
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　集積回路（ IC）レイアウト・データファイルからリソグラフィー・レチクルを作るた
めの方法であって、
　前記 ICレイアウト・データファイルの中の複数の厳しい公差付レイアウト形状を特定す
るステップ（４１０）と、
　各々が内側及び外側の境界線を有する複数の近接効果ハロー領域を画定するステップ（
４２０）であって、

複数の前記近接効果ハロー領域の各々の前記内側境界線は
、 複数の前記厳しい公差付レイアウト形状 前記外側境界線により画定され、複
数の前記近接効果ハロー領域の各々の前記内側境界線と前記外側境界線とが概ね平行にな
って

、
ステップと、

　パラメータの第 1セット（４３１ｂ、４３２ｂ）及びパラメータの第 2セット（４３３ｂ
、４３４ｂ）を用いて前記リソグラフィー・レチクル上で

作業を実行するステッ
プであって、パラメータの前記第 1セットは、複数の前記厳しい公差付レイアウト形状及
び複数の前記近接効果ハロー領域
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複数の前記厳しい公差付レイアウト形状の各々に対してその周囲に近
接効果ハロー領域が形成され、

対応する の

おり、前記内側境界線と前記外側境界線との距離は、レチクル形成若しくはウェーハ
・パターンニングの際に、厳しい公差付レイアウト形状の各々に対して、対応する近接効
果ハロー領域の外側のいかなる形状の影響も無視可能となるように選択されている 該画
定する

、レチクルの書込み、レチクル
の検査、及び／またはレチクルの修復を含むレチクル形成のための

に対して、他の領域より高い精度で前記作業を行うため



、パラメータの前記第 2セットは、複数の前記厳しい公差付レイアウト形状及
び複数の前記近接効果ハロー領域

、パラメータの前記第 1セットとパラメータの前記第 2セットとが
、実行ステップとを有することを特徴とする方法。

【請求項２】
　　複数の前記ハロー領域の各々が、概ね一定の幅を有することを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　　複数の レイアウト形状を特定する前記ステップが、前記 ICレイアウ
ト・データファイル内の複数の形状を手動で選択するステップを有することを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　　複数の レイアウト形状を特定する前記ステップが、
　 レイアウト要素を特定
するステップと、
　前記 ICレイアウト・データファイルを走査するステップと、
　前記 ICレイアウト・データファイルの中で、前記レイアウト要素と合致する位置をフラ
ッギングするステップとを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　　前記レイアウト要素が、 トランジスタ・ゲート ことを特徴
とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　　前記レイアウト要素が、 コンデンサ ことを特徴とする請求
項４に記載の方法。
【請求項７】
　　複数の レイアウト形状を特定する前記ステップが、
　 複数のレイアウト要
素を特定するステップと、
　前記 ICレイアウト・データファイルを走査するステップと、
　前記 ICレイアウト・データファイルの中で、複数の前記レイアウト要素 位置をフラッ
ギングするステップとを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　　前記 ICレイアウト・データファイルが、完成 IC中の単一の処理層と各々が対応する複
数の層レイアウトを有し、
　複数の レイアウト形状を特定する前記ステップが、
　　

レイアウト形状構成を特定するステップと、
　　複数の前記層レイアウトのうちの第 1番目を走査するステップと、
　　複数の前記層レイアウトのうちの前記第 1番目の中で、前記レイアウト形状構成と合
致する位置にフラッギングするステップとを有することを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　　前記レイアウト形状構成が、単一層 ことを特徴とする請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
　　前記レイアウト形状構成が、複数層 ことを特徴とする請求項８に
記載の方法。
【請求項１１】
　　複数の前記層レイアウトのうちの前記第 1番目が前記完成 ICのポリシリコン層と対応
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に用いられ
以外の領域に対して、複数の前記厳しい公差付レイアウ

ト形状及び複数の前記近接効果ハロー領域に対する場合より低い精度で高速に前記作業を
行うために用いられ 同じ
パラメータの異なる値の組である

前記厳しい公差付

前記厳しい公差付
完成 ICにおいて高精度に形成されることが要求される部分となる

完成 ICにおける 部分である

完成 ICにおける 部分である

前記厳しい公差付
完成 ICにおいて高精度に形成されることが要求される部分となる、

の

前記厳しい公差付
前記厳しい公差付レイアウト形状が単一層からなる構造または複数層からなる構造の

何れかである

からなる構造である

からなる構造である



し、
　更に、前記複数層構成は、複数の前記層レイアウトのうちの第 2番目の中の任意の形状
の上に形成された、複数の前記層レイアウトのうちの第 1番目の中の形状を有し、複数の
前記層レイアウトの前記第 2番目は、前記完成 ICの拡散層と対応していることを特徴とす
る請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　　複数の レイアウト形状を特定する前記ステップが、
　前記 ICレイアウト・データファイルを走査するステップと、
　光学近接効果補正（ OPC）形状を特定するステップと、
　前記 ICレイアウト・データファイル中で、前記 OPC形状

位置をフラッギングするステップとを有することを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　　複数のハロー領域を画定する前記ステップが、
　複数の前記ハロー領域の各々の前記内側境界線を画定するステップと、
　複数の前記ハロー領域の各々の前記内側境界線の各端部から、概ね一定の幅で平行線を
特定するステップと、
　複数の前記ハロー領域の各々の各内側境界線の周囲で、前記 平行線

ステップとを有することを特徴とする請求項２に記
載の方法。
【請求項１４】
　　概ね一定の前記幅は、
　前記 ICレイアウトに関連するリソグラフィー処理中に及ぼされる近接効果が特定の閾値
レベルよりも低くなっている距離になるように規定されることを特徴とする請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　　概ね一定の前記幅は、
　前記 ICレイアウトに関連するレチクル形成処理中に及ぼされる近接効果が特定の閾値レ
ベルよりも低くなっている距離になるように規定されることを特徴とする請求項１３に記
載の方法。
【請求項１６】
　　概ね一定の前記幅は、
　前記 ICレイアウトに関連するリソグラフィー処理中に及ぼされる近接効果が特定の閾値
レベルよりも低くなっている第 1距離よりも大きく、
　且つ、前記 ICレイアウトに関連するレチクル形成処理中に及ぼされる近接効果が前記特
定閾値レベルよりも低くなっている第 2距離よりも大きくなるように規定されることを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　　前記距離が、測定された近接効果データを用いて、実験的に決定されることを特徴と
する請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　　概ね一定の開口数（ NA）を有し、且つ概ね一定の波長の露光放射線を用いるリソグラ
フィー処理中で前記リソグラフィー・レチクルが用いられており、
　前記距離が、概ね一定の前記波長を前記 NAで割って、その結果にレジスト及びエッチン
グ効果に対する一定の補正因子を乗じることにより見積もられることを特徴とする請求項
１４に記載の方法。
【請求項１９】
　　概ね一定の前記波長が 365nmであり、且つ前記 NAが 0.6である場合に、前記距離が約 1.
5μ mと等しくなることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
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を有するものとして特定された
前記厳しい公差付レイアウト形状の

