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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の検査機により、フォトマスクのパタンとマスク描画データとを比較することにより
、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出するフォトマスクパタン欠陥検査方法であって、
描画データである図形パタンデータと、図形パタンデータの描画位置情報である図形パタ
ンデータ配置情報とを含み、且つ、描画データである図形パタンデータにＯＰＣ（Ｏｐｔ
ｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔ）補正が施されている、マスク描画デー
タから、フォトマスクパタンの検査により本来欠陥部として検出されるべきでないのに欠
陥部として検出されることが多い微細図形パタンで、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグ
パタン等の微細図形パタンを、予め抽出しておき、フォトマスクパタンの検査に際し、前
記本来欠陥部として検出されるべきでない微細図形パタン箇所については、欠陥としない
ものであり、前記ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグパタン等の微細図形パタン箇所の抽
出は、順に、（ａ）マスク描画データから、描画領域全体にわたり、描画される図形パタ
ンのアウトラインデータを得る、アウトライン化処理と、（ｂ）アウトライン化処理によ
り得られたアウトラインデータに対し、アウトライン間の距離チェックないし幅チェック
を行ない、アウトライン間の距離ないし幅が指定された距離以下にある、アウトラインデ
ータの箇所を、抽出する、ＤＲＣ（Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｕｌｅ　Ｃｈｅｃｋ）処理と、（ｃ
）前記ＤＲＣ処理により抽出された各箇所において、アウトライン間の距離ないし幅を示
す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行である場合には、検出された間隔を形成する対向する
アウトライン辺部間に判定用図形データを発生させ、アウトライン間の距離ないし幅を示
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す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行でない場合には、アウトライン間の距離ないし幅を示
す線分と平行で、その両側に前記アウトラインデータの図形とその両端で交差する所定値
長さＬ０の２つの線分と、前記アウトラインデータのアウトライン辺とで構成される図形
データを判定用図形データとして発生させ、あるいは、アウトライン間の距離ないし幅を
示す線分と、該アウトライン間の距離ないし幅を示す線分と平行で、その片側に前記アウ
トラインデータの図形とその両端で交差する所定値長さＬ０の１つの線分と、前記アウト
ラインデータのアウトライン辺とで構成される図形データを判定用図形データとして発生
させ、判定用図形データの、アウトラインデータのアウトライン辺部の辺の長さが、所定
値以上であるものを抽出し、その図形の箇所を、検査の際に欠陥としない擬似欠陥部箇所
として選別して抽出する擬似欠陥箇所選別処理とを、行なうものであることを特徴とする
フォトマスクパタン欠陥検査方法。
【請求項２】
　描画データである図形パタンデータと、図形パタンデータの描画位置情報である図形パ
タンデータ配置情報とを含み、且つ、描画データである図形パタンデータにＯＰＣ（Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔ）補正が施されている、マスク描画デ
ータから、フォトマスクパタンの検査により本来欠陥部として検出されるべきでないのに
欠陥部として検出されることが多い微細図形パタンで、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テ
グパタン等の微細図形パタンを、予め抽出する、微細図形パタンの検出方法であって、順
に、（ａ）マスク描画データから、描画領域全体にわたり、描画される図形パタンのアウ
トラインデータを得る、アウトライン化処理と、（ｂ）アウトライン化処理により得られ
たアウトラインデータに対し、アウトライン間の距離チェックないし幅チェックを行ない
、アウトライン間の距離ないし幅が指定された距離以下にある、アウトラインデータの箇
