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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主パターンと補助パターンとが形成されたフォトマスクを用いて露光した際にフォトレ
ジスト膜上に転写されるパターンをシミュレートするシミュレーション方法であって、前
記補助パターンの設計寸法を示す第１データにバイアス値が加えられた第２データを前記
補助パターンの寸法のデータとして用いてシミュレーションを行うシミュレーション方法
を、光近接効果補正の際に用い、前記光近接効果補正が行われたデータに基づいてフォト
マスクを製造するフォトマスクの製造方法であって、
　前記補助パターンは、前記主パターンとは分離したパターンであり、
　前記フォトマスクを製造する際には前記バイアス値を加えない前記第１データを用いる
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記バイアス値は、前記補助パターンの設計寸法に基づいてそれぞれ設定されている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項３】
　請求項２記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記バイアス値は、前記補助パターンの設計寸法が小さくなるに伴って大きく設定され
ている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
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【請求項４】
　請求項１記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記バイアス値は、前記主パターンと前記補助パターンとの間隔、及び、前記補助パタ
ーンの設計寸法に基づいて、それぞれ設定されている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記バイアス値は、前記主パターンと前記補助パターンとの間隔が狭くなるに伴って大
きく設定されており、前記補助パターンの設計寸法が小さくなるに伴って大きく設定され
ている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項６】
　第１の開口部と、位相シフタが設けられた第２の開口部とが交互に配されたレベンソン
型位相シフトマスクを用いて露光した際にフォトレジスト膜に転写されるパターンをシミ
ュレートするシミュレーション方法であって、前記第１の開口部の設計寸法のデータに第
１のバイアス値が加えられたデータを前記第１の開口部の寸法のデータとして用い、前記
第２の開口部の設計寸法のデータに第２のバイアス値が加えられたデータを前記第２の開
口部の寸法のデータとして用いて、前記フォトレジスト膜上に転写されるパターンをシミ
ュレートするシミュレーション方法を、光近接効果補正の際に用い、前記光近接効果補正
が行われたデータに基づいてレベンソン型位相シフトマスクを製造するフォトマスクの製
造方法であって、
　前記レベンソン型位相シフトマスクを製造する際に用いられるデータには前記第１のバ
イアス値及び前記第２のバイアス値を加えない
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記第１のバイアス値は、前記第１の開口部の設計寸法に基づいて設定されており、
　前記第２のバイアス値は、前記第２の開口部の設計寸法に基づいて設定されている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記第１のバイアス値の絶対値は、前記第１の開口部の設計寸法が小さくなるに伴って
大きく設定されており、
　前記第２のバイアス値の絶対値は、前記第２の開口部の設計寸法が小さくなるに伴って
大きく設定されている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項９】
　請求項６記載のフォトマスクの製造方法において、
　前記第１のバイアス値は、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間隔に基づいて設
定されており、
　前記第２のバイアス値は、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間隔に基づいて設
定されている
　ことを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シミュレーション方法及び半導体装置の製造方法に係り、特に、シミュレー
ションの精度を向上し得るシミュレーション方法及びそのシミュレーション方法を用いた
半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ＬＳＩの高集積化が進み、ＬＳＩに形成される半導体素子のサイズが微小化するに伴い
、フォトリソグラフィ工程におけるパターンの転写の精度が問題となりつつある。
【０００３】
　例えば、設計段階ではコーナー部を直角に設定したにもかかわらず、ウェハ上のフォト
レジスト膜上に転写された段階においては、コーナー部に丸みを帯びてしまうといった現
象が生じる。また、微細な配線の幅が、設計値より太くなってしまったり、設計より細く
なってしまったりといった現象が生じる。このような現象は、光近接効果（Optical Prox
imity Effect）と称される。
【０００４】
　パターンの微細化が進行するに伴い、光近接効果の影響は深刻となり、エッチング後に
おけるパターンの寸法が許容寸法を満たさない場合も生じ得る。
【０００５】
　そこで、かかる光近接効果の影響を低減する技術、即ち、光近接効果補正（ＯＰＣ：Op
tical Proximity effect Correction）技術が注目されている。光近接効果補正とは、上
記のような寸法変動が打ち消されるように、フォトリソグラフィ工程において用いられる
フォトマスクを予め補正する技術である。
【０００６】
　ところで、近時では、実際に設計されたフォトマスクをウェハ（フォトレジスト膜）上
に転写した際に、どのようなパターンがウェハ上に形成されるかをシミュレーションによ
り求める技術が提案されている。
【０００７】
　シミュレーションを正確に行うことができれば、設計効率の向上に資することが可能と
なる。
【特許文献１】特開２００４－１６３４７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、提案されているシミュレーション技術では、必ずしも十分に高精度なシ
ミュレーションを行うことができず、実際に設計されたフォトマスクをウェハ（フォトレ
ジスト膜）に転写した際に得られるパターンの実測値とシミュレーションにより求められ
る計算値との間にはある程度の誤差（フィッティング誤差）が生じていた。
【０００９】
　本発明の目的は、高精度なシミュレーションを実現し得るシミュレーション方法、及び
、そのシミュレーション方法を用いた半導体装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一観点によれば、主パターンと補助パターンとが形成されたフォトマスクを用
いて露光した際にフォトレジスト膜上に転写されるパターンをシミュレートするシミュレ
ーション方法であって、前記補助パターンの設計寸法を示す第１データにバイアス値が加
えられた第２データを前記補助パターンの寸法のデータとして用いてシミュレーションを
行うシミュレーション方法を、光近接効果補正の際に用い、前記光近接効果補正が行われ
たデータに基づいてフォトマスクを製造するフォトマスクの製造方法であって、前記補助
パターンは、前記主パターンとは分離したパターンであり、前記フォトマスクを製造する
際には前記バイアス値を加えない前記第１データを用いることを特徴とするフォトマスク
の製造方法が提供される。
【００１１】
　本発明の他の観点によれば、第１の開口部と、位相シフタが設けられた第２の開口部と
が交互に配されたレベンソン型位相シフトマスクを用いて露光した際にフォトレジスト膜
に転写されるパターンをシミュレートするシミュレーション方法であって、前記第１の開
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口部の設計寸法のデータに第１のバイアス値が加えられたデータを前記第１の開口部の寸
法のデータとして用い、前記第２の開口部の設計寸法のデータに第２のバイアス値が加え
られたデータを前記第２の開口部の寸法のデータとして用いて、前記フォトレジスト膜上
に転写されるパターンをシミュレートするシミュレーション方法を、光近接効果補正の際
に用い、前記光近接効果補正が行われたデータに基づいてレベンソン型位相シフトマスク
を製造するフォトマスクの製造方法であって、前記レベンソン型位相シフトマスクを製造