内側境界線との 同士
を結合して前記外側境界線を形成するステップであって、前記平行線同士を結合する部分
は、前記外側境界線の角部となる、該



【請求項２０】
　　概ね一定の前記波長が 248nmであり、且つ前記 NAが 0.6である場合に、前記距離が約 1.
0μ mと等しくなることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　　 50keV電子ビームのレチクル書込み処理に対して、前記距離が 3.0μ m乃至 3.75μ mの間
の距離であることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　　前記作業が、前記 ICレイアウト・ファイルデータをリソグラフィー・レチクルに書込
むステップを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　　前記 ICレイアウト・データファイルを前記リソグラフィー・レチクルに書込む前記ス
テップが、第 1及び第 2のビーム・スポット・サイズを有し、且つ該第 1ビーム・スポット
・サイズが該第 2ビーム・スポット・サイズよりも小さくなっているラスタ走査ツールを
用いて実行され、
　パラメータの前記第 1セットが前記第 1ビーム・スポット・サイズを有し、且つパラメー
タの前記第 2セットが前記第 2ビーム・スポット・サイズを有しており、
　前記 ICレイアウト・データファイルを前記リソグラフィー・レチクルに書込む前記ステ
ップは、
　　複数の前記厳しい公差付レイアウト形状及び複数の前記近接効果ハロー領域と対応す
る前記リソグラフィー・レチクルの複数部分を、前記第 1ビーム・スポット・サイズ（ S1
）を用いてラスタ走査するステップと、
　　前記リソグラフィー・レチクルの残りの部分を前記第 2ビーム・スポット・サイズ（ S
2）を用いてラスタ走査するステップとを有することを特徴とする請求項２２に記載の方
法。
【請求項２４】
　　前記 ICレイアウト・データファイルを前記リソグラフィー・レチクルに書込む前記ス
テップが、調整可能な電子ビームを生成することが可能なベクトル走査ツールを用いて実
行され、
　前記 ICレイアウト・データファイルを前記リソグラフィー・レチクルに書込む前記ステ
ップは、
　　複数の厳しい公差域を画定するように、複数の前記近接効果ハロー領域の各々を、複
数の前記厳しい公差付レイアウト形状のうちの対応する 1つと結合させるステップと、
　　複数の前記厳しい公差域の各々を、パラメータの前記第 1セットに従って、調整可能
な前記電子ビームにより形成可能な複数の形状のうちの 1つを各々が有する第 1の複数の基
本形状に分割するステップ（４３１ｃ）と、
　　前記 ICレイアウト・データファイルの残りを、パラメータの前記第 2セットに従って
、調整可能な前記電子ビームにより形成可能な複数の前記形状のうちの 1つを各々が有す
る第 2の複数の基本形状に分割するステップ（４３３ｃ）と、
　　前記第 1の複数の基本形状の各々を露光するステップ（４３２ｃ）と、
　　前記第 2の複数の基本形状の各々を露光するステップ（４３４ｃ）とを有することを
特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　　前記第 1の複数の基本形状の各々が、前記ベクトル走査ツールの最小ビーム幅よりも
大きいように大きさの設定がされているベース幅より大きな幅を有することを特徴とする
請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　　ネガティブ・レジスト処理が用いられていて、
　複数の前記 公差域の各々を分割する前記ステップが、複数の レ
イアウト形状の各々の周囲 単一の基本形状を
形成するステップを有することを特徴とする請求項２４に記載の方法。
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厳しい 前記厳しい公差付
を外囲し、それを露出するマスク形状である



【請求項２７】
　　ポジティブ・レジスト処理が用いられていて、
　複数の前記 公差域の各々を分割する前記ステップが、複数の レ
イアウト形状の各々の周囲に、概ね形状が類似している基本形状セットを形成するステッ
プを有することを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　　前記作業が、リソグラフィー・レチクルを検査するステップを有していて、
　前記リソグラフィー・レチクルを検査する前記ステップが、
　　精密検査の第 1レベルに従って、複数の前記近接効果ハロー領域及び複数の前記厳し
い公差付レイアウト形状に対応する前記リソグラフィー・レチクルの複数部分を検査する
ステップ（４５０）と、
　　精密検査の第 2レベルに従って、複数の前記近接効果ハロー領域及び複数の前記厳し
い公差付レイアウト形状に対応しない前記リソグラフィー・レチクルの複数部分を検査す
るステップ（４５０）とを有し、
　　パラメータの前記第 1セットが精密検査の前記第 1レベルを含み、
　　パラメータの前記第 2セットが精密検査の前記第 2レベルを含み、
　　精密検査の前記第 1レベルが、精密検査の前記第 2レベルよりもより厳密であることを
特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　　前記作業がリソグラフィー・レチクルを修復するステップを有していて、
　前記リソグラフィー・レチクルを修復するステップが、
　　第１修復処理を用いて、複数の前記近接効果ハロー領域及び複数の前記厳しい公差付
レイアウト形状の範囲内にある第 1の複数の欠陥を修復するステップ（４６０）と、
　　第 2修復処理を用いて、複数の前記近接効果ハロー領域及び複数の前記厳しい公差付
レイアウト形状の範囲内にない第 2の複数の欠陥を修復するステップ（４６０）とを有し
、
　　パラメータの前記第 1セットが前記第 1修復処理 、
　　パラメータの前記第 2セットが前記第 2修復処理 、
　前記第 1修復処理が前記第 2修復処理よりもより精密であり、前記第 2修復処理の方が前
記第 1修復処理よりもより高速であることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　　前記第 1修復処理が、集束イオンビーム修復処理を有し、前記第 2修復処理が、レーザ
修復処理を有することを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　　 ICレイアウト・データファイルを用いるためのシステムであって、
　前記 ICレイアウト・データファイル（６２０）を読込み、前記 ICレイアウト・データフ
ァイル中の複数の厳しい公差付レイアウト形状を特定し、且つ複数の前記厳しい公差付レ
イアウト形状の各々の周囲に近接効果ハロー領域を画定するように構成された処理モジュ
ールであって、

処理モジュ
ール（４１０、４２０、６１４）と、
　 複数の前記厳しい公差
付レイアウト形状、及び複数の前記厳しい公差付レイアウト形状の各々の周囲の複数の前
記近接効果ハロー領域に

第 1作業を実行し、且つ複数の前記厳
しい公差付レイアウト形状、及び複数の前記厳しい公差付レイアウト形状の各々の周囲の
複数の前記近接効果ハロー領域 に

第 2作業を実行するように構成された作業ツール（６３０、６４０、６５０）と
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において使用され
において使用され

前記近接効果ハロー領域の幅は、レチクル形成若しくはウェーハ・パター
ンニングの際に、厳しい公差付レイアウト形状の各々に対して、対応する近接効果ハロー
領域の外側のいかなる形状の影響も無視可能となるように選択されている、該