所を、抽出する、ＤＲＣ（Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｕｌｅ　Ｃｈｅｃｋ）処理と、（ｃ）前記Ｄ
ＲＣ処理により抽出された各箇所において、アウトライン間の距離ないし幅を示す線分が
Ｘ方向ないしＹ方向に平行である場合には、検出された間隔を形成する対向するアウトラ
イン辺部間に判定用図形データを発生させ、アウトライン間の距離ないし幅を示す線分が
Ｘ方向ないしＹ方向に平行でない場合には、アウトライン間の距離ないし幅を示す線分と
平行で、その両側に前記アウトラインデータの図形とその両端で交差する所定値長さＬ０
の２つの線分と、前記アウトラインデータのアウトライン辺とで構成される図形データを
判定用図形データとして発生させ、あるいは、アウトライン間の距離ないし幅を示す線分
と、該アウトライン間の距離ないし幅を示す線分と平行で、その片側に前記アウトライン
データの図形とその両端で交差する所定値長さＬ０の１つの線分と、前記アウトラインデ
ータのアウトライン辺とで構成される図形データを判定用図形データとして発生させ、判
定用図形データの、アウトラインデータのアウトライン辺部の辺の長さが、所定値以上で
あるものを抽出し、その図形の箇所を抽出し、これにより、テグパタン等の、本来欠陥部
として検出されるべきでない微細図形パタンの箇所を選別する、選別処理とを、行なうも
のであることを特徴とする微細図形パタンの検出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、所定の検査機により、フォトマスクのパタンとマスク描画データとを比較する
ことにより、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出するフォトマスクパタン欠陥検査方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電子機器の高機能化と軽薄短小の傾向から、ＡＳＩＣに代表される種々のＬＳｌに
は、ますます高集積化、高機能化が求められるようになってきた。
即ち、できるだけチップサイズを小さくして、高機能を実現することがＡＳＩＣ等のＬＳ
Ｉには求められている。
上記ＡＳＩＣ等のＬＳＩは、機能、論理設計、回路設計、レイアウト設計等を経て、フォ
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トマスクパタン作製用の図形データ（図形パタンデータあるいはパタンデータとも言う）
を作製し、これを用いてフォトマスクを作製した後、フォトマスクのパタンをウエハ上に
縮小投影露光等により転写して、半導体素子作製のプロセスを行うという数々の工程を経
て作製されるものである。
フォトマスクは、一般には、上記図形データを用い、電子ビーム露光装置あるいはエキシ
マ波長等のフォト露光装置を用いて、フォトマスク用基板（フォトマスクブランクスとも
言う）の遮光膜上に配設された感光性レジストに露光描画を行い、現像、エッチング工程
等を経て、作製される。
即ち、ガラス基板の一面に遮光性の金属薄膜を設けたフォトマスク用基板の金属薄膜上に
塗布、乾燥された感光性のレジスト上に、露光装置により電離放射線を所定の領域のみに
照射して潜像を形成し、感光性のレジストを現像して、電離放射線の照射領域に対応した
、所望の形状のレジストパターン得た後、更に、レジストパターンを耐エッチングレジス
トとして、金属薄膜をレジストパターン形状に加工して、所望の金属薄膜パターンを有す
るフォトマスクを得る。
尚、フォトマスクのパタンをウエハ上に縮小投影露光して、その絵柄を転写する場合は、
フォトマスクをレチクルマスクとも言う。
また、フォトマスクを単にマスクとも言う。
また、フォトマスクのパタンを形成するための図形データは、種々の図形情報から構成さ
れ、Ｘ－Ｙ座標表現されている。
【０００３】
フォトマスクのパタンをウエハ上に縮小投影露光等により転写する際、光近接効果と呼ば
れる露光形状の歪みが発生する。
これは、露光形状のサイズ（ウエハ上の露光サイズ）が、露光光の波長に近づく、あるい
は光の波長よりも小さくなったときに、光の回折現象により、フォトマスクのパタンの形
状を忠実に露光することができなく、ウエハ上に露光される露光形状に歪みが発生するも
のである。
フォトマスクのパタン（光を透過させる部分の形状）が図４（ａ）（イ）に示すような形
状をしている場合には、ウエハ上に形成されるパタン形状は図４（ａ）（ロ）のようにな
る。
このため、図４（ａ）（イ）に示すような形状をウエハ上に形成されるパタン形状として
得たい場合には、フォトマスクのパタン（光を透過させる部分の形状）を図４（ｂ）（イ
）のように補正して、ウエハ上に形成されるパタン形状を図４（ｂ）（ロ）のようにする
。
