Ｘ１方向に互いに距
離ｄ１で等間隔に設けられている。
【００２６】
　また、第２開口部５２は、Ｙ１方向に延在し、Ｙ１方向に第１の長さＬ１よりも長い第
２の長さＬ２を有する。また、第２開口部５２のうち、Ｙ１方向の第１の長さＬ１は、Ｘ
１方向の長さよりも長い。具体的には、例えば、第２開口部５２は、主面１０ａに対して
垂直な方向から見て長方形である。
【００２７】
　ここで、Ｚ１方向にみて、第２開口部５２は、第１開口部５１と重ならない位置に形成
される。また、第２開口部５２に最も近い第１開口部５１の中心から、第２開口部５２の
中心までの距離ｄＸ１は、複数の第２開口部５２のうち、Ｘ１方向の間隔ｄ１と等しい。
【００２８】
　また、第２開口部５２は、１つ以上形成されればよい。例えば、フォトレジスト層４４
に、少なくとも二つの第２開口部５２を形成する。二つの第２開口部５２を、第１開口部
５１を挟んでＸ１方向の両側に形成する。このとき、一方の第２開口部５２の中心から他
方の第２開口部５２の中心までの距離ｄ２を、複数の第１開口部５１のうちＸ１方向の間
隔ｄ１の整数倍となるように配置する。すなわち、ｄ２＝ｎ・ｄ１である。なお、ｎは、
１以上の整数である。
【００２９】
　次に、図２（ｂ）に表したように、例えばＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法により、
フォトレジスト層４４をマスクとして、第２絶縁層２４のみに第１開口部５１及び第２開
口部５２を形成する。このとき、例えば、第２絶縁層２４のエッチング速度が第１絶縁層
２２のエッチング速度よりも速い条件でエッチングを行う。次に、フォトレジスト層４４
及び反射防止層４２を除去する。
【００３０】
　次に、図２（ｃ）に表したように、第２開口部５２を覆うようにマスク層としてフォト
レジスト層４４を形成する。
【００３１】
　次に、図２（ｄ）に表したように、マスク層（フォトレジスト層４４）及び第２絶縁層
２４をマスクとして、第１開口部５１を第１絶縁層２２の下面まで貫通させる。これによ
り、基板１０に形成された半導体素子等に達する第１開口部５１が形成される。次に、マ
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スク層であるフォトレジスト層４４を除去する。これにより、第１絶縁層２２及び第２絶
縁層２４に第１開口部５１が形成され、第２絶縁層２４に第２開口部５２が形成される。
【００３２】
　次に、図３（ａ）に表したように、第１パターンの形成（ステップＳ１０３）を行う。
　第１の実施形態では、第１パターン２６は、導電性材料を含むコンタクトである。例え
ば、スパッタ法により、第１開口部５１内及び第２絶縁層２４の上に、導電性材料を含む
第１パターン材料層（符号不図示）を形成する。なお、第１パターン材料層の導電性材料
は、例えばタングステン（Ｗ）である。また、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法
、又はめっき法により、第１パターン材料層を形成してもよい。
【００３３】
　次に、例えば、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法により、第２絶縁層２４
の上面を平坦化する。これにより、第１開口部５１内に埋め込まれた第１パターン２６が
形成される。第１パターン２６は、基板１０に形成された半導体素子等と接続されたコン
タクトである。このとき、第２開口部５２内に、第１パターン２６と同一の導電性材料を
含む埋込部２９が形成される。
【００３４】
　次に、図３（ｂ）に表したように、第２絶縁層２４、第１パターン２６及び埋込部２９
の上に、ＴＥＯＳ層４６を形成する。
【００３５】
　次に、図３（ｃ）に表したように、ＴＥＯＳ層４６の上に、フォトレジスト層４４を形
成する。次に、露光及び現像により、フォトレジスト層４４のうち埋込部２９と重なる位