前記 ICレイアウト・データファイルで特定される領域のなかで、

対する、レチクルの書込み、レチクルの検査、及び／またはレチ
クルの修復を含むレチクル形成のための高い精度の

以外の領域 対する、レチクルの書込み、レチクルの検査
、及び／またはレチクルの修復を含むレチクル形成のための、前記第 1作業より低い精度
で高速の



を有し、
　前記第 1作業と前記第 2作業とが異なっていることを特徴とするシステム。
【請求項３２】
　　複数の前記厳しい公差付形状の各々の周囲の前記近接効果ハロー領域（３３１）が、
概ね一定の幅を有することを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　　概ね一定の前記幅は、前記 ICレイアウト・データファイルと関連するリソグラフィー
処理中で及ぼされる近接効果が特定の閾値レベルよりも低くなっている距離（ｄ）になる
ように規定されていることを特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　　概ね一定の前記幅は、前記 ICレイアウト・データファイルと関連するレチクル形成処
理中で及ぼされる近接効果が特定の閾値レベルよりも低くなっている距離（ｄ）になるよ
うに規定されていることを特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
　　概ね一定の前記幅は、
　前記 ICレイアウト・データファイルと関連するリソグラフィー処理中に及ぼされる近接
効果が特定の閾値レベルよりも低くなっている第 1距離よりも大きく、
　且つ、前記 ICレイアウト・データファイルと関連するレチクル形成処理中に及ぼされる
近接効果が前記特定閾値レベルよりも低くなっている第 2距離よりも大きくなるように規
定されることを特徴とする請求項３２に記載の 。
【請求項３６】
　　複数の前記厳しい公差付レイアウト形状が、複数の光学近接効果補正形状を有するこ
とを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３７】
　　前記処理モジュールが、該処理モジュールへのユーザ入力及び制御を可能にするグラ
フィカル・ユーザインタフェース（ GUI）を提供するように構成されたグラフィカル・デ
ィスプレイ（６１２）を更に有することを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３８】
　　前記処理モジュールが、パーソナル・コンピュータ（６１４）を有することを特徴と
する請求項３１に記載のシステム。
【請求項３９】
　　 LAN（ local area network）を介して、遠隔のデータベースから前記 ICレイアウト・
データファイルを受信するように、前記処理モジュールが接続されていることを特徴とす
る請求項３１に記載のシステム。
【請求項４０】
　　 WAN（ wide area network）を介して、遠隔のデータベースから前記 ICレイアウト・デ
ータファイルを受信するように、前記処理モジュールが接続されていることを特徴とする
請求項３１に記載のシステム。
【請求項４１】
　　前記作業ツールが、レチクル書込みツール（６３０）を有することを特徴とする請求
項３１に記載のシステム。
【請求項４２】
　　前記処理モジュールが、 LAN（ local area network）を介して、前記レチクル書込み
ツールにレチクル・データファイルを送信するように構成されていることを特徴とする請
求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　　前記処理モジュールが、 WAN（ wide area network）を介して、前記レチクル書込みツ
ールにレチクル・データファイルを送信するように構成されていることを特徴とする請求
項４１に記載のシステム。
【請求項４４】

