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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動レイアウト装置により設計されたパターンの設計レイアウトデータを受け取るステ
ップと、
　受け取った前記設計レイアウトデータ中に含まれる補正対象セルの各々について、周囲
に他図形が存在するかどうかに基づき、特定の形式で表現する環境プロファイルを決定す
るステップと、
　セル置換テーブルを参照して、決定された前記環境プロファイルに対応して、前記補正
対象セルから置き換えられるべき補正パターンの名前である置換セル名を読み出し、前記
補正対象セルを前記置換セル名に置換し、補正後レイアウトデータを生成するステップと
、
　前記補正後レイアウトデータに含まれる前記置換セル名に対応する補正パターンをセル
ライブラリから取り込み、マスクパターンを生成するステップ
　とを含むパターン補正方法。
【請求項２】
　前記環境プロファイルの決定ステップは、補正対象セルの周囲を複数のセグメントに分
割し、各セグメントにおける他図形の有無に基づいて２値で表現することを特徴とする請
求項１に記載のパターン補正方法。
【請求項３】
　前記環境プロファイルの決定ステップは、補正対象セルの周囲を複数のセグメントに分



(2) JP 4187947 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

割し、各セグメントの格子点に他の図形が存在するか否かに基づき、２値で表現すること
を特徴とする請求項２に記載のパターン補正方法。
【請求項４】
　補正対象セルについて、想定し得るすべての環境プロファイルについて、置き換えられ
るべき最適な補正パターンを決定し、あらかじめセルライブラリに格納するステップをさ
らに含むことを特徴とする請求項１に記載のパターン補正方法。
【請求項５】
　補正対象セルについて、想定し得るすべての環境プロファイルについて、置き換えられ
るべき最適な補正パターンを決定し、各補正パターンに置換セル名を与え、前記環境プロ
ファイルと置換セル名とを関連付けて、あらかじめセル置換テーブルに格納するステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のパターン補正方法。
【請求項６】
　前記補正対象セルは、半導体集積回路のＶＩＡセルであり、前記ＶＩＡセルは、上層メ
タルサブセル、下層メタルサブセル、およびＶＩＡ層サブセルから成ることを特徴とする
請求項１に記載のパターン補正方法。
【請求項７】
　前記上層メタルサブセル、下層メタルサブセル、およびＶＩＡ層サブセルの各々につい
て、個別のセル置換テーブルが設けられ、それぞれ独立して置換処理が行われることを特
徴とする請求項５に記載のパターン補正方法。
【請求項８】
　前記上層メタルサブセルは、直交座標系で所定方向に延びる上層メタル配線の端部から
成ることを特徴とする請求項６に記載のパターン補正方法。
【請求項９】
　前記上層メタルサブセルは、直交座標系の座標軸と所定の角度を成して斜め方向に延び
る斜めメタル配線の端部であることを特徴とする請求項６に記載のパターン補正方法。
【請求項１０】
　生成した前記マスクデータをマスク描画装置に出力するステップをさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載のパターン補正方法。
【請求項１１】
　パターン補正装置で実行されるパターン補正プログラムを記録した記録媒体であって、
前記パターン補正プログラムは、
　入力された設計レイアウトデータ中の、補正対象セルの各々について、その環境プロフ
ァイルを決定するステップと、
　あらかじめ前記パターン補正装置のメモリ領域に格納されたセル置換テーブルを参照し
て、決定した前記環境プロファイルに対応して、前記補正対象セルから置き換えられるべ
き補正パターンの名前である置換セル名を読み取り、前記補正対象セルを前記置換セル名
に置換し、補正後レイアウトデータを生成するステップと、
　あらかじめ前記パターン補正装置のメモリ領域に格納されたセルライブラリを検索して
、前記補正後レイアウトデータに含まれる置換セル名に対応する補正パターンを取り込み
、マスクパターンを生成するステップ
　とを含むことを特徴とする、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　前記パターン補正プログラムは、前記補正対象セルの周囲を複数のセグメントに分割し
、各セグメントについて、他図形が存在するかどうかを調べ、他図形の有無に応じて２値
で表現する環境プロファイルを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１３】