このような光の回折の影響を考慮した補正を、光近接効果補正あるいはＯＰＣ（Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔ）補正と言う。
尚、図４において、８１０は設計図形データ、８１５は形成パタン、８２０は補正図形デ
ータ、８２５は形成パタンである。
【０００４】
このようなＯＰＣ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔ）補正が施さ
れた描画データ用の図形パタンデータと、図形パタンデータの描画位置情報である図形パ
タンデータ配置情報とを含むマスク描画データにて、描画され、作製されたフォトマスク
について、所定の検査機により、フォトマスクのパタンとマスク描画データとを比較する
ことにより、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出するフォトマスクパタン欠陥検査を、
微細欠陥を検出する高検出レベルで行なうと、ＯＰＣ補正部が検出され、検出箇所が多く
なり、作業レベルに合わなくなる。
このため、通常、ＯＰＣ補正部以外のパタンについては、微細欠陥を検出する高検出レベ
ルで行ない、ＯＰＣ補正部については、これを検出しない低検出レベルを下げ行なわれて
いる。
この場合、欠陥検査装置がＯＰＣ補正部をその形状から自動的に判断できる機能を備えて
いることを前提としている。
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現在、ＫＬＡ社のＫＬＡ３００シリーズにはすでにこの機能がついている。
しかし、ＯＰＣ補正部以外のパタンについては、微細欠陥を検出する高検出レベルで欠陥
検査行なうため、テグパタン等の、本来欠陥部として検出されるべきでない微細図形パタ
ンが、欠陥部として検出されてしまう。
欠陥検査機の検出に際し、テグパタン等の、本来欠陥部として検出されるべきでない微細
図形パタンと欠陥とが識別できないのである。
この判別を行なうには、手間がかかり、欠陥検査効率が悪くなってしまう。
【０００５】
従来は、このようなＯＰＣ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔ）補
正が施された描画データ用の図形パタンデータと、図形パタンデータの描画位置情報であ
る図形パタンデータ配置情報とを含むマスク描画データに対し、描画領域全体にわたり、
描画される図形パタンのアウトラインデータを得る、アウトライン化処理を施した後、ア
ウトライン化処理により得られたアウトラインデータに対し、アウトライン間の距離チェ
ック（スペースチェックとも言う）や幅チェック（ｗｉｄｔｈチェックとも言う）を行な
う、ＤＲＣ（Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｕｌｅ　Ｃｈｅｃｋ）処理を施し、アウトライン間の距離
チェックや幅が指定された距離以下にある、アウトラインデータの箇所を抽出し、これに
より、テグパタン等の、本来欠陥部として検出されるべきでない微細図形パタンの箇所を
特定していた。
しかし、ＤＲＣ処理による抽出では、ＯＰＣ補正部がほとんど検出され、これ以外の本来
欠陥部として検出されるべきでない微細パタンを特定するには手間がかかり、大変であっ
た。
即ち、データ処理を含めたトータル的な欠陥検査効率は悪かった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、ＯＰＣ補正が施された描画データ用の図形パタンデータと、図形パタンデ
ータの描画位置情報である図形パタンデータ配置情報とを含むマスク描画データにて、描
画され、作製されたフォトマスクについて、所定の検査機により、フォトマスクのパタン
とマスク描画データとを比較することにより、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出する
フォトマスクパタン欠陥検査においては、データ処理を含めたトータル的な欠陥検査効率
は悪く、問題となっていた。
本発明は、これに対応するもので、フォトマスクの微細化が進む中、フォトマスクのパタ
ンとマスク描画データとを比較することにより、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出す
るフォトマスクパタン欠陥検査方法により、ＯＰＣ補正が施され描画され、作製されたフ
ォトマスクを検査する際、データ処理を含め、トータル的に欠陥検査効率の良い検査方法
を提供しようとするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明のフォトマスクパタン欠陥検査方法は、所定の検査機により、フォトマスクのパ