10

20

30

40

50

(6) JP 3957631 B2 2007.8.15

システム



　　前記作業ツールが、レチクル検査ツール（６４０）を有することを特徴とする請求項
３１に記載のシステム。
【請求項４５】
　　前記作業ツールが、レチクル修復ツール（６５０）を有することを特徴とする請求項
３１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、半導体デバイス製造に関するものであり、特に、リソグラフィー処理を用いる
レチクルの効率的な製造に関する。
【０００２】
（背景技術）
リソグラフィー・マスク（若しくは「レチクル」）は、集積回路（ IC）の製造に用いられ
るキー要素である。 ICレイアウト・データファイル（通常、最終的な ICの金属層、若しく
はポリシリコン層等の物理層が表示されたもの）の一部が、レチクルを形成するべくガラ
スプレート上の薄いクロム層中にエッチングされる。次に、このレチクル・パターン（「
レチクル・レイアウト」）は、ウェーハ表面上のフォトレジスト層の上に露光される。最
終的に、ウェーハ上面がフォトレジストによって覆われていない領域へと化学的にエッチ
ング除去され、それによりレチクル・レイアウトがウェーハ上に転写される。この転写処
理は、リソグラフィーとして知られている。ウェーハ上に形成されるパターン（プリント
・レイアウト）の精度は、プロセス収率及び最終的な ICの性能の両方に多大な影響を及ぼ
す。
【０００３】
実際のレチクル形成処理は通常、ブランク・レチクル上のレジスト層にレチクル・パター
ンを露光するステップ、レジスト・パターンを現像する（即ち、レジスト層の露光された
部分若しくは露光されなかった部分を除去する）ステップ、レジスト・パターンをレチク
ルのクロム層へとエッチングするステップ、クロム・パターンを検査するステップ、及び
クロム・パターンで見つけられた何らかの欠陥を修復するステップを含む。
【０００４】
レチクル・パターンをレジスト層に露光するのに、光学的な投影（例えば、レーザビーム
・スキャナ）システムが用いられてもよいが、最新の複雑なレイアウトは通常、電子ビー
ム・スキャナを用いて書込まれる。電子ビーム書込み処理の露光ステップには、 2つ主た
る技法－ラスタ走査及びベクトル走査が用いられる。ラスタ走査システムでは、レジスト
の露光される領域に電子ビームを当てながら、スキャナの出力が全レチクルに渡って水平
方向の経路で動かされ、各経路の移動後毎に下方向に増加してシフトされる。電子ビーム
の「スポット・サイズ」は、レチクル・レイアウトの精密なスキャニングを可能にするよ
うに小さくされてもよい。しかしながら、スキャニングの処理を迅速化するために、より
大きいスポット・サイズが望ましい。それゆえに、従来のラスタ走査書込み処理では、精
度と処理能力は、互いに対する折衝がなされる必要がある。ラスタ走査システムの一例と
して、 Etec System社（ Applied Material社の子会社）製の MEBESファミリーのツール（モ
デル 4000、 4500、 5000、 5500）がある。
【０００５】
ベクトル走査システムでは、露光される領域に電子ビームが直接、動かされる。最新式の
ベクトル走査システムでは、定形スポット技法（ shaped spot technique）が用いられて
おり、そこでは電子ビームが種々の基本形状（四角形及び三角形）に形成される。露光さ
れる領域は、基本形状（四角形及び三角形）に分解され、次に、各基本形状が、露光され
る基本形状に合致するように形作られた電子ビームによるシングル・ショットで露光され
る。書込みツールがレチクル全体を走査する必要がないので、ベクトル走査はラスタ走査
よりも効率的であり得る。それゆえに、低密度レイアウトは、ラスタ走査システムよりも
ベクトル走査システムを用いる方が、より高速に書込まれることとなる。しかしながら、
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高密度で多数の形状を個別にターゲティングする場合、複雑なレイアウトによって、ラス
タ走査システムよりもベクトル走査システムの方が、レイアウトの書込みにより時間がか
かってしまう可能性がある。更に、ラスタ走査と同様に、ベクトル走査システムにおいて
もビームのスポット・サイズの選択でも、精度と処理能力との折衝がなされる必要がある
。ベクトル走査システムの例には、 JEOL社製の JBX-600FS、 Leica Lithography Systems社
製の Vectrobeam、及び日立社製の HL-800、 HL-900、及び HL-950が含まれる。
【０００６】
レジスト層が露光された後、レジスト・パターンが現像される。ネガティブ・レジストは
、放射線若しくは電子ビームの露光によって、不溶性の状態に変換され、更に、現像処理
により、レジスト層の露光されていない部分が全て除去される。ポジティブ・レジストを
露光する場合は、レジストが不溶性の状態から可溶性の状態に変換され、次に、現像処理
によって、レジスト層の露光された部分が全て除去される。次に、レチクルのクロム層が
、レジスト層に形成されたパターンを通してエッチングされ、その後、残っているレジス
トがレチクルから取除かれる。
【０００７】
次に、 ICレイアウトがレチクルに適切に書込まれたことを確かめるべく、検査ツールによ
って検査がなされる。マスクの光学的イメージは、期待する出力がより精密に描写される
ように修正可能な、原型の ICレイアウトデータと対照して検査される。代替的に、複数の
同一ダイ・レイアウトを有するレチクルに対しては、個々のダイ・レイアウトの光学的イ
メージを互いと対照させて比較してもよい。比較方法の内容に関係なく、検査感度（即ち
、検査が実行される際の精度）が、検査処理のキー・パラメータである。通常はレチクル
全体が検査されるため、検査感度が高いことによって、処理完了に要する時間が非常に増
大する可能性がある。低い検査感度は、検査時間が減少し得るが、レチクル・レイアウト
の中にある欠陥若しくはズレを見落とす可能性がある。それゆえに、従来の検査方法は、
検査感度と効率との間の折衝という問題に直面する。
【０００８】
最終的には、検査処理の際に検出された欠陥及びズレは、修正される。レーザ・ツール（
レーザ・ザッピング若しくはレーザ・アシスト蒸着）が、迅速な修正のためによく用いら
れるが、集束イオンビーム・ツールを用いると、精度のより高い、だが時間がよりかかる
、修正が得られる。
【０００９】
図１は、 Glasserらによる、 1999年 12月 17日に提出された PCT特許出願第 PCT/US99/30240号
で説明されているような、これらのマスク製造及び検査の問題を処理する試みとして提案
された方法が示されている。図１は、拡散領域１１０及びポリシリコン領域１２０を有す
る、原型となる ICレイアウトの一部を示している。ポリシリコン領域１２０のクリティカ
ル領域１３０が、ポリシリコン領域１２０の拡散領域１１０の上に位置する領域として特
定されている。ポリシリコン領域１２０と、拡散領域１１０との、この重なり部分は、最
終的な ICデバイスに形成されるトランジスタのゲートを示している。最終的な ICのキーと
なる形状として、ゲートが高精度であることが必要であり、それにより最終的な ICデバイ
ス中のトランジスタの適切な性能が保証される。しかしながら、 ICレイアウトのその他の
形状は、寸法に関して、さほど高精度である必要はない。例えば、相互接続部分及び接触
パッドは、デバイスの性能にほとんど影響を与えることなく、トランジスタのゲートより
も広い公差域を占有することが可能である。従って、領域１３０のようなクリティカル領
域にフラッギングすることにより、マスク製造及び／又は検査の際に、それらの領域に対
して直接的に格別の注意を払う（例えば、非常に高い検査感度にする）ことが可能となる
。次に、処理能力を向上させるように、厳密性の少ない規格（例えば、より低い検査感度
）が残りの領域に適用されてもよい。それゆえに、 Glasserらは、高収率レチクル（即ち
、最終的な ICにおけるクリティカル形状を精度よく且つ満遍なく生じるレチクル）を効率
的に形成する試みをしている。
【００１０】
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しかしながら、原型 ICレイアウトの特定部分が、最終的な ICデバイスのキー形状と一致し
ている場合でも、キー形状の実際の製造は、通常、レチクル中の ICレイアウトの特定部分
でまさしく表現されるもの以外にも左右される。レイアウト・データをレチクルに転写す
るのに用いられるマスク書込み処理と、レチクル・レイアウトをウェーハ上にプリントす
るのに用いられるリソグラフィー手順とが、「近接効果」を受けており、転写処理の際に
形成される形状の最終的な寸法は、隣接形状部分が存在するかしないかによって影響を及
ぼされる。例えば、レチクル内で全ての線が同じ幅を有している場合であっても、光学リ
ソグラフィーの際に、近接して離間されている線の幅が、孤立している線の幅とは異なっ
ている可能性がある。更に、プリントされるイメージの寸法及び規則性は、隣接の形状部
分によって、若しくは付近の欠陥によってさえも、影響を受ける可能性がある。
【００１１】
欠陥によって生じる近接効果の一例が、図２ａ及び図２ｂに示されている。図２ａは、レ
チクル形状２１０を含んだポリシリコン層レチクル２００の一部を示している。レチクル
形状２１０は、最終的な ICデバイスに形成されるトランジスタ・ゲートと対応するクリテ
ィカル領域２１１（ Glasserらの技法、即ち、原型の ICレイアウトで拡散領域の上に位置
するレチクル領域へのフラッギング、により特定される）を含む。その結果、レチクル２
００の形成及び検査の際に、クリティカル領域２１１に特別な注意を払うことができる。
【００１２】
しかしながら、レチクル２００は、欠陥２１２（即ち、レチクルの不透明な層（クロム層
）内にある予期せぬマーキング）も含んでいる。 Glasserらによって教示されるように、
クリティカル領域２１１の外側にある領域は、クリティカル領域ほど注意を払わずに書込
み及び検査がなされるので、欠陥２１２の様な欠陥がクリティカル領域の外側領域の中に
生じたり、検出されなかったりする可能性が多々存在する。図２ｂは、レチクル２００を
用いてリソグラフィー・ステップから製造され得るポリシリコン形状２３０を含んだウェ
ーハ部分を示している。ポリシリコン形状２３０は、所望のゲート・プロフィール２４０
からはずれている実際のゲート・プロフィール２２１を含む。リソグラフィーの際の、レ
チクル形状２１０とレチクル欠陥２１２との間の近接効果が原因で、実際のゲート・プロ
フィール２２１が生じる。それゆえに、原型の ICレイアウトにおいてクリティカル領域を
特定し、更に、その後の、レチクル製造ステップ及びレチクル検査ステップの両方で、ク
リティカル領域への注意の集中させるのにも関わらず、最終的な IC構造が好ましくない変
形をする。
【００１３】
更に、最終的なトランジスタ・ゲートの形成に重要な役割を果たす、クリティカル領域外
側の意図的に付加された形状があってもよい。光学近接効果補正（ OPC）として知られる
方法が開発されており、そこでは、リソグラフィー処理の際の、予測される変形に対して
あらかじめ補正を行うために、クリティカル・レイアウト形状の周囲に種々の形状が導入
されている（或いは、クリティカル・レイアウト形状の修正がなされている）。これらの
OPC形状及び修正は、それらの適切な効果が確実なものとなるように、関心のある実際の
レイアウト形状と同程度の精度で再現される必要がある。同様にして、 OPC形状が組込ま
れる際に、それらの効果が確実に考慮されるように、クリティカル形状と隣接する原型レ
イアウト形状が、精密に形成されることも、更に必要である。しかしながら、クリティカ
ル領域はクリティカル形状自体しか含まないので、影響を及ぼすこれらの外部形状は、ク
リティカル形状のように、構成に同程度の注意が払われることはなく、結果として所望す
る最終的な IC精度よりも劣る精度になることが多い。従って、最終的な IC形状に予期せぬ
ズレを導入してしまう近接効果を許容しない、レチクルの精密な形成及び検査を確実に行
うための方法が提供されることが望ましい。
【００１４】
（発明の開示）
本発明は、 ICレイアウト・データファイル中で「近接効果ハロー」を特定することによっ
て、リソグラフィー・レチクルの製造を最適化するための方法を提供する。この近接効果
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ハローは、厳しい公差付レイアウト形状（即ち、精密に形成される必要のある最終的な IC
形状と対応するレイアウト形状）の形成若しくは検査のときに影響が及ぼされ得る、この
厳しい公差付レイアウト形状の周囲の領域を示している。レチクルを作る際に、（近接効
果ハロー領域によって取囲まれる厳しい公差付レイアウト形状と同様に）近接効果ハロー
に高度な配慮を適用することによって、高収率リソグラフィー処理を提供することが可能
なレチクルが製造される。同時に、向上された精密検査を必要とするこれらの領域が一度
特定されてしまえば、 ICレイアウトの残りの部分は、さほど厳密でない規格を用いて処理
することが可能であり、それにより、製造の時間及び経費が軽減される。
【００１５】
近接効果ハローの幅は、囲まれる厳しい公差付レイアウト形状に対して、そのハロー領域
の外側にある形状及び／又は欠陥によって及ぼされる近接効果が、特定の閾値レベルを下
回るように規定される。本発明の一実施例では、この幅は、 ICレイアウトが用いられる（
複数の）処理の測定を通して、実験的に決定することが可能である。本発明の別の実施例
では、この幅は、レチクルを製造及び使用するための処理をモデル化することによって見
積もることが可能である。例えば、光学リソグラフィー処理において、近接効果は、ウェ
ーハを露光するのに用いられる光の波長と比例し、且つツールの開口数と反比例する。更
に、レジスト及びエッチングの効果が、近接効果に付与され得るが、それらの処理は特性
を決定するほどのものではない。それゆえに、ハローの幅は波長を開口数で割り、その結
果にレジスト／エッチングの効果に対する補正のための定数を乗じることで見積もること
ができる。更に、電子ビーム・レチクル書込み作業において、露光処理の際のビームの前
方散乱及び後方散乱によって、かなりの近接効果が導入される可能性がある。この場合に
も、適切な近接効果ハロー幅を決定するために、モデル化若しくはデータ解析が用いられ
てよい。いずれにせよ、値域が非常に大きい近接効果を有する処理は、ハロー幅が制御さ
れるべきである。
【００１６】
一度規定されてしまえば、次は、その近接効果ハローを用いて高収率レチクルの製造を容
易にすることができる。本発明の一実施例により、レチクルの書込みのために、ラスタ走
査ツールを用いることが可能である。特に、厳しい公差付レイアウト形状及び近接効果ハ
ローを精密に露光するのに小さなスポット・サイズが用いられるのに対して、レチクルの
残りの部分を効率的に露光するのにより大きなスポット・サイズが用いられる。本発明の
別の実施例により、レチクルの書込みを行うためにベクトル走査・ツールを用いることが
可能である。その場合には、厳しい公差付レイアウト形状及び関連する近接効果ハローを
個々に分割することが可能なので、奇妙な形をしている基本形状に起因する問題を最小す
ることができる。
【００１７】
本発明の一実施例によると、レチクル製造システムがコンピュータ及びグラフィックディ
スプレイを含み、そのコンピュータは、 ICレイアウト・データファイルを読込み、厳しい
公差付レイアウト形状を特定し、更に、その厳しい公差付レイアウト形状の周囲の近接効
果ハローを規定する。本発明の一態様により、キーとなる形状をユーザが手動で特定する
（即ち、個々に選択する）ことが可能である。本発明の別の態様によると、キー形状とし
て特定される特定のレイアウト形状若しくは構成を、ユーザが指定することが可能である
。本発明の一実施例によると、ユーザの入力及び制御を可能にするべく、グラフィックユ
ーザインターフェースが提供される。本発明の別の実施例では、レチクル製造システムは
、 LAN若しくは WANを介して遠隔のデータベースから ICレイアウト・データファイルを受信
できるように接続されてよい。本発明の更に別の実施例では、レチクル製造システムは、
コンピュータからの近接効果ハローを含むレチクルデータファイルを受信するレチクル書
込みツールに接続されていてもよい。
【００１８】
（発明を実施するための最良の形態）
図３は、リソグラフィー処理時に適切なデバイス形成が確実になされるように、レチクル
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書込みの際に、特別な配慮を必要とする「厳しい公差付形状」の例を提供している。図３
は、従来の ICレイアウト設計で一般的に見られるサンプルレイアウト形状３１０及び３２
０を示している。図３で示されているように、レイアウト形状３２０は、レイアウト形状
３１０によって表された拡散領域の上に形成され、且つ ICのポリシリコン層内に形成され
ている形状を表している。それゆえに、レイアウト形状３１０及び３２０は、 IC中に形成
されるトランジスタを示しており、このトランジスタのゲートは、レイアウト形状３１０
の上に位置するレイアウト形状３２０部分で規定される。従って、レイアウト形状３２０
は、この重なり合う領域に対応する厳しい公差付形状３２１を含んでいる。トランジスタ
のこのゲートは、デバイスの性能に非常に重要であるため、厳しい公差付形状３２１が最
終的な IC内に精密に形成される必要がある。
【００１９】

