
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被露光基板上の第１層に第１の露光装置を用いて露光フィールドで露光する第１層露光工
程と、その後、前記被露光基板上の第２層に第２の露光装置を用いて露光フィールドで前
記第１層に重ね合わせ露光する第２層露光工程とを有する半導体デバイスの製造方法にお
いて、
予め、前記第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィールド歪みのデ
ータから、露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マーク
の位置データに基いて、前記デバイスエリアでの前記第１および第２の露光装置による露
光歪みと、前記合わせ測定マークの位置での前記第１および第２の露光装置による露光歪
みとをそれぞれ算出し、この算出されたデバイスエリアでの第１の露光装置による露光歪
みと第２の露光装置による露光歪みとの差、および合わせ測定マークの位置での第１の露
光装置による露光歪みと第２の露光装置による露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者
を関連付ける修正値を算出する修正値算出過程と、過去、第２の露光装置によって前記合
わせ測定マークを基準に重ね合わされて露光された対象物を測定して第２の露光装置によ
る露光フィールドにおける合わせ測定結果を取得する合わせ測定結果取得過程と、該合わ
せ測定結果取得過程により取得された第２の露光装置による露光フィールドにおける合わ
せ測定結果を基に、第２の露光装置における基準露光フィールドに対する第１の露光条件
補正値を算出する第１の露光条件補正値算出過程と、該第１の露光条件補正値算出過程で
算出された第１の露光条件補正値を、前記修正値算出過程で算出された修正値で修正して

10

20

JP 4022374 B2 2007.12.19



、第２の露光装置によるデバイスエリアでの第２の露光条件補正値を算出する第２の露光
条件補正値算出過程とを有し、
該第２の露光条件補正値算出過程で算出された第２の露光条件補正値を用いて、前記第２
層露光工程における第２の露光装置による重ね合わせ露光を実行することを特徴とする半
導体デバイスの製造方法。
【請求項２】
被露光基板上の第１層に第１のマスクを有する露光装置を用いて露光フィールドで露光す
る第１層露光工程と、その後、前記被露光基板上の第２層に第２のマスクを有する露光装
置を用いて露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する第２層露光工程とを有する
半導体デバイスの製造方法において、
予め、前記第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差のデータから、
露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置デー
タに基いて、前記デバイスエリアでの前記第１および第２のマスクによる露光歪みと、前
記合わせ測定マークの位置での前記第１および第２のマスクによる露光歪みとをそれぞれ
算出し、この算出されたデバイスエリアでの第１のマスクによる露光歪みと第２のマスク
による露光歪みとの差、および合わせ測定マークの位置での第１のマスクによる露光歪み
と第２のマスクによる露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連付ける修正値を算
出する修正値算出過程と、過去、第２のマスクを有する露光装置によって前記合わせ測定
マークを基準に重ね合わされて露光された対象物を測定して第２のマスクを有する露光装
置による露光フィールドにおける合わせ測定結果を取得する合わせ測定結果取得過程と、
該合わせ測定結果取得過程により取得された第２のマスクを有する露光装置による露光フ
ィールドにおける合わせ測定結果を基に、第２のマスクを有する露光装置における基準露
光フィールドに対する第１の露光条件補正値を算出する第１の露光条件補正値算出過程と
、該第１の露光条件補正値算出過程で算出された第１の露光条件補正値を、前記修正値算
出過程で算出された修正値で修正して、第２のマスクを有する露光装置によるデバイスエ
リアでの第２の露光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出過程とを有し、
該第２の露光条件補正値算出過程で算出された第２の露光条件補正値を用いて、前記第２
層露光工程における第２のマスクを有する露光装置による重ね合わせ露光を実行すること
を特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【請求項３】
被露光基板上の第１層に第１のマスクを有する第１の露光装置を用いて露光フィールドで
露光する第１層露光工程と、その後、前記被露光基板上の第２層に第２のマスクを有する
第２の露光装置を用いて露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する第２層露光工
程とを有する半導体デバイスの製造方法において、
予め、前記第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィールド歪みのデ
ータ並びに前記第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差のデータか
ら、露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置
データに基いて、前記デバイスエリアでの前記第１および第２の露光装置による露光歪み
と、前記合わせ測定マークの位置での前記第１および第２の露光装置による露光歪みとを
それぞれ算出し、この算出されたデバイスエリアでの第１の露光装置による露光歪みと第
２の露光装置による露光歪みとの差、および合わせ測定マークの位置での第１の露光装置
による露光歪みと第２の露光装置による露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連
付ける修正値を算出する修正値算出過程と、過去、第２の露光装置によって前記合わせ測
定マークを基準に重ね合わされて露光された対象物を測定して第２の露光装置による露光
フィールドにおける合わせ測定結果を取得する合わせ測定結果取得過程と、該合わせ測定
結果取得過程により取得された第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ測定
結果を基に、第２の露光装置における基準露光フィールドに対する第１の露光条件補正値
を算出する第１の露光条件補正値算出過程と、該第１の露光条件補正値算出過程で算出さ
れた第１の露光条件補正値を、前記修正値算出過程で算出された修正値で修正して、第２
の露光装置によるデバイスエリアでの第２の露光条件補正値を算出する第２の露光条件補
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正値算出過程とを有し、
該第２の露光条件補正値算出過程で算出された第２の露光条件補正値を用いて、前記第２
層露光工程における第２のマスクを有する第２の露光装置による重ね合わせ露光を実行す
ることを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【請求項４】
前記第２層露光工程において、前記合わせ測定結果取得過程により取得された露光フィー
ルドにおける合わせ測定結果を、前記修正値算出過程で算出される修正値で修正してデバ
イスエリアでの合わせ評価値を算出し、該算出された合わせ評価値を、前記第１層と第２
層との間の合わせ規格値と比較してデバイスエリアでの第１層に対する第２層の合わせ精
度の良否判定を行う判定過程を有することを特徴とする請求項１、２または３記載の半導
体デバイスの製造方法。
【請求項５】
被露光基板上の第１層に露光フィールドで露光する第１の露光装置と、その後、前記被露
光基板上の第２層に露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する第２の露光装置と
を備えた半導体デバイスの製造システムにおいて、
予め、前記第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィールド歪みのデ
ータ、並びに露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マー
クの位置データを格納する記憶手段と、
該記憶手段に格納された第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィー
ルド歪みのデータから、前記記憶手段に格納された露光フィールド内のデバイスエリアの
領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データに基いて、前記デバイスエリアでの
前記第１および第２の露光装置による露光歪みと、前記合わせ測定マークの位置での前記
第１および第２の露光装置による露光歪みとをそれぞれ算出し、この算出されたデバイス