　入出力部と、
　前記入出力部から入力された設計レイアウトデータに含まれる補正対象セルの各々につ
いて、その周囲の図形環境を決定する環境プロファイル決定部と、
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　想定し得るすべての環境プロファイルを、その各々について最適な補正パターンの名前
である置換セル名と関連付けて格納するセル置換テーブルと、
　前記最適な補正パターンを、前記置換セル名と関連付けて格納するセルライブラリと、
　前記セル置換テーブルを参照し、前記決定された環境プロファイルに対応する置換セル
名を読み込んで、前記補正対象セルを前記置換セル名に置換し、補正後レイアウトデータ
を作成する補正後レイアウトデータ生成部と、
　前記補正後レイアウトデータに含まれる前記置換セル名に対応する補正パターンを前記
セルライブラリから取り込み、マスクパターンを生成する補正パターン生成部
　とを備えるパターン補正装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路の回路パターンを形成する際のパターン補正方法およびパター
ン補正装置に関し、特に、光近接効果を補正するためのＯＰＣ（Optical Proximity Corr
ection）補正方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年の半導体集積回路の微細化、高集積化に伴い、フォトリソグラフィ工程における光
近接効果による歩留まりの低下を防止することが重要な課題になってきている。すなわち
、フォトリソグラフィ工程により回路パターンを形成する場合、ＣＡＤ等で設計したレイ
アウトパターンに比べ、実際に露光して出来上がった配線パターンの端部が、光近接効果
により縮小する。この現象をショートニングと称する。露光パターンのショートニングは
、回路が微細化され、線幅が小さくなるほど顕著になる。ショートニングが起こると、異
なる層の配線を接続するＶＩＡコンタクトホールに対して、上層または下層のメタル配線
の被覆が不完全になり、歩留まり低下の原因となる。また、光近接効果によるショートニ
ングは、メタル配線パターンだけではなく、このような配線パターンを接続するＶＩＡパ
ターンにも発生する。ＶＩＡパターンにショートニングが生じた場合は、ＶＩＡ抵抗が著
しく上昇し、最悪の場合、断線してしまう。
【０００３】
そこで、露光後のショートニングをあらかじめ補償するために、設計の段階で、メタル配
線パターンおよびＶＩＡパターンにＯＰＣ（Optical Proximity Correctiont）と呼ぶ光
学的補正処理を施している。
【０００４】
ＯＰＣ処理方法としては、設計されたレイアウトデータに基づいて、ＶＩＡにより接続さ
れるべきメタル配線の補正対象エッジを抽出し、抽出した補正対象エッジと近接図形との
距離を算出し、ルールテーブルを使用して、算出した距離に応じた補正量だけ補正すると
いう手法が従来採用されている。このようなＯＰＣ処理は、一般的なデザインルール検査
（ＤＲＣ：Design Rule Checker）ツールに備わっている図形処理機能や、ＤＲＣ機能を
組み合わせることによって実現されるが、専用機能を開発して使用している場合もある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来のＯＰＣ処理では、ひとつひとつ補正対象を抽出するたびに、近接図形を
検索し、その図形との距離を計算しなければならない。このため、大規模集積回路では、
メタル配線やＶＩＡの図形数が膨大となり、ＯＰＣ処理のための図形処理や距離算出に長
時間を要していた。
【０００６】
また、現実的に、配線終端部の光近接効果は、周囲の２次元的な環境により影響を受ける
が、従来のＯＰＣ処理方法では、一方向にだけ（たとえば、ＸＹ平面内のＸ方向について
のみ、あるいはＹ方向についてのみ）、図形の近接状況を判断しているため、補正精度が
低いという問題があった。したがって、露光後の出来上がりパターンも、結果的に満足の
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ゆく精度を達成できなかった。
【０００７】
そこで、本発明の第１の目的は、計算処理時間を大幅に短縮するとともに、パターンの２
次元方向への補正を高精度に行うことのできるパターン補正方法を提供することにある。
【０００８】
本発明の第２の目的は、高精度のパターン補正を可能にするパターン補正プログラムを格
納した記録媒体を提供することにある。
【０００９】
本発明の第３の目的は、半導体集積回路等の設計レイアウトデータを短時間に補正処理す
