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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を自動的に適用するために用い
るルール群を作成する方法であって、
　所定の照明設定において前記複数のフィーチャにスキャッタリング・バー補助フィーチ
ャを適用するための第１のルール群を、シミュレーションを用いて作成するステップと、
　前記所定の照明設定において前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための第２の
ルール群を、印刷性能を表すモデルを用いて作成するステップと、
　前記第１のルール群および前記第２のルール群を含むルックアップ・テーブルを形成す
るステップとを含み、
　前記印刷性能を表すモデルが、下記式；
【数１】

　ａｉ：補正および最適化される重み係数、
　Ｍ（ｘ、ｙ）：マスク透過関数、
　Ψｉ（ｘ、ｙ）：光学イメージング・システムを表すように選択されたバイアス関数、
　ｘ、ｙ：ウェハ・パターンの位置、
　＊：畳み込み演算子、
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に示すシステム擬似強度関数（ＳＰＩＦ）で表される、
方法。
【請求項２】
　前記第１のルール群を作成するステップが、
　前記レチクルをイメージするために用いられる一組の照明設定を規定するステップと、
　前記一組の照明設定に基づいて、ピッチの異なる複数のラインの光学的シミュレーショ
ンを実行するステップと、
　前記照明設定における前記複数のラインのイメージングを最適化するように、前記複数
のラインに対する前記スキャッタリング・バーの最適位置を決定するステップと、
　前記スキャッタリング・バーの前記最適位置を記録するステップと
を含むことを特徴とする請求項１に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接
補正技術を自動的に適用するために用いるルール群を作成する方法。
【請求項３】
　前記第２のルール群を作成するステップが、
　一組の選択された試験構造およびレジストを含む試験レチクルを作成するステップと、
　前記照明設定、および前記レチクルをイメージするために用いられるイメージング・シ
ステムを用いて、基板上に前記試験レチクルをイメージするステップと、
　前記基板上にイメージされた前記一組の選択試験構造の限界寸法を測定するステップと
、
　前記一組の選択試験構造と、イメージされた一組の選択試験構造との差に基づいて前記
イメージング・システムおよび前記レジストの印刷性能を表すモデルを作成するステップ
と、
　前記モデルを利用して、前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための前記第２の
ルール群を規定するステップと
を含むことを特徴とする請求項１に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接
補正技術を自動的に適用するために用いるルール群を作成する方法。
【請求項４】
　前記モデルに基づいて、複数の異なるフィーチャ・ピッチ間隔の各々に対するバイアス
要件を規定すること
を特徴とする請求項３に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用するために用いるルール群を作成する方法。
【請求項５】
　複数の異なるフィーチャ・ピッチ間隔の各々に対してスキャッタリング・バー要件を規
定すること
を特徴とする請求項２に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用するために用いるルール群を作成する方法。
【請求項６】
　所定のピッチ間隔に対するバイアス要件を規定する際に、該所定のピッチ間隔内におけ
るスキャッタリング・バーの配置が考慮されること
を特徴とする請求項４に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用するために用いるルール群を作成する方法。
【請求項７】
　前記複数のフィーチャにライン・エンド補正を適用するための第３のルール群を作成す
ること
をさらに含む請求項１に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用するために用いるルール群を作成する方法。
【請求項８】
　複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を自動的に適用する方法であっ
て、
　所定の照明設定において前記複数のフィーチャにスキャッタリング・バー補助フィーチ
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ャを適用するための第１のルール群を、シミュレーションを用いて作成するステップと、
　前記所定の照明設定において前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための第２の
ルール群を、印刷性能を表すモデルを用いて作成するステップと、
　前記第１のルール群および前記第２のルール群を含むルックアップ・テーブルを形成す
るステップと、
　前記ルックアップ・テーブルに含まれる前記第１のルール群および前記第２のルール群
によって前記複数のフィーチャの各々を解析し、それによって前記第１のルール群または