エリアでの第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置による露光歪みとの差、およ
び合わせ測定マークの位置での第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置による露
光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連付ける修正値を算出する修正値算出手段と
、
過去、第２の露光装置によって前記合わせ測定マークを基準に重ね合わされて露光された
対象物を測定して第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ測定結果を取得す
る合わせ測定装置と、
該合わせ測定装置により取得された第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ
測定結果を基に、第２の露光装置における基準露光フィールドに対する第１の露光条件補
正値を算出する第１の露光条件補正値算出手段と、
該第１の露光条件補正値算出手段で算出された第１の露光条件補正値を、前記修正値算出
過程で算出された修正値で修正して、第２の露光装置によるデバイスエリアでの第２の露
光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出手段とを備え、
該第２の露光条件補正値算出手段で算出された第２の露光条件補正値を第２の露光装置に
フィードバックして第２の露光装置において重ね合わせ露光を実行することを特徴とする
半導体デバイスの製造システム。
【請求項６】
被露光基板上の第１層に露光フィールドで露光する第１のマスクを有する露光装置と、そ
の後、前記被露光基板上の第２層に露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する第
２のマスクを有する露光装置とを備えた半導体デバイスの製造システムにおいて、
予め、前記第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差のデータ、並び
に露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置デ
ータを格納する記憶手段と、
該記憶手段に格納された第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差の
データから、前記記憶手段に格納された露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標デ
ータおよび合わせ測定マークの位置データに基いて、前記デバイスエリアでの前記第１お
よび第２のマスクによる露光歪みと、前記合わせ測定マークの位置での前記第１および第
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２のマスクによる露光歪みとをそれぞれ算出し、この算出されたデバイスエリアでの第１
のマスクによる露光歪みと第２のマスクによる露光歪みとの差、および合わせ測定マーク
の位置での第１のマスクによる露光歪みと第２のマスクによる露光歪みのとの差を算出し
、さらに、両者を関連付ける修正値を算出する修正値算出手段と、
過去、第２のマスクを有する露光装置によって前記合わせ測定マークを基準に重ね合わさ
れて露光された対象物を測定して第２のマスクを有する露光装置による露光フィールドに
おける合わせ測定結果を取得する合わせ測定装置と、
該合わせ測定装置により取得された第２のマスクを有する露光装置による露光フィールド
における合わせ測定結果を基に、第２のマスクを有する露光装置における基準露光フィー
ルドに対する第１の露光条件補正値を算出する第１の露光条件補正値算出手段と、
該第１の露光条件補正値算出手段で算出された第１の露光条件補正値を、前記修正値算出
過程で算出された修正値で修正して、第２のマスクを有する露光装置によるデバイスエリ
アでの第２の露光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出手段とを備え、
該第２の露光条件補正値算出手段で算出された第２の露光条件補正値を第２のマスクを有
する露光装置にフィードバックして第２のマスクを有する露光装置において重ね合わせ露
光を実行することを特徴とする半導体デバイスの製造システム。
【請求項７】
被露光基板上の第１層に露光フィールドで露光する第１のマスクを有する第１の露光装置
と、その後、前記被露光基板上の第２層に露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光
する第２のマスクを有する第２の露光装置とを備えた半導体デバイスの製造システムにお
いて、
予め、前記第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィールド歪みのデ
ータ並びに前記第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差のデータと
、露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置デ
ータとを格納する記憶手段と、
該記憶手段に格納された第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィー
ルド歪みのデータ並びに前記第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤
差のデータから、前記記憶手段に格納された露光フィールド内のデバイスエリアの領域座
標データおよび合わせ測定マークの位置データに基いて、前記デバイスエリアでの前記第
１および第２の露光装置による露光歪みと、前記合わせ測定マークの位置での前記第１お
よび第２の露光装置による露光歪みとをそれぞれ算出し、この算出されたデバイスエリア
での第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置による露光歪みとの差、および合わ
せ測定マークの位置での第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置による露光歪み
のとの差を算出し、さらに、両者を関連付ける修正値を算出する修正値算出手段と、
過去、第２の露光装置によって前記合わせ測定マークを基準に重ね合わされて露光された
対象物を測定して第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ測定結果を取得す
る合わせ測定装置と、
該合わせ測定装置により取得された第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ
測定結果を基に、第２の露光装置における基準露光フィールドに対する第１の露光条件補
正値を算出する第１の露光条件補正値算出手段と、
該第１の露光条件補正値算出手段で算出された第１の露光条件補正値を、前記修正値算出
過程で算出された修正値で修正して、第２の露光装置によるデバイスエリアでの第２の露
光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出手段とを備え、
該第２の露光条件補正値算出手段で算出された第２の露光条件補正値を第２のマスクを有
する第２の露光装置にフィードバックして第２のマスクを有する第２の露光装置において
重ね合わせ露光を実行することを特徴とする半導体デバイスの製造システム。
【請求項８】
前記合わせ測定装置により取得された露光フィールドにおける合わせ測定結果を、前記修
正値算出手段で算出される修正値で修正してデバイスエリアでの合わせ評価値を算出し、
該算出された合わせ評価値を、前記第１層と第２層との間の合わせ規格値と比較してデバ
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イスエリアでの第１層に対する第２層の合わせ精度の良否判定を行う判定手段とを備えた
ことを特徴とする請求項５、６または７記載の半導体デバイスの製造システム。
【請求項９】
前記判定手段で判定されたデバイスエリアでの第１層に対する第２層の合わせ精度の良否
判定結果を出力する出力手段を有することを特徴とする請求項８記載の半導体デバイスの
製造システム。
【請求項１０】
前記修正値算出手段を、前記第１および第２の露光装置をネットワークで接続するホスト
コンピュータで構成することを特徴とする請求項５、６または７記載の半導体デバイスの
製造システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体デバイスの製造方法、およびそのシステムに関し、特に露光工程におい
て、基板上の異なる層に対して異なる露光装置を用いてミックス・アンド・マッチ露光を
行う場合の、合わせ精度を向上するための技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年の半導体デバイスの高集積化、高機能化に伴い、これを実現するためのプロセスには
更なる高精度化が求められている。その一方、半導体デバイスの製造コストの低減も重要
な課題となっている。
【０００３】
半導体デバイスの製造では、露光用マスク（以下、マスクと省略）に形成されたパターン