ることのできるパターン補正装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
第１の目的を達成するために、本発明によるパターン補正方法は、まず、ＣＡＤ等の自動
レイアウト装置から、設計レイアウトデータを受け取る。受け取った設計レイアウトデー
タ中に含まれる補正対象セルの各々について、その対象セルの周囲に他図形が存在するか
どうかに応じて、特定の形式で表現された環境プロファイルを決定する。そして、セル置
換テーブルを参照して、決定された環境プロファイルに対応して置き換えられるべき補正
パターンの名前である置換セル名を読み出し、補正後レイアウトデータを生成する。さら
に、読み出した置換セル名に対応する補正パターンをセルライブラリから取り込んで、補
正完了済みの、たとえばマスクデータを生成する。
【００１１】
環境プロファイルを決定するためには、補正対象セルの周囲を複数のセグメントに分割し
、各セグメントにおける他図形の有無に基づいて２値で表現する。たとえば、各セグメン
トについて、そのセグメントに他図形が存在しない場合は０を、存在する場合には１を設
定して環境プロファイルを決定する。
【００１２】
補正対象セルについて、想定し得るすべての環境プロファイルについて、置き換えられる
べき最適な補正パターンを決定し、あらかじめセルライブラリに格納しておく。また、補
正対象セルについて、想定し得るすべての環境プロファイルについて、置き換えられるべ
き最適な補正パターンを決定し、各補正パターンに置換セル名を与え、前記環境プロファ
イルと置換セル名とを関連付けて、あらかじめセル置換テーブルに格納しておく。
【００１３】
このようなパターン補正方法は、半導体集積回路の配線パターンの光学補正に適用される
。この場合、補正対象セルは、たとえば半導体集積回路のＶＩＡセルである。ＶＩＡセル
は、上層メタルサブセル、下層メタルサブセル、およびＶＩＡ層サブセルから成り、これ
らの各々について、個別のセル置換テーブルが設けられる。したがって、上層メタルサブ
セル、下層メタルサブセル、ＶＩＡ層サブセルは、それぞれ独立して置換処理が行われる
。セルライブラリから取り込んだ補正パターンに基づきて、たとえばマスク描画用のマス
クデータを生成する。このマスクデータは、直接マスク描画装置に出力してもよいし、記
録媒体に格納して、マスク描画装置に入力されてもよい。
【００１４】
本発明の第２の目的を達成するために、パターン補正装置で実行されるパターン補正プロ
グラムを記録した記録媒体を提供する。このような補正プログラムは、入力された設計レ
イアウトデータ中の、補正対象セルの各々について、その環境プロファイルを決定するス
テップと、あらかじめパターン補正装置のメモリ領域に格納されたセル置換テーブルを参
照して、決定した環境プロファイルに対応する補正パターンの名前である置換セル名を読
み取るステップと、あらかじめパターン補正装置のメモリ領域に格納されたセルライブラ
リを検索して、読み取られた置換セル名に対応する補正パターンを取り込むステップとを
含む。また、補正対象セルの周囲を複数のセグメントに分割し、各セグメントについて、
他図形が存在するかどうかを調べ、他図形の有無に応じて２値で表現する環境プロファイ
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ルを決定するステップをさらに含む。
【００１５】
ここで「記録媒体」とは、例えばコンピュータの外部のメモリ装置、半導体メモリ、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープなどのプログラムを記録可能な媒体
を意味する。具体的には、プロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯディスク、カセット
テープ、オープンリールテープなどが「記録媒体」に含まれる。上述したプログラムを記
録媒体に格納したものを用いることによって、自動レイアウト装置や光学補正装置は、よ
り少ないデータ量で、精密な配線パターンを生成するためのマスク描画データを作成する
ことが可能になる。
【００１６】
本発明の第３の目的を達成するために、パターン補正装置は、入出力部と、ＣＰＵと、メ
モリを含む。ＣＰＵは、入出力部から入力された設計レイアウトデータに含まれる補正対
象セルの各々について、その周囲の図形環境を決定する環境プロファイル決定部を有する
。メモリは、想定し得るすべての環境プロファイルを、その各々について最適な補正パタ
ーンの名前である置換セル名と関連付けて格納するセル置換テーブルと、前記最適な補正
パターンを、前記名前と関連付けて格納するセルライブラリとを含む。ＣＰＵはまた、補
正後レイアウトデータ生成部と補正パターン生成部を備える。補正後レイアウトデータ生