厳しい公差付形状３２１のこの精密な形成を確実にするために、厳しい公差付形状３２１
周囲に近接効果ハロー３３１が示されている。近接効果ハロー３３１は、厳しい公差付形
状３２１の各端部から距離 dだけ拡張されている。距離 dは、「近接効果範囲」を表してお
り、レチクル形成若しくはウェーハ・パターンニングの際に、厳しい公差付形状に対して
、近接効果ハロー３３１の外側のいかなる形状の影響も無視可能であるように選択されて
いる。近接効果ハロー３３１の外周は、厳しい公差付形状３２１から完全に一定間隔が保
持されるように、角が丸くなっていてよい。しかしながら、示されている四角い角の方が
、画定及び処理がより容易であり、レイアウト内で占める領域が著しく大きくならない。
【００２０】
厳しい公差付形状３２１と近接効果ハロー３３１とが一緒に、厳しい公差域３３０を形成
する。レチクル形成の際に精密なパターニングが確実になされるように、厳しい公差域３
３０により一層の配慮が向けられてよいのに対して、処理能力を向上させるように、寸法
がさほど重要でない厳しい公差域３３０の外側の領域には標準的な注意を払うだけでよい
。
【００２１】

前述されたように、厳しい公差付形状３２１に著しい近接効果を及ぼし得る任意の形状若
しくは潜在的な欠陥が近接効果ハロー３３１内に含まれるように、ｄが選択される。通常
、近接効果ハロー３３１は、厳しい公差付形状３２１のプリントの際に近接効果を多少な
りとも導入し得る全ての形状／欠陥が組入れられているわけではない。そのような包括的
な方法は、一般的に望ましくない。なぜならば、 IC素子中の歪みが所定レベルを下回ると
いうことは、 IC性能にたいして利点をもたらさないが、非常に大きな近接効果ハローを必
要とするからである。更に、この方法では厳しい公差域がパターン領域の大部分を占める
ことになるため、厳しい公差域にだけより一層の注意を払うことによって得られる効率性
の利点を無効にしてしまいがちである。それゆえに、近接効果範囲は、厳しい公差付形状
に所定の閾値を上回る近接効果を及ぼす形状／潜在的欠陥だけを包囲するように選択され
るべきである。
【００２２】
近接効果は、ウェーハ・パターニング処理（リソグラフィー）及び実際のレチクル形成処
理のいずれのときにも出現する。従って、近接効果範囲は、近接効果に最も影響を及ぼさ
れる処理（即ち、閾値近接効果が最大距離で生じる処理）から導き出されてよい。
【００２３】