前記第２のルール群のいずれかが所定のフィーチャに適用可能であるかどうかを決定する
ステップと
を含む方法において、
　前記第１のルール群または前記第２のルール群が前記所定のフィーチャに適用可能であ
る場合に、該適用可能なルールに従って前記所定のフィーチャを修正し、
　前記印刷性能を表すモデルが、下記式；
【数２】

　ａｉ：補正および最適化される重み係数、
　Ｍ（ｘ、ｙ）：マスク透過関数、
　Ψｉ（ｘ、ｙ）：光学イメージング・システムを表すように選択されたバイアス関数、
　ｘ、ｙ：ウェハ・パターンの位置、
　＊：畳み込み演算子、
に示すシステム擬似強度関数（ＳＰＩＦ）で表される、
方法。
【請求項９】
　前記第１のルール群を作成するステップが、
　前記レチクルをイメージするために用いられる一組の照明設定を規定するステップと、
　前記一組の照明設定に基づいて、ピッチの異なる複数のラインの光学的シミュレーショ
ンを実行するステップと、
　前記照明設定における前記複数のラインのイメージングを最適化するように、前記複数
のラインに対する前記スキャッタリング・バーの最適位置を決定するステップと、
　前記スキャッタリング・バーの前記最適位置を記録するステップと
を含むことを特徴とする請求項８に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接
補正技術を自動的に適用する方法。
【請求項１０】
　前記第２のルール群を作成するステップが、
　一組の選択された試験構造およびレジストを含む試験レチクルを作成するステップと、
　前記照明設定、および前記レチクルをイメージするために用いられるイメージング・シ
ステムを用いて、基板上に前記試験レチクルをイメージするステップと、
　前記基板上にイメージされた前記一組の選択試験構造の限界寸法を測定するステップと
、
　前記一組の選択試験構造と、イメージされた一組の選択試験構造との差に基づいて前記
イメージング・システムおよび前記レジストの印刷性能を表すモデルを作成するステップ
と、
　前記モデルを利用して、前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための前記第２の
ルール群を規定するステップと
を含むことを特徴とする請求項８に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接
補正技術を自動的に適用する方法。
【請求項１１】
　前記モデルに基づいて、複数の異なるフィーチャ・ピッチ間隔の各々に対するバイアス
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要件を規定すること
を特徴とする請求項１０に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術
を自動的に適用する方法。
【請求項１２】
　複数の異なるフィーチャ・ピッチ間隔の各々に対してスキャッタリング・バー要件を規
定すること
を特徴とする請求項９に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用する方法。
【請求項１３】
　所定のピッチ間隔に対するバイアス要件を規定する際に、該所定のピッチ間隔内におけ
るスキャッタリング・バーの配置が考慮されること
を特徴とする請求項１１に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術
を自動的に適用する方法。
【請求項１４】
　前記複数のフィーチャにライン・エンド補正を適用するための第３のルール群を作成す
ること
をさらに含む請求項８に記載の複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用する方法。
【請求項１５】
　コンピュータを制御するためのコンピュータ・プログラム製品であって、該コンピュー
タが、コンピュータによって読み取り可能な記録媒体と、複数のフィーチャを含むレチク
ル設計に光近接補正技術を自動的に適用するのに用いるルール群を作成するようコンピュ
ータに指示するための、前記記録媒体上に記録された手段とを有しているコンピュータ・
プログラム製品において、前記ルール群の作成が、
　所定の照明設定において前記複数のフィーチャにスキャッタリング・バー補助フィーチ
ャを適用するための第１のルール群を、シミュレーションを用いて作成するステップと、
　所定の照明設定において前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための第２のルー
ル群を、印刷性能を表すモデルを用いて作成するステップと、
　前記第１のルール群および前記第２のルール群を含むルックアップ・テーブルを形成す
るステップと、
を含み、
　前記印刷性能を表すモデルが、下記式；
【数３】

　ａｉ：補正および最適化される重み係数、
　Ｍ（ｘ、ｙ）：マスク透過関数、
　Ψｉ（ｘ、ｙ）：光学イメージング・システムを表すように選択されたバイアス関数、
　ｘ、ｙ：ウェハ・パターンの位置、
　＊：畳み込み演算子、
に示すシステム擬似強度関数（ＳＰＩＦ）で表される、
コンピュータ・プログラム製品。
【請求項１６】
　前記第１のルール群を作成するステップが、
　前記レチクルをイメージするために用いられる一組の照明設定を規定するステップと、
　前記一組の照明設定に基づいて、ピッチの異なる複数のラインの光学的シミュレーショ
ンを実行するステップと、