置に、第３開口部５３を形成する。このとき、第３開口部５３の面積は、埋込部２９の面
積よりも広いことが好ましい。これにより、埋込部２９の全体を露出させることができる
。
【００３６】
　次に、図３（ｄ）に表したように、フォトレジスト層４４をマスクとして、ＴＥＯＳ層
４６をエッチングする。次に、フォトレジスト層４４を除去する。これにより、ＴＥＯＳ
層４６に、埋込部２９を露出する第３開口部５３を形成することができる。
【００３７】
　次に、図４（ａ）に表したように、第３開口部５３に露出した埋込部２９のみを選択的
に除去する。
【００３８】
　次に、以下のようにして、第２パターンの形成（ステップＳ１０４）を行う。
　図４（ｂ）に表したように、第３開口部５３内、及びＴＥＯＳ層４６の上に、第２パタ
ーン２８を形成するための第２パターン材料層２８ａを形成する。
【００３９】
　ここでいう「第２パターン２８」は、後述するブロックコポリマー膜６０をミクロ相分
離させるガイドとして機能する。このように、ブロックコポリマー膜のミクロ相分離を利
用したパターン形成方法は、ＤＳＡ（Directed Self Assembly）と呼ばれている。ＤＳＡ
に用いられるガイドとしては、構造に沿って相分離させる「物理ガイド」と呼ばれるもの
や、親和性の差により相分離させる「化学ガイド」と呼ばれるものが用いられる。第１の
実施形態では、ガイドとなる第２パターン２８は、化学ガイドであることが好ましい。
【００４０】
　第２パターン材料層２８ａの材料は、第１パターン２６の材料及び第２絶縁層２４の材
料と異なる。第２パターン材料層２８ａの材料は、例えば、有機膜である。第２パターン
材料層２８ａの材料は、後述するブロックコポリマー（ＢＣＰ）膜のミクロ相分離を誘導
する官能基を有している。
【００４１】
　次に、図４（ｃ）に表したように、第２パターン材料層２８ａをＴＥＯＳ層４６の表面
の高さまでエッチバックする。次に、ＣＭＰにより、ＴＥＯＳ層４６を除去して、第２絶
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縁層２４の上面及び第２パターン２８の上面が同一面となるように平坦化する。これによ
り、第２開口部５２内に埋め込まれた第２パターン２８が形成される。
【００４２】
　次に、ブロックコポリマー膜の形成（ステップＳ１０５）を行う。
　図４（ｄ）に表したように、第２絶縁層２４、第１パターン２６及び第２パターン２８
に接してブロックコポリマー膜６０を形成する。
【００４３】
　ここで、ブロックコポリマーとは、例えば２種類のポリマーが化学的に結合した高分子
化合物である。ブロックコポリマー膜６０は、例えば、第２パターン２８に対して親和性
を有する第１ポリマーと、第２パターン２８に対して第１ポリマーと異なる親和性を有す
る第２ポリマーと、を有している。例えば、第１ポリマーは、親水性の官能基を有し、一
方、第２ポリマーは、疎水性の官能基を有する。これにより、第２パターン２８の誘導に
よって、第１ポリマー及び第２ポリマーを有するラメラ構造を形成することができる。ま
た、第１ポリマーと第２ポリマーの組成比により、相分離の間隔を制御することができる
。
【００４４】
　次に、例えば以下のようにして、ＤＳＡにより、第３パターンの形成（ステップＳ１０
６）を行う。
　図５（ａ）に表したように、ブロックコポリマー膜６０が一様に形成された状態で、所
定の処理を行う。ここでの「所定の処理」は、例えば加熱処理である。これにより、第２
パターン２８の誘導によって、第２パターン２８に対して親和性を有する第１領域６０ａ
と、第１領域６０ａ以外の領域に配置され第２パターン２８に対して第１領域６０ａと異
なる親和性を有する第２領域６０ｂと、にブロックコポリマー膜６０を相分離させる。
【００４５】
　次に、図５（ｂ）に表したように、第２領域６０ｂのエッチング速度が第１領域６０ａ
のエッチング速度よりも速い条件でブロックコポリマー膜６０をエッチングして、第２領
