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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソグラフィプロセスのために好ましいレイアウトを得るための方法であって、
　複数のフィーチャを含む初期レイアウトを識別するステップと、
　終了条件が満足するまで前記フィーチャを再構成することによって、前記好ましいレイ
アウトを得るステップと、を含み、
　前記再構成ステップは、
　複数のリソグラフィプロセス条件に関し、前記フィーチャへの一組の変化がリソグラフ
ィメトリックにどのように影響したかを測定する費用関数を評価するステップと、
　少なくとも幾つかが前記フィーチャの特性の関数である一連の項に前記費用関数を展開
するステップと、を含み、
　前記費用関数を展開するステップは、前記費用関数を、前記フィーチャの特性に関する
前記リソグラフィメトリックの導関数に展開するステップを含み、
　前記再構成は、前記展開した費用関数から予め決定した次数を超える導関数を持つ項を
除外するステップ、ヤコビアン行列式を計算するステップ及びヤコビアン行列式を用いて
前記費用関数を展開するステップ、のうち少なくとも１つを含む、方法。
【請求項２】
　前記フィーチャは、１つ以上の主要フィーチャ及び１つ以上の補助フィーチャを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記補助フィーチャは、１つ以上のサブ解像度補助フィーチャ（ＳＲＡＦ）及びサブ解
像度逆フィーチャ（ＳＲＩＦ）を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記再構成ステップは、前記主要フィーチャ及び前記補助フィーチャを同時に再構成す
るステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記リソグラフィプロセスの１つ以上の予め決定したルール及びモデルを用いて、複数
の補助フィーチャを前記初期レイアウトに加えるステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記フィーチャの前記特性が、前記フィーチャへの前記一組の変化である、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記変化は、前記フィーチャの境界のセグメントの移動、前記フィーチャの形状の変化
、及び、前記フィーチャの位置の変化、のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記費用関数は、前記フィーチャの少なくとも１対の相対アライメント、前記フィーチ
ャに対する前記初期レイアウトからの変化の規模、及び、レジスト像又は空間像の特性、
のうち少なくとも１つのものの関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記費用関数は、許容範囲の外の値を持つ前記フィーチャ及び前記プロセスウィンドウ
の関数の確率の関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記再構成ステップに続く１つ以上の再構成ステップにおいて、前記導関数が再使用さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記終了条件が、前記費用関数の最小化、前記費用関数の最大化、予め設定された数の
反復に到達すること、予め設定された閾値以上の前記費用関数の値に到達すること、予め
定義された計算時間に到達すること、及び許容可能誤差限界内の前記費用関数の値に到達
すること、のうち１つ以上を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記再構成ステップは、前記フィーチャに対する前記変化の少なくとも幾つかの範囲を
指定する制約下で実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記費用関数は、エッジ配置誤差、クリティカルディメンション均一性、線量変動、焦
点変動、プロセス条件変動、マスク誤差（ＭＥＥＦ）、マスク複雑性、レジスト等高線距
離、最悪欠陥サイズ、最良焦点シフト、及びマスクルール制約の１つ以上のリソグラフィ
メトリックの関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　コンピュータに請求項１から１３の何れか一項に記載の方法を実行させるためのプログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
[0001]　半導体業界において、マイクロリソグラフィ（又は単にリソグラフィ）は、半導
体ウェーハ（例えばシリコン又はＧａＡｓウェーハ）上に回路パターンを印刷するプロセ
スである。現在、光リソグラフィは、半導体デバイス及びフラットパネルディスプレイな
どのその他のデバイスを大量生産するのに用いられる主要技術である。このようなリソグ
ラフィは可視光から深紫外線のスペクトル範囲の光を用いて基板上の感光性レジストを露
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光する。将来、極紫外線（ＥＵＶ）及び軟Ｘ線が使用できるようになろう。露光後、レジ
ストは現像されてレリーフ像を生成する。
【０００２】
[0002]　光リソグラフィでは、製造されるデバイス構造のテンプレートとして機能するフ
ォトマスク（多くの場合、マスク又はレチクルと呼ばれる）が、電子ビーム又はレーザビ
ームの直接描画ツールを用いてまず描画される。典型的な光リソグラフィ用フォトマスク
は、１辺が６～８インチのガラス（又は水晶）板から成り、その一表面は厚さ約１００ｎ
ｍの薄い金属層（例えばクロム）で被覆されている。デバイスパターンがこの金属層中に
エッチングされ、その透明な区域を通して光の透過を可能にする。金属層がエッチングさ
れていない区域は光の透過が遮断される。このようにして、パターンを半導体ウェーハ上
に投影することができる。
【０００３】
[0003]　マスクは、ウェーハ上に所望の回路パターンを生成するのに用いられる、特定の
パターン及びフィーチャが含まれる。マスク像をウェーハ上に投影するのに用いられるツ
ールは「ステッパ」又は「スキャナ」と呼ばれる（以下、総称として「露光ツール」と呼
ぶ）。図１は、従来の露光ツールの光投影リソグラフィシステム１０の図である。システ
ム１０は、照明源１２と、照明瞳フィルタ１４と、レンズサブシステム１６ａ～ｃと、マ
スク１８と、投影瞳フィルタ２０と、マスク１８が投影されるウェーハ２２とを含む。照
明源１２を、例えば、ＵＶ（紫外線）、ＤＵＶ（深紫外線）、又はＥＵＶ波長で動作する
ことができる。照明源１２の光線は、広げられスクランブルされてから照明瞳１４に入射
する。照明瞳１４は、単純な円形アパーチャであってもよく、又はオフアクシス照明用専
用に設計される形状を有していてもよい。オフアクシス照明には、例えば、環状照明（す
なわち、照明瞳１４は設計された内径及び外径を有するリングである）、四重極照明（す
なわち、照明瞳１４は瞳面の４つの象限に４つの開口を有する）、及び二重極照明その他
が含まれる。
【０００４】
[0004]　照明瞳１４の次に、光は照明光学系（例えば、レンズサブシステム１６ａ）を通
過してマスク１８に入射する。マスク１８は、投影光学系によりウェーハ２２上に結像さ
れる回路パターンを含む。ウェーハ２２上での所望のパターンサイズはますます最小化さ
れ、且つパターンのフィーチャの相互距離がますます近くなるにつれて、より一層高度の
技術がリソグラフィプロセスに求められるようになっている。投影光学系（例えばレンズ
サブシステム１６ｂ及び１６ｃ、及び投影瞳フィルタ２０）がウェーハ２２上にマスク１
８を結像する。投影光学系の瞳２０は、投影光学系を通過可能なマスクパターンの最大空
間周波数を制限する。「開口数」又はＮＡと呼ばれる数が、多くの場合、瞳２０の特性を
示す。
【０００５】
[0005]　投影像によってレジストが露光され、その後ベークおよび現像される際、レジス
トは、複雑な化学的及び物理的変化を受ける傾向がある。最終的なレジストパターンは、
通常、クリティカルディメンション又はＣＤによって特徴付けられる。ＣＤは通常、レジ
ストと基板の界面におけるレジストフィーチャの幅として定義される。ＣＤは通常所与の
デバイス内にパターニングされる最小のフィーチャを示すことを意図しているが、実際に
はＣＤという用語は任意のレジストフィーチャの線幅を示すのに用いられる。
【０００６】
[0006]　多くの露光ツールにおいて、光学系がマスクレベルからウェーハレベルへパター
ンサイズを縮小し、通常は４又は５の縮小係数が用いられる。このためマスクレベルのパ
ターンは、典型的にはウェーハレベルの所望のパターンよりも大きい。これによって、マ
スクレベルで要求される寸法制御許容誤差が緩和され、マスク製造プロセスの歩留まり及
び製造可能性が改善される。露光ツールのこの縮小係数は、露光プロセスの「寸法」を指
す際に特定の混乱を引き起こす。本明細書中、フィーチャサイズ及び寸法は、ウェーハレ
ベルのフィーチャサイズ及び寸法を指し、「最小フィーチャサイズ」はウェーハレベルの