　前記照明設定における前記複数のラインのイメージングを最適化するように、前記複数
のラインに対する前記スキャッタリング・バーの最適位置を決定するステップと、



(5) JP 4102728 B2 2008.6.18

10

20

30

40

　前記スキャッタリング・バーの前記最適位置を記録するステップと
を含むことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１７】
　前記第２のルール群を作成するステップが、
　一組の選択された試験構造およびレジストを含む試験レチクルを作成するステップと、
　前記照明設定、および前記レチクルをイメージするために用いられるイメージング・シ
ステムを用いて、基板上に前記試験レチクルをイメージするステップと、
　前記基板上にイメージされた前記一組の選択試験構造の限界寸法を測定するステップと
、
　前記一組の選択試験構造と、イメージされた一組の選択試験構造との差に基づいて前記
イメージング・システムおよび前記レジストの印刷性能を表すモデルを作成するステップ
と、
　前記モデルを利用して、前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための前記第２の
ルール群を規定するステップと
を含むことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１８】
　前記モデルに基づいて、複数の異なるフィーチャ・ピッチ間隔の各々に対するバイアス
要件が規定される請求項１７に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１９】
　複数の異なるフィーチャ・ピッチ間隔の各々に対してスキャッタリング・バー要件が規
定される請求項１６に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２０】
　所定のピッチ間隔に対するバイアス要件を規定する際に、該所定のピッチ間隔内におけ
るスキャッタリング・バーの配置が考慮されること
を特徴とする請求項１８に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２１】
　（ａ）少なくとも部分的に放射線感光材料の層に覆われた基板を設けるステップと、
　（ｂ）イメージング・システムを使用して放射線の投影ビームを供給するステップと、
　（ｃ）マスク上のパターンを使用して、投影ビームの断面にパターンを付与するステッ
プと、
　（ｄ）パターン付けされた放射線のビームを放射線感光材料の層のターゲット部分に投
影するステップとを含むデバイス製造方法であって、
　ステップ（ｃ）において、
　所定の照明設定において前記複数のフィーチャにスキャッタリング・バー補助フィーチ
ャを適用するための第１のルール群を、シミュレーションを用いて作成するステップと、
　前記所定の照明設定において前記複数のフィーチャにバイアスを適用するための第２の
ルール群を、印刷性能を表すモデルを用いて作成するステップと、
　前記第１のルール群および前記第２のルール群を含むルックアップ・テーブルを形成す
るステップと、
　前記ルックアップ・テーブルに含まれる前記第１のルール群および前記第２のルール群
によって前記複数のフィーチャの各々を解析し、それによって前記第１のルール群または
前記第２のルール群のいずれかが所定のフィーチャに適用可能であるかどうかを決定する
ステップとを含む方法であって、
　前記第１のルール群または前記第２のルール群が前記所定のフィーチャに適用可能であ
る場合に、該適用可能なルールに従って前記所定のフィーチャを修正する方法によって前
記マスクが形成され、
　前記印刷性能を表すモデルが、下記式；
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【数４】

　ａｉ：補正および最適化される重み係数、
　Ｍ（ｘ、ｙ）：マスク透過関数、
　Ψｉ（ｘ、ｙ）：光学イメージング・システムを表すように選択されたバイアス関数、
　ｘ、ｙ：ウェハ・パターンの位置、
　＊：畳み込み演算子、
に示すシステム擬似強度関数（ＳＰＩＦ）で表される、
デバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広義の概念では、フォトリソグラフィに関し、より詳細には、基板上に結像
されるマスク・パターンに自動的に光近接補正技術を適用するための一連のルールを作成
する方法に関するものである。
【０００２】
　本発明はまた、
　放射線の投影ビームを供給するための放射線システムと、
　所望のパターンに従って投影ビームにパターンを形成するパターニング手段（例えばマ
スク）を支持するための支持構造体と、
　基板を保持するための基板テーブルと、
　パターンを形成されたビームを基板のターゲット部分に投影するための投影システムと
を一般に有するリソグラフィ投影装置におけるそのような補正技術の使用に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、集積回路（ＩＣ）の製造にリソグラフィ装置を使用することができる。そのよ
うな場合において、マスクは、ＩＣの個々の層に対応する回路パターンを含むことがあり
、放射線感光材料（レジスト）の層が塗布された基板（シリコン・ウェハ）上の（例えば
１つまたは複数のダイを含む）ターゲット部分上にこのパターンを結像（イメージング）
することが可能である。一般に、単一のウェハは、一度に１つずつ投影システムを介して