域６０ｂを選択的に除去する。このようにして、第３パターン６２を形成する。
【００４６】
　ここで、図８は、上述のように、図５（ｂ）を主面側から見た平面図である。
　なお、図５（ｂ）は、図８のＡ－Ａ’線断面図に相当する。
　図８に表したように、第２パターン２８の誘導により、Ｙ１方向に延在するように第３
パターン６２を形成する。
【００４７】
　また、図８に表したように、複数の第１開口部５１が形成された間隔ｄ１に対してほぼ
等しい間隔で、ブロックポリマー膜６０を相分離させる。これにより、第１パターン２６
に接するように、第３パターン６２を形成することができる。
【００４８】
　なお、第３パターンの形成（ステップＳ１０６）において、ブロックコポリマー膜６０
を形成すると同時に、ブロックコポリマー膜６０を相分離させて凝集させることにより、
第３パターン６２を形成してもよい。言い換えれば、ブロックコポリマー膜６０において
第２領域６０ｂを形成することなく、第１領域６０ａのみに凝集させて第３パターン６２
を形成してもよい。
【００４９】
　また、ブロックコポリマー膜の形成（ステップＳ１０５）において、第２パターン２８
の位置に形成されないように相分離させて、第３パターン６２を形成してもよい。この場
合、ブロックコポリマー膜６０の親和性を上記した例と逆にすればよい。
【００５０】
　また、ブロックコポリマー膜の形成（ステップＳ１０５）の後に、原版１１０と異なる
原版を用いて、第３パターン６２の一部を分断してもよい。
【００５１】
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　次に、図５（ｃ）に表したように、第２絶縁層２４及び第３パターン６２の上に、ＳＯ
Ｇ（Spin On Glass）を塗布する。次に、エッチバックを行うことにより、第２絶縁層２
４の上に、第３パターン６２に接する第３絶縁層３２を形成する。
【００５２】
　次に、図６（ａ）に表したように、第３パターン６２を選択的に除去する。これにより
、第３パターン６２の位置に第４開口部５４を形成する。
【００５３】
　次に、第４パターンの形成（ステップＳ１０７）を行う。
　第１の実施形態において、第４パターン３６は、例えば導電性材料を含む配線である。
　図６（ｂ）に表したように、例えばスパッタにより、第４開口部５４内及び第３絶縁層
３２の上に、導電性材料を含む第４パターン材料層（符号不図示）を形成する。第４パタ
ーン材料層の導電性材料は、例えばＷである。次に、ＣＭＰ法により、第３絶縁層３２の
上面を平坦化する。このようにして、第３パターン６２を基準に第１パターン２６と接す
る第４パターン３６を形成する。このとき、第２パターン２８の上に、第４パターン３６
と同じ材料により配線３６ａ（例えば、ダミーパターン）を形成してもよい。
【００５４】
　次に、第１の実施形態の作用効果について説明する。
　ここで、参考例として、第１パターンの上に、第１パターン２６を形成する際に用いた
原版とは異なる原版を用いて、ブロックコポリマー膜の相分離を誘導するガイドパターン
を形成する場合について説明する。参考例では、まず、絶縁層に第１の原版を用いて第１
パターンを形成する。次に、第１パターンと異なる第２の原版を用いて、第１パターンの
上にガイドパターンを形成する。この工程において、第１パターンに対してガイドパター
ンを位置合わせするときに、第１パターンに対するガイドパターンの位置合わせ誤差σli

thoが生じる可能性がある。
【００５５】
　次に、絶縁層及びガイドパターンの上に、ブロックコポリマー膜を形成する。次に、ガ
イドパターンの誘導を伴ってブロックコポリマー膜を相分離させて、第３パターンを形成
する。このとき、ガイドパターンに対してブロックポリマー膜の相分離の位置も一定の範
囲内でずれが生じる可能性があるため、ガイドパターンに対する第３パターンの位置合わ
せ誤差σＤＳＡが生じる可能性がある。
【００５６】