を、フォトレジストが塗布された半導体ウエハ（以下、ウエハと省略）上に、投影露光装
置を用いて転写することにより、半導体デバイスの回路パターンが形成される。半導体デ
バイスは複数層の回路パターンにより構成され、ある層の回路パターンは、それより下層
の回路パターンに位置合わせ（アライメント）して露光を行う、重ね合わせ露光が行われ
る。
【０００４】
半導体デバイスの生産ラインには、通常、複数の露光装置が設置されるが、これらには各
機毎の精度に個体差（機差）が存在する。このため、複数の露光装置間で重ね合わせ露光
を行う、ミックス・アンド・マッチ露光を行った場合、露光装置精度の個体差（機差）が
半導体デバイス製品上で誤差となって現れる、いわゆるマッチング誤差が生じる。
【０００５】
マッチング誤差を回避するために、半導体デバイスの最初の工程で用いたものと同一の露
光装置を以降の工程にも続けて使用する、いわゆる号機限定の運用が行われることもある
が、この場合、露光装置の運用効率が低下し、生産コスト増加の要因となってしまう。
【０００６】
ミックス・アンド・マッチ露光は、マッチング誤差が許容される範囲での適用に限られる
が、コスト低減の観点からその適用範囲の拡大の要求は強い。このため、ミックス・アン
ド・マッチ露光時のマッチング誤差の補正は重要な技術となる。
【０００７】
例えば、特開平７－２１１６２７号公報においては、各露光装置のレンズ収差曲線を近似
関数に近似して、それらの差分から補正係数を算出して露光条件の補正を行う重ね合わせ
露光の最適化方法が開示されている。また、特開平９－８２６０７号公報においては、各
露光装置の号機ごとの投影レンズのディストーションデータを用いて、露光時のアライメ
ント計測結果を補正して、投影倍率および投影像の回転を調整する露光方法が開示されて
いる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、上記従来技術は、何れも、露光装置の露光フィールド全域を対象に補正を
行うことを前提としているものである。
【０００９】
ところが、半導体デバイスの高集積化、高機能化に伴い、多数の露光装置を設置すべく膨
大な設備投資をすることなく、ミックス・アンド・マッチ露光をしようとしたとき、露光
フィールド全域に亘ってマッチング誤差を許容範囲内に抑えることが難しくなってきてい
る。
【００１０】
一方、半導体デバイス製品において重要なのは、露光フィールドよりも狭いデバイスエリ
アでの重ね合わせ精度である。この点について、上記従来技術においては、考慮されてい
ない。
【００１１】
本発明の目的は、上記課題を解決すべく、半導体デバイスが高集積化、高機能化になった
としても、ミックス・アンド・マッチ露光時に、デバイスエリアでの合わせ精度を向上さ
せて、半導体デバイスの生産性向上、ならびに歩留向上を図ることができる半導体デバイ
スの製造方法およびそのシステムを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明における半導体デバイスの製造方法およびそのシステ
ムは、ミックス・アンド・マッチ露光で露光装置のフィールド歪みを補正するのに際して
、製品ごとあるいは露光工程ごとに異なる露光フィールドよりも狭いデバイスエリアの領
域座標データおよび合わせ測定マークの位置のデータと、ミックス・アンド・マッチ露光
で用いる露光装置の露光フィールド歪みのデータとから、デバイスエリアでの露光歪みと
合わせ測定マークの位置での露光歪みとをそれぞれ算出し、さらにこの両者を関連付ける
修正値を算出し、この修正値により合わせ測定結果から算出された露光条件補正値を修正
して露光を実施するものである。これにより、重ね合わせ測定結果を元にデバイスエリア
でのマッチング誤差補正を最適にすることが可能となる。
【００１３】
即ち、本発明は、被露光基板上の第１層に第１の露光装置を用いて露光フィールドで露光
する第１層露光工程と、その後、前記被露光基板上の第２層に第２の露光装置を用いて露
光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する第２層露光工程とを有する半導体デバイ
スの製造方法およびそのシステムにおいて、予め、前記第１および第２の露光装置の露光
フィールドにおける露光フィールド歪みのデータから、露光フィールド内のデバイスエリ
アの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データに基いて、前記デバイスエリア
での前記第１および第２の露光装置による露光歪みと、前記合わせ測定マークの位置での
前記第１および第２の露光装置による露光歪みとをそれぞれ算出し、この算出されたデバ
イスエリアでの第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置による露光歪みとの差、
および合わせ測定マークの位置での第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置によ
る露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連付ける修正値を算出する修正値算出過
程と、過去、第２の露光装置によって前記合わせ測定マークを基準に重ね合わされて露光
された対象物を測定して第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ測定結果を
取得する合わせ測定結果取得過程と、該合わせ測定結果取得過程により取得された第２の
露光装置による露光フィールドにおける合わせ測定結果を基に、第２の露光装置における
基準露光フィールドに対する第１の露光条件補正値を算出する第１の露光条件補正値算出
過程と、該第１の露光条件補正値算出過程で算出された第１の露光条件補正値を、前記修
正値算出過程で算出された修正値で修正して、第２の露光装置によるデバイスエリアでの
第２の露光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出過程とを有し、該第２の露光
条件補正値算出過程で算出された第２の露光条件補正値を用いて、前記第２層露光工程に
おける第２の露光装置による重ね合わせ露光を実行することを特徴とする。
【００１４】
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また、重ね合わせ露光で用いるマスクの製造誤差に関しても、上記と同様の考え方で補正
を行うことが可能である。すなわち、本発明における半導体デバイスの製造方法およびそ
のシステムは、製品ごとあるいは工程ごとに異なる露光フィールドよりも狭いデバイスエ
リアの領域座標データおよび合わせ測定マーク位置のデータと、重ね合わせ露光で用いる
マスクのデバイスエリア内での回路パターンの位置誤差と合わせ測定マークの位置誤差の
データとから、デバイスエリアでの露光歪みと合わせ測定マーク位置での露光歪みとをそ
れぞれ算出し、さらにこの両者を関連付ける修正値を算出し、この修正値により合わせ測
定結果から算出された露光条件補正値を修正して、露光を実施するものである。
【００１５】
即ち、本発明は、被露光基板上の第１層に第１のマスクを有する露光装置を用いて露光フ
ィールドで露光する第１層露光工程と、その後、前記被露光基板上の第２層に第２のマス
クを有する露光装置を用いて露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する第２層露
光工程とを有する半導体デバイスの製造方法およびシステムにおいて、予め、前記第１お
よび第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差のデータから、露光フィールド内
のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データに基いて、前記
デバイスエリアでの前記第１および第２のマスクによる露光歪みと、前記合わせ測定マー
クの位置での前記第１および第２のマスクによる露光歪みとをそれぞれ算出し、この算出
されたデバイスエリアでの第１のマスクによる露光歪みと第２のマスクによる露光歪みと
の差、および合わせ測定マークの位置での第１のマスクによる露光歪みと第２のマスクに
よる露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連付ける修正値を算出する修正値算出
過程と、過去、第２のマスクを有する露光装置によって前記合わせ測定マークを基準に重
ね合わされて露光された対象物を測定して第２のマスクを有する露光装置による露光フィ
ールドにおける合わせ測定結果を取得する合わせ測定結果取得過程と、該合わせ測定結果
取得過程により取得された第２のマスクを有する露光装置による露光フィールドにおける
合わせ測定結果を基に、第２のマスクを有する露光装置における基準露光フィールドに対
する第１の露光条件補正値を算出する第１の露光条件補正値算出過程と、該第１の露光条
件補正値算出過程で算出された第１の露光条件補正値を、前記修正値算出過程で算出され
た修正値で修正して、第２のマスクを有する露光装置によるデバイスエリアでの第２の露
光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出過程とを有し、該第２の露光条件補正