連続的に照射される隣接ターゲット部分のネットワーク全体を含む。１つのタイプのリソ
グラフィ投影装置は、マスク・パターン全体をターゲット部分に一括して露光することに
より各ターゲット部分に照射するもので、そのような装置は一般にウェハ・ステッパと呼
ばれる。一般にステップ・アンド・スキャン装置と呼ばれる他の装置では、所与の基準方
向（「走査」方向）に投影ビームでマスク・パターンを徐々に走査しながら、基板テーブ
ルをこの方向に対して平行または反平行に同期的に走査することによって各ターゲット部
分に照射を行う。概して投影システムは、倍率Ｍ（一般に１未満）を有するため、基板が
走査される速度Ｖは、マスク・テーブルが走査される速度のＭ倍になる。本明細書に記載
されるリソグラフィ・デバイスに関するより詳細な情報は、例えば、本願に引用して援用
する米国特許第６，０４６，７９２号から収集することが可能である。
【０００４】
　リソグラフィ投影装置を使用する製造方法では、放射線感光材料（レジスト）の層によ
って少なくとも部分的に被覆された基板上にマスク・パターンをイメージング（結像）す
る。このイメージング・ステップに先立って、プライミング、レジスト塗布およびソフト
・ベーキングの如き様々な処理を施すことができる。露光後、基板に、露光後ベーキング
（ＰＥＢ）、現像、ハード・ベーキングおよびイメージ・フィーチャの測定や検査の如き
他の処理を施すことができる。これらの各種処理を基礎として、デバイス、例えばＩＣの
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個々の層にパターンを形成する。次いで、そのようなパターン付けされた層に、どれも個
々の層の仕上げを目的としたエッチング、イオン打込み（ドーピング）、金属蒸着、酸化
、化学機械研磨などの様々な処理を施すことができる。いくつかの層が必要とされる場合
は、新たな層毎に全処理、またはその変型処理を繰り返さなければならない。最終的には
、デバイスのアレイが基板（ウェハ）上に存在することとなる。次いで、ダイシングやソ
ーイングの如き技術によってこれらのデバイスを互いに分離させ、個々のデバイスをキャ
リヤに装着したり、ピンに接続することなどが可能である。そのような処理に関するさら
に詳しい情報は、例えば、本願に引用して援用する「マイクロチップ製造：半導体処理の
実用手引き（Ｍｉｃｒｏｃｈｉｐ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　
Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）」第３版（Ｐ
ｅｔｅｒ　ｖａｎ　Ｚａｎｔ著、マグローヒル出版、１９９７年、ＩＳＢＮ　０－０７－
０６７２５０－４）から得ることが可能である。
【０００５】
　簡略化のために、以後、投影システムを「レンズ」と呼ぶことがある。しかし、この用
語は、例えば、屈折光学系、反射光学系、および反射屈折光学系を含む様々な種類の投影
システムを包括するものとして広く解釈されるべきである。放射線システムは、放射線の
投影ビームを誘導、整形または制御するためのこれらの設計タイプのいずれかに従って動
作するコンポーネントを含むこともでき、そのようなコンポーネントを、以下、集合的に
または単独で「レンズ」と呼ぶことがある。さらに、リソグラフィ装置は、２つ以上の基
板テーブル（および／または２つ以上のマスク・テーブル）を有するタイプのものであっ
てもよい。そのような「マルチ・ステージ」デバイスにおいて、追加的なテーブルを平行
して使用するか、または１つまたは複数のテーブルに対して準備ステップを実施しながら
１つまたは複数の他のテーブルを使用して露光を行うことができる。例えば、本願に引用
して援用する米国特許第５，９６９，４４１号およびＷＯ９８／４０７９１号には２ステ
ージ・リソグラフィ装置が記載されている。
【０００６】
　上述のフォトリソグラフィ・マスクは、シリコン・ウェハ上に集積される回路コンポー
ネントに対応する幾何学的パターンを含む。そのようなマスクを作成するのに使用される
パターンは、ＣＡＤ（コンピュータ支援設計）プログラムを利用して作成され、この処理
は、しばしばＥＤＡ（電子設計オートメーション）と呼ばれている。たいていのＣＡＤプ
ログラムは、機能的なマスクを作成するために、一連の所定の設計ルールに従う。これら
のルールは、処理や設計上の制約により設定される。例えば、設計ルールは、回路デバイ
スまたはラインが好ましくない形で相互作用しないように、回路デバイス（ゲート、コン
デンサ等）、または相互接続ラインの間の間隔の許容値を定める。設計ルールの制約は、
典型的には「限界寸法」（ＣＤ）と呼ばれる。回路の限界寸法は、ラインの最小幅、また
は２つのライン間の最小間隔と定義づけることができる。したがって、ＣＤは、設計回路
の全体的なサイズおよび密度を決定づける。
【０００７】
　勿論、集積回路の製作における目標の１つは、（マスクを介して）ウェハ上に本来の回
路設計を忠実に再現することである。他の目標は、半導体ウェハのスペースをできるだけ
多く利用することである。しかし、集積回路のサイズが小さくなってその密度が増加する
と、その対応するマスク・パターンのＣＤが、露光ツールの解像限界に近づく。露光ツー
ルの解像度は、該露光ツールがウェハ上に繰り返し露光することのできる最小限のフィー
チャと定義づけられる。現行の露光装置の解像度値は、多くの高度ＩＣ回路設計に対して
ＣＤを制約している。
【０００８】