　したがって、参考例の方法では、第１パターンに対する第３パターンの合計の位置合わ
せ誤差σｔｏｔａｌは、下記式（１）となる。
　σｔｏｔａｌ＝（σｌｉｔｈｏ

２＋σＤＳＡ
２）１／２　・・・（１）

【００５７】
　これに対して、第１の実施形態によれば、位置合わせの対象である第１パターン２６と
、ブロックコポリマー膜６０の相分離を誘導する第２パターン２８と、を同一の絶縁層（
第２絶縁層２４）に同一の原版１１０を用いて形成する。次に、絶縁層の上に、ブロック
コポリマー膜６０を形成する。次に、ブロックコポリマー膜６０を相分離させて、第２パ
ターン２８の誘導により、第３パターン６２を形成する。
【００５８】
　第１の実施形態では、同一の原版１１０を用いて、第１パターン２６及び第２パターン
２８を形成することにより、第１の実施形態では、第１パターン２６に対する第２パター
ン２８の位置合わせ誤差は生じない。したがって、第１の実施形態において、第１パター
ン２６に対する第３パターン６２の位置合わせ誤差σｔｏｔａｌは、ブロックコポリマー
膜の相分離におけるずれ量、すなわち、第２パターン２８に対する第３パターン６２の位
置合わせ誤差σＤＳＡのみである。このように、下層の第１パターン２６に対する上層の
第３パターン６２の位置合わせ誤差を低減することができる。
【００５９】
（第２の実施形態）
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　図９及び図１０は、第２の実施形態に係る原版を例示する模式図である。
　図９及び図１０は、原版１１０の模式的な平面図が表されている。
【００６０】
　図９及び図１０において、「第１方向」とは、支持基板１００の主面１００ａに沿った
方向のうち、１つの方向（Ｙ２方向）のことをいう。また、「第２方向」とは、主面１０
０ａに沿った方向のうちＹ２方向に対して垂直な方向（Ｘ２方向）のことを言う。
【００６１】
　第２の実施形態に係る原版１１０は、例えば第１の実施形態における第１開口部及び第
２開口部の形成（ステップＳ１０２）において、第１開口部５１と、第１開口部５１より
も長尺の第２開口部５２と、を同一の絶縁層２０に形成するための原版である。上述のよ
うに、例えば、第１開口部５１内には、第１パターン２６が形成される。また、第２開口
部５２内には、第１パターン２６の上層に位置するブロックコポリマー膜６０を相分離さ
せる際のガイドになる第２パターン２８が形成される。
【００６２】
　第２の実施形態に係る原版１１０は、支持基板１００、第１原版パターン１２６及び第
２原版パターン１２８を備える。
　原版１１０は、例えば、フォトレジストを露光するためのフォトマスクである。
【００６３】
　支持基板１００は、例えば石英ガラスである。支持基板１００は、主面１００ａを有し
ている。なお、主面１００ａは、遮光膜（符号不図示）によるパターンが形成されている
側の面のことである。支持基板１００には、例えば遮光膜による第１原版パターン１２６
及び第２原版パターン１２８が設けられている。なお、第１原版パターン１２６及び第２
原版パターン１２８は、遮光膜の開口部分として設けられていてもよい。
【００６４】
　第１原版パターン１２６は、第１開口部５１を形成するためのパターンである。第１原
版パターン１２６は、Ｙ２方向に第１の長さＬ３を有している。なお、原版１１０が等倍
露光用マスクである場合は、第１原版パターン１２６の第１の長さＬ３は、第１開口部５
１の第１の長さＬ１と等しい。すなわち、Ｌ３＝Ｌ１である。なお、原版１１０が縮小露
光用マスクである場合は、原版１１０における長さは、縮小露光時の倍率の逆数を乗じた
長さであればよい。以下では、原版１１０は、等倍露光用マスクである場合を説明する。
【００６５】
　図９では、第１原版パターン１２６は、例えば矩形の島状に設けられている。なお、第
１原版パターン１２６の角部には僅かな丸みが設けられていてもよい。第１原版パターン
１２６は例えば円形であってもよい。
【００６６】