する際に用いられるデータには前記第１のバイアス値及び前記第２のバイアス値を加えな
いことを特徴とするフォトマスクの製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、補助パターンの設計寸法にバイアス値が加えられたデータを補助パタ
ーンの寸法のデータとして用いてシミュレーションを行うため、高い精度でシミュレーシ
ョンを行うことができ、フィッティング誤差を極めて小さくすることが可能となる。
【００１４】
　また、本発明によれば、光近接効果補正を行う際に、上記のシミュレーション方法を用
いるため、微細な配線パターン等を所望の精度で効率よく形成することが可能となる。従
って、本発明によれば、微細で高性能な半導体装置を高い歩留りで製造することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　［本発明の原理］
　図１は、配線間隔とフィッティング誤差との関係を示すグラフである。図１における横
軸は主パターンと主パターンとの間隔、即ち、実際に配線として用いられるパターン同士
の間隔を示している。なお、図１における横軸の値は、ウェハ（フォトレジスト膜）上で
の値である。図１における縦軸は、ウェハ（フォトレジスト膜）上に転写されたパターン
の実測値から計算値（シミュレーションにより求められた値）を減算した値（フィッティ
ング誤差）を示している。図１に示す測定を行う際には、配線のパターンの幅は、ウェハ
（フォトレジスト膜）上において例えば８０ｎｍ程度とした。
【００１６】
　図１から分かるように、ウェハ上における配線間隔が３５０ｎｍより大きくなると、フ
ィッティング誤差は著しく大きくなる傾向にある。また、図１から分かるように、配線間
隔が４５０ｎｍより大きくなると、フィッティング誤差は更に大きくなる傾向にある。
【００１７】
　図２は、フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図である。図２（ａ）は、配線
間隔が約３５０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲の場合におけるパターンの配置を示す平面図であ
る。図２（ａ）に示すように、主パターン１０の間には補助パターン（アシストバー、ス
キャッタリングバー）１２が一本ずつ配されている。図２（ｂ）は、配線間隔が４５０ｎ
ｍより大きい場合におけるパターンの配置を示す平面図である。図２（ｂ）に示すように
、主パターン１０の間には、補助パターン１２が二本ずつ配されている。
【００１８】
　これらのことから、主パターン１０の間に補助パターン１２を形成した場合には、フィ
ッティング誤差が大きくなり、しかも、主パターン１０の間に補助パターン１２を複数ず
つ形成した場合には、フィッティング誤差はより大きくなることが分かる。
【００１９】
　フィッティング誤差が生じる要因としては、以下の２つの要因が考えられる。
【００２０】
　第１の要因としては、実際のフォトマスクに形成されている補助パターンの寸法とシミ
ュレーション装置が認識している補助パターンの寸法のデータとの間に誤差がある場合で
ある。即ち、主パターンはウェハ上に転写することが必要であるため、比較的太い幅で形
成され、補助パターンはウェハ上に転写されないようにする必要があるため、比較的狭い
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幅で形成される。露光光源として比較的波長の短いＡｒＦエキシマレーザ等を用いる場合
には、ＡｒＦエキシマレーザの波長は１９３ｎｍ程度であるのに対し、補助パターン１２
の幅は例えばフォトマスク上において１６０ｎｍ程度である。補助パターンはフォトレジ
スト膜上に転写させることを目的とするものではないため、補助パターンの幅は露光光源
の波長と同程度か露光光源の波長よりも短い。このため、設計値通りの良好な補助パター
ンをフォトマスク上に形成することは困難である。このように、実際のフォトマスク上に
形成されている補助パターンの寸法とシミュレーション装置が認識している補助パターン
の寸法のデータとが異なっている場合には、フィッティング誤差が生じる要因となる。
【００２１】
　第２の要因は、フォトマスクの表面において生じる電磁気的な現象によるものと考えら
れる。
【００２２】
　図３は、フォトマスクの表面において生じる電磁気的な現象を示す概念図である。図３
は、フォトマスクに露光光を照射した際における電場の強度分布を示す概念図である。図
３の紙面上側から例えば波長１９３ｎｍのＡｒＦエキシマレーザを照射した場合、フォト
マスク８における電場の強度分布は図３に示すようになる。なお、図３に示す電場の強度
分布をシミュレーションで求める際には、基板２の屈折率を１．５、遮光部（補助パター
ン）１２の屈折率を４．３４＋０．５９ｉ、空気の屈折率を１とした。また、遮光部１２
の幅ａは２００ｎｍとした。
【００２３】
　図３から分かるように、遮光部１２が存在している領域においては光が遮られ、遮光部
１２が存在していない領域においては光が十分に透過することが理想的である。
【００２４】
　しかしながら、図３に示すように、遮光部１２の近傍の領域においても、電場の強度が
比較的小さく、光が十分に透過しない領域ｂが存在している。かかる領域ｂの幅は、フォ
トマスク８上において、遮光部１２の両側に２０ｎｍ程度の範囲で生じると考えられる。
４：１の縮小露光の場合には、かかる領域ｂの幅は、ウェハ上においては、パターンの両
側に５ｎｍ程度の範囲で存在することとなる。このように光の透過がある程度遮られる領
域ｂが生じるのは、フォトマスク８の表面において生じる電磁気的な現象によるものと考
えられる。このような電磁気的な現象も、フィッティング誤差が生じる要因となる。
【００２５】
　このような現象を考慮することなくシミュレーションを行った場合には、ある程度のフ
ィッティング誤差が生じてしまう。
【００２６】
　本願発明者は、鋭意検討した結果、補助パターンの設計寸法のデータに対してバイアス
値を加えたデータを補助パターンのデータとして用いてシミュレーションを行うことによ
り、フィッティング誤差を小さくし得ることに想到した。なお、あくまでも補助パターン
の設計寸法のデータにバイアス値を加えるのは、シミュレーションを行う際のみのことで
あり、実際のフォトマスクのパターンは設計値に基づいて形成される。
【００２７】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態によるシミュレーション方法を図４及び図５を用いて説明する。
図４は、フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図である。
【００２８】
　図４に示すように、主パターンの間には、補助パターンが一本ずつ配されている。補助
パターンの寸法の設計値Ｗは、ウェハ上において例えば４０ｎｍである。１：４の縮小露
光用を行う場合には、補助パターンの寸法の設計値Ｗは、フォトマスク上において例えば
１６０ｎｍとなる。
【００２９】
　ところが、補助パターンのデータとして設計値通りのデータを用いてシミュレーション
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を行った場合には、上述したように、フィッティング誤差の十分に小さいシミュレーショ
ンは困難である。
【００３０】
　そこで、本実施形態では、ウェハ（フォトレジスト膜）上に転写されるパターンをシミ
ュレートする際には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗにバイアス値を加算した値Ｗ′
を、シミュレーションを行う際における補助パターンの寸法のデータとして用いる。 
【００３１】
　かかるバイアス値は、例えばシミュレーションにより求めることが可能である。
【００３２】
　補助パターンの寸法の設計値をＷ、シミュレーションの際に用いられる補助パターンの
寸法のデータをＷ′、パターンの片側におけるバイアス値をＢとすると、
　Ｗ′＝ Ｗ ＋ ２×Ｂ …（１）
で表される。補助パターンの寸法の設計値Ｗの値を例えば４０ｎｍとし、バイアス値Ｂの
値を例えば３ｎｍとすると、シミュレーションの際に用いられる補助パターンの寸法のデ
ータＷ′の値は例えば４６ｎｍとなる。
【００３３】
　なお、ここでは、片側のバイアス値Ｂを２倍した値を、補助パターンの寸法の設計値Ｗ
に加算する場合を例に説明したが、予め用意するバイアス値のデータを、片側のバイアス
値のデータにしなくてもよい。片側のバイアス値Ｂを予め２倍しておいたものを、バイア
ス値として用いてもよい。
【００３４】
　上述したように、バイアス値Ｂの値は、例えばシミュレーション等により予め求められ
る。バイアス値Ｂのデータは、シミュレーション装置等のハードディスク装置（記憶装置
）等の内部に記憶される。
【００３５】
　シミュレーションを行う際には、補助パターン１２の設計値のデータＷにバイアス値Ｂ
を適宜加えたデータＷ′を補助パターン１２のデータとして用いて、シミュレーションを