　回路レイアウトの回路寸法が小さくなり、露光ツールの解像度値に近づくに従って、マ
スク・パターンと、フォトレジスト層上に現像された実際の回路パターンとの対応性が著
しく低下しうる。マスクおよび実際の回路パターンにおける差の程度および量は、回路フ
ィーチャ同士の近接性に依存する。よって、パターン転移の問題は、「近接効果」と呼ば
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れる。
【０００９】
　近接効果という大きな問題を克服するために、マスク・パターンにサブ・リソグラフィ
・フィーチャを付加するいくつかの技術が使用されている。サブ・リソグラフィ・フィー
チャは、露光ツールの解像度より小さい寸法を有するため、フォトレジスト層に転移する
ことはない。その代わり、サブ・リソグラフィ・フィーチャは、本来のマスク・パターン
と相互作用し、近接効果を補償することによって、最終的な転写回路パターンを向上させ
る。
【００１０】
　そのようなサブ・リソグラフィ・フィーチャの例としては、近接効果によって生じるマ
スク・パターン内のフィーチャ間の誤差を小さくするためにマスク・パターンに付加され
る、（本願に引用して援用する）米国特許第５，８２１，０１４号に開示されているよう
なスキャッタリング・バーおよびアンチ・スキャッタリング・バーが挙げられる。より具
体的には、サブ解像補助フィーチャ、またはスキャッタリング・バーは、光近接効果を補
正するための手段として使用され、全体的な処理ウィンドウ（すなわち、フィーチャが、
隣接するフィーチャに対して孤立しているか、密に集積されているかにかかわらず特定の
ＣＤを有するフィーチャをむらなく印刷する能力）を高めるのに効果的であることが証明
された。米国特許第５，８２１，０１４号に記載されているように、概して、低密度フィ
ーチャや孤立フィーチャの焦点深度を、これらのフィーチャの付近にスキャッタリング・
バーを配置することによって高めることにより光近接補正が行われる。スキャッタリング
・バーは、（孤立フィーチャまたは低密度フィーチャ）の有効パターン密度を変化させて
密度を高めることにより、孤立または低密度フィーチャの印刷に伴う望ましくない近接効
果を無効にするように機能する。しかし、スキャッタリング・バー自体はウェハ上に印刷
されないことが重要である。
【００１１】
　ＳＢを挿入する余地のない中間的なピッチのフィーチャ・ピッチについては、光近接補
正（ＯＰＣ）の典型的な方法は、印刷フィーチャ幅が目的の幅に近づくようにフィーチャ
・エッジを調整する（またはバイアスを加える）ことである。サブ解像フィーチャおよび
／またはフィーチャ・バイアスを使用することで光近接効果を最小にする効果が得られる
ようにするためには、所望の目標を達成したければ、マスク設計および印刷処理に関して
相当の知識を有するとともに相当の経験を有するオペレータが、サブ解像フィーチャおよ
び／またはフィーチャエッジの調整（バイアス）を含むようにマスク設計を修正する必要
がある。実際、経験豊かなオペレータがこの仕事を行う場合であっても、サブ解像フィー
チャを適正に配置して所望の補正を得るために、「試行錯誤」というプロセスを実施する
ことがしばしば必要である。これは、一部に、ＯＰＣルールは、最適なソリューションが
イメージング・システムの照明設定、レジストのタイプ、ならびに他の処理要因に応じて
異なるという点において普遍的でないためである。かくして、マスク修正を繰り返した後
にシミュレーションを繰り返すことになる試行錯誤プロセスは、時間と費用のかかるプロ
セスになるといえる。
【００１２】
　よって、ＯＰＣ技術を含むようにマスク設計を修正する場合に典型的に実施される時間
および費用のかかる試行錯誤プロセスの必要性をなくするとともに、効果的な結果を得る
ために経験豊かなマスク設計者がプロセスに関与する必要性をなくする、所定のマスク設
計にＯＰＣ技術を適用するための一連のルールを自動的に作成する方法が必要とされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述の要件を解決するために、本発明の目的は、ＯＰＣ技術の適用を判断するために従
来利用されていた試行錯誤プロセスの必要性をなくするとともに、経験豊かなマスク設計
者が設計プロセスに関与する必要性をなくするために、光近接補正技術をレチクル設計に



(9) JP 4102728 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

自動的に適用することを可能にする一連のルールを作成する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　より具体的には、本発明は、複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を
自動的に適用するのに利用されるルール群を生成する方法に関する。この方法は、所定の
照明設定に対して複数のフィーチャにスキャッタリング・バー補助フィーチャを加えるた
めの第１のルール群を生成するステップと、前記所定の照明設定に対して複数のフィーチ
ャにバイアスを加えるための第２のルール群を生成するステップと、第１のルール群およ
び第２のルール群を含むルックアップ・テーブルを形成するステップとを含む。
【００１５】
　さらに、本発明は、複数のフィーチャを含むレチクル設計に光近接補正技術を自動的に
適用する方法に関する。この方法は、（１）複数のフィーチャにスキャッタリング・バー