成部は、セル置換テーブルを参照して、決定された環境プロファイルに対応する置換セル
名を読み込んで補正後レイアウトデータを作成する。補正パターン生成部は、補正後レイ
アウトデータに基づいて、前記セルライブラリから置換セル名に対応する補正パターンを
取り込んで、たとえば半導体集積回路のマスク描画用のマスクデータを生成する。
【００１７】
本発明のその他の特徴、効果は、以下に述べる実施の形態によって、より明確になるもの
である。
【００１８】
【発明の実施の形態】
＜第１実施形態＞
図１は、本発明の第１実施形態に係るＯＰＣ処理を含む全体の処理フローを示す図である
。ＯＰＣ処理は、自動配置配線結果のレイアウトデータ１０３を入力として実施される。
すなわち、１０１で、ＣＡＤなどの自動レイアウト装置により、実際に製造すべき配線パ
ターンを生成する。ここで生成された配線レイアウトデータ１０３に対して、ＶＩＡセル
置換テーブル１０４を参照して、ＯＰＣ処理を施す（１０５）。
【００１９】
たとえば、光学補正の対象となる部分（「着目セル」と称する）が、直交座標系における
下層メタル配線と上層のメタル配線とを接続するＶＩＡセルだとする。この場合、図２に
示すように、着目ＶＩＡセルは、下層メタル配線２１の終端部から成るサブセル（ＶＩＡ
下層メタルサブセル）と、上層メタル配線２２の終端部から成るサブセル（ＶＩＡ上層メ
タルサブセル）と、これらを接続するＶＩＡ層サブセルとから構成される。
【００２０】
一方、ＶＩＡセル置換テーブル１０４は、着目セルの周囲の図形配置状況に応じて、置換
後の可能な組み合わせの各々について名前を付けた、名前のリストを保持するテーブルで
ある（図５参照）。そこで、ステップ１０５のＯＰＣ補正処理では、着目セルの周囲の図
形配置を２次元的に調べ、ＶＩＡセル置換テーブル１０４の中から、検出した図形配置に
対応する補正後のパターン名を選び出し、着目セルをそのパターン名に置きかえる。図３
は、ＯＰＣ処理による置換後のＶＩＡセルの構成例を示す。
【００２１】
この例では、ＯＰＣ補正前のＶＩＡセルのうち、ＶＩＡ層サブセルを、周囲の図形配置状
況に応じて、Ｖｉａ＿ｖｍという名前に置き換え、一方、上層メタルサブセルと下層メタ
ルサブセルについても、対応の置換テーブルを参照して、それぞれＶｉａ＿ｕｍｍ、Ｖｉ
ａ＿ｌｍｂという名前に置き換える。
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【００２２】
このようにしてＯＰＣ補正処理を受けた後のレイアウトデータ１０７は、置換セルの名前
を含むデータであり、実態的な図形データではない。そこで、ＯＰＣ補正用のＶＩＡセル
ライブラリ１０８を用いて、補正後レイアウトデータ１０７を実際のマスクデータに展開
する（１０９）。ＶＩＡセルライブラリ１０８は、ＶＩＡセル置換テーブル１０４にリス
トされた名前の各々について、実際の図形パターンのデータを名前と対応付けて格納して
いる。ステップ１０９で実際の図形データに展開されたマスクデータに基づいて、実際に
マスクが生成されることになる。
【００２３】
図４は、図１のステップ１０５のＯＰＣ補正の詳細な処理フローを示す図であり、半導体
集積回路の多層配線におけるＶＩＡセルについてＯＰＣ補正を施す場合を例にとって説明
する。このＯＰＣ補正処理は、たとえば半導体ウエハのチップ単位で行い、入力データに
含まれるＶＩＡセルをひとつづつ処理対象として、すべてのＶＩＡについて処理が終了す
るまで繰り返す。
【００２４】
まず、ステップＳ４０１で、入力データ内の未処理のＶＩＡがあるかどうかを検索する。
未処理のＶＩＡがあれば、ステップＳ４０３で、このＶＩＡを構成する上層メタルサブセ
ルについて、この上層メタルサブセルが配置されている周囲の環境を調べ、環境プロファ
イルを作成する。
【００２５】
図５（ｂ）および（ｃ）は、環境プロファイルの決定方法を示す図である。この例では、
上層メタル配線は、Ｘ方向に伸びて形成されている。通常、多層配線構造では、同一の層
内に形成される配線は、すべて同一方向（たとえばＸ方向）に形成される。したがって、
直交系の配線では、下層メタル配線は、Ｙ方向に向けて形成されることになる。
【００２６】
図５（ｂ）は、処理すべき着目ＶＩＡが、上層メタル配線の右端にある場合の環境プロフ
ァイルの決定方法を示す。着目ＶＩＡの上層メタル配線の周囲のグリッドを▲１▼～▲７
▼の７つのセグメントに分割する。各セグメント内に、他の配線等の図形が存在する場合
は１を、存在しない場合は０を割り当てる。図５（ｂ）の例では、いずれのセグメントに
も他の図形が存在しないので、その環境プロファイルは（０,０,０,０,０,０,０）になる
。この方式で、起こり得るすべての組み合わせ（この例では２の７乗（２７）通り）の環