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最小フィーチャを指す。
【０００７】
[0007]　露光プロセスにおいてデバイスを正確にパターニングするには、そのデバイス内
のすべての重要構造のＣＤが設計目標寸法を達成するようにパターニングされなければな
らない。すべての目標ＣＤを誤差なく達成することは現実的には不可能であるので、デバ
イスはＣＤ誤差に関して特定の許容誤差を持って設計される。この場合、すべての臨界フ
ィーチャのＣＤがこれら予め定義された許容誤差内にある場合に、パターンが許容可能で
あると考えられる。製造環境において実行可能な露光プロセスには、製造中に発生が予想
される通常のプロセス変動の範囲を示すプロセス条件範囲全体でＣＤの分布の全体が許容
誤差制限内に収まることが必要である。例えば、公称上同一プロセス条件の実線量は、公
称線量から±５％の変動が可能であり、公称上同一プロセス条件の実焦点面は、公称焦点
面から±１００ｎｍまで変動可能である。
【０００８】
[0008]　パターン転写プロセスの忠実度を制限又は低下させる要因には、マスク製造プロ
セスにおける、投影光学系における、レジストプロセスにおける、及び、投影された光と
ウェーハ上に形成されたフィルムスタックとの間の相互作用の制御における、不完全性が
含まれる。しかしながら、たとえ完全なマスク、完全な光学系、完全なレジストシステム
、及び完全な基板反射率制御を用いても、結像されるフィーチャの寸法が、露光ツールで
用いられる光の波長より小さくなると、像忠実度を維持するのは困難である。１９３ｎｍ
の照明源を用いる露光プロセスでは６５ｎｍ程度の小さいフィーチャが望ましい。このよ
うな深サブ波長の状況において、パターン転写プロセスは高度の非線形になり、ウェーハ
レベルにおける最終パターンの寸法は、マスクレベルにおけるパターンのサイズだけでな
くフィーチャの局所環境にも高度に敏感な関数となる。ここで局所環境とは、光の波長の
およそ５～１０倍の半径の範囲である。波長に比較して非常に小さいフィーチャサイズで
ある場合は、マスク上で同一構造であっても近隣のフィーチャのサイズ及び近接性に依存
してウェーハレベルで寸法に違いが生じる。また、直接隣接していなくても、露光ツール
の光学系によって定義される近隣範囲内にあるフィーチャであれば同様である。これらの
光近接効果は、文献において周知である。
【０００９】
[0009]　パターン転写プロセスにおける結像品質の改善及び高度非線形性の低減を目指す
努力の一環として、現在のプロセス技術は、種々の高解像度化技術（「ＲＥＴ」）を採用
している。今日用いられている先導的ＲＥＴの１つが光近接効果補正（ＯＰＣ）である。
ＯＰＣは、近接効果を克服するためのすべての技術に対する総称である。ＯＰＣの最も簡
単な形式の１つは選択的バイアスである。ＣＤ対ピッチ曲線が与えられると、異なるピッ
チのすべてが、マスクレベルでＣＤを変更することによって少なくとも最良の焦点及び露
光で同一のＣＤを強制的に生成する。このように、ウェーハレベルにおいてフィーチャの
印刷が小さすぎると、マスクレベルのフィーチャが公称値よりも僅かに大きくなるように
バイアスされる。またその逆も同様である。マスクレベルからウェーハレベルへのパター
ン転写プロセスは非線形であるため、バイアス量は単純に最良の焦点及び露光において測
定されたＣＤ誤差に縮小率を掛けたものではなく、モデリング及び実験を用いて、適切な
バイアスを決定することができる。選択的バイアス法は、特に公称プロセス条件にのみ適
用されるという点で近接効果問題への対策としては不完全である。このバイアスが最良の
焦点及び露光における均一なＣＤ対ピッチ曲線を得るために原理的に適用されたとしても
、露光プロセスが公称条件から一旦変動すれば、バイアスされたピッチ曲線の各々は応答
が異なるため、異なるフィーチャには異なるプロセスウィンドウが生成される。その結果
、同一のＣＤ対ピッチを提供する「最良な」バイアスが、全体のプロセスウィンドウに対
して負の影響を持つこともあり、したがってターゲットフィーチャのすべてをウェーハ上
に所望のプロセス許容誤差内で印刷する焦点及び露光範囲を拡大するのではなく縮小して
しまうこともあり得る。
【００１０】
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[0010]　上記一次元バイアスの例以外にも、さらに複雑な別のＯＰＣ技術が開発され、利
用されている。二次元の近接効果にはラインエンド縮小がある。ラインエンドは、露光及
び焦点の関数として、所望のエンドポイント位置から「プルバック」する傾向がある。多
くの例では、長いラインのエンド縮小の程度は、幾つかの場合、対応するライン幅縮小よ
りも数倍大きくなることがある。例えばソース－ドレイン領域上のポリシリコンゲート層
のように、被覆されるはずの基層の上をラインエンドが完全にクロスオーバできなかった
場合、この種のラインエンドプルバックは、製造されるデバイスの重大な故障を生じさせ
るおそれがある。この種のパターンは、焦点及び露光に高感度であるため、単にラインエ
ンドを設計長さよりも長くするようにバイアスするだけでは不十分である。何故なら、最
良の焦点及び露光において、又は露光不足条件下において、ラインが過度に長くなり、そ
の結果、延長されたラインエンドが近隣構造に接触して回路短絡を引き起こすか、又は回
路内の個々のフィーチャ間にさらに空間が追加された場合に不必要に大きな回路サイズと
なるからである。集積回路の設計及び製造における主目的の１つは、１チップ当たり必要
となる面積を最小化する一方で、機能素子の数を最大化することであるため、過度の空間
を追加することは、極めて望ましくない解決策である。
【００１１】
[0011]　ラインエンドプルバック問題を解決する助けとして、二次元ＯＰＣが開発されて
いる。「ハンマーヘッド」又は「セリフ」として知られる追加構造（又は補助フィーチャ
）が慣習的にラインエンドに付加され、ラインエンドを効果的に所定の位置に据付け、プ
ロセスウィンドウ全体に亘ってプルバックを低減する。これらの追加構造は最良の焦点及
び露光であっても解像されないが、それら自身が完全に解像されることなく主要フィーチ
ャの外観を変化させる。「主要フィーチャ」が、本明細書中で用いられる場合は、プロセ
スウィンドウの幾つかの又はすべての条件下で、ウェーハ上に印刷されることを意図され
るフィーチャを意味する。補助フィーチャは、ラインエンドに加えられる簡単なハンマー
ヘッドだけでなく、マスク上のパターンが所望のウェーハパターンを単に縮小比率の分だ
け拡大したものではないという程のより積極的な形状を取ることができる。セリフ等の補
助フィーチャは単にラインエンドプルバックを低減するという場合以外に、より多くの場
合に適用できる。内側又は外側セリフは、任意のエッジ、特に二次元エッジに適用して、
コーナーの丸み、又はエッジの飛び出しを低減することができる。十分な選択的バイアス
工程を施したり、あらゆるサイズ及び極性の補助フィーチャを追加したりすると、マスク
上のフィーチャはウェーハレベルにおいて望まれる最終パターンとはますます似ていない
ものになる。一般的にマスクパターンは、ウェーハレベルパターンの歪み前の形とされる
。この歪みはリソグラフィプロセス中に発生するパターン変形を無効にするか又は破棄す
ることを意図するものであり、それによって設計者によって意図されたものにできるだけ
近いパターンをウェーハ上に生成する。
【００１２】
[0012]　他のＯＰＣ技術では、主要フィーチャのエッジにそのエッジが接続するセリフ等
の補助構造に付加するのではなく、完全に独立した非解像の補助フィーチャがマスクに付
加される。ここで用語「独立」の意味するところは、これら補助フィーチャのエッジが主
要フィーチャのエッジに接続していないということである。これらの独立した補助フィー
チャは、ウェーハ上のフィーチャとして印刷することを意図又は所望するのではなく、近
隣の主要フィーチャの空間像に変更を加えて主要フィーチャの印刷性及びプロセス許容誤
差を改善することを意図している。これらの補助フィーチャ（多くの場合、「散乱バー」
又は「ＳＢＡＲ」と呼ばれる）は、主要フィーチャのエッジの外側にあるフィーチャであ
るサブ解像度補助フィーチャ（ＳＲＡＦ）及び主要フィーチャのエッジの内側からスクー
プアウトされたフィーチャであるサブ解像度逆フィーチャ（ＳＲＩＦ）を含むことができ
る。ＳＢＡＲの存在は、マスクに更なる層の複雑性を追加する。図２は、例示的な主要フ
ィーチャ、例示的なＳＲＡＦ、及び例示的なＳＲＩＦを示す。散乱バーを用いる簡単な例
は、孤立ラインフィーチャの両側に非解像の散乱バーの規則的な配列を描かくことである
。これは、空間像の観点からすると、孤立ラインを、一連の密なラインの中で、単ライン
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のより代表的なものに見えるようにする効果を有し、その結果、プロセスウィンドウの焦
点及び露光の許容誤差が、密パターンのそれらにより近くなる。このように装飾された孤
立フィーチャと密パターンの共通のプロセスウィンドウは、マスクレベルで孤立として描
かれたフィーチャより、焦点及び露光変動に対して大きな共通許容誤差を持つことになる
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