行う。
【００３６】
　図５は、配線間隔とフィッティング誤差との関係を示すグラフである。横軸は、配線間
隔、即ち、主パターンと主パターンとの間の間隔を示している。縦軸は、フィッティング
誤差、即ち、実測値から計算値（シミュレーション結果）を減算した値を示している。図
５における●印は、比較例、即ち、補助パターン１２の設計値通りの寸法のデータを用い
てシミュレーションを行った場合を示している。一方、図５における■印は、本実施形態
の場合、即ち、補助パターン１２の設計寸法のデータにバイアス値を加えたデータを補助
パターン１２のデータとして用いてシミュレーションを行った場合を示している。
【００３７】
　図５から分かるように、●印の場合、即ち、単に設計値通りの補助パターンの寸法のデ
ータを用いてシミュレーションを行った場合には、フィッティング誤差がかなり大きくな
ってしまっている。
【００３８】
　これに対し、本実施形態の場合、即ち、補助パターンの設計寸法のデータにバイアス値
が加えられたデータを補助パターンの寸法のデータとして用いてシミュレーションを行っ
た場合には、フィッティング誤差がかなり小さくなっている。
【００３９】
　このように、本実施形態によれば、補助パターンの設計寸法にバイアス値が加えられた
データを補助パターンの寸法のデータとして用いてシミュレーションを行うため、高い精
度でシミュレーションを行うことが可能となり、フィッティング誤差を極めて小さくする
ことが可能となる。
【００４０】
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　［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態によるシミュレーション方法を図６乃至図８を用いて説明する。
図６は、本実施形態によるデータテーブルの形成方法を示すフローチャートである。図７
は、フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図である。図８は、バイアス値のデー
タテーブルを示す図である。図１乃至図５に示す第１実施形態によるシミュレーション方
法と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【００４１】
　本実施形態によるシミュレーション方法は、シミュレーション用のデータを形成するた
めのバイアス値が、補助パターン１２の寸法に応じて設定されていることに主な特徴があ
る。
【００４２】
　補助パターン１２の寸法が一律ではなく様々に設定されている場合には、補助パターン
１２の設計値と実際に形成される補助パターン１２の寸法との間の誤差は、補助パターン
１２の寸法に応じて様々な値となる。また、このような場合には、フォトマスクの表面に
おいて生じる電磁気的な現象の規模も様々となる。従って、このような場合には、補助パ
ターン１２の寸法に応じて異なるバイアス値を設定する。
【００４３】
　まず、補助パターン１２の寸法に応じたバイアス値のデータテーブルは、例えば以下の
ようにしてシミュレーション等により求める。
【００４４】
　図６に示すように、まず、設計データを作成する（ステップＳ１）。
　次に、設計データに基づいて補助パターンを発生させ、ＧＤＳIIフォーマットの設計デ
ータファイルを形成する（ステップＳ２）。
【００４５】
　次に、ＧＤＳIIフォーマットのファイルのデータ（設計データ）に基づいてマスクを作
成する（図７参照）。
【００４６】
　次に、実際に形成されたマスクにおける補助パターンの寸法とＧＤＳIIデータにおける
補助パターンの寸法とを比較することにより、補助パターンの製造誤差を求める（ステッ
プＳ３）。
【００４７】
　そして、補助パターンの製造誤差に関する第１のデータテーブルを作成する（ステップ
Ｓ４）。補助パターンの製造誤差に関する第１のデータテーブルは、例えば補助パターン
の寸法に応じてそれぞれ求められる。
【００４８】
　次に、実際に形成されたマスクを用いて露光を行うことによりフォトレジスト膜にパタ
ーンを転写する（ステップＳ５）。
【００４９】
　次に、実際に形成されたマスクを用いて露光することにより転写されるパターンの寸法
と、設計データに基づくシミュレーションにより得られるパターンの寸法とを比較するこ
とにより、フォトマスクの表面において生じる電磁気的現象に起因して生ずるパターンの
寸法の誤差を求める（ステップＳ６）。かかるパターンの寸法の誤差に関する第２のデー
タテーブルは、例えば補助パターンの寸法に応じてそれぞれ求められる。
【００５０】
　次に、上記のようにして求められた補助パターンの製造誤差に関する第１のデータテー
ブルの値と、電磁気的現象に起因して生ずるパターンの寸法の誤差に関する第２のデータ
テーブルの値とを考慮し、補助パターンのバイアス値についての最終的なデータテーブル
を作成する（ステップＳ７）。
【００５１】
　上記のようにして、補助パターン１２の寸法の設計値に応じたバイアス値がシミュレー
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ションにより求められる。こうして求められたバイアス値のデータは、シミュレーション
装置に設けられた例えばハードディスク装置内にデータテーブルとして記憶される。
【００５２】
　上記のようなシミュレーションは、様々なパラメータを細かく変化させながら行っても
よいし、ある程度の範囲でパラメータを比較的粗く変化させながら行ってもよい。
【００５３】
　こうして、補助パターン１２の寸法の設計値に応じたバイアス値がシミュレーションに
より求められる。
【００５４】
　図８は、バイアス値のデータテーブルを示す図である。
【００５５】
　図８に示すように、例えば、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１が４０ｎｍの際には
、バイアス値Ｂ１は例えば３ｎｍとなる。また、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２が
例えば５０ｎｍの際には、バイアス値Ｂ２は例えば２ｎｍとなる。また、補助パターン１
２の寸法の設計値Ｗ３が例えば６０ｎｍの際には、バイアス値Ｂ３は例えば１ｎｍとなる
。また、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ４が例えば７０ｎｍの際には、バイアス値Ｂ
４は例えば０ｎｍとなる。
【００５６】
　図８に示すように、補助パターン１２の設計寸法（幅）が小さくなるに伴って、バイア
ス値は大きくなっている。
【００５７】
　次に、補助パターン１２の設計寸法にバイアス値が加えられたデータを補助パターン１
２の寸法のデータとして用いてシミュレーションを行う。即ち、実際に形成されたフォト
マスクを用いてウェハ（フォトレジスト膜）上に転写した際に、どのようなパターンがウ
ェハ上に形成されるのかをシミュレーションにより求める。
【００５８】
　補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値
Ｗ１にバイアス値Ｂ１を加算した値Ｗ１′を、シミュレーションを行う際における補助パ
ターン１２の寸法のデータとして用いる。かかるデータＷ１′は、
　Ｗ１′　＝　Ｗ１　＋　２×Ｂ１　　…（２）
で表される。図８に示すように、補助パターン１２の設計寸法Ｗ１の値が例えば４０ｎｍ
の場合には、上記のシミュレーション結果により、バイアス値Ｂ１の値は例えば３ｎｍで
あるため、Ｗ１′の値は例えば４６ｎｍとなる。
【００５９】
　補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値
Ｗ２にバイアス値Ｂ２を加算した値Ｗ２′を、シミュレーションを行う際における補助パ
ターン１２の寸法のデータとして用いる。かかるデータＷ２′は、
　Ｗ２′　＝　Ｗ２　＋　２×Ｂ２　　…（３）
で表される。図８に示すように、補助パターン１２の設計寸法Ｗ２の値が例えば５０ｎｍ
の場合には、上記のシミュレーション結果により、バイアス値Ｂ２の値を例えば２ｎｍで
あるため、Ｗ２′の値は例えば５４ｎｍとなる。
【００６０】
　補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値
Ｗ３にバイアス値Ｂ３を加算した値Ｗ３′を、シミュレーションを行う際における補助パ
ターン１２の寸法のデータとして用いる。かかるデータＷ３′は、
　Ｗ３′　＝　Ｗ３　＋　２×Ｂ３　　…（４）
で表される。図８に示すように、補助パターン１２の設計寸法Ｗ３の値が例えば６０ｎｍ
の場合には、上記のシミュレーション結果により、バイアス値Ｂ３の値は例えば１ｎｍで
あるため、Ｗ３′の値は例えば６２ｎｍとなる。
【００６１】
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　補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値
Ｗ４にバイアス値Ｂ４を加算した値Ｗ４′を、シミュレーションを行う際における補助パ