値算出過程で算出された第２の露光条件補正値を用いて、前記第２層露光工程における第
２のマスクを有する露光装置による重ね合わせ露光を実行することを特徴とする。
【００１６】
また、ミックス・アンド・マッチ露光時に、露光装置のフィールド歪みデータとマスクの
製造誤差の両方を補正することで、マッチング誤差の更なる低減を図ることが可能となる
。すなわち、本発明における半導体デバイスの製造方法およびそのシステムは、製品ごと
あるいは工程ごとに異なるデバイスエリアおよび合わせ測定マーク位置のデータと、ミッ
クス・アンド・マッチ露光で用いる露光装置の露光フィールド歪みのデータと、重ね合わ
せ露光に用いるマスクのデバイスエリア内での回路パターンの位置誤差と合わせ測定マー
クの位置誤差のデータとから、デバイスエリアでの露光歪みと合わせ測定マーク位置での
露光歪みとをそれぞれ算出し、さらにこの両者を関連付ける修正値を算出し、この修正値
により合わせ測定結果から算出された露光条件補正値を修正して、露光を実施するもので
ある。
【００１７】
即ち、本発明は、被露光基板上の第１層に第１のマスクを有する第１の露光装置を用いて
露光フィールドで露光する第１層露光工程と、その後、前記被露光基板上の第２層に第２
のマスクを有する第２の露光装置を用いて露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光
する第２層露光工程とを有する半導体デバイスの製造方法およびそのシステムにおいて、
予め、前記第１および第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィールド歪みのデ
ータ並びに前記第１および第２のマスク上の露光フィールドにおける位置誤差のデータか
ら、露光フィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置
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データに基いて、前記デバイスエリアでの前記第１および第２の露光装置による露光歪み
と、前記合わせ測定マークの位置での前記第１および第２の露光装置による露光歪みとを
それぞれ算出し、この算出されたデバイスエリアでの第１の露光装置による露光歪みと第
２の露光装置による露光歪みとの差、および合わせ測定マークの位置での第１の露光装置
による露光歪みと第２の露光装置による露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連
付ける修正値を算出する修正値算出過程と、過去、第２の露光装置によって前記合わせ測
定マークを基準に重ね合わされて露光された対象物を測定して第２の露光装置による露光
フィールドにおける合わせ測定結果を取得する合わせ測定結果取得過程と、該合わせ測定
結果取得過程により取得された第２の露光装置による露光フィールドにおける合わせ測定
結果を基に、第２の露光装置における基準露光フィールドに対する第１の露光条件補正値
を算出する第１の露光条件補正値算出過程と、該第１の露光条件補正値算出過程で算出さ
れた第１の露光条件補正値を、前記修正値算出過程で算出された修正値で修正して、第２
の露光装置によるデバイスエリアでの第２の露光条件補正値を算出する第２の露光条件補
正値算出過程とを有し、該第２の露光条件補正値算出過程で算出された第２の露光条件補
正値を用いて、前記第２層露光工程における第２のマスクを有する第２の露光装置による
重ね合わせ露光を実行することを特徴とする。
【００１８】
また、本発明における半導体デバイスの製造方法およびそのシステムは、合わせ精度の評
価を、合わせ測定マークにより合わせ測定マーク位置で行った測定結果を、先に述べた修
正値で修正した合わせ評価値によって行うものである。これにより、合わせ測定マークに
よる測定結果からデバイスエリアでの重ね合わせ精度を推定することが可能となり、より
妥当な合わせ精度の評価を行うことが可能となる。
【００１９】
即ち、本発明は、前記半導体デバイスの製造方法の第２層露光工程において、前記合わせ
測定結果取得過程により取得された露光フィールドにおける合わせ測定結果を、前記修正
値算出過程で算出される修正値で修正してデバイスエリアでの合わせ評価値を算出し、該
算出された合わせ評価値を、前記第１層と第２層との間の合わせ規格値と比較してデバイ
スエリアでの第１層に対する第２層の合わせ精度の良否判定を行う判定過程を有すること
を特徴とする。
【００２０】
また、本発明の半導体デバイスの製造システムは、ミックス・アンド・マッチ露光を行う
際に露光装置のフィールド歪みを補正を行うために、半導体デバイスの、各露光層のデバ
イスエリアならびに合わせ測定マーク位置のデータを保持する記憶手段と、半導体デバイ
スの各露光層の露光来歴を保持する記憶手段と、露光装置のフィールド歪みデータを保持
する記憶手段と、合わせ測定装置の測定結果を保持する記憶手段とを持ち、半導体デバイ
スのある一つの露光層の露光を行う際に、当該露光層のデバイスエリアおよび合わせ測定
マーク位置のデータを検索する手段と、当該露光層で用いる露光装置ならびに前露光層の
露光で用いた露光装置の、露光フィールド歪みデータを検索する手段を持ち、前記検索さ
れた、デバイスエリアのデータならびに合わせ測定マーク位置のデータと、当該露光層で
用いる露光装置ならびに前露光層の露光の露光フィールドの歪みデータから、当該露光層
と前露光層のデバイスエリアでの露光歪みならびに合わせ測定マーク位置での露光歪みを
算出する手段と、前記算出された、デバイスエリアでの露光歪みの当該露光層と前露光層
の差、ならびに合わせ測定マーク位置での露光歪みの当該露光層と前露光層の差を算出し
て、両者を関連付ける修正値を算出する手段とを持ち、当該露光層と前露光層の合わせ測
定結果を検索する手段と、前記検索された合わせ測定結果から当該露光層の第１の露光条
件補正値を算出する手段と、前記算出された第１の露光条件補正値を前記修正値で修正し
て第２の露光条件補正値を算出する手段と、前記算出された第２の露光条件補正値を出力
する手段を備えるように構成される。
【００２１】
即ち、本発明は、被露光基板上の第１層に露光フィールドで露光する第１の露光装置と、
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その後、前記被露光基板上の第２層に露光フィールドで前記第１層に重ね合わせ露光する
第２の露光装置とを備えた半導体デバイスの製造システムにおいて、予め、前記第１およ
び第２の露光装置の露光フィールドにおける露光フィールド歪みのデータ、並びに露光フ
ィールド内のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データを格
納する記憶手段と、該記憶手段に格納された第１および第２の露光装置の露光フィールド
における露光フィールド歪みのデータから、前記記憶手段に格納された露光フィールド内
のデバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データに基いて、前記
デバイスエリアでの前記第１および第２の露光装置による露光歪みと、前記合わせ測定マ
ークの位置での前記第１および第２の露光装置による露光歪みとをそれぞれ算出し、この
算出されたデバイスエリアでの第１の露光装置による露光歪みと第２の露光装置による露
光歪みとの差、および合わせ測定マークの位置での第１の露光装置による露光歪みと第２
の露光装置による露光歪みのとの差を算出し、さらに、両者を関連付ける修正値を算出す
る修正値算出手段と、過去、第２の露光装置によって前記合わせ測定マークを基準に重ね
合わされて露光された対象物を測定して第２の露光装置による露光フィールドにおける合
わせ測定結果を取得する合わせ測定装置と、該合わせ測定装置により取得された第２の露
光装置による露光フィールドにおける合わせ測定結果を基に、第２の露光装置における基
準露光フィールドに対する第１の露光条件補正値を算出する第１の露光条件補正値算出手
段と、該第１の露光条件補正値算出手段で算出された第１の露光条件補正値を、前記修正
値算出過程で算出された修正値で修正して、第２の露光装置によるデバイスエリアでの第
２の露光条件補正値を算出する第２の露光条件補正値算出手段とを備え、該第２の露光条
件補正値算出手段で算出された第２の露光条件補正値を第２の露光装置にフィードバック
して第２の露光装置において重ね合わせ露光を実行することを特徴とする。
【００２２】
【発明の実施の形態】
本発明に係る、半導体デバイスの製造方法およびそのシステムの実施の形態について、以
下図面を用いて説明する。
【００２３】
［第１の実施の形態］
まず、本発明に係わる露光装置の露光フィールド歪みのマッチング誤差補正を行う装置（
システム）に関する第１の実施の形態を図１および図５を用いて説明する。図中、３１は
ホストコンピュータで、各種の処理を実行する。３２は各半導体デバイス製品のデバイス
エリアや合わせ測定マーク位置等の設計データが保持格納された製品情報データベースで
、ＣＡＤシステム（図示せず）から製品（半導体デバイス）の設計情報として例えばネッ
トワーク３０を介して入力される。３３は各工程でどの露光装置、およびどのマスクを使