ウェーハ・パターニングに対する近接効果範囲は、回折の影響及び処理の影響の両方の関
数である。レチクル・レイアウトは、リソグラフィー・ツールの放射源（光源）によって
、ウェーハ上に露光される。露光の光がレチクルの微細な透明領域を通過する際に、隣接
する形状の間で回折の影響が及ぼされ、ウェーハのレジスト層上に投影されたパターンに
歪みが生じる。これらの回折の影響は、開口数（ NA）、露光放射線の波長、及びどういう
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種類の照明が用いられるか（即ち、軸上の照明であるか、若しくは軸外照明であるか）に
左右される露光放射線のコヒーレンスを含む、リソグラフィー・ツールの特性の関数にな
っている。
【００２４】
更に、その後に照射イメージがウェーハ面に転写される際にも歪みが生じる可能性がある
。これらの付加的な変形は、ウェーハの物理処理の際に生じる、処理の影響が原因である
。例えば、露光する光の強度がレイアウト形状の端部ですぐにゼロに落ちずに多少の勾配
で減少しているため、それらレイアウト形状の端部は部分的に現像される。端部の強度勾
配の急激さ、及びレジストの感度次第で、これらの部分的な端部の現像が、所望のレイア
ウト外形からの更なるズレを生じさせてしまう可能性がある。同様にして、レジスト中の
パターンをウェーハ面に転写するべくウェーハがドライエッチングされる際、残ったレジ
スト層がエッチング剤のイオンによりアタックされて、更なる欠陥を生じる可能性がある
。更には、エッチング処理で用いられる高温が、レジスト・パターンの流れ及び歪みを生
じさせる可能性もある。
【００２５】
本発明の一態様により、ウェーハ・パターンの近接効果範囲は、実験データを通して得る
ことができる。上述したような回折及び処理の影響の間には複雑な相互作用が存在するの
で、経験的な方法によって、適切な近接効果範囲を決定するための直接的な手段が提供さ
れ得る。この実験結果は、リソグラフィー処理からの実際のデータよりもたらされてよい
。本発明の別の態様に従って、近接効果範囲に対する見積もりを提供するために公式若し
くはモデルが用いられてもよい。例えば、回折効果は、波長を開口数で割ったものに比例
する。それゆえに、適切な近接効果範囲の公式は以下のようになる。
【００２６】
d ＝  k＊λ／ NA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
ここで、 dが近接効果範囲、λが露光する放射線の波長、 NAがツールの開口数、及び kが露
光する放射線のコヒーレンスとレジスト及びドライエッチングの影響とを調整するための
補正定数である。波長が 365mm、 NAが 0.6である処理に対する一般的な補正定数は k ＝  2.5
であり、それにより近接効果範囲 d ＝  1.5μ mが得られる。更に、波長を 248mmに変えると
、近接効果範囲は d ＝  1μ mとなる。公式に基づく方法を用いる場合、必要領域を全て有
効範囲にすることを確実にするために、近接効果範囲の計算値に「バッファ・オフセット
(buffer offset)」が付加されてもよい。
【００２７】

前記で示したように、レチクル形成処理の一部が、リソグラフィー処理よりも、近接効果
に対してより高い感度を有していてよい。そのような場合、近接効果範囲は、レチクル形
成処理内の影響を受けるステップに基づくものであってよい。典型的な例としては、レチ
クル書込み作業が近接効果に対する高い感受性を有する可能性がある。 ICレイアウト・デ
ータをレチクルに書込むために用いられる 2つの主たる方法として、光学的な書込み及び
電子ビーム（ e-ビーム）書込みがある。光学系では、 ICレイアウト・パターンをレチクル
上に露光するのに光源が用いられる。従って、そのような処理に対する近接効果範囲は、
光源の回折による影響を受ける可能性がある。ウェーハ・パターン処理の場合と同様に、
光学的なレチクル書込みシステムの近接効果範囲は、実験データで決定されてもよいし、
若しくは公知の光学の式を用いて計算されてもよい。しかしながら、レチクルは通常、最
終的にプリントされる（ウェーハ）イメージの大きさの 4倍乃至 5倍なので、回折による相
互作用は、同じレイアウトを含むリソグラフィーステップの場合ほど大きくない。光学的
なレチクル書込みツールの例には、 ETEC System社製の Core2564、 Alta3000、 Alta3500、
及び Alta3700、並びに Micronic Laser System社製の Omega6000のツールが含まれる。
【００２８】
e-ビーム・システムでは、特定のパターンをレチクル面上のレジスト層の中に書込むため
に、集束電子ビーム（若しくはベクトル走査ツールに対しては定形ビーム）が用いられる
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。このビームは、パターンを通して投影されないので、回折の影響が最小化される。しか
しながら、電子はレジストに侵入するので、それらがレジスト層を通り抜ける際（前方散
乱）、及びレチクル面に進入するとき（後方散乱）に偏向され得る。これらの散乱の影響
が、 e-ビームによって露光された領域に「拡大」していき、それにより著しい近接効果が
生じる可能性がある。
【００２９】
より複雑なレイアウト・パターンを書込むために e-ビームの出力を増大させればさせるほ
ど、散乱の影響が増幅される。例えば、 10keVの e-ビーム・ツールは、× 4－ 5のレチクル
に対して 2μ m程度の散乱の影響を生じ得る。これは、ウェーハの近接効果範囲よりも概し
て小さい値であり得る 0.4－ 0.5μ mレチクル近接効果範囲（元々のレイアウト・サイズ、
即ち× 1において）に変換される。しかしながら、 50keVの e-ビーム・ツールは、× 4－ 5の
レチクルに対して 15μ m程度の散乱の影響を及ぼし得る。これらの形状は、ウェーハの近
接効果範囲よりもかなり大きい値であり得る 3－ 3.75μ mのレチクル近接効果範囲（× 1に
おいて）に変換される。散乱の影響のモデル化及び計算をすることは可能だが、相互作用
の確率論的な性質及び複雑性により、そのような計算が困難である可能性がある。 e-ビー
ム・ツールに対して近接効果範囲を得るために実験データを用いることによって、より有
効且つ正確な値が提供され得る。 e-ビーム・レチクル書込みツールの例には、 ETEC Syste
m社製の MEBESツール、日立社製の HL800、 HL900、及び HL950ツール、 JEOL社製の JBX－ 6000
FSツール、並びに Leica Lithography System社製の Vectrobeamのツールが含まれる。
【００３０】
最後に、検査処理では通常、完成したレチクルからの光学イメージが用いられるので、近
接効果はパターニングされたレチクルの検査にも影響を及ぼす。通常、この光学的な処理
は× 4－ 5の拡大率で実行されるので、検査の近接効果は、ウェーハの近接効果よりも顕著
性がずっと少なくなっているべきである。しかしながら、リソグラフィー若しくはレチク
ル書込みの場合と同様に、検査の近接効果範囲は、実験的若しくは理論的に決定可能であ
り、リソグラフィー若しくはレチクル書込みの範囲よりも大きくなっている場合には、近
接効果範囲全体を画定するのに用いられてよい。レチクル検査ツールの例には、 KLA-Tenc
or社製の KLA200及び KLA300の系列、 Applied Materials社製の Orbot RT800、 RT8000、及び
ARIS－ Iのツール、 Lasertech社製の 9MD系列のツールが含まれる。
【００３１】