[0013]　これらＯＰＣ技術の多くは、同様に解像度及びプロセスウィンドウを改善するた
めに付加される位相シフト構造と共に単一マスク上で用いることが可能である。二次元構
造では移動したり、サイズ変更したり、補助フィーチャを用いて改善したり、且つおそら
くは隣接するフィーチャと衝突することなく位相シフトしたりしなければならないため、
一次元ラインにバイアスするという簡単なタスクが、ますます複雑性を増す。深サブ波長
リソグラフィの近接範囲が拡大されたことにより、フィーチャに適用されるＯＰＣの種類
を変更することが、０．５ミクロンから１ミクロンの範囲内にある他のフィーチャに対し
て意図しない結果をもたらすことがある。この近接範囲内に多くのフィーチャが存在する
可能性があるため、また、より積極的な方法が追加されることもあり、ＯＰＣ装飾を最適
化するタスクはますます複雑性を増す。追加された各々の新しいフィーチャは他のフィー
チャに影響を与え、次にそれが再補正され、その結果が反復的に繰り返され、マスクレイ
アウトに収束される。それによって各フィーチャが元々意図されていた方法で印刷される
と同時に近隣のフィーチャの空間像にも適切に寄与し、それらも各々の許容誤差内で印刷
される。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
[0014]　リソグラフィプロセスのために好ましいレイアウトを得るための方法が本明細書
に記載される。この方法は、複数のフィーチャを含む初期レイアウトを識別するステップ
と、終了条件が満足するまでフィーチャを再構成することによって好ましいレイアウトを
得るステップと、を含み、再構成するステップは、複数のリソグラフィプロセス条件に関
しフィーチャへの一組の変化がリソグラフィメトリックにどのように影響したかを測定す
る費用関数を評価するステップと、少なくとも幾つかがフィーチャの特性の関数である一
連の項に費用関数を展開するステップと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]リソグラフィシステムの一実施形態の図である。
【図２】[0016]例示的な主要フィーチャ、例示的なＳＲＡＦ、及び例示的なＳＲＩＦを示
す。
【図３】[0017]モデルベースのＯＰＣの方法ステップを示すフローチャートである。
【図４】[0018]フィーチャ及び仮定のシミュレートされたレジスト像のエッジ配置誤差を
示す図である。
【図５】[0019]フィーチャ及び仮定のシミュレートされたレジスト像のエッジ配置誤差を
示す図である。
【図６Ａ】[0020]例示的な主要フィーチャ及び例示的な補助フィーチャのエッジのセグメ
ントの移動を示す。
【図６Ｂ】[0021]図６Ａのフィーチャに追加の分解ポイントが追加され得ることを示す。
【図６Ｃ】[0022]１つのダイのフィーチャ及び別のダイの対応するフィーチャの再構成の
差異を測定するメトリックを示す。
【図６Ｄ】[0023]ネッキングの制約を示す。
【図６Ｅ】[0024]ブリッジングの制約を示す。
【図６Ｆ】[0025]１つのフィーチャが切断されて２つの個別のフィーチャになるか、又は
２つの個別のフィーチャが接合されて１つのフィーチャになることを示す。
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【図７】[0026]ある実施形態に係るリソグラフィプロセスのために好ましいレイアウトを
得るための方法の例示的なフローチャートを示す。
【図８】[0027]本発明のシミュレーション方法の実施を補佐するコンピュータシステムを
示すブロック図である。
【図９】[0028]本発明の方法と共に用いるのに適切なリソグラフィ投影装置の概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
[0029]　本発明の特定の態様によれば、フィーチャ間の複雑性と相互作用により、多くの
技術を用いることができることを本発明者らは認識し、近隣のＯＰＣ補助フィーチャが隣
接するフィーチャに与える意図しない歪みから最重要構造を最良に保護するための最適化
ルーチンの優先順位付けをどのようにするか、フィーチャ間の位相及び配置矛盾をどのよ
うに解決するか、又は計算されたフィーチャの所期の結果に対する最終的な収束と、計算
速度のトレードオフをどのようにするか、製造可能な技術としてのＯＰＣを完全に実現す
るための詳細等を記載する。
【００１７】
[0030]　ＯＰＣは、ルールベースの方法又はモデルベースの方法を採用することができる
。ルールベースのＯＰＣでは、ＳＢＡＲを含む補助フィーチャを主要フィーチャに経験的
に追加し得る。例えば、後にその効果を検証することなく、同じセリフをすべてのライン
に追加することが可能である。モデルベースのＯＰＣでは、露光ツールの空間像への影響
とレジストプロセスの影響とが数学的にモデル化される。図３は、典型的なモデルベース
のＯＰＣの設計プロセスを示すフローチャートである。ステップ２１０では、ＯＰＣ前レ
イアウト、ＯＰＣ技術ファイル、光学モデル、及びレジストモデルが入手される。ＯＰＣ
技術ファイルは、使用されるモデルベースのＯＰＣ技術の種類、例えばライン幅バイアス
補正、コーナー丸み補正、又はラインエンドプルバック補正などを記述する。光学モデル
は、露光ツールの照明及び投影光学系を記述する。光学モデルは、薄膜レジストへの結像
の影響、又はマスクトポグラフィの影響を含んでもよい。レジストモデルは、露光ツール
内でマスクパターンによって照射された後のレジストの変化を記述する。また図３の方法
では、エッチングモデルが使用されてもよい。光学モデル、レジストモデル、及びエッチ
ングモデルは、基本原理から導出されてもよいし、又は実験データから実験的に決定され
てもよい。あるいは、その両方の組合せであってもよい。これらのモデルは通常は公称プ
ロセス条件で較正されている。R.Sochaの「Resolution Enhancement Techniques」、Phot
omask Fabrication Technology, Benjamin G. Eynon, Jr.及びBanqiu Wu, Editors, McGr
aw-Hill, pp. 466-468, 2005を参照。ＯＰＣ前レイアウト、ＯＰＣ技術ファイル、及び各
モデルは、すべてモデルベースのＯＰＣソフトウエアへの入力である。
【００１８】
[0031]　ステップ２１２では、モデルベースのＯＰＣソフトウエアはＯＰＣ前レイアウト
内のフィーチャをエッジセグメントに分解し、各エッジセグメントに制御ポイントを割り
当てる。ＯＰＣ技術を適用する前に各フィーチャが分解される。何故なら各フィーチャが
、たとえ同一形状をしたフィーチャであっても、異なる近接環境に晒されるからである。
制御ポイント（又は評価ポイント）は、ＯＰＣ設計プロセス中にＣＤ誤差又はエッジ配置
誤差（ＥＰＥ）が評価される位置である。制御ポイントの割り当ては、ＯＰＣ前レイアウ
トのパターンジオメトリ及び光学モデルに依存する複雑なプロセスである。図４はＬ字型
フィーチャ３１０を示す。ここでは分解ポイントが三角印で示され、割り当てられた制御
ポイントが丸印で示されている。
【００１９】
[0032]　ステップ２１４では、モデルベースのＯＰＣソフトウエアは、ＯＰＣ前レイアウ
トに光学モデル及びレジストモデルを適用することによりウェーハ上に印刷されるレジス
ト像のシミュレーションを行う。一般に、光学モデルが較正された公称プロセス条件でシ
ミュレーションが行われる。ステップ２１６では、モデルベースのＯＰＣソフトウエアは
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、シミュレートされたレジスト像の値を予め決定した閾値と比較することにより、シミュ
レートされたレジスト像の等高線を生成する。次にモデルベースのＯＰＣソフトウエアは
、制御ポイントのすべてにおいて、シミュレートされた等高線をＯＰＣ前レイアウトと比
較して、設計レイアウトが所望のパターニング性能を提供するか否かを決定する。この比
較は通常、各制御ポイントでのＣＤ又はＥＰＥとして定量化される。ステップ２１８では
、モデルベースのＯＰＣソフトウエアは、各エッジセグメントの等高線メトリックに関す
る性能指数が満たされるか否かを決定する。一実施形態において、この性能指数は各エッ
ジセグメントの等高線メトリック、例えばＣＤ又はＥＰＥの合計誤差が最小化されたとき
に満たされる。別の実施形態において、性能指数は各エッジセグメントの等高線メトリッ
クの合計誤差が予め決定された閾値より低いときに満たされる。性能指数が満たされると
プロセスが終了するが、性能指数が満たされないとプロセスはステップ２２０へと続く。
【００２０】
[0033]　図５は、２つの制御ポイントで測定され相反する符号を有する２つのＥＰＥを示
す。仮定のシミュレートされたレジスト像の等高線４１４が、制御ポイントにおいて、フ
ィーチャの設計ジオメトリ４１２にオーバラップしない場合はその制御ポイントにおける
差異に基づいてＥＰＥが決定される。図２に戻ると、ステップ２２０では、モデルベース
のＯＰＣソフトウエアは各制御ポイントでのエッジ補正量を計算する。ｉ番目のエッジセ
グメントのＥＰＥ（Ｅｉ）は、制御ポイントＣｉにおいて決定したΔＬｉであると仮定す
るならば、最も簡便なエッジ補正量ΔＬｉは誤差を負としたものであり、ΔＬｉ＝－ΔＬ