用したかの来歴データが保持格納されたロット来歴データベースで、製造ラインを管理す
る製造ライン管理システム（図示せず）から例えばネットワーク３０を介して入力される
。勿論、ロット来歴データベース３３は、各露光装置２１、２２等からネットワーク３０
を介して入力されてもよい。しかし、半導体ウエハに対する来歴の管理は、製造ライン管
理システムで実行されるので、製造ライン管理システムから例えばネットワーク３０を介
して入力することが望ましい。３４は各露光装置の機差を示す各露光装置歪みデータベー
スで、各露光装置（１）２１、（２）２２におけるデバイスエリア露光歪みを示す露光フ
ィールド歪みの測定結果が保持格納されている。露光装置歪みデータベース３４は、各露
光装置（１）２１、（２）２２で測定用の基準パターンを露光してそのパターン位置を座
標測定装置（図示せず）で測定したり、あるいは基準ウエハ上に形成され、かつあらかじ
め座標が測定された基準パターンに対して、各露光装置２１、２２で合わせ露光を行って
、合わせ測定装置２３により測定を行うなどの方法によりデバイスエリア露光歪みを示す
露光フィールド歪み（図５および図７に示すように格子状に求められる。）として取得し
て入力手段（図示せず）若しくはネットワーク３０を介して入力されて格納されることに
なる。
【００２４】
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そして、３６は合わせ測定結果データベースで、過去に、各露光装置（１）２１、（２）
２２において実際合わせ測定マーク４３を基準にして位置合わせされて（重ね合わされて
）露光した露光結果である所望の対象物（ウエハ）（例えばロット単位若しくは型名／品
名単位に選びだされる。）から、合わせ測定装置２３で測定された合わせ測定結果６がネ
ットワーク３０を介して保持格納されている。即ち、合わせ測定結果データベース３６と
して格納される各露光装置における合わせ測定結果６は、各露光装置で実際に合わせ測定
マーク４３を基準にして露光した露光結果である対象物を、合わせ測定装置２３で測定す
ることによって、図１０に示す露光フィールド４１のデータとして得ることができる。こ
のように各露光装置における合わせ測定結果６は、各露光装置自身が持っている、合わせ
測定マーク４３を基準にした露光フィールド４１に対する誤差（例えば、シフト、回転、
倍率等の誤差）である。従って、図５および図７に示す如く、合わせ測定結果６から求め
られる第 1の露光条件補正値１８は、図８および図９に示す基準露光フィールド５０を、
合わせ測定マーク４３を基準にして露光するためのシフト、回転、倍率等からなるオフセ
ット値（キャリブレーション値）となる。
【００２５】
２１、２２はミックス・アンド・マッチ露光として用いられる露光装置（１）、（２）で
ある。
【００２６】
これら露光装置２１、２２、合わせ測定装置２３、およびホストコンピュータ３１のすべ
てはネットワーク３０で接続されている。なお、ホストコンピュータ３１は、修正値算出
手段、第１の露光条件補正値算出手段、および第２の露光条件補正値算出手段を構成して
もよい。なお、第１の露光条件補正値算出手段、および第２の露光条件補正値算出手段は
、各露光装置内の全体制御部に設置してもよい。
【００２７】
半導体デバイスのある一つの露光層の露光を行う際に、ホストコンピュータ３０は、デバ
イスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データを製品情報データベー
ス３２から検索して取得する。さらに、ホストコンピュータ３０は、ロット来歴データベ
ース３３から上記ある一つの露光層（第２層）で用いる露光装置（２）、並びにその下地
の露光層（前の露光層：第 1層）の露光で用いた露光装置（１）を選び出し、この選び出
された各々の露光装置（２）（１）における露光フィールド歪みデータ（格子状に求めら
れる。）２、１を、図５に示すように、露光装置歪みデータベース３４から検索して取得
する。そして、ホストコンピュータ３０は、検索された各々の露光装置（２）（１）にお
ける露光フィールド歪みデータ２、１から、製品情報データベース３２から取得された製
品情報（デバイスエリアの領域座標データおよび合わせ測定マークの位置データ）３を基
に、上記露光層（第２層）と前露光層 (第 1層 )のデバイスエリアでの露光歪み１３ａ、１
１ａならびに合わせ測定マーク位置での露光歪み１４ａ、１２ａを図５および図 7に示す
ように算出する。このように、図１０に示すように、デバイスエリア４２が、露光装置（
２）による露光フィールド４１内につき、第２層のデバイスエリアでの露光歪み１３ａは
、露光装置（２）における露光フィールド歪みデータ２から、デバイスエリアの領域座標
データを基に選択することによって容易に計算して求めることが可能である。同様に、図
１０に示すように、デバイスエリア４２が、露光装置（１）による露光フィールド４１内
につき、第１層のデバイスエリアでの露光歪み１１ａは、露光装置（１）における露光フ
ィールド歪みデータ１から、デバイスエリアの領域座標データを基に選択することによっ
て容易に計算して求めることが可能である。さらに、露光装置（２）での露光フィールド
歪み２を測定した位置と合わせ測定マークが形成された位置とは必ずしも一致しないので
、第２層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１４ａは、露光装置（２）における露光フ
ィールド歪みデータ２から、合わせ測定マークの位置データを基に内挿補間することによ
って容易に計算して求めることが可能である。同様に、露光装置（１）での露光フィール
ド歪み１を測定した位置と合わせ測定マークが形成された位置とは必ずしも一致しないの
で、第１層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１２ａは、露光装置（１）における露光
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フィールド歪みデータ１から、合わせ測定マークの位置データを基に内挿補間することに
よって容易に計算して求めることが可能である。
【００２８】
以上により、露光装置（２）による第２層のデバイスエリアでの露光歪み１３ａおよび第
２層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１４ａと、露光装置（１）による第１層のデバ
イスエリアでの露光歪み１１ａおよび第１層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１２ａ
とがホストコンピュータ３１によって算出されて記憶装置（メモリ）３８に格納される。
【００２９】
次に、ホストコンピュータ３１は、記憶装置３８に格納された露光装置（２）による第２
層のデバイスエリアでの露光歪み１３ａおよび第２層の合わせ測定マーク位置での露光歪
み１４ａと、露光装置（１）による第１層のデバイスエリアでの露光歪み１１ａおよび第
１層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１２ａとの差を取ることによって、図５及び図
７に示す、露光装置（２）と露光装置（１）との機差を示すデバイスエリアでのマッチン
グ誤差１５ａ、ならびに合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ａを算出して記憶
装置３８に一時格納される。このように、露光装置（２）と露光装置（１）との機差を示
す露光歪みの差（マッチング誤差）として、デバイスエリアでのマッチング誤差１５ａと
合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ａとに分けたのは、露光歪みがデバイスエ
リア内とデバイスエリアの周辺部に設けられた合わせ測定マーク位置とでは異なり、しか
も、合わせ測定マーク位置での露光歪みがデバイスエリア内の露光歪みよりも大きく、さ
らに本発明においては、デバイスエリアでのマッチング誤差１５ａを著しく低減すること
にあるからである。なお、ホストコンピュータ３１は、露光装置（２）と露光装置（１）
との機差を示す露光歪みの差（マッチング誤差）としてのデバイスエリアでのマッチング
誤差１５ａと合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ａとを表示装置３９に表示す
ることも可能である。
【００３０】
次に、ホストコンピュータ３１は、記憶装置３８に一時格納されたデバイスエリアでのマ
ッチング誤差１５ａ、ならびに合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ａに対して
、補正パラメータ（例えば、シフト、回転、倍率等）をそれぞれ算出する。これら補正パ
ラメータは、線形であるから、単純に差分を取ることによって、合わせ測定マーク位置で
のマッチング誤差に対するデバイスエリアでのマッチング誤差の露光装置の機差を示す関
係が、次に示す（１）～（３）式に示す如く、修正値（シフト、回転、倍率等）１７ａと
して算出され、記憶装置３８に格納される。さらに、ホストコンピュータ３１は、記憶装
置３８に記憶された修正値（シフト、回転、倍率等）１７ａを表示装置３９に表示するこ