ターン１２の寸法のデータとして用いる。かかるデータＷ４′は、
　Ｗ４′　＝　Ｗ４　＋　２×Ｂ４　　…（５）
で表される。図８に示すように、補助パターン１２の設計寸法Ｗ４の値が例えば７０ｎｍ
の場合には、上記のシミュレーション結果により、バイアス値Ｂ４の値は例えば０ｎｍで
あるため、Ｗ４′の値は例えば７０ｎｍとなる。
【００６２】
　こうして、補助パターン１２の設計寸法のデータにバイアス値を加えたデータを補助パ
ターン１２のデータとして用いてシミュレーションが行われ、ウェハ（フォトレジスト膜
）上に転写されるパターンが求められる。
【００６３】
　本実施形態によれば、補助パターン１２の設計寸法にバイアス値が加えられたデータを
補助パターンの寸法のデータとして用いてシミュレーションを行うため、高い精度でシミ
ュレーションを行うことが可能となり、フィッティング誤差を極めて小さくすることが可
能となる。
【００６４】
　［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態によるシミュレーション方法を図９及び図１０を用いて説明する
。図９は、フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図である。図１０は、バイアス
値のデータテーブルを示す図である。図１乃至図７に示す第１又は第２実施形態によるシ
ミュレーション方法と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔に
する。
【００６５】
　本実施形態によるシミュレーション方法は、シミュレーションのデータを形成するため
のバイアス値が、補助パターン１２の寸法に応じて形成されているのみならず、補助パタ
ーン１２と主パターン１０との間隔にも応じて形成されていることに主な特徴がある。
【００６６】
　補助パターン１２の寸法が一律ではなく様々である場合には、補助パターン１２の設計
値と実際に形成される補助パターン１２の寸法との間の誤差は、補助パターン１２の寸法
によって様々な値となる。また、補助パターン１２や主パターン１０の寸法が一律ではな
く、様々である場合には、フォトマスク８の表面において生ずる電磁気的な現象の規模も
様々となる。また、補助パターン１２と主パターン１０との間隔が一律ではなく様々であ
る場合にも、フィッティング誤差が大きくなる要因となる。このような場合には、補助パ
ターン１２の寸法に応じてバイアス値を異ならせるのみならず、補助パターン１２主パタ
ーン１０との間隔にも応じてバイアス値を異ならせる。
【００６７】
　まず、補助パターン１２の寸法に応じたバイアス値を、以下のようにして例えばシミュ
レーションにより求める。かかるシミュレーションは、上述した第２実施形態におけるシ
ミュレーションとほぼ同様にて行うことが可能である。
【００６８】
　例えば、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１、補助パターン１２と主パターン１０
との間隔がＤ１の際におけるバイアスＢ１１を、例えばシミュレーションにより求める。
図１０は、バイアス値のデータテーブルを示す図である。図１０に示すように、補助パタ
ーン１２の寸法の設計値Ｗ１が例えば４０ｎｍ、補助パターン１２と主パターン１０との
間隔が７０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ１１は、例えば３ｎｍとなる。
【００６９】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ１の際におけるバイアスＢ２１を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２が例えば５０ｎｍ、補助パター
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ン１２と主パターン１０との間隔が７０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ２１は、例えば２
ｎｍとなる。
【００７０】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ１の際におけるバイアスＢ３１を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ３が例えば６０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が７０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ３１は、例えば１
ｎｍとなる。
【００７１】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ１の際におけるバイアスＢ４１を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ４が例えば７０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が７０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ４１は、例えば０
ｎｍとなる。
【００７２】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ２の際におけるバイアスＢ１２を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１が例えば４０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ１２は、例えば
２ｎｍとなる。
【００７３】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ２の際におけるバイアスＢ２２を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２が例えば５０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ２２は、例えば
２ｎｍとなる。
【００７４】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ２の際におけるバイアスＢ３２を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ３が例えば６０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ３２は、例えば
１ｎｍとなる。
【００７５】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ２の際におけるバイアスＢ４２を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ４が例えば７０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ４２は、例えば
０ｎｍとなる。
【００７６】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ３の際におけるバイアスＢ１３を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１が例えば４０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１２０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ１３は、例えば
１ｎｍとなる。
【００７７】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ３の際におけるバイアスＢ２３を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２が例えば５０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１２０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ２３は、例えば
１ｎｍとなる。
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【００７８】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ３の際におけるバイアスＢ３３を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ３が例えば６０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１２０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ３３は、例えば
０ｎｍとなる。