補助フィーチャを加えるための第１のルール群を生成するステップと、（２）複数のフィ
ーチャにバイアスを加えるための第２のルール群を生成するステップと、（３）第１のル
ール群および第２のルール群を含むルックアップ・テーブルを形成するステップと、（４
）ルックアップ・テーブルに含まれる第１のルール群および第２のルール群により複数の
フィーチャの各々を解析して、第１のルール群および第２のルール群のいずれかが所定の
フィーチャに適用可能であるかどうかを判断するステップとを含む。第１のルール群およ
び第２のルール群のいずれかが所定のフィーチャに適用可能である場合は、適用可能なル
ール（第１のルールと第２のルールの両方が適用可能な場合はその両方）に従って所定の
フィーチャを修正する。
【００１６】
　以下により詳細に説明されるように、本発明は、従来技術に比べて大きな利点を提供す
る。より重要なこととして、本発明の方法は、ＯＰＣ技術をどのようにマスク設計に適用
させるかを判断するのに、費用と時間のかかる大規模な試行錯誤プロセスを実施する必要
性をなくする。さらに、本発明は、マスク設計へのＯＰＣ技術の適用に経験豊かなマスク
設計者が関与する必要性をなくする。
【００１７】
　本発明のさらに他の利点は、本発明の例示的な実施例についての以下の詳細な説明を読
むことにより、当業者なら理解するであろう。
【００１８】
　本文では、ＩＣの製造における本発明の使用について具体的に記載されているが、本発
明は他の多くの用途を有することを明確に理解すべきである。例えばフォトマスクパター
ン補正およびフォトレジスト・モデリング、ならびにウェハ・エッチング・パターン・モ
デリング、また一般的に、集積光学系、磁気領域メモリのための誘導および検出パターン
、液晶ディスプレイ・パネル、薄膜磁気ヘッドなどの二次元パターン補正用途に本発明を
採用することができる。そのような代替的な用途の説明のなかで、本文における「レチク
ル」、「ウェハ」または「ダイ」という用語は、それぞれ「マスク」、「基板」および「
ターゲット部分」といったより包括的な用語に置き換えられることを当業者なら理解する
であろう。
【００１９】
　本明細書において、「放射線」および「ビーム」という用語は、紫外線（例えば３６５
、２４８、１９３、１５７または１２６ｎｍの波長を有する）およびＥＵＶ（例えば５か
ら２０ｎｍの範囲の波長を有する極紫外線）を含むすべての種類の電磁放射線を包括する
ように用いられる。
【００２０】
　本明細書に採用されているマスクという用語は、基板のターゲット部分に作成されるパ
ターンに対応した、パターン付けされた断面を入射放射ビームに付与するのに使用できる
一般的なパターニング手段を示すものとして広く解釈することができ、「光弁」という用
語もこの意味に使用されうる。従来的なマスク（透過または反射、バイナリ、移相、ハイ
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ブリッドなど）に加えて、他のパターニング補正目的の例としては以下のものが挙げられ
る。
（１）プログラム可能なミラー・アレイ
　そのようなデバイスの例としては、粘弾性の制御層および反射表面を有するマトリック
ス・アドレス指定が可能な表面が挙げられる。そのような装置の背後にある基本原理は、
（例えば）反射表面のアドレス指定された領域は、入射光を回折光として反射するのに対
して、非アドレス指定領域は入射光を非回折光として反射するというものである。適切な
フィルタを使用して、前記非回折光を反射ビームから濾去し、背後に回折光のみを残す。
このようにして、マトリックス・アドレス指定可能な表面のアドレス・パターンに従って
ビームがパターン付けされる。好適な電子手段を使用して、必要なマトリックス・アドレ
ス処理を行うことができる。そのようなミラー・アレイに関するより詳細な情報は、例え
ば、本願に引用して援用する米国特許第５，２９６，８９１号および米国特許第５，５２
３，１９３号から収集することが可能である。
（２）プログラム可能なＬＣＤアレイ
　そのような構造体の例は、本願に引用して援用する米国特許第５，２２９，８７２号に
記載されている。
【００２１】
　以下の詳細な説明および添付の概略図を参照することによって、本発明とともに、その
さらなる目的および利点をより明確に理解することができる。
【実施例】
【００２２】
　本発明によれば、印刷性能を向上させるためにＯＰＣ技術を含むようにマスク設計をど
のように修正すべきかを自動的に定めるための一群のルール（ＯＰＣルール群と称する）
を生成するための方法が開示される。そのようなＯＰＣ技術としては、スキャッタリング
・バー補助フィーチャ、フィーチャ・バイアスおよびセリフ配置などが挙げられるが、そ
れらに限定されない。以下に説明するように、所定の照明設定に対してＯＰＣルール群が
一旦形成されれば、いかなるレチクル設計も、そのＯＰＣルール群に基づくＯＰＣ技術を
含むように自動的に修正されることができる。よって、ＯＰＣ技術を含むようにマスクを
修正するために、マスク設計毎に試行錯誤配置を行う必要がなくなる。しかし、照明設定
またはレジスト処理が変更されるたびに、新たなＯＰＣルール群を生成する必要がある。
【００２３】
　図１は、本発明による、ＯＰＣルール群を生成するための方法の例示的な実施例を示す
フローチャートである。全体として、本発明のルール生成プロセスは、基本的に３つの主
要ステップを含む。第１は、レチクル内のフィーチャに対するスキャッタリング・バー補