とも可能である。
【００３１】
また、ホストコンピュータ３１は、合わせ測定マーク位置に対するデバイスエリアでの露
光装置の機差を示す、記憶装置３８に記憶された修正値（シフト、回転、倍率等）１７を
、ネットワーク３０を介して例えば第２層を露光する露光装置（２）に提供することによ
って、露光装置（２）において第１の露光条件補正値１８を修正値１７ａで修正して第２
の露光条件補正値１９ａを算出することも可能となる。
修正値（シフト）＝（デバイスエリアでのシフト）－（合わせ測定マーク位置でのシフト
）（１）
修正値（回転）　＝（デバイスエリアでの回転）－（合わせ測定マーク位置での回転）　
　（２）
修正値（倍率）　＝（デバイスエリアでの倍率）－（合わせ測定マーク位置での倍率）　
　（３）
次に、ホストコンピュータ３１若しくは各露光装置２１、２２が、各露光装置（１）２１
、（２）２２において、合わせ測定マークを基準に位置合わせされて実際に露光された露
光結果である合わせ測定結果６に基いて、第 1の露光条件補正値１８を算出する方法につ
いて説明する。なお、合わせ測定結果６は、各露光装置（１）２１、（２）２２において
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、合わせ測定マークを基準に位置合わせされて実際に露光された対象物（ウエハ）を、合
わせ測定装置２３によって測定することによって得られ、ネットワーク３０を介して合わ
せ測定結果データベース３６に格納されることになる。従って、各露光装置２１、２２に
は、合わせ測定結果データベース３６に格納された実際の露光結果（合わせ測定マークを
基準に位置合わせされて実際に露光された結果）である合わせ測定結果６をネットワーク
３０を介して提供することも可能である。
【００３２】
ところで、ホストコンピュータ３１若しくは露光装置（２）は、露光装置（２）における
合わせ測定マークを基準に位置合わせされて実際に露光された露光結果である合わせ測定
結果６に基いて、第 1の露光条件補正値１８を算出することになる。
【００３３】
この第 1の露光条件補正値１８は、あくまでも、露光装置（２）が、図８および図９に示
す基準露光フィールド５０を、合わせ測定マーク４３を基準にして露光するためのシフト
、回転、倍率等からなるオフセット値（キャリブレーション値）である。
【００３４】
次に、各露光装置自身が保有する誤差（合わせ測定マーク４３を基準にして実際露光した
際の基準露光フィールド５０に対する誤差）を補正する露光条件補正パラメータについて
図８および図９を用いて説明する。図８は、ステップアンドリピート型の露光装置での露
光条件補正パラメータを示す。図中５０は、本来露光すべき、露光フィールド４１の基準
位置である。５１は、合わせ測定マーク４３を基準にして実際露光した際、露光フィール
ド４１がシフトした状態を示す。これは、Ｘ方向（Ｓｈｉｆｔ－Ｘ）、Ｙ方向（Ｓｈｉｆ
ｔ－Ｙ）についてそれぞれ補正でき、露光装置のウエハステージのシフトにより補正が可
能である。５２は、合わせ測定マーク４３を基準にして実際露光した際、露光フィールド
４１が角度θだけ回転した状態を示す。これは、露光装置のウエハステージ、あるいはマ
スクステージの回転により補正が可能である。５３は、合わせ測定マーク４３を基準にし
て実際露光した際、露光フィールド４１に倍率誤差がある場合を示す。これは、露光装置
の投影レンズの倍率調整により補正が可能である。
【００３５】
また、図９は、ステップアンドスキャン型の露光装置での露光条件補正パラメータである
。シフトと、回転については図８で説明したものと同様である。５４は、合わせ測定マー
ク４３を基準にして実際露光した際、露光フィールド４１の倍率がＸ方向（Ｍａｇ－Ｘ）
とＹ方向（Ｍａｇ－Ｙ）で異なる状態であるが、ステップアンドスキャン型の露光装置で
は、投影レンズの倍率調整とスキャン時のスキャン距離の調整とで補正が可能である。ま
た５５は、合わせ測定マーク４３を基準にして実際露光した際、露光フィールド４１が傾
いた状態を示すが、これはスキャン時のスキャン方向に傾きを持たせることで補正可能で
ある。
【００３６】
以上説明したように、ホストコンピュータ３１若しくは露光装置（２）は、合わせ測定結
果データベース３６に格納された過去の合わせ測定結果６を基に、第 1の露光条件補正値
１８を算出して記憶装置３８等に格納する。次に、ホストコンピュータ３１若しくは露光
装置（２）は、露光装置（２）によるデバイスエリアでの重ね合わせを最適にする第２の
露光条件補正値１９を、上記第 1の露光条件補正値１８と上記修正値（合わせ測定マーク
位置に対するデバイスエリアでの露光装置の機差を示すマッチング誤差）１７ａとの線形
和として次に示す（４）～（６）式に基いて算出する。
第２の露光条件補正値（シフト）＝第 1の露光条件補正値（シフト）＋修正値（シフト）
（４）
第２の露光条件補正値（回転）　＝第 1の露光条件補正値（回転）　＋修正値（回転）　
（５）
第２の露光条件補正値（倍率）　＝第 1の露光条件補正値（倍率）　＋修正値（倍率）　
（６）
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以上算出された第２の露光条件補正値１９ａを露光装置（２）２２の制御部に提供し、該
制御部からの合わせ測定マーク４３を基準にしたキャリブレーション補正制御に基いて第
２層目の露光を実行すれば、ミックス・アンド・マッチ露光でデバイスエリア４２での重
ね合わせを最適にする条件での露光が可能となる。
【００３７】
即ち、露光装置の露光フィールド歪みは、露光フィールド内の場所によって傾向が異なる
ため、合わせ測定マークによって測定された合わせ精度は、必ずしも、デバイスエリアで
の合わせ精度に一致しない。しかし、露光装置の露光フィールド歪みは、それぞれの露光
装置自体によって相違はあるものの、固定的な（時間的に変動しない）ものであるため、
これらを予め測定しておき、そのデータ１、２を用いて、合わせ測定マークでの露光歪み
１２ａ、１４ａと、デバイスエリアでの露光歪み１１ａ、１３ａとのそれぞれに関して計
算により予測を行って、予め両者の関係を合わせ測定マークでのマッチング誤差１６ａ、
およびデバイスエリアでのマッチング誤差１５ａとして求めておき、これらで、合わせ測
定結果６による露光条件補正値１８を修正してやれば、基板上の異なる層に対して異なる
露光装置を用いてミックス・アンド・マッチ露光を行う場合でも、デバイスエリア４２で
のマッチング誤差補正を最適化することが可能となる。
【００３８】
なお、合わせ測定マークの位置は、半導体チップ（半導体製品）の種類（型名／品名）ご
とに異なるのは勿論のこと、同一の種類の半導体製品であっても工程ごとに異なり、上記
露光条件補正値の修正は、半導体製品ごと、そして工程ごとに細かく行うことが必要とな
る。これにより、ミックス・アンド・マッチ露光を行う場合でも、マッチング誤差補正の
精度を向上させることが可能となる。
【００３９】
以上説明したように、半導体製品のデバイスエリア４２は、必ずしも、露光装置の露光フ
ィールドの全域４１にわたるものではなく、しかも半導体製品の種類によって異なるもの
であるため、個別の半導体製品に対応させて、露光フィールド歪みのマッチング誤差補正
の範囲をデバイスエリアに制限してやることによって、ミックス・アンド・マッチ露光を
行う場合でも、半導体製品毎に露光条件補正を最適化することが可能となる。さらに、露
光装置の露光フィールド歪みは、露光フィールドの端部において大きいため、その部分を
除外してデバイスエリア内でマッチング誤差補正が行うことにより、精度向上の効果が大
きくなる。
【００４０】
［第２の実施の形態］
次に、本発明に係わる露光装置に装着されるマスクに関するマッチング誤差補正を行う装
置（システム）に関する第２の実施の形態を図２および図６を用いて説明する。
【００４１】
第２の実施の形態において、第 1の実施の形態と相違する点は、露光装置歪みデータベー
ス３４の代わりに、マスク上のデバイスエリアのパターンおよび合わせ測定マークの位置
誤差の測定結果が保持されたマスク精度データベース３５を設置したことにある。その結
果、半導体デバイスのある一つの露光層（第２層）の露光を行う際に、ホストコンピュー
タ３１は、図６に示すように、露光を行う半導体デバイスの種類（型名／品名）に基いて
製品情報データベース３２から検索されたデバイスエリア４２の領域座標データ３および
合わせ測定マーク４３の位置データ３を基に、上記露光層（第２層）で用いるマスクなら
びに前露光層（第 1層）の露光で用いたマスクの、デバイスエリアのパターンおよび合わ
せ測定マークの位置誤差のデータ５、４をマスク精度データベース３５から検索する。そ
して、検索されたデータ５、４から、第２層と第 1層のデバイスエリアでの露光歪み１３
ｂ、１１ｂ、ならびに合わせ測定マーク位置での露光歪み１４ｂ、１２ｂを算出する。さ
らに、これら算出された第２層のデバイスエリアでの露光歪み１３ｂと第１層のデバイス
エリアでの露光歪み１１ｂとに基いてデバイスエリアでのマスクの機差を示すデバイスエ
リアでのマッチング誤差１５ｂを算出し、第２層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１