境プロファイルが決定される。
【００２７】
環境プロファイルが決定されたなら、ステップＳ４０５で、このような環境プロファイル
である場合に補正後の図形として置き換えるべきサブセルの名前を、サブセル置換テーブ
ル１０４で検索し、レイアウトデータをその名前に置換する。
【００２８】
ＶＩＡセル置換テーブル１０４は、ある環境プロファイルの場合に、どのような図形に補
正されるべきかを特定するためのテーブルである。各環境プロファイルに応じた補正後の
図形には、それぞれ名前が付けられている。置換テーブル１０４は、各環境プロファイル
と、それに対応する図形の名前とを関連付けて格納する。図５（ａ）に示すテーブルは、
上層メタルサブセル置換用のテーブル１０４ａである。たとえば、環境プロファイルが（
０,０,０,０,０,０,０）である場合に、置換すべき上層メタルのサブセル名はＶｉａ＿ｕ
ｍａである。周囲に別の配線が存在し、環境プロファイルが（１,１,０,０,０,１,１）で
ある場合には、Ｖｉａ＿ｕｍｍという名前の図形に置き換えられることになる。
【００２９】
図５（ｃ）のように、着目ＶＩＡがメタル配線の左端にある場合は、セグメント番号を図
５（ｂ）とは逆方向に割り当てることにより、ＶＩＡセルが右端にある場合とサブセル置
換テーブル１０４ａを共有することができる。この場合、置換後のセルを、左右ミラー反
転して使用する。
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【００３０】
着目ＶＩＡの環境に応じて上層メタルサブセルの名前の置換が完了したら、ステップＳ４
０７で、同じ着目ＶＩＡのＶＩＡ層サブセルについて処理を行う。ステップＳ４０３と同
様に、まずＶＩＡ層サブセルの環境プロファイルを求める。
【００３１】
図６（ａ）は、ＶＩＡ層サブセル用の置換テーブル１０４ｂを示す。図６（ｂ）に示すよ
うに、着目ＶＩＡの周囲を▲１▼～▲８▼の８つのセグメントに分割し、各セグメントの
配線格子点に着目し、配線格子点に別のＶＩＡ図形が存在するかどうかによって、その環
境プロファイルを決定する。図６（ｂ）に示す例では、周囲に他の図形が存在しないので
、環境プロファイルは（０,０,０,０,０,０,０,０）になる。この環境プロファイルが得
られた場合に置換すべき図形の名前は、図６（ａ）の置換テーブルに示されるように、Ｖ
ｉａ＿ｖａである。そこで、ステップＳ４０９で、入力されたレイアウトデータのうち、
このＶＩＡ層サブセルについて、名前Ｖｉａ＿ｖａに置き換える。
【００３２】
置換処理が完了したら、この着目ＶＩＡの下層メタルサブセルについて、上層メタルサブ
セルと同様の処理を行う。すなわち、ステップＳ４１１で、下層メタルサブセルについて
環境プロファイルを決定し、ステップＳ４１３で、下層メタルサブセル用の置換テーブル
１０４ｃを参照して、決定した環境プロファイルに対応する名前に置換する。
【００３３】
このようにして、チップ中のすべてのＶＩＡについて、置換処理が完了したら、補正後レ
イアウトデータ１０７が完成する。上述したように、この補正後レイアウトデータは、置
換すべき図形の名前に置き換えられただけであり、図形の実データを含んでいない。そこ
で、ステップＳ１０９で、ＯＰＣ補正用のＶＩＡセルライブラリ１０８を用いて、実際の
図形データに展開して、マスク用のデータを作成する。
【００３４】
図７～１１は、実データに展開するＯＰＣ処理の例を示す図である。図７の例では、図７
（ａ）に示すように上層メタルサブセルの環境プロファイルが（０,０,０,０,０,０,０）
であり、補正後レイアウトデータは、対応する名前Ｖｉａ＿ｕｍａを含む。ＶＩＡセルラ
イブラリ１０８は、各名前に対応する実際の図形データを格納している。名前Ｖｉａ＿ｕ
ｍａに対応する上層メタルサブセルの図形は、図７（ｃ）に実線で示すように、上部配線
メタル２２の終端部を全体的に拡張した正方形である。中央部の点線で示す正方形は、Ｖ
ＩＡカットパターンである。この環境プロファイルでは、周囲に余計な図形が存在しない
ので、上部配線メタル２２の終端部（上層メタルサブセル）を４方向に均等に拡張する補
正を行うことになる。すなわち、図７（ｂ）に示すように、終端部だけをＶＩＡカットの
回りに太らせたパターンになる。このように、あらかじめ端部を補正してあるので、特に
微細な配線パターンを露光する場合でも、端部のショートニングを防止することができる
。
【００３５】
図８は、着目ＶＩＡの上層メタル配線の周囲に、別の配線がある場合のＯＰＣ補正例を示
す。この場合、着目ＶＩＡを取り巻くセグメントでの図形存在状態から、環境プロファイ
ルが（１,１,０,０,０,１,１）と決定されている。この場合に置き換えられるべき図形の
名前は、Ｖｉａ＿ｕｍｍである。この名前に対応する図形は、図８（ｃ）に示すように、