【００７９】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４、補助パターン１２と主パターン１０と
の間隔がＤ３の際におけるバイアスＢ４３を、例えばシミュレーションにより求める。図
１０に示すように、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ４が例えば７０ｎｍ、補助パター
ン１２と主パターン１０との間隔が１２０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ４３は、例えば
０ｎｍとなる。
【００８０】
　図１０に示すように、補助パターン１２の設計寸法（幅）が小さくなるに伴って、バイ
アス値は大きくなっている。また、主パターン１０と補助パターン１２との間隔が小さく
なるに伴ってバイアス値が大きくなっている。
【００８１】
　こうして求められたバイアス値Ｂ１１～Ｂ４３のデータは、シミュレーション装置に設
けられた例えばハードディスク装置内にデータテーブルとして記憶される。
【００８２】
　次に、補助パターン１２の設計寸法にバイアス値が加えられたデータを補助パターンの
寸法のデータとして用いてシミュレーションを行う。即ち、実際に形成されたフォトマス
クを用いてウェハ（フォトレジスト膜）１２上に転写した際に、どのようなパターンがウ
ェハ上に形成されるのかをシミュレーションにより求める。
【００８３】
　例えば、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１であり、補助パターン１２と主パター
ン１０との間隔がＤ１の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１にバイアス値Ｂ
１１を加算した値Ｗ１１′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸
法のデータとして用いる。かかるデータＷ１１′は、
　Ｗ１１′　＝　Ｗ１　＋　２×Ｂ１１　　…（６）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ１の値が例えば４０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ１が７０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果によ
り、バイアス値Ｂ１１の値は例えば３ｎｍであり、Ｗ１１′の値は例えば４６ｎｍとなる
。
【００８４】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ１の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１にバイアス値Ｂ２
１を加算した値Ｗ２１′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ２１′は、
　Ｗ２１′　＝　Ｗ２　＋　２×Ｂ２１　　…（７）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ２の値が例えば５０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ１が７０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果によ
り、バイアス値Ｂ２１の値は例えば２ｎｍであり、Ｗ２１′の値は例えば５４ｎｍとなる
。
【００８５】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ１の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ３にバイアス値Ｂ３
１を加算した値Ｗ３１′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ３１′は、
　Ｗ３１′　＝　Ｗ３　＋　２×Ｂ３１　　…（８）
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で表される。補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ３の値が例えば６０ｎｍ、補助パターン
１２と主パターン１０との間隔Ｄ１が７０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果
により、バイアス値Ｂ３１の値は例えば１ｎｍであり、Ｗ３１′の値は例えば６２ｎｍと
なる。
【００８６】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ１の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ４にバイアス値Ｂ４
１を加算した値Ｗ４１′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ４１′は、
　Ｗ４１′　＝　Ｗ４　＋　２×Ｂ４１　　…（９）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ４の値が例えば７０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ１が７０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果によ
り、バイアス値Ｂ４１の値は例えば０ｎｍとなり、Ｗ４１′の値は例えば７０ｎｍとなる
。
【００８７】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ２の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１にバイアス値Ｂ１
２を加算した値Ｗ１２′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ１２′は、
　Ｗ１２′　＝　Ｗ１　＋　２×Ｂ１２　　…（１０）
で表される。補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１の値が例えば４０ｎｍ、補助パターン
１２と主パターン１０との間隔Ｄ２が１００ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結
果により、バイアス値Ｂ１２の値は例えば２ｎｍとなり、Ｗ１２′の値は例えば４４ｎｍ
となる。
【００８８】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ２の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２にバイアス値Ｂ２
２を加算した値Ｗ２２′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ２２′は、
　Ｗ２２′　＝　Ｗ２　＋　２×Ｂ２２　　…（１１）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ２の値が例えば５０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ２が１００ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果に
より、バイアス値Ｂ２２の値は例えば２ｎｍとなり、Ｗ２２′の値は例えば５４ｎｍとな
る。
【００８９】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ２の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２にバイアス値Ｂ３
２を加算した値Ｗ３２′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ３２′は、
　Ｗ３２′　＝　Ｗ３　＋　２×Ｂ３２　　…（１２）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ３の値が例えば６０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ２が１００ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果に
より、バイアス値Ｂ３２の値は例えば１ｎｍとなり、Ｗ３２′の値は例えば６２ｎｍとな
る。
【００９０】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ２の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２にバイアス値Ｂ４
２を加算した値Ｗ４２′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ４２′は、
　Ｗ４２′　＝　Ｗ４　＋　２×Ｂ４２　　…（１３）
