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We introduce a state-of-the-art patterning process developed by new patterning technology using Atomic Layer
Deposition (ALD) towards 5/7 nm generation. In the patterning process, critical dimension (CD) shrink technique
without CD loading is one of the key requirements. However, in the conventional CD shrink technique, CD loading canʼt
be solved in principle. To overcome this issue, by integrating ALD process into the etching flow, we developed a new
CD shrink technique without causing CD loading. Furthermore, CD shrink amount can be precisely controlled by the
number of ALD cycles while keeping the excellent CD shrink uniformity across a wafer. This is obtained by utilizing a
conformal layer with characteristics of ALDʼs self-limiting reaction, which is independent of the pattern variety.
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1．は

じ

め

規技術を最先端のパターンサンプルに適用した結果を報

に

告する。

近年，半導体デバイスの高集積化，微細化の進行に伴

Patterning 工程にて求められる CD 制御技術について

い，パターン寸法（critical dimension, CD）の制御性が

は，次の三つの観点から考えることができる。一つ目

重要になってきている。とりわけ，Patterning 工程にお

は，ウェハ面内における CD 均一性，二つ目はパターン

いては，様々なパターンに対してパターン差なく CD を

エッジのバラツキ（Line edge roughness, LER）およびパ

縮小することが要求される。また，5/7 nm 世代の微細

ターン幅のバラツキ（Line width roughness, LWR）の低

パターンに対しては，原子層レベルで CD をコントロー

減，そして三つ目が CD loading の発生しない CD shrink

ルする技術が求められている。これらの課題を克服する

技術の実現である。ウェハ面内の CD 均一性に関して

ためには，表面反応をこれまで以上に緻密に制御するこ

は，エッチング装置に搭載されている面内制御ノブによ

とが必要である。そこで，我々は原子レベルで表面を制

る CD 分布の最適化が一般的である。また，LER, LWR

御 で き る 原 子 層 堆 積 技 術（Atomic layer Deposition,

に対しては，DC 重畳プラズマ（DC superimposition plas-

ALD) に着目し，微細エッチングプロセスへの応用を

ma）を利用したレジストキュアプロセスにて低減でき

試みた。その結果，ALD とエッチングを融合させた新

ることが知られている 4)。一方，パターンの疎密差に起

しいプロセスフローが開発された。本手法により，Pat-

因した CD loading については，根本的な改善手法がな

terning 工程において，CD loading を発生させずに原子レ

いため，新たな改善技術の提案が望まれている。

1)

ベルで CD shrink 量を制御できる

。本稿では，この新

2, 3)

従来の CD shrink 技術では，多層レジストマスク工程
において，Si を含有した反射防止膜（Anti-reflect coat-
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ing, ARC）をエッチングする際に，フルオロカーボン