　図９に表したように、例えば、原版１１０には、複数の第１原版パターン１２６が設け
られている。複数の第１原版パターン１２６は、Ｘ２方向に互いに距離ｄ３で等間隔に設
けられている。複数の第１原版パターン１２６は、例えば千鳥状に設けられている。なお
、複数の第１原版パターン１２６のｄ３は、複数の第１開口部５１の間隔ｄ１と等しい。
すなわち、ｄ３＝ｄ１である。
【００６７】
　また、第２原版パターン１２８は、第２開口部を形成するためのパターンである。第２
原版パターン１２８は、第１方向に延在し、Ｙ２方向に第１の長さＬ３よりも長い第２の
長さＬ４を有している。第２原版パターン１２８のうち、Ｙ２方向の第２の長さＬ４がＸ
２方向の長さよりも長い。具体的には、第２原版パターン１２８は、例えば平面視で長方
形である。なお、第２原版パターン１２８の角部には僅かな丸みが設けられていてもよい
。
【００６８】
　第２原版パターン１２８は、第１原版パターン１２６から離間した位置に配置されてい
る。例えば、第２原版パターン１２８に最も近い第１原版パターン１２６の中心から、第
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２原版パターン１２８の中心までの距離ｄＸ３は、複数の第１原版パターン１２６のうち
Ｘ２方向の間隔ｄ３と等しい。
【００６９】
　また、例えば、第２原版パターン１２８は、少なくとも二つ設けられている。二つの第
２原版パターン１２８は、Ｘ２方向の両側に設けられている。一方の第２原版パターン１
２８の中心から他方の第２原版パターン１２８までの距離ｄ４は、複数の第１原版パター
ン１２６のうちＸ２方向の間隔ｄ３の整数倍である。すなわち、ｄ４＝ｎ・ｄ３である。
なお、ｎは、１以上の整数である。
【００７０】
　第２の実施形態の原版１１０を用いた露光によって第１開口部５１及び第２開口部５２
を形成することにより、第１パターン２６及び第２パターン２８は、互いに位置ずれする
ことなく形成される。第１の実施形態にて参考例として述べたように、異なる原版を用い
て別個の露光によって第１パターン２６及び第２パターン２８を形成する場合に生じる位
置合わせ誤差は発生しない。この第２パターンをブロックコポリマー膜を相分離させるガ
イドとして機能させることにより、所望の位置に第１パターンと接する第３パターンを形
成することができる。
【００７１】
　以上、第２の実施形態では、原版１１０がフォトマスクである場合を説明した。しかし
、転写法により樹脂等のパターンを形成する場合には、原版１１０は、パターンを転写す
るための凸パターンや凹パターンを有するテンプレートであってもよい。
【００７２】
　また、図１０は、第２の実施形態の変形例である原版１１１を示している。
　図１０の左側に表したように、複数の第１原版パターン１２６は、正方格子状に配置さ
れていてもよい。
　また、図１０の右側に表したように、Ｙ２方向に非等間隔に設けられていてもよい。こ
のように、複数の第１原版パターン１２６は、少なくともＸ２方向に互いに距離ｄ１で等
間隔に設けられていればよい。
【００７３】
（第３の実施形態）
　図１１は、第３の実施形態に係るデータ処理方法を例示するフローチャートである。
　ここで、図１１に示すステップＳ２０１、ステップＳ２０２、ステップＳ２０３の処理
が、第３の実施形態に係るデータ処理方法である。なお、図１０では、具体例における他
の処理も含めて表している。また、フローチャートの横に添付した図は、設計データまた
は描画データを例示した模式図である。以下において、「パターン」と呼ぶものは、実際
の半導体装置等に形成されるパターンのことをいい、「データ」と呼ぶものは、設計デー
タ又は描画データ上において、パターンを形成するためのデータのことをいう。
【００７４】
　第３の実施形態に係るデータ処理方法は、設計データから原版１１０を形成するための
描画データを作成する方法である。
　図１１に表したように、第３の実施形態に係るデータ処理方法は、第１データ及び第２