ｉとなる。このような直接的な補正関数は非線形プロセスでは良好に機能しない。何故な
ら、マスク上での変更は印刷されるレジスト像に線形に反映しないからである。マスク誤
差係数（ＭＥＦ）のような非線形性を考慮に入れるには、次のようなもう少し複雑な補正
関数が使用できる。
【数１】

【００２１】
[0034]　適切な補正を計算する方法を製造マスクに適用するのは、かなり複雑である。補
正アルゴリズムは、ライン幅誤差、製造プロセス、補正目標、及び制約等の要因に依存し
得る。A. K. Wong, Resolution　Enhancement Techniques in Optical Lithography, SPI
E Press, pp. 91-115, 2001を参照。例えば、フィーチャにＮ個のエッジセグメントがあ
り、各エッジセグメントに１つの制御ポイントがあり、ｉ番目のエッジセグメントの補正
量がΔＬｉであると仮定すると、最終目標はすべての制御ポイントにおける、レジスト像
の値ＲＩ（Ｃｉ）と予め決定した閾値Ｔとの差異が、ゼロとなるように、ΔＬ１，ΔＬ２

，．．．，ΔＬＮ、を解くことである。すなわち、ＲＩ（Ｃｉ）－Ｔ＝０、但し、ｉ＝１
，．．．，Ｎ、ここで、Ｃｉは制御ポイントである。あるいは、次の関数を最小化するこ
とである。

【数２】

【００２２】
[0035]　次にステップ２２２では、モデルベースのＯＰＣソフトウエアは、すべてのエッ
ジセグメントについて計算された補正量ΔＬｉに従って、全体のエッジセグメントＥｉを
調整して、シミュレートされたレジスト像の等高線が移動して設計ジオメトリに合致する
ように、ＯＰＣ後レイアウトを生成する。そしてこの方法はステップ２１４に戻り、そこ
で、モデルベースのＯＰＣソフトウエアは、ステップ２２２で生成されたＯＰＣ後レイア
ウトを用いて、レジスト像のシミュレーションを行う。ステップ２１６では、ＯＰＣ後レ
イアウトを用いて生成されたシミュレートされたレジスト像に対してレジスト像の等高線
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ＰＥを測定する関数が、最小化されているか、又は特定の閾値より低いか否かを決定する
。このような関数は、通常は「費用関数」と呼ばれる。例示的な費用関数は次のようであ
ってもよい。
【数３】

　別の例示的な費用関数は、すべてのセグメントの最大ＥＰＥ、すなわち次のようであっ
てもよい。何故なら、ＯＰＣの目標は、すべてのＥＰＥが特定の閾値より低くなければな
らないように設定することができるからである。
【数４】