ＶＩＡカットの右側に大きく、下側にやや広く拡張した長方形である。この図形をＶＩＡ
セルライブラリから読み出して置換すると、上層メタル配線は図８（ｂ）に示すように、
端部の右側と左側に張り出した図形になる。このような補正後の形状にすることにより、
近隣の配線と抵触することなく、かつ、露光後のショートニングをあらかじめ防止するこ
とができる。
【００３６】
各環境プロファイルに応じた最適なＯＰＣ補正後のサブセルのパターンは、リソグラフィ
シミュレータ等を使用してあらかじめ作成し、ＯＰＣ補正用のＶＩＡセルライブラリ１０
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８にあらかじめ登録しておく。この作業自体は時間を要するが、個々の製品処理とは独立
して、事前に作業することができるので、個々の製品のＯＰＣ処理時間には影響を与えな
い。また、いったんライブラリを作成しておくと、異なる製品のためのＯＰＣ補正処理に
共通して使用できる。
【００３７】
図９は、上層メタルを下層メタルに接続するためのＶＩＡ層サブセルの補正処理例を示す
。図９（ａ）の例では、着目セルのＶＩＡ層サブセルを取り巻く８つのセグメントの配線
格子点のうち、右側と上側に他の図形が存在する。したがって、この環境プロファイルは
（１,０,１,０,０,０,０,０）であり、置換テーブル１０４ｂ上で対応する名前はＶｉａ
＿ｖｍである。Ｖｉａ＿ｖｍに対応する図形は、図９（ｃ）に示すように、正方形の左下
コーナーにセリフを付加した形状である。この図形を置換テーブル１０４ｂから得た名前
に基づいてセルライブラリから読み取り、マスクパターンに展開すると図９（ｂ）のよう
になる。
【００３８】
図１０は、さらに複雑な形状のＶＩＡ層サブセルの補正例を示す。この例では、対象ＶＩ
Ａの環境に応じて、正方形の４つのコーナーに異なるサイズのセルフを付加し、かつ一辺
に凹部を形成している。このような複雑な形状のＯＰＣ補正を行う場合にも、本発明では
、あらかじめシミュレータ等を利用して、環境プロファイルに応じた図形を作成してライ
ブラリに格納しておくので、補正処理が簡単である。
【００３９】
すなわち、着目セルの周辺の配置環境がどのようなものであっても、ただちに環境プロフ
ァイルを決定し、置換テーブルから、決定された環境プロファイルに最適な補正後の図形
の名前を検索し、ライブラリからその名前に対応する実際の図形データを取り出すことが
できる。これは、各着目ＶＩＡごとに、近接図形との距離を算出し、算出した距離に応じ
て拡張補正を行う従来の方法に比べ、各段に処理時間を短縮することができる。
【００４０】
また、環境プロファイルは、着目ＶＩＡの全周囲について、別の図形が存在するかどうか
を調べるので、２次元的な環境を考慮にいれた、より高精度の補正をすることが可能にな
る。従来の方法が、一方向だけで他図形の近接状況を考慮してしていたことを考えると、
補正処理時間の短縮に加え、補正精度が各段に向上し、出来上がりの配線パターンの信頼
性が向上する。
【００４１】
置換テーブルやセルライブラリは、あらかじめＯＰＣ補正装置内部の、或いは外部のメモ
リに格納しておくことができる。
【００４２】
セルライブラリにより、実際の図形データに展開されたマスクデータは、フロッピーディ
スケット、ＣＤＲＯＭなどの光磁気ディスクに格納され、マスク描画装置に入力される。
あるいは、ＬＡＮ等のネットワークを介してＯＰＣ補正装置から直接マスク描画装置に転
送される。
【００４３】
この補正方法は、パターン補正処理プログラムとして記録媒体に格納することができる。
この場合、ＯＰＣ補正装置にＣＡＤ等による設計レイアウトデータが入力されると、ＯＰ
Ｃ補正処理が自動的に行われる。パターン補正プログラムを格納する記録媒体としては、
ＯＰＣ補正装置の内部メモリのほか、プロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯディスク
などを含む半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスクなどがある。
【００４４】
＜第２実施形態＞
第１実施形態では、直交座標系における多層配線ＶＩＡの補正について説明した。第２実
施形態では、斜め配線を接続するＶＩＡの補正について、図１１～１３を参照して説明す
る。
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【００４５】
下層のメタル配線が、直交座標系の所定方向（たとえば水平方向）に延び、その上層では
、上層メタル配線が下層の水平配線と所定の角度を成して斜め方向に延びる場合を考える
。
【００４６】
図１１は、ＶＩＡセルを構成する上層メタル配線１２１の環境プロファイルを決定する際