データの抽出（ステップＳ２０１）、ガイドデータ作成（ステップＳ２０２）及び第１デ
ータ並びにガイドデータの合成（ステップＳ２０３）、を備えている。
【００７５】
　ステップＳ２０１に表した第１データ及び第２データの抽出では、設計データから、第
１方向に第１の長さＬ１を有する第１パターン（以下、第１パターン２６）を形成するた
めの第１データと、第１パターン２６と重なり第１方向に第１の長さＬ１よりも長い第２
の長さＬ２を有する第２パターン（以下、第４パターン３６）を形成するための第２デー
タと、をそれぞれ抽出する。
【００７６】
　ステップＳ２０２に表したガイドデータ作成では、第１パターン２６及び第４パターン
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３６から離間した位置に、第１方向に延在するガイドパターン（以下、第２パターン２８
）を形成するためのガイドデータを作成する。
【００７７】
　ステップＳ２０３に表した第１データ及びガイドデータの合成では、第１データ及びガ
イドデータを合成して描画データを作成する。
【００７８】
　次に、第３の実施形態に係るデータ処理方法の具体例について説明する。なお、以下に
説明する具体例には、上記ステップＳ２０１、ステップＳ２０２及びステップＳ２０３以
外のステップも含まれる。
　図１１に表したように、まず、設計データを用意する。設計データは、例えば、ＣＡＤ
（Computer Aided Design）により作成されたデータである。設計データは、上述のよう
に、第１パターン２６を形成するための第１データと、第１パターン２６と重なっている
第４パターン３６を形成するための第２データと、を有している。なお、この段階では、
第１データ及び第２データは１つのデータとして作成されていてもよい。
【００７９】
　例えば、第１パターン２６は、半導体装置におけるコンタクトである。第４パターン３
６は、第１パターン２６に接続する配線であり、ＤＳＡによって形成するパターンのこと
である。また、所定の間隔ｄ１で等間隔に、複数の第４パターン３６が設けられている。
【００８０】
　次に、第１データ及び第２データの抽出（ステップＳ２０１）を行う。
　設計データから第１データ及び第２データを個別に抽出する。ここで「個別に抽出する
」とは、例えば、ＣＡＤソフトウェア上で、第１データ及び第２データをそれぞれ異なる
レイヤに分けることである。この「レイヤ」とは、データ上の階層のことである。
【００８１】
　次に、ガイドデータ作成（ステップＳ２０２）を行う。
　ガイドパターンを形成するためのガイドデータを作成する。ガイドパターンである第２
パターン２８は、第１パターン２６及び第４パターン３６から離間した位置に、第１方向
に第４パターン３６と並んで延在する。このとき、第１データ及び第２データと異なるレ
イヤにガイドデータを作成する。
【００８２】
　例えば、第４パターン３６の中心から、第２パターン２８の中心までの距離は、複数の
第４パターン３６の間隔ｄ１と等しい。また、第２パターン２８の位置は、他のパターン
に干渉しない位置であることが好ましい。
【００８３】
　次に、第１データ及びガイドデータの合成（ステップＳ２０３）を行う。
　例えば、異なるレイヤとして処理していた第１データ及びガイドデータを合成して、１
つの描画データを作成する。
【００８４】
　次に、必要に応じて、ＯＰＣ等の処理（ステップＳ２０４）を行う。
　なお、ＯＰＣとは、光近接場効果補正（Optical Proximity Correction）のことである
。
【００８５】
　本実施形態のデータ処理方法によって形成された原版１１０を用いることにより、下層
の第１パターン２６に対して上層の第４パターン３６を形成するときの位置合わせ誤差を
低減することができる。
【００８６】
（第４の実施形態）
　図１２は、第４の実施形態に係る半導体装置１を例示する模式図である。