タンとマスク描画データとを比較することにより、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出
するフォトマスクパタン欠陥検査方法であって、描画データである図形パタンデータと、
図形パタンデータの描画位置情報である図形パタンデータ配置情報とを含み、且つ、描画
データである図形パタンデータにＯＰＣ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒ
ｒｅｃｔ）補正が施されている、マスク描画データから、フォトマスクパタンの検査によ
り本来欠陥部として検出されるべきでないのに欠陥部として検出されることが多い微細図
形パタンで、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグパタン等の微細図形パタンを、予め抽出
しておき、フォトマスクパタンの検査に際し、前記本来欠陥部として検出されるべきでな
い微細図形パタン箇所については、欠陥としないものであり、前記ＯＰＣ補正された箇所
以外の、テグパタン等の微細図形パタン箇所の抽出は、順に、（ａ）マスク描画データか
ら、描画領域全体にわたり、描画される図形パタンのアウトラインデータを得る、アウト
ライン化処理と、（ｂ）アウトライン化処理により得られたアウトラインデータに対し、
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アウトライン間の距離チェック（スペースチェックとも言う）ないし幅チェック（ｗｉｄ
ｔｈチェックとも言う）を行ない、アウトライン間の距離ないし幅が指定された距離以下
にある、アウトラインデータの箇所を、抽出する、ＤＲＣ（Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｕｌｅ　Ｃ
ｈｅｃｋ）処理と、（ｃ）前記ＤＲＣ処理により抽出された各箇所において、アウトライ
ン間の距離チェックないし幅を示す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行である場合には、検
出された間隔を形成する対向するアウトライン辺部間に判定用図形データを発生させ、ア
ウトライン間の距離チェックないし幅を示す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行でない場合
には、アウトライン間の距離チェックないし幅を示す線分と平行で、その両側に前記アウ
トラインデータの図形とその両端で交差する所定値長さＬ０の２つの線分と、前記アウト
ラインデータのアウトライン辺とで構成される図形データを判定用図形データとして発生
させ、あるいは、アウトライン間の距離チェックないし幅を示す線分と、該アウトライン
間の距離チェックないし幅を示す線分と平行で、その片側に前記アウトラインデータの図
形とその両端で交差する所定値長さＬ０の１つの線分と、前記アウトラインデータのアウ
トライン辺とで構成される図形データを判定用図形データとして発生させ、判定用図形デ
ータの、アウトラインデータのアウトライン辺部の辺の長さが、所定値以上であるものを
抽出し、その図形の箇所を、検査の際に欠陥としない擬似欠陥部箇所として選別して抽出
する擬似欠陥箇所選別処理とを、行なうものであることを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明の微細図形パタンの検出方法は、描画データである図形パタンデータと、図形パ
タンデータの描画位置情報である図形パタンデータ配置情報とを含み、且つ、描画データ
である図形パタンデータにＯＰＣ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃ
ｔ）補正が施されている、マスク描画データから、フォトマスクパタンの検査により本来
欠陥部として検出されるべきでないのに欠陥部として検出されることが多い微細図形パタ
ンで、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグパタン等の微細図形パタンを、予め抽出する、
微細図形パタンの検出方法であって、順に、（ａ）マスク描画データから、描画領域全体
にわたり、描画される図形パタンのアウトラインデータを得る、アウトライン化処理と、
（ｂ）アウトライン化処理により得られたアウトラインデータに対し、アウトライン間の
距離チェック（スペースチェックとも言う）ないし幅チェック（ｗｉｄｔｈチェックとも
言う）を行ない、アウトライン間の距離ないし幅が指定された距離以下にある、アウトラ
インデータの箇所を、抽出する、ＤＲＣ（Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｕｌｅ　Ｃｈｅｃｋ）処理と