のセグメントを、図１２は下層のメタル配線１２３の環境プロファイルを決定する際のセ
グメントを示す図である。上層の斜め配線１２１を下層の水平配線１２３と接続するため
のＶＩＡコンタクト１２２の形状は、第２実施形態では点線で示すように長方形とする。
上層の斜め配線の線幅は下層の水平メタル配線の線幅よりも広い。図１１の例では、上層
の斜め配線１２１の線幅は、下層のメタル配線１２３の√２倍の線幅を有する。
【００４７】
通常、同じ層内の斜め配線は、同じ方向に沿って形成される。したがって、図１１では、
着目している斜め配線１２１を取り巻く斜めグリッドを、反時計回りに▲１▼～▲７▼の
７つのセグメントに分割し、これらのセグメントの各々に他の図形が存在するかどうかを
調べる。第１実施形態と同様に、他図形の有無によって、０と１の２値で環境プロファイ
ルを決定する。決定した環境プロファイルに応じて、斜め配線用の置換テーブル（不図示
）から置換されるべき図形の名前（サブセル名）を検索する。検索された名前から、斜め
配線用のセルライブラリ（不図示）で実際の補正後の図形データを取り込む。この結果、
斜め配線１２１の端部は、環境プロファイルに応じて、特定方向に太らせる等のなどの処
理を受けることになる。
【００４８】
第１実施形態と同様に、上層の斜め配線の端部が上端である場合は、セグメント分割を逆
方向（時計方向）とすることによって、斜め配線用のサブセル置換テーブルを共用するこ
とができる。この場合、置換後のセルを左右上下にミラー反転して使用する。
【００４９】
図１２では、下層の水平配線１２３の環境プロファイルを決定するためのセグメント▲１
▼～▲７▼を示す。この場合も、同層での水平配線は同じ方向に延びるので、分割された
水平方向のセグメントに、他の図形が存在するかどうかによって環境プロファイルを決定
する。水平配線用のサブセル置換テーブル（不図示）は、可能な組み合わせの環境プロフ
ァイルと、それぞれに応じた置換図形の名前とを関連付けて格納する。サブセル置換テー
ブルで特定された置換サブセル名に応じて、水平配線用のセルライブラリから実際の図形
データを取りこみ、水平配線１２３の端部について補正が行われる。
【００５０】
図１３は、着目ＶＩＡのＶＩＡ層サブセルのための配線格子点を示す。斜めグリッドの場
合、第１実施形態での直交系グリッドと異なり、着目ＶＩＡに近接する図形の有無を調べ
る配線格子点は、▲１▼～▲６▼までの６つの格子点とする。これらの各セグメントにつ
いて、他図形が存在するかどうかを調べて環境プロファイルを決定し、置換テーブルを参
照して、置換すべきセル名を特定する。長方形ＶＩＡ用のセルライブラリから、特定され
たセル名に対応する図形の実データを取りこみ、補正処理が完了する。
【００５１】
本発明の方法は、斜め配線の補正に特に有用である。斜め配線のレイアウトデータは直交
系にくらべもともとデータ量が多く、各ＶＩＡごとに、その都度近接図形までの距離を算
出し、設計レイアウトデータを補正した図形を生成するのは、直交系以上に、時間も処理
量も増大するからである。本発明によれば、起こり得る可能な環境プロファイルと、それ
に応じた図形とを、シミュレータ等を利用して生成し、ライブラリに格納しておくだけで
、その後、多種多様な製品に対して適用することができる。すなわち、製品が異なっても
、置換テーブルを参照して名前を特定し、ライブラリから実データを読み込むだけで、設
計レイアウトデータの補正が可能になる。したがって、マスクデータ生成までの処理時間
が、大幅に短縮される。



(10) JP 4187947 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

【００５２】
＜第３実施形態＞
図１４は、本発明にかかるパターン補正装置の図である。パターン補正装置１００は、Ｃ
ＰＵ１５１と、メモリ１５２と、入出力部１５３とを含む。ＣＡＤ等の自動レイアウト装
置によって設計された設計パターンは、入出力部１５３を介して、パターン補正装置に入
力される。
【００５３】
ＣＰＵ１５１は、各ＶＩＡセルを構成するサブセルごとに周囲の環境プロファイルを決定
する環境プロファイル決定部１５４と、環境プロファイルに基づいて置換すべき図形の名
前に置き換えたレイアウトデータを生成する補正後レイアウトデータ生成部１５５と、補
正後レイアウトデータに含まれる名前に基づいて実際の図形データに展開する補正パター
ン生成部１５６とを有する。
【００５４】
メモリ１５２は、セル置換テーブル１５７と、ＯＰＣ補正用のセルライブラリ１５８とを
有する。セル置換テーブル１５７は、補正すべきＶＩＡセルを構成するそれぞれのサブセ
ルについて、周囲の環境プロファイルと、各環境プロファイルに対応して置換されるべき