　第４の実施形態に係る半導体装置１は、第１の実施形態のパターン形成方法によって製
造されたものである。
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【００８７】
　第４の実施形態に係る半導体装置１は、基板１０と、第１絶縁層２２と、第２絶縁層２
４と、コンタクト（以下、第１パターン２６）と、ガイド部（以下、第２パターン２８）
と、配線（以下、第４パターン３６）と、備える。
【００８８】
　基板１０は、主面１０ａを有する。主面１０ａは、第１絶縁層２２及び第２絶縁層２４
の積層側の面である。基板１０には、半導体素子や、回路が設けられている。
【００８９】
　第１絶縁層２２は、基板１０の上に設けられている。第１絶縁層２２は、例えば、ＴＥ
ＯＳにより形成されている。第２絶縁層２４は、第１絶縁層２２の上に設けられている。
第２絶縁層２４は、第１絶縁層２２と異なる材料を有している。第２絶縁層２４は、例え
ばＳｉＮを有している。
【００９０】
　コンタクトである第１パターン２６は、第１絶縁層２２及び第２絶縁層２４に設けられ
ている。第１パターン２６は、基板１０に接しており、半導体素子等に接続されている。
また、第１パターン２６は、主面１０ａに沿ったＹ１方向に第１の長さＬ１を有している
。
【００９１】
　ガイド部である第２パターン２８は、第２絶縁層２４と同一の層に設けられている。第
２パターン２８は、第１パターン２６から離間した位置に配置されている。第２パターン
２８は、上記した第１方向に延在して、Ｙ１方向に第１の長さＬ１よりも長い第２の長さ
Ｌ２を有している。また、第２パターン２８は、第２絶縁層２４及び第１パターン２６と
異なる材料を有している。
【００９２】
　第２パターン２８は、第１の実施形態で述べたように、ＤＳＡに用いられるガイド部と
して機能する。
【００９３】
　ここで、第１絶縁層２２の上面、第１パターン２６の上面及び第２パターン２８の上面
は、平坦化されている。言い換えれば、第１絶縁層２２の上面、第１パターン２６の上面
及び第２パターン２８の上面は、同一面を形成している。
【００９４】
　第４パターン３６は、第２絶縁層２４の上に設けられている。第４パターン３６は、第
１方向に延在して設けられている。また、第４パターン３６は、第１パターン２６に接し
ている。第４パターン３６は、Ｚ１方向から見て第２パターン２８と略平行である。
【００９５】
　第２パターン２８の上には、第１の実施形態のブロックコポリマー膜の相分離によって
、第４パターン３６と同じ材料を有する配線３６ａが設けられている。例えば、配線３６
ａは、第４パターン３６と並んで設けられ、第４パターン３６に接続されていない。
【００９６】
　第３絶縁層３２は、第２絶縁層２４の上に設けられている。第３絶縁層３２は、少なく
とも第４パターン３６の側面と接している。
【００９７】
　なお、第３絶縁層３２の上に、多層配線層が設けられていてもよい。また、多層配線層
の一部の配線層に、第１パターン２６及び第２パターン２８を有する配線層が形成されて
いてもよい。
【００９８】
　第４の実施形態のように、第１の実施形態に係るパターン形成方法によって半導体装置
１を形成した場合、半導体装置１の一部の配線層に、第１パターン２６と同一の層におい
て、ブロックコポリマー膜の相分離を誘導する第２パターン２８が残存している場合があ
る。第２パターン２８が設けられていることにより、下層の第１パターン２６に対する上
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層の第４パターン３６の位置合わせ精度が向上した半導体装置１を提供することができる
。
【００９９】
（第５の実施形態）
　図１３は、第５の実施形態に係る原版を例示する模式図である。
　第５の実施形態に係る原版１２０は、それぞれ異なる配線層を形成するために複数の第
２原版パターンが設けられている点を除いて、第１の実施形態と同様である。