、（ｃ）前記ＤＲＣ処理により抽出された各箇所において、アウトライン間の距離ないし
幅を示す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行である場合には、検出された間隔を形成する対
向するアウトライン辺部間に判定用図形データを発生させ、アウトライン間の距離ないし
幅を示す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行でない場合には、アウトライン間の距離ないし
幅を示す線分と平行で、その両側に前記アウトラインデータの図形とその両端で交差する
所定値長さＬ０の２つの線分と、前記アウトラインデータのアウトライン辺とで構成され
る図形データを判定用図形データとして発生させ、あるいは、アウトライン間の距離ない
し幅を示す線分と、該アウトライン間の距離ないし幅を示す線分と平行で、その片側に前
記アウトラインデータの図形とその両端で交差する所定値長さＬ０の１つの線分と、前記
アウトラインデータのアウトライン辺とで構成される図形データを判定用図形データとし
て発生させ、判定用図形データの、アウトラインデータのアウトライン辺部の辺の長さが
、所定値以上であるものを抽出し、その図形の箇所を抽出し、これにより、テグパタン等
の、本来欠陥部として検出されるべきでない微細図形パタンの箇所を選別する、選別処理
とを、行なうものであることを特徴とするものである。
【０００９】
【作用】
本発明のマスクパタン欠陥検査方法は、このような構成にすることにより、フォトマスク
の微細化が進む中、フォトマスクのパタンとマスク描画データとを比較することにより、
フォトマスクのパタンの欠陥部を検出するフォトマスクパタン欠陥検査方法により、ＯＰ
Ｃ補正が施された描画され、作製されたフォトマスクを検査する際、データ処理を含め、
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トータル的に欠陥検査効率の良い検査方法の提供を可能とするものである。
即ち、ＯＰＣ補正された箇所以外で、マスク描画データから、本来欠陥部として検出され
るべきでないのに欠陥部として検出されることが多い、テグパタン等の微細図形パタンの
箇所を抽出しておき、欠陥検出の際、欠陥部として検出された箇所の中で、テグパタン等
の、微細図形パタン部については、欠陥としないことにより、これを達成している。
【００１０】
本発明の微細図形パタンの検出方法は、このような構成にすることにより、上記本発明の
欠陥検査方法を可能とするものである。
また、欠陥検出の際、テグパタン等の、本来欠陥部として検出されるべきでない微細図形
パタン部を特定できることにより、デザインルールに合わない、これらの微細パタンにつ
いて、フォトマスクメーカは、予め、マスク発注側に、そのパタンの可否を確認すること
ができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態例を、図に基づいて説明する。
図１は本発明のフォトマスクパタン欠陥検査方法の実施の形態の１例フロー図で、図２は
マスク描画データから擬似欠陥部を選別する擬似欠陥箇所選別処理の１例のフロー図で、
図３（ａ）、図３（ｂ）、図３（ｃ）は、それぞれ、具体的な図形データに対する処理例
を示した図である。
尚、図３（ａ）（イ）、図３（ｂ）（イ）、図３（ｃ）（イ）はアウトラインデータと抽
出箇所を示し、図３（ａ）（ロ）、図３（ｂ）（ロ）、図３（ｃ）（ロ）は、マスク描画
データの各図形データと判定用図形データを示している。
図３中、３１０、３２０、３３０、３４０はアウトラインデータの図形、３１１、３１２
、３１３、３２１、３２２、３２３、３２４、３２５、３３１、３３２はマスク描画デー
タの各図形データ、３３０ａ、３４０ａは辺部、３５１、３５２、３５３、３５４は判定
用図形データである。
【００１２】
本発明のフォトマスクパタン欠陥検査方法の実施の形態の１例を、図１に基づいて説明す
る。
本例は、描画データである図形パタンデータと、図形パタンデータの描画位置情報である
図形パタンデータ配置情報とを含み、且つ、描画データである図形パタンデータにＯＰＣ
補正が施されている、マスク描画データを用いて電子ビーム露光装置により描画し、プロ
セス処理を施して、作製されたフォトマスクと、前記マスク描画データとを、所定の検査
機により、比較して、欠陥検査する方法である。
そして、フォトマスクパタンの検査により、本来欠陥部として検出されるべきでないのに
欠陥部として検出されることが多い微細図形パタンで、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テ