【００２３】
[0036]　ある実施形態によれば、主要フィーチャ及び補助フィーチャのエッジは、複数の
セグメントに分割してもよい。主要フィーチャ及び補助フィーチャのある一定の条件、例
えば生成されたレジスト像が好ましいレジスト像に合致するという条件を満たす好ましい
位置及び形状を見出すためのプロセスでは、各セグメントをその直交する方向に移動して
もよい。ある実施形態によれば、主要フィーチャのセグメントを移動することなく補助フ
ィーチャのセグメントを移動してもよいし、又はその逆も同様である。図６Ａの図に示す
ように、各セグメントは接続されている最も近い隣接するセグメントの移動の結果として
、その平行方向にもシフトすることができる。しかしながら、直交方向における各セグメ
ントの位置が主要フィーチャ及び補助フィーチャの形状及び位置の変化を十分に示してい
る。すなわち、このプロセスでは直交方向における各セグメントの位置は表示される。Ｃ
Ｖｋ、ｋ＝１，．．．，Ｍ、として表示される。ここで、Ｍは、マスク上の又はマスクの
一部上のセグメントの合計数である。便宜上、ベクトルＣＶは、次のように定義される。

【数５】

　各セグメントの位置はセグメントの初期位置に対する変化、すなわち次のように表すこ
ともできる。
【数６】

　ここで、

【数７】

は、ｋ番目のセグメントの初期位置であり、
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【数８】

は、
【数９】

の初期位置に対する変化である。
　便宜上、ベクトルＣＶ０及びｄＣＶは次のように定義される。
【数１０】

【数１１】

　但し、ＣＶ＝ＣＶ０＋ｄＣＶである。
【００２４】
[0037]　複数の評価ポイントをマスク上に配置することができる。これらの評価ポイント
は主要フィーチャのエッジ上に、又は主要フィーチャのエッジから離して、例えば主要フ
ィーチャのコーナーに配置できる。各セグメントの上に任意の数（ゼロを含む）の評価ポ
イントを配置できる。これらの評価ポイントの各々で、複数のプロセス条件で、ＥＰＥを
評価できる。この評価では適切なモデルが用いられ、主要および補助パターン、ソースの
特性、レジストの特性、及びリソグラフィプロセスの他のパラメータから、レジスト像を
シミュレートする。便宜上、ベクトルＥＰＥは次のように定義される。
【数１２】

　ここで、Ｎは評価されたＥＰＥの合計数である。これらのＥＰＥの各々はベクトルＣＶ
の関数である。あるいは、これらのＥＰＥの各々はベクトルｄＣＶの関数として書くこと
ができる。ｄＣＶはＣＶとは定数ベクトルＣＶ０分、異なる。例えばマスク上に４つの評
価ポイントがあり、２つのプロセス条件の各々で、これら４評価ポイントの各々において
ＥＰＥが評価される場合、ベクトルＥＰＥは、Ｎ＝４×２＝８の項を含む。ＣＶベクトル
に対するＥＰＥベクトルのヤコビアン行列式Ｊは、次のように定義できる。
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【数１３】

　ここで、Ｊは、Ｎ行及びＭ列を有する。
【００２５】
[0038]　ＣＶ又はｄＣＶによって特徴付けられる主要フィーチャ及び補助フィーチャの変
化によって、例えばレジスト像等のリソグラフィメトリックが、どのように影響されるの
かを測定する例示的な費用関数は、次のように定義できる。

【数１４】

　リソグラフィメトリックは、エッジ配置誤差、クリティカルディメンション均一性、線
量変動、焦点変動、プロセス条件変動、マスク誤差（ＭＥＥＦ）、マスク複雑性、レジス
ト等高線距離、最悪欠陥サイズ、最良焦点シフト、及びマスクルール制約とすることがで
きる。
【００２６】
[0039]　リソグラフィメトリックの別の例は、１つのダイのフィーチャと別のダイの対応
するフィーチャの再構成の間の差異を測定するメトリックである。このメトリックは「ジ
オメトリシンメトリエッジ補正値」又はＧＳＥＣＶと呼ばれる。例えば図６Ｃは、２つの
異なるダイ上の２つの四角のフィーチャ６９０Ａ及び６９０Ｂを示すもので、この２つの
四角のフィーチャ６９０Ａ及び６９０Ｂは互いに対応している。再構成後２つの四角のフ
ィーチャ６９０Ａ及び６９０Ｂはそれぞれ、フィーチャ６９１Ａ及び６９１Ｂになる。Ｇ
ＳＥＣＶはフィーチャ６９１Ａ及び６９１Ｂ間の差異を測定できる。例えば、ＧＳＥＣＶ
は、フィーチャ６９１Ａ及び６９１Ｂの面積間の差異として定義してもよい。いうまでも
無いが、ＧＳＥＣＶは、他の定義も可能である。
【００２７】
[0040]　なお、ＣＦは、

【数１５】

又はこれらの組合せのような他の適切な形式を有してもよいことを理解されたい。
【００２８】
[0041]　費用関数は、ガウスニュートンアルゴリズム、内挿法、レーベンバーグマルカー
トアルゴリズム、勾配降下アルゴリズム、シミュレートされたアニーリング、内点法、遺
伝子的アルゴリズム、ＣＶ及びｄＣＶのより高次な多項式を含む多項式を解くこと、等の
任意の適切な方法を用いて、最小化（又は
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【数１６】

等の特定の形態の費用関数に関しては、最大化）できる。
【００２９】
[0042]　ある実施形態によれば、式１の費用関数は、後述の対話形式のプロセスによって
最小化できる。ＣＶがＣＶｑの値をとるｑ番目の反復で、式１の費用関数は主要フィーチ
ャ及び補助フィーチャの特性（例えばＣＶ）に関するリソグラフィメトリックの導関数に
展開される。例えば、下記の式２では、費用関数はヤコビアン行列式を用いて展開される
。
【数１７】

　費用関数は、三次導関数項及びそれ以上のような、予め決定した次数を超える導関数を
持つ項、すなわち、式２の最後の項を除外することによって近似できる。近似された費用
関数は次に二次計画法を用いて最小化できる。具体的には、ＣＶｑの近傍におけるＣＦ最
小値をもたらすｄＣＶの値は、ｄＣＶｑ、として表示され、式２の最後の項を除外し、以
下のＭ一次方程式を解くことによって導出される。
【数１８】

　ここで、ＣＶは、（ｑ＋１）番目の反復で（ＣＶｑ＋ｄＣＶｑ）の値をとるので、ＣＶ
（ｑ＋１）＝（ＣＶｑ＋ｄＣＶｑ）となる。この反復は、収束（すなわち、ＣＦがこれ以
上低減しないところ）まで、又は予め定めされた数の反復に到達するまで、又は予め定め
された時間が経過するまで、継続する。なお費用関数は他の任意の適切な方法でも展開で
きる。ヤコビアン行列式は反復ステップごとに計算することもでき、又は１つの反復ステ
ップで計算し、その後の幾つかの反復ステップで用いることもできる。
【００３０】
[0043]　ある実施形態によれば、費用関数は他の任意の適切な方法で展開できる。例えば
、費用関数は、テイラー級数、フーリエ級数、ウエーブレット、フレーム、ｓｉｎｃ関数
、ガウス関数等に展開できる。
【００３１】
[0044]　ある実施形態において、費用関数ＣＦは、主要フィーチャ及び補助フィーチャか
ら選択される少なくとも１対のフィーチャの相対アライメント（すなわち、相対位置）を
測定する項を含むことができる。１対のフィーチャは、主要フィーチャ及び補助フィーチ
ャ、２つの主要フィーチャ、又は２つの補助フィーチャを含むことができる。この費用関
数の最小化により１対のフィーチャ間の相対移動量を低減できる。例えば費用関数は、次
式で示すことができる。
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【数１９】