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で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ４の値が例えば７０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ２が１００ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果に
より、バイアス値Ｂ４２の値は例えば０ｎｍとすると、Ｗ４２′の値は例えば７０ｎｍと
なる。
【００９１】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ１であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ３の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１にバイアス値Ｂ１
３を加算した値Ｗ１３′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ１３′は、
　Ｗ１３′ ＝ Ｗ１ ＋ ２×Ｂ１３ …（１４）
で表される。補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ１の値が例えば４０ｎｍ、補助パターン
１２と主パターン１０との間隔Ｄ３が１２０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結
果により、バイアス値Ｂ１３の値は例えば１ｎｍとなり、Ｗ１３′の値は例えば４２ｎｍ
となる。
【００９２】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ２であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ３の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ２にバイアス値Ｂ２
３を加算した値Ｗ２３′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ２３′は、
　Ｗ２３′ ＝ Ｗ２ ＋ ２×Ｂ２３ …（１５）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ２の値が例えば５０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ３が１２０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果に
より、バイアス値Ｂ２３の値は例えば１ｎｍとなり、Ｗ２３′の値は例えば５２ｎｍとな
る。
【００９３】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ３であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ３の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ３にバイアス値Ｂ３
３を加算した値Ｗ３３′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ３３′は、
　Ｗ３３′ ＝ Ｗ３ ＋ ２×Ｂ３３ …（１６）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ３の値が例えば６０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ３が１２０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果に
より、バイアス値Ｂ３３の値は例えば０ｎｍとなり、Ｗ３３′の値は例えば６０ｎｍとな
る。
【００９４】
　また、補助パターン１２の寸法の設計値がＷ４であり、補助パターン１２と主パターン
１０との間隔がＤ３の場合には、補助パターン１２の寸法の設計値Ｗ４にバイアス値Ｂ４
３を加算した値Ｗ４３′を、シミュレーションを行う際における補助パターン１２の寸法
のデータとして用いる。かかるデータＷ４３′は、
　Ｗ４３′ ＝ Ｗ４ ＋ ２×Ｂ４３ …（１７）
で表される。補助パターン１２の設計寸法Ｗ４の値が例えば７０ｎｍ、補助パターン１２
と主パターン１０との間隔Ｄ３が１２０ｎｍの場合には、上記のシミュレーション結果に
より、バイアス値Ｂ４３の値は例えば０ｎｍとすると、Ｗ４３′の値は例えば７０ｎｍと
なる。
【００９５】
　こうして、補助パターン１２の設計寸法のデータにバイアス値を加えたデータを補助パ
ターン１２のデータとして用いてシミュレーションが行われ、ウェハ（フォトレジスト膜
）上に転写されるパターンが求められる。
【００９６】
　このように、本実施形態によれば、補助パターン１２の設計寸法にバイアス値が加えら
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れたデータを補助パターン１２の寸法のデータとして用いるため、高い精度でシミュレー
ションを行うことが可能となる。しかも、バイアス値１２のデータは、補助パターン１２
の寸法のみに基づいて設定されるのではなく、補助パターン１２と主パターン１０との間
隔をも考慮して設定されているため、高精度なシミュレーションを行うことが可能となり
、フィッティング誤差を極めて小さくすることが可能となる。
【００９７】
　［第４実施形態］
　本発明の第４実施形態によるシミュレーション方法を図１１及び図１２を用いて説明す
る。図１１は、フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図である。図１２は、バイ
アス値を示すデータテーブルを示す図である。図１乃至図８に示す第１乃至第３実施形態
によるシミュレーション方法と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略また
は簡潔にする。
【００９８】
　本実施形態によるシミュレーション方法は、本発明の原理をレベンソン型位相シフトマ
スクを用いてパターンを転写する場合に適用することに主な特徴がある。
【００９９】
　図１１に示すように、石英等より成る基板２上にはクロム等より成る遮光膜１０が形成
されている。遮光膜１０には、位相シフタ１４が設けられていない第１の開口部１６と、
位相シフタ１４が設けられた第２の開口部１８とが交互に形成されている。位相シフタ１
４とは、光の位相（光の光路長）を変化させるためのものである。このようなレベンソン
型位相シフトマスク８ａでは、第１の開口部１６を通過してウェハ（フォトレジスト膜）
に達する光の位相が０であるときには、第２の開口部１８を通過してウェハ（フォトレジ
スト膜）に達する光の位相はπとなる。隣り合ったパターン毎に位相が反転するため、高
い解像度での転写が可能となる。
【０１００】
　まず、開口部１６、１８の寸法に応じたバイアス値を、以下のようにして例えばシミュ
レーションにより求める。
【０１０１】
　例えば、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ１の際におけるバイアスＢ１（０）を、
予め例えばシミュレーションにより求める。図１２は、バイアス値のデータテーブルを示
す図である。図１２に示すように、第１の開口部１６の寸法の設計値Ｗ１が例えば８０ｎ
ｍの際におけるバイアス値Ｂ１（０）は、例えば－６ｎｍとなる。
【０１０２】
　また、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ２の際におけるバイアスＢ２（０）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第１の開口部１６の寸法
の設計値Ｗ２が例えば１００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ２（０）は、例えば－５ｎｍ
となる。
【０１０３】
　また、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ３の際におけるバイアスＢ３（０）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第１の開口部１６の寸法
の設計値Ｗ３が例えば１５０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ３（０）は、例えば－４ｎｍ
となる。
【０１０４】
　また、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ４の際におけるバイアスＢ４（０）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第１の開口部１６の寸法
の設計値Ｗ４が例えば２００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ４（０）は、例えば－３ｎｍ