グパタン等の微細図形パタンを、予め抽出しておき、フォトマスクパタンの検査に際し、
前記テグパタン等の微細図形パタン箇所については、マスキング処理しておき、その箇所
を欠陥としない欠陥検査方法である。
【００１３】
先ず、フォトマスクパタンの検査により、本来欠陥部として検出されるべきでないのに欠
陥部として検出されることが多い、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグパタン等の微細図
形パタンの箇所を、マスク描画データ（Ｓ１１）から、予め抽出し、抽出された箇所のデ
ータを擬似欠陥部抽出箇所データとする。（Ｓ１５）
ここで、この微細図形パタン箇所の抽出処理の１例を図２に基づいて説明しておく。
尚、これを以って、本発明の微細図形パタンの検出方法の実施の形態の１例とする。
先ず、マスク描画データ（Ｓ２１、Ｓ１１に相当）から、描画領域全体にわたり、描画さ
れる図形パタンのアウトラインデータを得る、アウトライン化処理を行なう。（Ｓ２２）
通常、マスク描画データをベクトル線表示にて表し、これより、アウトラインデータを得
る。
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次いで、アウトライン化処理により得られたアウトラインデータに対し、アウトライン間
の距離チェック（スペースチェックとも言う）ないし幅チェック（ｗｉｄｔｈチェックと
も言う）を行ない、アウトライン間の距離ないし幅が指定された距離以下にある、アウト
ラインデータの箇所を、抽出する、ＤＲＣ処理を行なう。（Ｓ２３）
図形データ内領域を露光する場合か図形データをのぞいた領域を露光する場合か、あるい
はレジストがポジであるかネガであるか等により、アウトラインデータのアウトライン間
の距離チェック（スペースチェックとも言う）を行なうか、幅チェック（ｗｉｄｔｈチェ
ックとも言う）を行なうかを決める。
ここでは、簡単のため、以下、描画の際に図形データ内領域を露光する場合で、ネガレジ
ストを用いた場合を想定し、アウトラインデータのアウトライン間の距離チェック（スペ
ースチェックとも言う）を行なうものとする。
これにより、抽出された箇所は、線分等により表現される。
例えば、スペースが所定の距離以下である箇所が、座標位置であるアウトラインデータの
角部から、角部なし辺部への両矢印部として得られる。
図３（ａ）（イ）は、アウトラインデータの図形３１０の辺部に凹部があり、辺に沿う方
向の長さが所定距離以下の場合で、点（角部のこと）Ｐ１１、Ｐ１２間、点Ｐ１３，Ｐ１
４間が抽出箇所として得られたものである。
図３（ｂ）（イ）は、ＯＰＣ補正部の形状で、点Ｐ２１，Ｐ２２間が距離が所定距離以下
で、抽出箇所として得られたものである。
図３（ｃ）（イ）は、アウトラインデータの図形３３０とアウトラインデータの図形３４
０とは互いにずれた位置にあり、間隔が所定距離以下の場合で、
点Ｐ３１からアウトラインデータの図形３４０辺部３４０ａまで、点Ｐ３２からアウトラ
インデータの図形３３０辺部３３０ａまでが抽出箇所として得られる。
【００１４】
次いで、得られた抽出箇所について、前述のテグパタン等の、微細図形パタンの箇所を抽
出する、擬似欠陥部箇所選別処理（Ｓ２４）を、以下のように行なう。
ＤＲＣ処理により抽出された各箇所において、スペースを示す線分と、あるいは前記スペ
ース示す線分と平行で、その両側ないし片側に前記アウトラインデータのアウトライン辺
とその両端で交差する線分と、前記アウトラインデータのアウトライン辺とで構成される
図形データを判定用図形データとして発生させる。
そして、判定用図形データの、アウトラインデータのアウトライン辺部の辺の長さが、所
定値以上であるものを抽出し、その図形の箇所を、検査の際に欠陥としない擬似欠陥部箇
所として選別して抽出する。
例えば、スペースないし幅を示す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行である場合には、検出
された間隔を形成する対向するアウトライン辺部間に判定用図形データを発生させ、スペ
ースないし幅を示す線分がＸ方向ないしＹ方向に平行でない場合には、スペースないし幅
を示す線分と平行で、その両側に前記アウトラインデータデータの図形とその両端で交差
する所定値長さＬ０の２つの線分と、前記アウトラインデータのアウトライン辺とで構成
される図形データを判定用図形データとして発生させ、あるいは、スペースないし幅を示
す線分と、スペースないし幅を示す線分と平行で、その片側に前記アウトラインデータの
図形とその両端で交差する所定値長さＬ０の１つの線分と、前記アウトラインデータのア
ウトライン辺とで構成される図形データを判定用図形データとして発生させる。
図３（ａ）（イ）のような抽出箇所の場合、図３（ａ）（ロ）のようになり、図３（ｂ）