近接効果範囲が一度画定されてしまえば、それを用いてレチクルを作ることが可能である
。図４ａは、本発明の一実施例に従った、レチクル書込み方法のフローチャートを示して
いる。ステップ４１０で、 ICレイアウト・データファイルが読込まれて厳しい公差付形状
が特定される。この厳しい公差付形状は、ユーザが高い転写精度を必要とするレイアウト
の個々の要素を選択することによって手動で特定することが可能である。或いは、別の実
施例では、例えば、特定のレイアウト要素（例えば、トランジスタ・ゲート若しくはコン
デンサ）の検出、若しくは特定のレイアウト形状構成（例えば、孤立ライン等の単一層構
成、若しくは拡散領域の上のポリシリコン形状等の複数層構成）の検出によって、厳しい
公差付き形状を検出するのに自動化された手段が用いられてもよい。本発明の別の実施例
では、（補助的形状若しくはセリフ等の） OPC形状に対する走査を行い、次にそれらの OPC
形状に関連するレイアウト形状をフラッギングすることにより、厳しい公差付形状の自動
化された検出がなされてよい。本発明の一実施例に従って、厳しい公差付形状を検出する
ために、デザイン・ルール・チェッカ（ DRC）ツールが用いられてもよい。例えば、ポリ
シリコン層と拡散層との論理 AND演算を実行するように DRCツールに命令することによって
、図３における厳しい公差付形状３２１等のゲート領域を特定することができる。 DRCツ
ールの例には、 Cadence Design Systems社製の ASSURA、 Mentor Graphics社製の Calibre、
及び Avant!社製の Herculesが含まれる。
【００３２】
厳しい公差付形状が特定された後に、ステップ４２０で各形状に対する近接効果ハローが
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特定される。本発明の一実施例に従って、厳しい公差付形状の各々が特定される際に、近
接効果ハローが指定されてよい。前述のように、関連する厳しい公差付形状の各端部から
、近接効果範囲と等しい幅で線引きすることにより、各近接効果ハローが形成される。厳
しい公差域を形成するべく、厳しい公差付形状の各々と、関連する近接効果ハローとが組
合わされてよい。次に、近接効果ハロー／厳しい公差域のデータを含むレチクルデータフ
ァイルが、レチクル書込みツールに渡される。
【００３３】
ステップ４３０で、レチクルの書込みがなされ、厳しい公差付形状及び近接効果ハロー内
の領域への書込みは、 ICレイアウトの残りの部分よりも細心の注意を払って行われる。前
述したように、ブランクの（即ち、パターン化されていない）レチクルは、光学的に書込
まれてもよいし、若しくは e-ビームを用いて書込まれてもよい。光学ツールが通常、レチ
クルを単一ステップで露光するのに対して、 e-ビーム・ツールは、特定された厳しい公差
付形状を最も効率的に利用するために複数ステップを必要とする。図４ｂは、本発明の一
実施例による、ラスタ走査 e-ビーム・ツールを用いた、レチクルの書込み方法のフローチ
ャートを示している。最初に、ステップ４３１ｂにおいて、 e-ビームが小さい（高精度の
）スポット・サイズに設定される。次に、ステップ４３２ｂで、厳しい公差域がラスタ走
査される。更に、ステップ４３３ｂで、 e-ビームが大きい（高速の）スポット・サイズに
設定される。最後に、ステップ４３４ｂにおいて、レチクルの残りの部分（厳しくない公
差域）がラスタ走査され、それにより露光処理が完了する。本発明の別の実施例では、厳
しくない公差域の高速走査で露光がなされた後に、厳しい公差域がラスタ走査される。
【００３４】
図４ｂで説明されたような e-ビーム・ラスタ走査処理の一例が、図５に示されている。図
５は、厳しい公差付形状５２１を含むレイアウト形状５２０を有する ICレイアウトの一部
を示している。近接効果ハロー５３１が厳しい公差付形状５２１の周囲に特定されており
、それにより厳しい公差域５３０が形成される。厳しい公差域５３０を経路 P1に沿って走
査するのに、小さなスポット・サイズ S1を有する e-ビームが用いられており、それにより
厳しい公差付形状５２１と、形状５２１の近接効果範囲内の形状が含まれ得る任意の隣接
領域との精密な転写が確実に行われる。 ICレイアウトの残りの部分を経路 P2に沿って走査
するのに、大きなスポット・サイズ S2を有する e-ビームが用いられており、それにより走
査に必要な合計時間が最小化される。
【００３５】
ラスタ走査方法を用いる代わりに、ベクトル走査を実行するように e-ビーム・ツールが設
定されてよい。図４ｃは、本発明の一実施例による、ベクトル走査 e-ビーム・ツールを用
いた、レチクルの書込み方法のフローチャートを示している。ベクトル走査ツールでは、
露光されるレチクルの領域に e-ビームが直接動かされる。それらの領域の各々が複数の基
本形状に分割され、分割された基本形状の各々は、同様の形状をした e-ビームのシングル
・ショットで露光される。基本形状のいずれかが非常に小さい場合（即ち、縦横比が非常
に小さい、若しくは非常に大きい場合）には、露光処理の精度及び質が低下する可能性が
ある。従来のベクトル走査システムでは、非常の大量のデータが分割されるために、望ま
しくない基本形状を避けることが困難であった。しかしながら、ステップ４３１ｃでは、
厳しい公差域だけが分割されるので、分割処理においてより向上された制御が可能となり
、非常に狭小な基本形状を防ぐことができる。分割ツールの一例には、 Numerical Techno
logies社の子会社である Transcription Enterprise社製の CATSツールがある。
【００３６】
そのように制限された領域を分割するので、最終的な基本形状は、それら形状を最適化す
るように容易に調整することが可能である。本発明の一態様に従って、トランジスタ・ゲ
ートを含む厳しい公差域は、そのゲート（即ち、厳しい公差付形状）が単一の基本形状で
あるように、ネガティブなレジスト処理のために分割されてよい。次に、そのゲートは、
精度の向上のためにシングルショットで露光されてよい。本発明の別の態様に従って、近
接効果ハローが等しい大きさの基本形状に分解されるように、トランジスタ・ゲートを含
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む厳しい公差域が、ポジティブなレジスト処理のために分割されてもよい。通常はレイア
ウト形状の補体がポジティブなレジスト処理で露光されるでの、ばらつきのない基本形状
を用いることで実際の（露光されない）形状の規則性が向上される。
【００３７】
４３１ｃの分割ステップの後、ステップ４３２ｃにおいて、各基本形状が対応する定形ビ
ームによりシングル・ショットで露光される。ステップ４３３ｃでは、残りのデータが分
割され、更にステップ４３４ｃで、それら残りの基本形状が露光される。本発明の別の実
施例では、全ての基本形状が電子ビームによって露光された後で、厳しい公差域の分割（
ステップ４３１ｃ）の直後に、レイアウトの公差が厳しくない部分の分割（ステップ４３
３ｃ）が実行される。
【００３８】
図４ａに戻ると、レチクルが一度書込まれた後、ステップ４４０で、露光パターンがレジ
ストに現像され、その後にレチクルのクロム層へとエッチングが行われる。次に、できあ
がったレチクルがステップ４５０で検査される。本発明の一実施例に従って、厳しい公差
域と対応するレチクル領域に高感度の検査が適用されるのに対して、レチクルの残りの部
分には標準的な（あまり厳しくない）感度の検査が適用されるように、検査処理が設定さ
れてよい。この方法を用いると、高収率レチクルが確実に得られるようにレチクルの真に
キーとなる部分が注意深く検査されのに対して、検査処理全体がより迅速に行えるように
レチクルのさほど重要でない部分がより適切なレベルで検査される。
【００３９】
最後に、ステップ４５０で所望のパターンから検出された任意の欠陥若しくはズレが、ス
テップ４６０において修復される。本発明の一実施例に従って、厳しい公差域内では、精
度の高い修復を実行するために集束イオンビーム（ FIB）ツールを用いて、感度の低い領
域中では、より迅速に欠陥を修復するようにレーザ・ツールを用いてよい。
【００４０】