【０１００】
　図１３に表したように、第５の実施形態に係る原版１２０は、複数の第２絶縁層２４の
それぞれに第２開口部２８を形成するために、複数の第２原版パターンが設けられている
。例えば、第１原版パターン１２６を挟んで対向する位置に、二組の第２原版パターン１
２８ａ及び第２原版パターン１２８ｂが設けられている。
【０１０１】
　第２原版パターン１２８ａは、例えば、第１原版パターン１２６からＸ１方向に間隔ｄ

３だけ離れた位置に設けられている。
【０１０２】
　一方、第２原版パターン１２８ｂは、第１原版パターン１２６からＸ１方向に間隔ｄ１

の整数倍の距離だけ離れた位置に設けられている。この場合では、第２原版パターン１２
８ｂは、第１原版パターン１２６から、間隔２ｄ１だけ離れた位置に設けられている。
【０１０３】
　次に、第５の実施形態の作用効果について説明する。
　ここで、Ｎ層の絶縁層のそれぞれにおいて、異なる原版を用いて、ブロックコポリマー
膜の相分離を誘導するガイドパターンを形成する場合について説明する。この場合、１層
目のパターンに対するＮ層目のパターンの合計の位置合わせ誤差σｔｏｔａｌは、各層に
おけるガイドパターンを形成する際の位置合わせ誤差をσ１…σＮ、ＤＳＡによる位置合
わせ誤差をσＤＳＡとしたとき、下記式（２）となる。
　σｔｏｔａｌ＝（σ１

２＋σ２
２＋…＋σＮ

２＋Ｎ・σＤＳＡ
２）１／２　・・・（２

）
【０１０４】
　これに対して、第５の実施形態によれば、Ｎ層の絶縁層のそれぞれにおいて、同一の原
版を用いて、ブロックコポリマー膜の相分離を誘導するガイドパターン（第２パターン２
８ｙ及び第６パターン７８ｙ）を形成することができる。したがって、第５の実施形態に
おいて、１層目のパターンに対するＮ層目のパターンの合計の位置合わせ誤差σｔｏｔａ

ｌは、ＤＳＡによる位置合わせ誤差の積算値（Ｎ・σＤＳＡ
２）１／２のみである。この

ように、複数層に渡って位置合わせ精度を向上させることができる。
【０１０５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、位置合わせ精度を向上できるパターン形成
方法、原版及びデータ処理方法を提供することができる。
【０１０６】
　なお、上記に本実施の形態およびその変形例を説明したが、本発明はこれらの例に限定
されるものではない。例えば、前述の各実施の形態またはその変形例に対して、当業者が
適宜、構成要素の追加、削除、設計変更を行ったものや、各実施の形態の特徴を適宜組み
合わせたものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含有される。
【０１０７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
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【符号の説明】
【０１０８】
　１…半導体装置、１０…基板、１０ａ…主面、２２…第１絶縁層、２４…第２絶縁層、
２６…第１パターン、２８…第２パターン、２８ａ…第２パターン材料層、２９…埋込部
、３２…第３絶縁層、３６…第４パターン、３６ａ…配線、４２…反射防止層、４４…フ
ォトレジスト層、４６…ＴＥＯＳ層、５１…第１開口部、５２…第２開口部、５３…第３
開口部、５４…第４開口部、６０…ブロックコポリマー膜、６０ａ…第１領域、６０ｂ…
第２領域、６２…第３パターン、１００…支持基板、１００ａ…主面、１１０、１１１、
１２０…原版、１２６…第１原版パターン、１２８…第２原版パターン、１２８ａ…第２
原版パターン、１２８ｂ…第２原版パターン

【図１】 【図２】
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【図１３】
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