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４ｂと第１層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１２ｂとに基いて合わせ測定マーク位
置でのマスクの機差を示す合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ｂを算出し、こ
れら算出された両者１５ｂ、１６ｂを関連付ける、合わせ測定マーク位置に対するデバイ
スエリアでのマスクの機差を示す修正値（マッチング誤差）１７ｂを算出する。
【００４２】
さらに、第１の実施の形態と同様に、合わせ測定結果データベース３６から第２層を露光
しようとするマスク（２）を有する露光装置（２）における合わせ測定結果６を検索し、
この検索された合わせ測定結果６に基いて基準の露光フィールド５０を露光するための第
１の露光条件補正値（オフセット値：例えば、シフト、回転、倍率等）１８を算出する。
次に、算出された第１の露光条件補正値１８を、合わせ測定マーク位置に対するデバイス
エリアでのマスクの機差を示す修正値 (マッチング誤差 )１７ｂで修正して第２の露光条件
補正値１９ｂを算出する。そして、第２の露光条件補正値１９ｂを第２の露光層の露光を
行う露光装置（２）２２へ出力する。
【００４３】
このようして、図６に示す処理を自動的に実行する装置（システム）を構成することが可
能となる。即ち、４は、第１層を露光するマスク上でのデバイスエリア内での回路パター
ンの位置誤差、および合わせ測定マークの位置誤差を、５は、第２層を露光するマスク上
でのデバイスエリア内での回路パターンの位置誤差、および合わせ測定マークでの位置誤
差を示す。これらの位置誤差４、５は、マスク上のパターンおよびマークを座標測定機で
測定して設計値と比較することで得られる。なお、デバイスエリア内での回路パターンの
位置誤差に関しては実際のデバイスパターンそのものを測定しても、あるいはデバイスエ
リア内に測定用のダミーパターンを設置してそれを測定してもよい。以降は図５で説明し
たものと同様である。
【００４４】
ホストコンピュータ３１は、製品情報３と、マスクの位置誤差４、５から、マスクに起因
する露光歪み（１１ｂ、１２ｂ、１３ｂ、１４ｂ）をそれぞれ求め、デバイスエリアでの
（マスクの）マッチング誤差１５ｂ、合わせマーク位置での（マスクの）マッチング誤差
１６ｂをそれぞれ算出、補正パラメータの差分をとって修正値１７ｂとする。さらに、ホ
ストコンピュータ３１若しくは露光装置（２）は、マスク（２）を有する露光装置（２）
における過去の合わせ測定結果６から算出される第１の露光条件補正値１８を上記修正値
１７ｂで修正して第２の露光条件補正値１９ｂを算出し、この算出された第２の露光条件
補正値１９ｂをマスク（２）を有する露光装置（２）２２に設定して露光を実行する。
【００４５】
以上により、マスクに起因する露光フィールド歪みは、それぞれのマスク自体によって相
違はあるものの、固定的な（時間的に変動しない）ものであるため、これらを予め測定し
ておき、そのデータ４、５を用いて、合わせ測定マークでの露光歪み１２ｂ、１４ｂと、
デバイスエリアでの露光歪み１１ｂ、１３ｂとのそれぞれに関して計算により予測を行っ
て、予め両者の関係を合わせ測定マークでのマッチング誤差１６ｂ、およびデバイスエリ
アでのマッチング誤差１５ｂとして求めておき、これらで、合わせ測定結果６による露光
条件補正値１８を修正してやれば、基板上の異なる層に対して異なるマスクを用いてミッ
クス・アンド・マッチ露光を行う場合でも、デバイスエリア４２でのマッチング誤差補正
を最適化することが可能となる。
【００４６】
［第３の実施の形態］
次に、本発明に係わる露光装置の露光フィールド歪みおよび露光装置に装着されるマスク
に関するマッチング誤差補正を行う装置（システム）に関する第３の実施の形態を図３お
よび図７を用いて説明する。ミックス・アンド・マッチ露光では、露光装置自体に機差が
あると共にマスク自体にも差があるため、第３の実施の形態は、第 1の実施の形態と第２
の実施の形態の両方を考慮したものである。図３は、第３の実施の形態である露光装置の
露光フィールド歪みと、マスクの両方に関してマッチング誤差補正を行う装置（システム
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）を説明する図である。第３の実施の形態において、第１および第２の実施の形態と相違
する点は、図１に示した露光装置歪みデータベース３４と、図２に示したマスク精度デー
タベース３５の両方を設置する点にある。半導体デバイスのある一つの露光層（第２層）
の露光を行う際に、ホストコンピュータ３１は、図７に示すように、露光を行う半導体デ
バイスの種類（型名／品名）に基いて製品情報データベース３２から検索されたデバイス
エリア４２の領域座標データ３および合わせ測定マーク４３の位置データ３を基に、上記
露光層（第２層）で用いる露光装置（２）２２ならびに前露光層（第１層）の露光で用い
た露光装置（１）２１の露光フィールド歪みデータ２、１を露光装置歪みデータベース３
４から、さらに上記露光層（第２層）で用いるマスクならびに前露光層（第１層）の露光
で用いたマスクのデバイスエリアのパターンおよび合わせ測定マークの位置誤差のデータ
５、４をマスク精度データベース３５から検索する。そして、検索されたデータ２、およ
び５から、上記露光層（第２層）におけるデバイスエリアでの露光歪み１３ｃおよび合わ
せ測定マーク位置での露光歪み１４ｃを算出し、検索されたデータ１、および４から、前
露光層（第１層）におけるデバイスエリアでの露光歪み１１ｃおよび合わせ測定マーク位
置での露光歪み１２ｃを算出する。さらに、これら算出された第２層のデバイスエリアで
の露光歪み１３ｃと第１層のデバイスエリアでの露光歪み１１ｃとに基いて、デバイスエ
リアでの露光装置およびマスクの機差を示すデバイスエリアでのマッチング誤差１５ｃを
算出し、さらに、算出された第２層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１４ｃと第１層
の合わせ測定マーク位置での露光歪み１２ｃとに基いて、合わせ測定マーク位置での露光
装置およびマスクの機差を示す合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ｃを算出す
る。そして、両者（デバイスエリアと合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差）１５ｃ
、１６ｃを関連付ける修正値（合わせ測定マーク位置に対するデバイスエリアでの露光装
置およびマスクの機差を示すマッチング誤差）１７ｃを算出する。
【００４７】
さらに、第１および第２の実施の形態と同様に、合わせ測定結果データベース３６から第
２層を露光しようとする露光装置（２）における合わせ測定結果６を検索し、この検索さ
れた合わせ測定結果６に基いて基準の露光フィールド５０を露光するための第１の露光条
件補正値（オフセット値：例えば、シフト、回転、倍率等）１８を算出する。次に、算出
された第１の露光条件補正値１８を、合わせ測定マーク位置に対するデバイスエリアでの
露光装置およびマスクの機差を示す修正値（マッチング誤差）１７ｃで修正して第２の露
光条件補正値１９ｃを算出する。そして、第２の露光条件補正値１９ｃを第２の露光層の
露光を行う露光装置（２）２２へ出力する。
【００４８】
このようにして、図７で説明する処理を自動的に実行する装置（システム）を構成するこ
とが可能となる。即ち、この場合、露光歪み（１１ｃ、１２ｃ、１３ｃ、１４ｃ）は露光
フィールド歪み（１、２）と、マスク位置誤差（４、５）の和である。露光フィールド歪
みの測定位置とマスク位置誤差の測定位置は必ずしも一致するとは限らないが、この場合
はどちらか一方を内挿補間すれば、同じ位置での露光フィールド歪みとマスク位置誤差の
和を算出することが出来る。
【００４９】
以降は図５および図６で説明したものと同様であり、露光歪み（１１ｃ、１２ｃ、１３ｃ
、１４ｃ）からデバイスエリアでのマッチング誤差１５ｃ、合わせマーク位置でのマッチ
ング誤差１６ｃをそれぞれ算出、補正パラメータの差分をとって、合わせ測定マーク位置
に対するデバイスエリアでの露光装置およびマスクの機差を示す修正値（マッチング誤差
）１７ｃとする。
【００５０】
そして、合わせ測定結果６から算出される第１の露光条件補正値１８を上記修正値１７ｃ
で修正して第２の露光条件補正値１９ｃを算出して、この第２の露光条件補正値１９ｃを
露光装置（２）２２に設定して露光を実行する。
【００５１】
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以上により、露光装置およびマスクに起因する露光フィールド歪みは、それぞれの露光装
置およびマスク自体によって相違はあるものの、固定的な（時間的に変動しない）もので
あるため、これらを予め測定しておき、そのデータ１、２、４、５を用いて、合わせ測定
マークでの露光歪み１２ｃ、１４ｃと、デバイスエリアでの露光歪み１１ｃ、１３ｃとの
それぞれに関して計算により予測を行って、予め両者の関係を合わせ測定マークでのマッ
チング誤差１６ｃ、およびデバイスエリアでのマッチング誤差１５ｃとして求めておき、