となる。
【０１０５】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ１の際におけるバイアスＢ１（π）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第２の開口部１８の寸法
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の設計値Ｗ１が例えば８０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ１（π）は、例えば－５ｎｍと
なる。
【０１０６】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ２の際におけるバイアスＢ２（π）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第２の開口部１８の寸法
の設計値Ｗ２が例えば１００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ２（π）は、例えば－４ｎｍ
となる。
【０１０７】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ３の際におけるバイアスＢ３（π）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第２の開口部１８の寸法
の設計値Ｗ３が例えば１５０ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ３（π）は、例えば－３ｎｍ
となる。
【０１０８】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ４の際におけるバイアスＢ４（π）を、予
め例えばシミュレーションにより求める。図１２に示すように、第２の開口部１８の寸法
の設計値Ｗ４が例えば２００ｎｍの際におけるバイアス値Ｂ４（π）は、例えば－２ｎｍ
となる。
【０１０９】
　図１２に示すように、開口部の寸法（幅）が小さくなるに伴って、バイアス値は小さく
なっている。また、開口部の寸法（幅）が小さくなるに伴って、バイアス値の絶対値は大
きくなっている。
【０１１０】
　こうして求められたバイアス値Ｂ１（０）～Ｂ４（０）、Ｂ１（π）～Ｂ４（π）のデ
ータは、シミュレーション装置に設けられた例えばハードディスク装置内にデータテーブ
ルとして記憶される。
【０１１１】
　次に、開口部１６，１８の設計寸法にバイアス値が加えられたデータを開口部１６、１
８の寸法のデータとして用いてシミュレーションを行う。即ち、実際に形成されたフォト
マスクを用いてウェハ（フォトレジスト膜）１２上に転写した際に、どのようなパターン
がウェハ上に形成されるのかをシミュレーションにより求める。
【０１１２】
　例えば、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ１である場合には、第１の開口部１６の
寸法の設計値Ｗ１にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第１
の開口部１６の寸法のデータＷ１（０）′として用いる。かかるデータＷ１（０）′は、
　Ｗ１（０）′ ＝ Ｗ１ ＋ ２×Ｂ１（０） …（１８）
で表される。第１の開口部１６の寸法の設計値Ｗ１の値が例えば８０ｎｍの場合には、図
１２に示すように、バイアス値Ｂ１（０）の値は例えば－６ｎｍであり、Ｗ１（０）′の
値は例えば６８ｎｍとなる。
【０１１３】
　また、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ２である場合には、第１の開口部１６の寸
法の設計値Ｗ２にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第１の
開口部１６の寸法のデータＷ２（０）′として用いる。かかるデータＷ２（０）′は、
　Ｗ２（０）′ ＝ Ｗ２ ＋ ２×Ｂ２（０） …（１９）
で表される。第１の開口部１６の寸法の設計値Ｗ２の値が例えば１００ｎｍの場合には、
図１２に示すように、バイアス値Ｂ２（０）の値は例えば－５ｎｍであり、Ｗ２（０）′
の値は例えば９０ｎｍとなる。
【０１１４】
　また、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ３である場合には、第１の開口部１６の寸
法の設計値Ｗ３にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第１の
開口部１６の寸法のデータＷ３（０）′として用いる。かかるデータＷ３（０）′は、
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　Ｗ３（０）′ ＝ Ｗ３ ＋ ２×Ｂ３（０） …（２０）
で表される。第１の開口部１６の寸法の設計値Ｗ３の値が例えば１５０ｎｍの場合には、
図１２に示すように、バイアス値Ｂ３（０）の値は例えば－４ｎｍであり、Ｗ３（０）′
の値は例えば１４２ｎｍとなる。
【０１１５】
　また、第１の開口部１６の寸法の設計値がＷ４である場合には、第１の開口部１６の寸
法の設計値Ｗ４にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第１の
開口部１６の寸法のデータＷ４（０）′として用いる。かかるデータＷ４（０）′は、
　Ｗ４（０）′ ＝ Ｗ４ ＋ ２×Ｂ４（０） …（２１）
で表される。第１の開口部１６の寸法の設計値Ｗ４の値が例えば２００ｎｍの場合には、
図１２に示すように、バイアス値Ｂ４（０）の値は例えば－３ｎｍであり、Ｗ４（０）′
の値は例えば１９４ｎｍとなる。
【０１１６】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ１である場合には、第２の開口部１８の寸
法の設計値Ｗ１にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第２の
開口部１８の寸法のデータＷ１（π）′として用いる。かかるデータＷ１（π）′は、
　Ｗ１（π）′ ＝ Ｗ１ ＋ ２×Ｂ１（π） …（２２）
で表される。第２の開口部１８の寸法の設計値Ｗ１の値が例えば８０ｎｍの場合には、Ｕ
１２に示すように、バイアス値Ｂ１（π）の値は例えば－５ｎｍであり、Ｗ１（π）′の
値は例えば７０ｎｍとなる。
【０１１７】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ２である場合には、第２の開口部１８の寸
法の設計値Ｗ２にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第２の
開口部１８の寸法のデータＷ２（π）′として用いる。かかるデータＷ２（π）′は、
　Ｗ２（π）′ ＝ Ｗ２ ＋ ２×Ｂ２（π） …（２３）
で表される。第２の開口部１８の寸法の設計値Ｗ２の値が例えば１００ｎｍの場合には、
図１２に示すように、バイアス値Ｂ２（π）の値は例えば－４ｎｍであり、Ｗ２（π）′
の値は例えば９２ｎｍとなる。
【０１１８】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ３である場合には、第２の開口部１８の寸
法の設計値Ｗ３にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第２の
開口部１８の寸法のデータＷ３（π）′として用いる。かかるデータＷ３（π）′は、
　Ｗ３（π）′ ＝ Ｗ３ ＋ ２×Ｂ３（π） …（２４）
で表される。第２の開口部１８の寸法の設計値Ｗ３の値が例えば１５０ｎｍの場合には、
図１２に示すように、バイアス値Ｂ３（π）の値は例えば－３ｎｍであり、Ｗ３（π）′
の値は例えば１４４ｎｍとなる。
【０１１９】
　また、第２の開口部１８の寸法の設計値がＷ４である場合には、第２の開口部１８の寸
法の設計値Ｗ４にバイアス値を加算した値を、シミュレーションを行う際における第２の
開口部１８の寸法のデータＷ４（π）′として用いる。かかるデータＷ４（π）′は、
　Ｗ４（π）′ ＝ Ｗ４ ＋ ２×Ｂ４（π） …（２５）
で表される。第２の開口部１８の寸法の設計値Ｗ４の値が例えば２００ｎｍの場合には、
図１２に示すように、バイアス値Ｂ４（π）の値は例えば－２ｍであり、Ｗ４（π）′の
値は例えば１９６ｎｍとなる。
【０１２０】
　こうして、開口部１６、１８の設計寸法のデータにバイアス値を加えたデータを開口部
１６、１８のデータとして用いてシミュレーションが行われ、ウェハ（フォトレジスト膜
）上に転写されるパターンが求められる。
【０１２１】
　このように、本実施形態によれば、開口部１６，１８の設計寸法にバイアス値が加えら
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れたデータを開口部１６、１８の寸法として用いてシミュレーションを行うため、高い精