　ここで、第２番目の合計は、相対アライメントを減少させるべきセグメントを全対を含
み、重量ｗは定数である。
【００３２】
[0045]　式３の費用関数は、上記反復法を含む、すなわち、ＣＶに関して展開し、３次及
びそれ以上高次の導関数を除外し、次のＭ一次方程式を解く、という反復ステップ等の任
意の適切な方法によって最小化できる。
【数２０】

【００３３】
[0046]　ある実施形態において、費用関数ＣＦは、初期レイアウトからの主要フィーチャ
及び補助フィーチャに対する変化の規模を測定する項を含むことができる。例えば費用関
数は下式で表すことができる。
【数２１】

　ここで、αｋは、重量定数である。
【００３４】
[0047]　式４の費用関数は、上記反復法を含む、すなわち、ＣＶに関して展開し、三次及
びそれ以上高次の導関数を除外し、次のＭ一次方程式を解く、という反復ステップ等の任
意の適切な方法によって最小化できる。

【数２２】

【００３５】
[0048]　ある実施形態において、リソグラフィプロセス及びマスク作成プロセスは、種々
の物理的制限下におかれることがある。これらの制限は費用関数の最小化又は最大化にお
ける制約として示される。一例では、反復ステップのｄＣＶは特定の範囲内に制限するこ
ともできる。一例では、反復ステップのＥＰＥはある一定の範囲内に制限することもでき
る。一例では、反復ステップのレジスト像はある一定の範囲内に制限することもできる。
別の例では、ある反復ステップから次の反復ステップへの１対のセグメント間の距離変化
はある一定の範囲内に制限することもできる。制約下の費用関数は、任意の適切な制約最
適化法を用いて最小化又は最大化できる。
【００３６】
[0049]　１つの制約は「ネッキング制約」と呼ばれる。ネッキング制約はフィーチャから
生成されたレジスト像の任意の位置における幅に対する下限である。例えば、図６Ｄは「
ネック」６９５を示す。点線はフィーチャを示し、曲線の実線はフィーチャから生成され
たレジスト像を示す。ネック６９５が下限より狭い場合はネック６９５は切断されやすい
。別の制約は「ブリッジング制約」と呼ばれる。ブリッジング制約は、１つ以上のフィー
チャから生成されたレジスト像の任意のエッジ間の間隔に対する下限である。例えば、図
６Ｅは２つのフィーチャ間の「ブリッジ」６９６を示す。点線はフィーチャを示し、曲線
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の実線は、フィーチャから生成されたレジスト像を示す。ブリッジ６９６が下限よりも小
さい場合、エッジは融合しやすい。
【００３７】
[0050]　１つの数式で、このような費用関数はこれらの範囲特性の項を含むことができる
。例えば、反復ステップでｄＣＶの任意の関数を、ｂｚ～ｔｚの範囲内に制限し、｜ｂｚ