助フィーチャの最適な位置を決定するルールを計算することである。第２のステップは、
隣接フィーチャまたは補助フィーチャに対する所定のフィーチャの位置に基づいて、フィ
ーチャに対するフィーチャ・バイアスの量を決定するルールを決定することを含む。最後
のステップは、ライン末端補正を決定するルールを計算することである。本発明の本実施
例では、前述のＯＰＣ技術の適用を決定するためのルールの生成について記載されている
が、本発明をそれに限定することを意図するものではないことに留意されたい。本明細書
に開示する手法を利用して、さらなるＯＰＣ技術をルールに具体化することが可能である
。
【００２４】
　孤立したフィーチャに対してスキャッタリング・バーの配置を決定するルールを生成す
ることを含む、ルール生成方法における第１のステップに関して、そのようなフィーチャ
の周囲へのスキャッタリング・バーの配置は、非常に大きな自由度で行うことが可能であ
る。「孤立フィーチャ」を定める経験則は、最も近い近隣フィーチャが約７＊　／（ＮＡ
・（１＋　ｏｕｔｅｒ）以上（ただし、ＮＡは開口数、λはイメージング光の波長、σは
アウタ・シグマまたは部分コヒーレンスを表す）である場合にそのフィーチャを孤立フィ
ーチャと見なすものであることに留意されたい。フィーチャに対するスキャッタリング・
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バーの最適位置は、レジスト処理に関係なく、光学的シミュレーションを実施することに
よって決定することが可能である。
【００２５】
　孤立フィーチャの周囲にスキャッタリング・バーを付加することによって、その孤立フ
ィーチャに対する焦点深度（ＤＯＦ）を改良し、このＤＯＦの改良は、特定範囲内のスキ
ャッタリング・バーの配置の変化にさほど敏感ではないことに留意されたい。しかし、露
出寛容度（ＥＬ）は、スキャッタリング・バーの配置の変化に敏感である。よって、図２
ａに示すように、主要フィーチャ空中イメージの対数勾配が最大値になる位置にスキャッ
タリング・バーを配置することが好ましい。図２ａを参照すると、主要フィーチャ１２０
は、主要フィーチャの近傍のそれぞれの側に配置された２つのスキャッタリング・バー１
２２を有する。前述したように、主要フィーチャ１２０に最も近いスキャッタリング・バ
ー１２２は、主要空中イメージ対数勾配が最大になる、主要フィーチャからの距離に配置
される。図２ｂは、図２ａのパターンに対応する空中イメージを示す図である。よって、
与えられた例では、主要フィーチャ１２０と、それに隣接するスキャッタリング・バー１
２２との距離は、図２ｂの矢印「Ｘ」によって示されるように約５４０ｎｍである。第２
のスキャッタリング・バー（すなわち、図２ａに示されるように距離ｄ２だけ離れたスキ
ャッタリング・バー）は、第２の最大値に位置づけられることになることに留意されたい
。
【００２６】
　中間ピッチ構造については、スキャッタリング・バーの配置に関する自由度は、フィー
チャ間のピッチに依存する。中間ピッチは、隣接する主要フィーチャの間隔が限定されて
いるために、単一の（中央の）スキャッタリング・バーのみが適用されうるピッチと見な
されることに留意されたい。周囲のピッチが禁止ピッチ（すなわち、禁止ピッチは、特定
の照明条件で得られる露出寛容度が著しく低下するピッチ値に対応する）の二倍である構
造については、スキャッタリング・バーの挿入によって露出寛容度が低下しうるのに対し
て、ＤＯＦは向上されることに留意されたい。そのような場合には、スキャッタリング・
バーを挿入すべきか否かは、本来の設計データがそのような構造を既に含んでいたかどう
かによって決まる。最終的に、知られているように、典型的に狭い間隔で配置されている
フィーチャ（すなわち高密度ピッチ）については、スキャッタリング・バーは利用されな
い。経験則として、中央スキャッタリング・バーを設計に挿入することが可能な最小ピッ
チは、ピッチが「１．２（２×設計上の最小間隔）＋フィーチャ幅＋スキャッタリング・
バーの幅」に等しいか、それより大きい場合である。前述の経験則は、スキャッタリング
・バーの印刷に関するあるレベルの限界を規定する。しかし、シミュレーションを利用し
て、所定の処理条件のもとでスキャッタリング・バーが印刷されないことを検証する必要
がある。
【００２７】
　再び図１を参照すると、スキャッタリング・バーを配置するためのルールを定める方法
がステップ１０からステップ１２に示されている。具体的には、ステップ１０において、
イメージング処理に利用する照明の種類がユーザによって定められる。そのような照明と
しては、四極子型、ダイポール型および環状型などが挙げられるが、それらに限定されな
い。照明が定められると、例えば、一対のスキャッタリング・バーを周囲に配置した孤立
した主要フィーチャを含む試験構造に対して光学的シミュレーション（ステップ１１）が
実施される。空中イメージが定められると、スキャッタリング・バーの最適な配置を特定
することは比較的単純なプロセスである（ステップ１２）。例えば、上述の１つの技術は
、フィーチャの空中イメージの対数勾配が最大値になる位置にスキャッタリング・バーを
配置するものである。ユーザは、スキャッタリング・バーがフィーチャ間に配置される前
に、フィーチャ間に必要な最小ピッチを定めることもできる。勿論、所定の照明に対する
スキャッタリング・バーの最適な配置を決定する他の方法も可能である。ステップ１２の
最終結果は、ステップ１０において定められた所定の照明に対するスキャッタリング・バ