置換後の図形の名前（置換サブセル名と称する）とを対応付けて格納する。ＯＰＣ補正用
セルライブラリ１５８は、セル置換テーブル１５７で特定される置換サブセル名が示す図
形の実際の図形データを格納する。
【００５５】
環境プロファイル決定部１５４は、各ＶＩＡセルについて環境プロファイルを決定したな
らば、セル置換テーブル１５７を参照して、対応する補正後の図形のサブセル名を特定す
る。補正後レイアウトデータ生成部１５５は、セル置換テーブル１５７で検索した対応す
る補正後図形のサブセル名を取り込み、補正すべきサブセルをこのサブセル名に置き換え
て補正後レイアウトデータと生成する。補正パターン生成部１５６は、サブセル名を含む
補正後レイアウトデータを受け取り、ＯＰＣ補正用のセルライブラリ１５８を検索して、
サブセル名を実際の図形データに展開する。補正パターン生成部１５６で生成された補正
済みのマスクデータは、入出力部１５３からマスク描画装置（不図示）に出力される。ま
たは、メモリ１５２のその他の記憶領域あるいは、外部の記憶媒体に格納される。
【００５６】
このようなパターン補正装置を用いることにより、各ＶＩＡごとに近接図形までの距離を
算出し、算出結果に基づいて補正後の図形を生成していた従来のパターン補正装置に比べ
、処理時間を大幅に短縮することができる。
【００５７】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、起こり得る周囲の環境に応じた最適な補正パターン
をあらかじめライブラリに登録しておき、ライブラリの各図形に名前を付けて、名前と環
境を関連付けてテーブルに格納しておく。したがって、製品が異なっても、個々のセルに
ついて、レイアウト段階で周囲の環境に応じて最適な補正後の図形をレイアウトデータ中
に取り込むことができ、パターン補正に要する時間およびデータ量を大幅に低減すること
が可能になる。
【００５８】
また、従来の補正方法と異なり、着目セルの一方向だけではなく、３６０度の周囲すべて
について、他図形の有無を調べるので、２次元平面での高精度なパターン補正が可能にな
る。結果として、露光後の半導体集積回路の信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＯＰＣパターン補正方法の全体処理フローを示す図である。
【図２】パターン補正前の設計レイアウトデータによるＶＩＡセルの構成を示す図である
。
【図３】本発明のＯＰＣパターン補正方法により補正を行った後のレイアウトデータのＶ
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ＩＡセルの構成を示す図である。
【図４】図１の処理フローの中のＯＰＣパターン補正工程を詳細に示す図である。
【図５】本発明の上層メタルサブセルの環境プロファイルと置換テーブルの例を示す図で
ある。
【図６】本発明のＶＩＡ層サブセルの環境プロファイルと置換テーブルの例を示す図であ
る。
【図７】図５の置換テーブルに基づいて、上層メタルサブセルを適切な図形に置換したＯ
ＰＣパターン補正処理の例を示す図である。
【図８】図５の置換テーブルに基づいて、上層メタルサブセルを適切な図形に置換したＯ
ＰＣパターン補正処理の、別の例を示す図である。
【図９】図６の置換テーブルに基づいて、ＶＩＡ層サブセルを適切な図形に置換したＯＰ
Ｃパターン補正処理の一例を示す図である。
【図１０】複雑な形状のＯＰＣパターン補正によるＶＩＡ層サブセルの例を示す図である
。
【図１１】本発明の第２実施形態に係るＯＰＣパターン補正方法を示す図であり、上層の
斜めのメタル配線の環境プロファイルの決定方法を示す図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係るＯＰＣパターン補正方法を示す図であり、下層の
水平メタル配線の環境プロファイルの決定方法を示す図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係るＯＰＣパターン補正方法を示す図であり、図１２
および図１３の上下メタル配線を接続するＶＩＡ層サブセルの環境プロファイルの決定方
法を示す図である。
【図１４】本発明の第３実施形態に係るＯＰＣパターン補正装置の概略ブロック図である
。
【符号の説明】
２１、１２３　下層メタル配線
２２　上層メタル配線
２３、１２３　ＶＩＡコンタクト
１０４、１５７　セル置換テーブル
１０８、１５８　ＯＰＣ補正用のセルライブラリ
１２１　上層斜め配線
１５１　ＣＰＵ
１５２　メモリ
１５３　入出力部
１５４　環境プロファイル決定部
１５５　補正後レイアウトデータ生成部
１５６　マスクデータ生成部
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