｜及び｜ｔｚ｜を最小化したい場合に、費用関数は下記のようなものとすることができる
。
【数２３】

　ここで、βｚ及びγｚは、重量定数である。式５のこの費用関数の最小化によって、最
小ＥＰＥ、｜ｂｚ｜及び｜ｔｚ｜を同時に提供する、ｄＣＶがもたらされる。関数ｆｚ（
ｄＣＶ）は、例えば、ＥＰＥ、レジスト像、１対のセグメント間の距離変化、又は他の任
意の適切なｄＣＶの関数とすることができる。
【００３８】
[0051]　ある実施形態において、費用関数は公称条件から最も離れたプロセス条件で評価
されたＥＰＥを含むことができる。例えば公称条件は１対の線量及び焦点値（ｄ０、ｆ０
）として表示される。生産リソグラフィプロセスでは、線量及び焦点の公称条件からの最
大期待値偏差がそれぞれｄｄ及びｄｆである（言い換えると、線量はｄ０±ｄｄを超える
ことはないと期待され、焦点はｆ０±ｄｆを超えることはないと期待される）が、費用関
数は、（ｄ０、ｆ０）、（ｄ０＋ｄｄ、ｆ０＋ｄｆ）、（ｄ０＋ｄｄ、ｆ０－ｄｆ）、（
ｄ０－ｄｄ、ｆ０＋ｄｆ）、（ｄ０－ｄｄ、ｆ０－ｄｆ）、（ｄ０、ｆ０＋ｄｆ）、（ｄ
０、ｆ０－ｄｆ）、（ｄ０＋ｄｄ、ｆ０）、（ｄ０－ｄｄ、ｆ０）から選択される１つ以
上のプロセス条件で評価されたＥＰＥを含むことができる。
【００３９】
[0052]　図７は、ある実施形態に係るリソグラフィプロセスのための好ましいレイアウト
を得るための方法の例示的なフローチャートを示す。ステップ７０１では、複数の主要フ
ィーチャを含む初期レイアウトが識別される。ステップ７０２では、ＳＲＡＦ及びＳＲＩ
Ｆを含み得る複数の補助フィーチャが、リソグラフィプロセスの１つ以上の予め決定した
ルール及びモデルに従って初期レイアウトに追加される。このようなルールは、経験則、
又はシミュレーションが関与しない初期レイアウトの特性に基づくルールとすることがで
きる。このようなモデルは、露光ツールの照明及び投影光学系を記述することができる。
また、このモデルはマスクトポグラフィの効果、ウェーハ上のレジストの特性、マスク上
の薄い金属層のエッチングプロセスの特性も含んでもよい。ステップ７０３では、主要フ
ィーチャ及び補助フィーチャが同時に再構成され、例えばそれらの形状及び位置が変更さ
れる。再構成の効果は、複数のリソグラフィプロセス条件下の再構成によってＥＰＥ等の
リソグラフィメトリックがどのように影響されるかを測定する費用関数によって、明らか
にされる。ある実施形態において、再構成はフィーチャをさらに分解することを含んでも
よい。図６Ｂに示す例では、パネル（Ｉ）は、フィーチャのセグメントが移動された後の
図６Ａのフィーチャを示す。追加の分解ポイント（パネル（ＩＩ）の中抜き三角印）を付
加して、セグメントを幾つかの付加的なセグメントに分割してもよい。ステップ７０３を
繰り返す場合は、このフィーチャのセグメントすべてをフィーチャの更なる再構成に用い
てもよい。ある実施形態において、図６Ｆに示すように再構成は少なくとも１つのフィー
チャを個別のフィーチャに分割すること、又は少なくとも２つのフィーチャを１つに接合
することを含んでもよい。ステップ７０４では、終了条件の満足度を評価する。終了条件
は、制約が有る又は無い費用関数の最小化又は最大化、予め定められた反復数、又は予め
決定された経過時間量とすることができる。終了条件が満たされると、主要フィーチャ及
び補助フィーチャの現在の構成が好ましいレイアウトとして採用される。終了条件が満た
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されないと、ステップ７０３及び７０４が繰り返される。終了条件が満たされると、方法
はステップ７０５において終了する。本明細書に開示される費用関数の形式及びフィーチ
ャを再構成する方法は好ましいレイアウトを得るために必要となる時間を短縮することが
できるので、レイアウトの比較的大きな面積やマスク全体等を再構成するときにこれらの
形式及び方法を用いてもよい。複数のフィーチャの「同時再構成」、及び複数のフィーチ
ャを「同時に再構成すること」という用語は、本明細書中に用いられるときは、複数のフ
ィーチャを同時に変更することが可能であることを意味する。
【００４０】
[0053]　ある実施形態において、リソグラフィプロセスのために好ましいレイアウトを得
るための方法は、複数のフィーチャを含む初期レイアウトを識別するステップと、終了条
件が満足するまでそのフィーチャを再構成することによって好ましいレイアウトを得るス
テップと、を含み、再構成するステップは、複数のリソグラフィプロセス条件に関しフィ
ーチャへの一組の変化がリソグラフィメトリックにどのように影響したかを測定する費用
関数を評価するステップと、少なくとも幾つかが前記フィーチャの特性の関数である一連
の項に費用関数を展開するステップと、を含む。ここで、再構成は、フィーチャに対する
変化の少なくとも幾つかの範囲を指定する制約下で行われる。制約は、１つ以上のネッキ
ング制約を含んでもよい。制約は、１つ以上のブリッジング制約を含んでもよい。フィー
チャを再構成するステップは、フィーチャの境界をセグメントに分解するステップを含ん
でもよい。フィーチャを再構成するステップは、１つのフィーチャを少なくとも２つの個
別のフィーチャに分割するステップと、又は２つの個別のフィーチャを１つのフィーチャ
に接合するステップと、を含んでもよい。
【００４１】
[0054]　ある実施形態では、リソグラフィプロセスのための好ましいレイアウトを得るた
めの方法は、複数のフィーチャを含む初期レイアウトを識別するステップと、複数のフィ
ーチャのうち１つ以上のフィーチャをセグメントに分解するステップと、セグメントの移
動によって１つ以上のフィーチャを再構成するステップと、分解及び再構成ステップを少
なくとも１回繰り返すステップと、を含む。
【００４２】
[0055]　ある実施形態において、リソグラフィプロセスのための好ましいレイアウトを得
る方法は、複数のフィーチャを含む初期レイアウトを識別するステップと、複数のフィー
チャの少なくとも１つのフィーチャを個別のフィーチャに分割するステップ又は複数のフ
ィーチャの少なくとも２つのフィーチャを１つのフィーチャに接合するステップと、セグ
メントの移動によって１つ以上のフィーチャを再構成するステップと、分解又は接合ステ
ップ、及び再構成ステップを少なくとも１回繰り返すステップと、を含む。
【００４３】
[0056]　図８は、本明細書中に開示される最適化方法及びフローの実施を補助することが
できるコンピュータシステム１００を示すブロック図である。コンピュータシステム１０
０は、情報を通信するバス１０２又は他の通信機構、及び情報を処理するためにバス１０
２に接続されたプロセッサ１０４（又はマルチプロセッサ１０４及び１０５）を含む。コ
ンピュータシステム１００は、プロセッサ１０４によって実行される情報及び命令を記憶
するためにバス１０２に結合されたランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は他のダイナミ
ック記憶装置等のメインメモリ１０６も含む。メインメモリ１０６はプロセッサ１０４に
よって実行される命令の実行中に一時的な変数又は他の中間情報を記憶するためにも用い
てもよい。コンピュータシステム１００は、プロセッサ１０４のための静的情報及び命令
を記憶するためにバス１０２に結合された読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）１０８又は他の
スタティック記憶装置をさらに含む。情報及び命令を記憶するために磁気ディスク又は光
学ディスク等の記憶装置１１０が設けられ、バス１０２に結合される。
【００４４】
[0057]　コンピュータシステム１００は、コンピュータユーザに情報を表示するために、
バス１０２を介して陰極線管（ＣＲＴ）又はフラットパネル、又はタッチパネルディスプ
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レイ等のディスプレイ１１２に結合されてもよい。情報及びコマンド選択をプロセッサ１
０４に通信するために、英数字及び他のキーを含む入力装置１１４がバス１０２に結合さ
れる。他の種類のユーザ入力装置は、方向情報及びコマンド選択をプロセッサ１０４に伝
え、ディスプレイ１１２上のカーソル移動を制御するためマウス、トラックボール、又は
カーソル方向キー等のカーソルコントロール１１６である。この入力装置は、通常、第１
軸（例えばｘ）及び第２軸（例えばｙ）の２軸において２自由度を有し、デバイスが平面
内の位置を指定することを可能にする。タッチパネル（スクリーン）ディスプレイも入力
装置として用いてもよい。
【００４５】
[0058]　一実施形態によれば、メインメモリ１０６に記憶された１つ以上の命令の１つ以
上のシーケンスをプロセッサ１０４が実行すると、最適化プロセスの各部分がコンピュー
タシステム１００によって実行される。このような命令は、記憶装置１１０等の他のコン
ピュータ可読媒体からメインメモリ１０６に読み取らせることができる。メインメモリ１
０６に記憶された命令シーケンスを実行すると、プロセッサ１０４は本明細書中に説明す
るプロセスステップを実行する。多重処理構成内の１つ以上のプロセッサもメインメモリ
１０６に記憶された命令シーケンスを実行するために用いてもよい。代替実施形態におい
て、ソフトウエア命令の代わりに又はソフトウエア命令と組み合わせて、ハードワイヤー
ド回路を使用して本発明の方法を実施することができる。従って、各実施形態はハードウ
エア回路及びソフトウエアのいかなる特定の組合せにも限定されることはない。
【００４６】
[0059]　「コンピュータ可読媒体」という用語が本明細書中に用いられる場合は、プロセ
ッサ１０４が実行するための命令を提供することに関与する任意の媒体を指す。このよう
な媒体は多くの形式をとることができ、それには不揮発性媒体、揮発性媒体、伝送媒体が