度でシミュレーションを行うことが可能となり、フィッティング誤差を極めて小さくする
ことができる。
【０１２２】
　［第５実施形態］
　本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を図１３を用いて説明する。図１３
は、本実施形態による半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。図１乃至図１
２に示す第１乃至第４実施形態によるシミュレーション方法と同一の構成要素には、同一
の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【０１２３】
　本実施形態による半導体装置の製造方法は、光近接効果補正処理の際に、上述した第１
乃至第４実施形態のいずれかによるシミュレーション方法を適宜用いることに主な特徴が
ある。
【０１２４】
　まず、予めデザインルールを設定する（ステップＳ１１）。
【０１２５】
　次に、回路パターンのデータを作成する（ステップ１２）。この際、回路パターンのデ
ータを作成する際には、規定のデザインルールを満たすことに留意する。
【０１２６】
　次に、作成された回路パターンのデータが、規定のデザインルールを満たすか否かを検
証する（ステップＳ１３）。
【０１２７】
　作成された回路パターンのデータが、規定のデザインルールを満たさない場合には、回
路パターンのデータを修正する（ステップＳ１４）。
【０１２８】
　そして、修正された回路パターンのデータが、規定のデザインルールを満たすか否かの
検証を再度行う（ステップＳ１３）。このような操作は、回路パターンのデータが規定の
デザインルールを満たすようになるまで繰り返し行われる。
【０１２９】
　作成された回路パターンのデータが規定のデザインルールを満たすようになった場合に
は、光近接効果補正（ＯＰＣ：Optical Proximity effect Correction）を行う（ステッ
プＳ１５）。光近接効果補正を行う際には、第１乃至第４実施形態のいずれかによるシミ
ュレーション方法が適宜用いられる。
【０１３０】
　次に、光近接効果補正による結果が所望の結果になったか否かについての検証を行う（
ステップＳ１６）。
【０１３１】
　光近接効果補正による結果が所望の結果になっていない場合には、光近接効果補正のパ
ラメータを修正する（ステップＳ１７）。
【０１３２】
　そして、修正された光近接効果補正のパラメータを用いて、光近接効果補正を再度行う
（ステップＳ１６）。このような操作は、光近接効果補正による結果が所望の結果となる
まで行われる。本実施形態では、光近接効果補正を行う際に、第１乃至第４実施形態のい
ずれかによるシミュレーション方法を用いるため、光近接効果補正による結果が所望の結
果となるまでの処理が極めて少なくてすむ。従って、本実施形態によれば、光近接効果補
正を極めて効率的に行うことが可能となる。
【０１３３】
　光近接効果補正による結果が所望の結果となった場合には、レクチルの描画パターンを
作成する（ステップＳ１８）。
【０１３４】
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　次に、レチクルにパターンを描画することにより、レチクルを作製する（ステップＳ１
９）。こうして、光近接効果補正が行われたデータに基づいてレチクルが作製される。
【０１３５】
　次に、露光条件を設定する（ステップＳ２０）。
【０１３６】
　次に、レチクルに形成されたパターンをフォトレジスト膜上に転写する（ステップＳ２
１）。この後、フォトレジスト膜を現像する。
【０１３７】
　次に、現像されたレジストパターンの線幅、より具体的には、ＣＤ（Critical Dimensi
on）値が規格を満足するか否かを検査する（ステップＳ２２）。なお、ＣＤ値とは、微細
なパターンの線幅や間隔、パターン位置などを示す寸法値のことである。ＣＤ値は、露光
量、現像条件、エッチング条件などのプロセスパラメータ管理や、製品の寸法管理等に用
いられる。
【０１３８】
　現像されたレジストパターンのＣＤ値が規格を満足しない場合には、露光条件の変更が
行われる（ステップＳ２３）。
【０１３９】
　なお、露光条件を変更するだけではレジストパターンのＣＤ値が規格を満足するように
することが不可能な場合もあり得る。この場合には、光近接効果補正のパラメータを再度
修正し（ステップＳ１７）、光近接効果補正を再度行い（ステップＳ１５）、上記のよう
な操作を再度行う。
【０１４０】
　現像されたレジストパターンのＣＤ値が規格を満足するようになった場合には、レジス
トパターンをマスクとして、ウェハ（図示せず）上に存在する導電膜（図示せず）等をエ
ッチングする（ステップＳ２４）。こうして、導電膜等より成る回路パターンが形成され
る。
【０１４１】
　なお、図１３には示されていないが、回路パターンを形成した後には、回路パターンに
対する検査が行われる。この際、回路パターンのＣＤ値が規格を満たしていない場合には
、光近接効果補正のパラメータ等に原因があると考えられるため、光近接効果補正の処理
等について更なる見直しが行われる。この場合には、上記の回路パターンが形成されたウ
ェハを再度用いることはできないため、別個のウェハが新たに用いられることとなる。
【０１４２】
　こうして、半導体装置が製造される。
【０１４３】
　このように本実施形態によれば、光近接効果補正を行う際に、第１乃至第４実施形態の
いずれかのシミュレーション方法を用いるため、微細な配線パターン等を所望の精度で効
率よく形成することが可能となる。従って、本実施形態によれば、微細で高性能な半導体
装置を高い歩留りで製造することができる。
【０１４４】
　［変形実施形態］
　本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【０１４５】
　例えば、上記実施形態では、ウェハ上における寸法を用いてシミュレーションを行う場
合を例に説明したが、シミュレーションはウェハ上における寸法を用いて行うことに限定
されるものではない。縮小投影露光の場合には、ウェハ上における寸法とフォトマスク上
における寸法とが異なる。例えば、フォトマスク上における寸法を用いてシミュレーショ
ンを行ってもよい。
【０１４６】
　また、第４実施形態では、開口部１６，１８の設計寸法のみに基づいてバイアス値を設
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してもよい。
【０１４７】
　また、第５実施形態では、光近接効果補正を行う際に第１乃至第４実施形態のいずれか
によるシミュレーション方法を用いる場合を例に説明したが、第１乃至第４実施形態によ
るシミュレーション方法は、光近接効果補正を行う際のみならず、他の処理の際にも適宜
用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】配線間隔とフィッティング誤差との関係を示すグラフである。
【図２】フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図（その１）である。
【図３】フォトマスクの表面において生じる電磁気的な現象を示す概念図である。
【図４】フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図（その２）である。
【図５】配線間隔とフィッティング誤差との関係を示すグラフである。
【図６】データテーブルの形成方法を示すフローチャートである。
【図７】フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図（その３）である。
【図８】バイアス値のデータテーブルを示す図（その１）である。
【図９】フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図（その４）である。
【図１０】バイアス値のデータテーブルを示す図（その２）である。
【図１１】フォトマスクに形成されたパターンを示す平面図（その５）である。
【図１２】バイアス値のデータテーブルを示す図（その３）である。
【図１３】本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【０１４９】
２…基板
８、８ａ…フォトマスク
１０…主パターン、遮光部
１２…補助パターン
１４…位相シフタ
１６…第１の開口部
１８…第２の開口部
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ　　　１／３０　　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　１／３６　　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　１／７０　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　
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