これらで、合わせ測定結果６による露光条件補正値１８を修正してやれば、基板上の異な
る層に対して異なる露光装置およびマスクを用いてミックス・アンド・マッチ露光を行う
場合でも、デバイスエリア４２でのマッチング誤差補正を最適化することが可能となる。
【００５２】
［第４の実施の形態］
次に、本発明に係わる露光装置の露光フィールド歪みおよび露光装置に装着されるマスク
に関するマッチング誤差補正を行う装置（システム）に関する第４の実施の形態について
図４を用いて説明する。図４は、合わせ評価を、デバイスエリア内での評価値によって行
う装置に関する、第４の実施の形態を説明するための図である。ここで、合わせ規格デー
タベース３７は、各半導体デバイス製品の合わせ規格値を保持するものである。
【００５３】
ホストコンピュータ３１は、第３の実施の形態と同様に、露光を行う半導体デバイスの種
類に基いて製品情報データベース３２から検索されたデバイスエリア４２の領域座標デー
タ３および合わせ測定マーク４３の位置データ３を基に、上記露光層（第２層）で用いる
露光装置（２）２２ならびに前露光層（第１層）の露光で用いた露光装置（１）２１の露
光フィールド歪みデータ２、１を露光装置歪みデータベース３４から、さらに上記露光層
（第２層）で用いるマスクならびに前露光層（第１層）の露光で用いたマスクのデバイス
エリアのパターンおよび合わせ測定マークの位置誤差のデータ５、４をマスク精度データ
ベース３５から検索する。そして、検索されたデータ２、および５から、上記露光層（第
２層）におけるデバイスエリアでの露光歪み１３ｃおよび合わせ測定マーク位置での露光
歪み１４ｃを算出し、検索されたデータ１、および４から、前露光層（第１層）における
デバイスエリアでの露光歪み１１ｃおよび合わせ測定マーク位置での露光歪み１２ｃを算
出する。さらに、これら算出された第２層のデバイスエリアでの露光歪み１３ｃと第１層
のデバイスエリアでの露光歪み１１ｃとに基いて、デバイスエリアでの露光装置およびマ
スクの機差を示すデバイスエリアでのマッチング誤差１５ｃを算出し、さらに、算出され
た第２層の合わせ測定マーク位置での露光歪み１４ｃと第１層の合わせ測定マーク位置で
の露光歪み１２ｃとに基いて、合わせ測定マーク位置での露光装置およびマスクの機差を
示す合わせ測定マーク位置でのマッチング誤差１６ｃを算出する。そして、両者１５ｃ、
１６ｃを関連付ける修正値１７ｃを算出する。
【００５４】
さらに、第４の実施の形態では、ホストコンピュータ３１若しくは露光装置（２）２２に
おいて、この修正値１７ｃを用いて、合わせ測定装置２３で測定される実際に露光した結
果である露光フィールド４１におけるマッチング誤差を直接修正してデバイスエリア内で
の合わせの推定値を算出し、この算出されたデバイスエリア内での合わせの推定値を合わ
せ評価値として例えば記憶装置３８あるいは露光装置（２）に備えられた記憶装置（メモ
リ）に記憶する。その結果、第１層の上に露光装置（２）２２を用いて第２層を露光した
際のデバイスエリア内での重ね合わせ誤差の推定値を合わせ評価値として例えば表示装置
３９あるいは露光装置（２）に備えられた表示装置等に表示して出力することが可能とな
る。なお、この際、修正値１７ｃも、例えば表示装置３９あるいは露光装置（２）に備え
られた表示装置等に表示して出力してもよい。
【００５５】
さらに、ホストコンピュータ３１若しくは露光装置（２）２２は、合わせ規格データベー
ス３７から半導体製品の種類（型名／品名）およびその露光工程に基いて、当該半導体製
品およびその露光工程でのデバイスエリアにおける合わせ規格値を検索し、この検索され
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たデバイスエリアにおける合わせ規格値と先に算出して記憶された合わせ評価値とを比較
してデバイスエリアでの合わせの良否判定を行い、その結果を例えば記憶装置３８あるい
は露光装置（２）に備えられた記憶装置（メモリ）に記憶する。そして、第１層上への第
２層の露光結果であるデバイスエリアでの重ね合わせ良否判定結果を、例えば表示装置３
９、露光装置（２）に備えられた表示装置、またはネットワーク３０を介して製造ライン
管理システムに備えられた表示装置等に表示して出力することによって、更なる修正若し
くは適正な露光装置やマスク等の選択を行うことが可能となる。
【００５６】
以上により、合わせ測定マーク（デバイスエリア外）の測定結果そのものを用いるよりも
、より半導体デバイス製品の性能により近い重ね合わせ判定を自動的に実行する装置（シ
ステム）を実現することが可能となる。
【００５７】
第１～第３の実施の形態は、ミックス・アンド・マッチ露光において、デバイスエリアで
の合わせを最適化するために、あらかじめデバイスエリアおよび合わせマーク位置での機
差に基づくマッチング誤差１５、１６をそれぞれ算出して、それらの関係を表す修正値１
７を求め、この求められた修正値１７により、合わせ測定結果６から算出される露光条件
１８を補正するものである。
【００５８】
ところで、第４の実施の形態によれば、この修正値１７で合わせ測定結果６を直接修正す
れば、合わせ測定マークの測定結果６から、デバイスエリア内の合わせ精度を推定するこ
とが出来る。この推定値を合わせの評価値とすれば、合わせマーク（デバイスエリア外）
の測定結果そのものを用いるよりも、より実際的な合わせの評価を行うことが可能となる
。たとえば、合わせの良否判定は、デバイスエリアでの合わせの規格値と上記評価値を比
較することで行えば、半導体デバイス製品の性能により近い判定が行えることになる。
【００５９】
【発明の効果】
本発明によれば、露光装置の機毎のフィールド歪みデータを基に、製品毎に異なる露光フ
ィールド範囲、および製品・工程毎に異なる合わせ測定マークの位置に対応して露光条件
の修正値を算出し、これにより合わせ測定結果から求められる露光条件補正値を修正して
露光を行うことで、ミックス・アンド・マッチ露光時に、デバイスエリアでの合わせ精度
が向上し、半導体デバイスの生産性向上、ならびに歩留向上を図ることができる効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係わる第１の実施の形態を示す概略システム構成図である。
【図２】本発明に係わる第２の実施の形態を示す概略システム構成図である。
【図３】本発明に係わる第３の実施の形態を示す概略システム構成図である。
【図４】本発明に係わる第４の実施の形態を示す概略システム構成図である。
【図５】図１に示すシステム構成における処理フローを説明するための図である。
【図６】図２に示すシステム構成における処理フローを説明するための図である。
【図７】図３に示すシステム構成における処理フローを説明するための図である。
【図８】本発明に係わるステップアンドリピート式の露光装置において露光時に補正が可
能なパラメータ（第１の露光条件補正値）を説明するための図である。
【図９】本発明に係わるステップアンドスキャン式の露光装置における露光時に補正が可
能なパラメータ（第１の露光条件補正値）を説明するための図である。
【図１０】本発明に係わる露光装置の露光フィールドと、半導体デバイスのデバイスエリ
アと、合わせ測定マークの位置との関係を示す図である。
【符号の説明】
１…第１の露光装置（１）の露光フィールド歪み、２…第２の露光装置（２）の露光フィ
ールド歪み、３…半導体デバイス製品の製品情報、４…第１のマスク（１）のパターン位
置誤差、５…第２のマスクのパターン位置誤差、６…合わせ測定結果、１１、１１ａ、１
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１ｂ、１１ｃ…第１層のデバイスエリア内の露光歪み、１２、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ…
第１層の合わせ測定マークの位置での露光歪み、１３、１３ａ、１３ｂ、１３ｃ…第２層
のデバイスエリアでの露光歪み、１４、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ…第２層の合わせ測定マ
ークの位置での露光歪み、２１…露光装置（１）、２２…露光装置（２）、２３…合わせ
測定装置、３０…ネットワーク、３１…ホストコンピュータ、３２…製品情報データベー
ス（記憶手段）、３３…ロット来歴データベース（記憶手段）、３４…各露光装置歪みデ
ータベース (記憶手段 )、３５…各マスク精度データベース (記憶手段 )、３６…合わせ測定
結果データベース (記憶手段 )、３７…合わせ規格データベース（記憶手段）、３８…記憶
装置、３９…表示装置、４１…露光フィールド、４２…デバイスエリア、４３…合わせ測
定マーク、５０…誤差のない状態（基準）の露光フィールド、５１…位置シフトした状態
の露光フィールド、５２…回転した状態の露光フィールド、５３…倍率誤差を持った状態
の露光フィールド、５４…Ｘ、Ｙそれぞれに倍率誤差を持った状態の露光フィールド、５
５…傾いた状態の露光フィールド。
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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