含まれるがそれに限定されることはない。不揮発性媒体は、例えば記憶装置１１０のよう
な光学、又は磁気ディスクを含む。揮発性媒体は、メインメモリ１０６のようなダイナミ
ックメモリを含む。伝送媒体は、同軸ケーブル、銅線、光ファイバーを含み、バス１０２
を含む電線を含む。また、伝送媒体は、無線周波数（ＲＦ）及び赤外線（ＩＲ）のデータ
通信中に発生する音波、又は光波の形式も取ることができる。コンピュータ可読媒体の一
般的形式は、例えばフロッピーディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気
テープ、任意の他の磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、任意の他の光媒体、パンチカード
、紙テープ、孔のパターンを有する任意の他の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、及びＥＰＲ
ＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、任意の他のメモリチップ又はカートリッジ、後述する搬
送波、又はコンピュータが読み取ることができる他の任意の媒体も含む。
【００４７】
[0060]　種々の形式のコンピュータ可読媒体は、１つ以上の命令の１つ以上のシーケンス
をプロセッサ１０４へ送り実行させることに従事することができる。例えば、命令は最初
に遠隔コンピュータの磁気ディスクに担持させてもよい。遠隔コンピュータは命令をそれ
自体のダイナミックメモリ内にロードし、モデムを用いて命令を電話線に乗せて送ること
ができる。コンピュータシステム１００の局所モデムが電話線上のデータを受け取り、赤
外線伝送装置を用いてデータを赤外線信号に変換することができる。バス１０２に結合さ
れた赤外線検出器が赤外線信号で送信されたデータを受け取り、データをバス１０２上に
のせることができる。バス１０２はデータをメインメモリ１０６に搬送し、そこからプロ
セッサ１０４が命令を取り出し実行する。メインメモリ１０６が受信した命令は、プロセ
ッサ１０４による実行の前又は後のいずれかに任意選択的に記憶装置１１０に記憶される
。
【００４８】
[0061]　コンピュータシステム１００は、バス１０２に結合された通信インターフェイス
１１８を含むことが好ましい。通信インターフェイス１１８は、ローカルネットワーク１
２２に接続するネットワークリンク１２０に結合して、双方向データ通信を提供する。例
えば、通信インターフェイス１１８は、対応する種類の電話線にデータ通信接続を提供す
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る、サービス総合デジタル網（ＩＳＤＮ）カード又はカード又はモデムであってよい。他
の例として、通信インターフェイス１１８は、互換性ＬＡＮにデータ通信接続を提供する
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）カードであってよい。無線リンクを実施してもよ
い。このような例において、通信インターフェイス１１８は、各種の情報を提示するデジ
タルデータストリームを搬送する、電気的、電磁的、又は光学的信号を送受信する。
【００４９】
[0062]　ネットワークリンク１２０は、通常、１つ以上のネットワークを通して、他のデ
ータデバイスにデータ通信を提供する。例えばネットワークリンク１２０は、ローカルネ
ットワーク１２２を通してホストコンピュータ１２４又はインターネットサービスプロバ
イダ（ＩＳＰ）１２６によって運営されるデータ設備への接続を提供してもよい。ＩＳＰ
１２６は、現在は一般に「インターネット」１２８と呼ばれる世界的なパケットデータ通
信ネットワークを通して、データ通信サービスを提供する。ローカルネットワーク１２２
及びインターネット１２８は、どちらもデジタルデータストリームを搬送する電気信号、
電磁信号、又は光信号を使用する。コンピュータシステム１００との間でデジタルデータ
を搬送する、種々のネットワークを介した信号及びネットワークリンク１２０上にあり、
通信インターフェイス１１８を介した信号は、情報を伝送する搬送波の例示的な形式であ
る。
【００５０】
[0063]　コンピュータシステム１００は、ネットワーク、ネットワークリンク１２０、及
び通信インターフェイス１１８を通して、メッセージを送信しプログラムコードを含むデ
ータを受信できる。インターネットの例では、サーバ１３０は、アプリケーションプログ
ラムのための要求されたコードを、インターネット１２８、ＩＳＰ１２６、ローカルネッ
トワーク１２２、及び通信インターフェイス１１８を通して送信することができる。ある
実施形態によれば、このようなダウンロードされたアプリケーションの１つは、例えば実
施形態の照明最適化を提供する。受信したコードは、プロセッサ１０４によって受信時に
実行されるか、及び／又は後で実行するために記憶装置１１０、又は他の不揮発性記憶装
置に記憶される。この方法で、コンピュータシステム１００は、搬送波の形式でアプリケ
ーションコードを入手してもよい。
【００５１】
[0064]　本明細書に開示された概念は、サブ波長フィーチャを結像するためのあらゆる一
般的な結像システムをシミュレートするか、又は数学的にモデル化することができ、ます
ますより短い波長を生成することができる新興の結像技術に対して特に有用であり得る。
既に使用されている新興技術には、ＡｒＦレーザを用いて１９３ｎｍの波長を生成するこ
とができ、フッ素レーザを用いて１５７ｎｍの波長さえ生成することができるＥＵＶ（極
端紫外線）リソグラフィが含まれる。さらに、ＥＵＶリソグラフィは、２０～５ｎｍの範
囲内の波長を、シンクロトロンを使用することにより、あるいはこの範囲内の光子を生成
するために高エネルギー電子を材料（固体又はプラズマのいずれか）に当てることにより
、生成することができる
【００５２】
[0065]　本明細書中に開示された概念は、シリコンウェーハ等の基板上の結像に用いても
よいが、開示された概念は、例えばシリコンウェーハ以外の基板上の結像に用いられるも
の等、あらゆる種類のリソグラフィ結像システムと共に用いることができることを理解さ
れたい。
【００５３】
[0066]　以下の条項を用いて本発明をさらに説明する。
１．リソグラフィプロセスのために好ましいレイアウトを得るための方法であって、
　複数のフィーチャを含む初期レイアウトを識別するステップと、
　終了条件が満足するまで前記フィーチャを再構成することによって前記好ましいレイア
ウトを得るステップと、を含み、
　前記再構成ステップは、複数のリソグラフィプロセス条件に関し前記フィーチャへの一
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るステップと、少なくとも幾つかが前記フィーチャの特性の関数である一連の項に前記費
用関数を展開するステップと、を含む方法。
２．前記費用関数を展開するステップは、前記費用関数を、前記フィーチャの特性に関す
る前記リソグラフィメトリックの導関数に展開するステップを含む、条項１に記載の方法
。
３．すべての再構成ステップは、費用関数を前記フィーチャの特性に関するリソグラフィ
メトリックの導関数に展開するステップを含む、条項２に記載の方法。
４．前記終了条件が、前記費用関数の最小化、前記費用関数の最大化、予め設定された数
の反復に到達すること、予め設定された閾値以上の前記費用関数の値に到達すること、予
め定義された計算時間に到達すること、及び許容可能誤差限界内の前記費用関数の値に到
達すること、のうち１つ以上を含む、条項１に記載の方法。
５．ガウスニュートンアルゴリズム、内挿法、レーベンバーグマルカートアルゴリズム、
勾配降下アルゴリズム、シミュレートされたアニーリング、内点法、及び遺伝子的アルゴ
リズムからなる群から選択される方法によって、前記費用関数が最小化又は最大化される
、条項４に記載の方法。
６．前記フィーチャに対する変化の多項式を解くことによって、前記費用関数が最小化又
は最大化される、条項４に記載の方法。
７．二次計画問題を解くことによって、前記費用関数が最小化又は最大化される、条項４
に記載の方法。
８．前記フィーチャに対する変化の少なくとも幾つかの範囲を指定する制約下で前記再構
成ステップが実施される、条項１に記載の方法。
９．前記制約は、調整範囲、マスク製造可能性を管理するルール、及びフィーチャ間の相
互依存性のうち１つ以上を含む、条項１に記載の方法。
１０．前記費用関数が、
　エッジ配置誤差、クリティカルディメンション均一性、線量変動、焦点変動、プロセス
条件変動、マスク誤差（ＭＥＥＦ）、マスク複雑性、レジスト等高線距離、最悪欠陥サイ
ズ、最良焦点シフト、及びマスクルール制約のリソグラフィメトリックのうち１つ以上の
関数である、条項１に記載の方法。
１１．前記費用関数を展開するステップは、前記費用関数をテイラー級数、フーリエ級数
、ウエーブレット、フレーム、ｓｉｎｃ関数、又はガウス関数に展開するステップを含む
、条項１に記載の方法。
１２．前記費用関数は、許容範囲外の値を持つフィーチャ及びプロセスウィンドウの関数
の確率の関数である、条項１に記載の方法。
１３．プロセスウィンドウは、焦点及び線量の値を含む、条項１２に記載の方法。
１４．コンピュータプログラムプロダクトであって、命令を記録したコンピュータ可読媒
体を含み、前記命令がコンピュータによって実行されると、前記条項のいずれかに記載の
方法が実施されるプロダクト。
【００５４】
[0067]　上記説明は、説明的なものであり限定する意図はない。従って当業者には添付の
特許請求の範囲を逸脱することなく、上記実施形態に対する変更が行われ得ることは明ら
かであろう。
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