図６は、本発明の一実施例に従った、近接効果ハロー処理システム６１０の線図を示して
いる。システム６１０は、少なくとも 1つのコンピュータ６１４と、グラフィックディス
プレイ６１２を有する。コンピュータ６１４には、 Microsoft（登録商標）のソフトウェ
アが作動しているパーソナルコンピュータ（ PC）及び／又は Solaris（登録商標）オペレ
ーティング・システムが作動している Sun（登録商標）のワークステーションが含まれて
よい。グラフィックディスプレイ６１２は、システム６１０によって実行される ICレイア
ウト処理作業をユーザが監視及び制御するのを可能にする。例えば、グラフィックディス
プレイ６１２によって、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（ GUI）が提供されて
もよく、それを介して、近接効果範囲の仕様、若しくは厳しい公差付形状の設定をユーザ
が入力することが可能になる。
【００４１】
通常、コンピュータ６１４は、図４に示されたフローチャートのステップ４１０及び４２
０に各々記載されているように、 ICレイアウトの厳しい公差付形状を特定するための処理
モジュールと、近接効果ハローを画定するための処理モジュールとを含んでいる。本発明
の一態様に従って、この処理モジュールがソフトウェアの中に組込まれてよい。又、本発
明の別の態様に従って、処理モジュールが ROM（ランダム・オペレーティング・メモリ）
チップセット等のハードウェアの構成要素であってよい。
【００４２】
図６には更に、 ICレイアウト・データベース６２０、レチクル書込みツール６３０、検査
ツール６４０、及び修復ツール６５０が示されており、これらは全てシステム６１０から
物理的に離されて配置されてもよい。 ICレイアウト・データベース６２０によって、 ICレ
イアウト・データファイルのための集中型記憶領域が提供されてよい。或いは、この ICレ
イアウト・データファイルがコンピュータ６１４の中に局部的に記憶されてもよいし、更
にはレチクル書込みツール６３０の中に記憶されてもよい。本発明の一態様に従って、コ
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ンピュータ６１４は、ローカル・エリア・ネットワーク（ LAN）を介して、レチクル書込
みのために処理がなされるファイル用の ICレイアウト・データベース６２０にアクセスさ
れてもよい。本発明の別の実施例では、 ICレイアウト・データベース６２０は、インター
ネット等のワイド・エリア・ネットワーク（ WAN）を介してアクセスされてもよい。シス
テム６１０は、レチクルのパターン化してその結果を検査ツール６４０へ送信するレチク
ル書込みツール６３０に、（近接効果ハローの情報を含む）レチクル・データファイルを
送信する。更に、検査処理が最適化されるように、検査ツール６４０にも修正されたレイ
アウト・データファイルが提供される。最後に、検査されたレチクル・データ及びそれと
関連する欠陥のデータが、修正されたレイアウト・データファイルと共に修復ツール６５
０に提供される。次に、修復ツール６５０が、修正されたレイアウト・データファイル中
で規定された厳しい公差域に基づいて欠陥の修復を実行する。本発明の一態様に従って、
修正ツール６５０は、厳しい公差域内にある欠陥に対しては高精度の修復を実行し、その
他全ての欠陥に対しては精度の低い修復を実行するように設定されてよい。本発明の別の
実施例に従って、修復ツール６５０が、厳しい公差域にある欠陥のための集束イオンビー
ム・ツールと、その他全ての欠陥のためのレーザ・ツールとの、 2つの異なる修復ツール
に置換されてよい。 ICレイアウト・データベース６２０の場合と同様に、レチクル書込み
ツール６３０、検査ツール６４０、及び修復ツール６５０は、 LAN又は WANも介してコンピ
ュータ６１４に接続されてもよいし、或いは直接的な接続を介して通信がなされてもよい
。
【００４３】

従って、本発明により、高収率レチクルの効率的な製造が約束される。特に、高度な精度
を要する ICレイアウト形状を特定し、更にその次に、それらの形状の形成に影響を及ぼし
得る隣接領域を特定することによって、できあがった ICの性能に強く影響を及ぼすレチク
ル部分を精密に形成し、且つ検査することが可能になる。同時に、残りの領域の形成及び
検査に対して、さほど厳密でない制御を配置することが可能になり、それにより最終的な
物品を形成するのに必要な時間が最小化される。
【００４４】
上記の明細は、制限することを意図したものではない。本発明の多数の修正及び変形は、
当業者には明らかであろう。例えば、図３では、厳しい公差付形状３２１がトランジスタ
・ゲートを表すものとして示されているが、任意のレイアウト形状が厳しい公差付形状と
して特定されてよい。同様に、図３において、厳しい公差付形状３２１及び厳しい公差域
３３０は、概ね四角形状の外形を有するものとして示されているが、厳しい公差付形状は
任意の外形であってもよく、それと関連する厳しい公差域は、単にその外形と平行してい
るものでよい。更に、図６中のシステム６１０は、コンピュータ６１４として示されてい
るが、システム６１０は、実際のレイアウト処理を行うリモート・サーバに対してのクラ
イアントであってもよい。更に、システム６１０は、レチクル書込みツール６３０と分離
しているものとして示されているが、システム６１０は、ツール６３０の中に直接組込ま
れてもよい。それゆえに、本発明は、付随の請求項によってのみ制限されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、従来技術に従ってフラッギングされたクリティカル領域を有する ICレ
イアウトのサンプル部分を示している。
【図２Ａ】　図２ａは、レチクル欠陥によって生じた近接効果が図示されている。
【図２Ｂ】　図２ｂは、レチクル欠陥によって生じた近接効果が図示されている。
【図３】　図３は、本発明に従った近接効果の実例を示している。
【図４Ａ】　図４ａは、本発明の一実施例による、レチクル製造処理の系統線図を示して
いる。
【図４Ｂ】　図４ｂは、本発明の一実施例による、ラスタ走査ツールを用いたレチクル書
込み作業の系統線図を示している。
【図４Ｃ】　図４ｃは、本発明の一実施例による、ベクトル走査ツールを用いたレチクル
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書込み作業の系統線図を示している。
【図５】　図５は、本発明の一実施例による、ラスタ走査レチクル書込み処理を図示して
る。
【図６】　図６は、本発明の一実施例による、レチクル・レイアウト処理システムの線図
を示している。

【 図 １ 】 【 図 ２ Ａ 】
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【 図 ２ Ｂ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ Ａ 】 【 図 ４ Ｂ 】
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【 図 ４ Ｃ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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