（イ）のような抽出箇所の場合、図３（ｂ）（ロ）のようになり、図３（ｃ）（イ）のよ
うな抽出箇所の場合、図３（ｃ）（ロ）のようになる。
そして、判定用図形データに対し、アウトラインデータのアウトライン辺部の辺の長さが
、所定値以上であるものを抽出することにより、図３（ａ）（ロ）、図３（ｂ）（ロ）、
図３（ｃ）（ロ）の各判定用図形から、図３（ｃ）（ロ）の判定用図形３５４のみを選定
することができる。
これにより、ＯＰＣ補正部の大半は除かれる。
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これにより選別された箇所について確認を行なうことにより、ＯＰＣ補正された箇所以外
の、テグパタン等の微細図形パタンの箇所を抽出することができる。
【００１５】
尚、ＤＲＣ処理による抽出箇所の確認は、抽出された箇所に図形（例えばＧＤＳデータ）
を発生させ、且つ、元のマスク描画データとともに色違いで表示することにより確認でき
る。
また、擬似欠陥箇所選別処理（Ｓ２４）により得られた箇所についても、その箇所判定用
図形を用い、元のマスク描画データとともに色違いで表示することにより確認できる。
【００１６】
このようにして、抽出された微細図形パタンの箇所を、検査機では欠陥としないように、
マスキング箇所として登録しておく。（Ｓ１６）
【００１７】
一方、フォトマスクの作製は、以下のように行われる。
先ず、上記マスク描画データを用い、電子ビーム露光装置を用いて、フォトマスク用基板
（フォトマスクブランクスとも言う）の遮光膜上に配設された感光性レジストに露光描画
を行い、潜像を形成する。（Ｓ１２）
次いで、現像処理を行ない、前記潜像に対応したレジストパタンを遮光膜上に形成し、必
要に応じて乾燥処理等を施した後、レジストパタンを対エッチングマスクとして遮光膜を
エッチングして、遮光膜からなるパタンを形成し、レジストパタン除去、洗浄処理を施し
て（Ｓ１３）、フォトマスクを得る。（Ｓ１４）
【００１８】
次いで、欠陥検査機にて、元のマスク描画データ（Ｓ１１）を用いて、指定されたマスキ
ング箇所を除き、欠陥検査を行ない（Ｓ１７）、欠陥部を検出する。
（Ｓ１８）
このようにして、フォトマスクパタンの検査により、本来欠陥部として検出されるべきで
ないのに欠陥部として検出されることが多い、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグパタン
等の、微細図形パタンの箇所を欠陥としないで、高検出レベルで欠陥検査を行なうことが
できる。
尚、本例は１例で、各処理もこれに限定されるものではない。
【００１９】
【発明の効果】
本発明は、上記のように、フォトマスクの微細化が進む中、フォトマスクのパタンとマス
ク描画データとを比較することにより、フォトマスクのパタンの欠陥部を検出するフォト
マスクパタン欠陥検査方法により、ＯＰＣ補正が施された描画され、作製されたフォトマ
スクを検査する際、データ処理を含め、トータル的に欠陥検査効率の良い検査方法の提供
を可能とした。
また、フォトマスクパタンの検査により、本来欠陥部として検出されるべきでないのに欠
陥部として検出されることが多い、ＯＰＣ補正された箇所以外の、テグパタン等の微細図
形パタンの箇所を、ＯＰＣ補正が施されたマスク描画データから、容易に抽出できる、微
細図形パタンの検出方法の提供を可能とし、検査の面ばかりでなく、仕様確認の作業も容
易に効率的にできるものとした。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のフォトマスクパタン欠陥検査方法の実施の形態の１例フロー図
【図２】マスク描画データから擬似欠陥部を選別する擬似欠陥箇所選別処理の１例のフロ
ー図
【図３】図３（ａ）、図３（ｂ）、図３（ｃ）は、それぞれ、具体的な図形データに対す
る処理例を示した図である。
【図４】ＯＰＣ補正を説明するための図
【符号の説明】
３１０、３２０、３３０、３４０　　　　　アウトラインデータの図形
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３１１、３１２、３１３　　　　　　　　　マスク描画データの各図形データ
３２１、３２２、３２３、３２４、３２５　マスク描画データの各図形データ
３３１、３３２　　　　　　　　　　　　　マスク描画データの各図形データ
３３０ａ、３４０ａ　　　　　　　　　　　辺部
３５１、３５２、３５３、３５４　　　　　判定用図形データ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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