ーの配置について、ピッチが十分な間隔を有するフィーチャに対するスキャッタリング・
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バー光学的配置を決定する一群のルールである。特定の実施例において、得られるルール
は、スキャッタリング・バーが、所定のピッチ間隔で存在するフィーチャ間に配置される
かどうかを定めるものである。
【００２８】
　本発明の本実施例において、スキャッタリング・バーの幅は、主要フィーチャのサイズ
に応じて固定されることに留意されたい。例として、１３０ｎｍの技術では、スキャッタ
リング・バーの幅は約８０ｎｍになる。
【００２９】
　具体的には、図３に示す表１に示されるように、スキャッタリング・バーの配置を決定
するルール群は、フィーチャ間のピッチに基づいてスキャッタリング・バーをマスク内に
配置する時と位置とを定める。例えば、表１に示される例示的なデータを参照すると、２
２０から２３５ｎｍのピッチについては、スキャッタリング・バーを利用しない。同様に
、６００から６１２ｎｍのピッチについても、スキャッタリング・バーを利用しない。し
かし、９７２から１２０５ｎｍのピッチについては、幅が８０ｎｍの単一のスキャッタリ
ング・バーをフィーチャのエッジから２４８ｎｍの距離のスキャッタリング・バーに隣接
するように配置する。最後に、１４９２ｎｍ以上のピッチについては、２つのスキャッタ
リング・バーをフィーチャのエッジに隣接するように配置し、第１のスキャッタリング・
バーをフィーチャのエッジから２４８ｎｍの距離に配置し、第２のスキャッタリング・バ
ーをフィーチャのエッジから５０８ｎｍの距離に配置し、どちらのスキャッタリング・バ
ーも８０ｎｍの幅を有するものとする。
【００３０】
　図３に示す表１において、「間隔下限」および「間隔上限」欄は、最も近い主要フィー
チャのエッジ間の間隔（距離）を表すことに留意されたい。「グロー（Ｇｒｏｗ）」欄は
、（所定のピッチ範囲内にある）フィーチャのエッジに加えられるバイアスを表す。グロ
ー欄におけるマイナスの値は、フィーチャ間の間隔が縮小する（すなわち、フィーチャが
拡大する）ことを示す。「ＣＳ」は、２つのフィーチャ間の間隔の中央に位置する中央ス
キャッタリング・バーを表す。「ＳＳ」は、側方スキャッタリング・バーを表す。中央ス
キャッタリング・バーを利用するときは、散乱（スキャッタリング）はフィーチャ間の間
隔の中間に配置されるため、スキャッタリング・バーの位置「ＳＢ　Ｐｏｓ」を指定する
必要がないことに留意されたい。
【００３１】
　スキャッタリング・バーの配置ルールが決定されると、処理における次のステップは、
イメージされるレチクルに含まれるフィーチャのバイアスを決定する一群のルールを生成
することである。言い換えれば、主要フィーチャを最適にバイアスする一群のルールを生
成する。知られているように、所定のフィーチャに加えられるバイアスの量は、周囲の構
造、ならびにレチクルをイメージングするのに利用されているレジストおよび処理に依存
する。本発明以前には、典型的には、多数の構造体をイメージングし、次いで得られるウ
ェハを検査することにより必要なバイアスを判断することによって、必要なバイアスの決
定が成されていた。対照的に、本発明によれば、異なる構造体に対する主要フィーチャ・
バイアスの量は、小規模な実験データの集合体を利用して補正される、イメージング・シ
ステムおよびレジストの性能を示すモデルから確実に決定される。フォトリソグラフィ処
理（すなわち、光イメージングとレジスト応答）を補正するために利用されるモデルは、
物理的モデルまたは経験的モデルでありうることに留意されたい。
【００３２】
　物理的モデルは、空中イメージング（すなわち光強度分布）から潜像イメージング（す
なわち化学強度分布）、そして最終現像イメージングまでの連続したシミュレーション処
理ステップに基づく。そのような物理的モデルは、露光後ベーキング処理時における化学
反応速度および物質拡散に対するシミュレーション、ならびにレジスト現像に対するシミ
ュレーションを含む。したがって、経験的モデルに比べて、そのような物理的モデルを用
いた場合のシミュレーション速度は遅くなる。シミュレーションの精度は、モデル自体と
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、実験データから得られたパラメータとに左右されることに留意されたい。
【００３３】
　対照的に、経験的モデルは、全体として処理を考慮しており、この処理は、全体的にイ
メージング処理を表す機能によって特徴づけられる。この機能は、レチクルパターンの二
次元バイナリ画像をバイナリ・レジスト現像パターンに変換するように動作する。経験的
モデルの数学的根拠により、物理的モデルに比べるとシミュレーション速度が著しく速い
。本発明の方法は、上述のモデルのいずれにも限定されないことに留意されたい。実際、
厳密なフィーチャ・バイアス基準を与えることが可能な任意のモデルを本発明の手法に取
り入れることが可能である。
【００３４】
　再び図１を参照すると、ステップ１３から１６は、フィーチャのバイアスを規定するル
ール群の生成に関連するステップを示す。第１のステップ（ステップ１３）は、選択され
たフィーチャの小規模な集合体を含む試験レチクルを生成するとともに、実際の製造レチ
クルをイメージングするときに利用する照明設定を用いて、基板上に試験レチクルを結像
するものである。試験レチクルをイメージングするときに実際のレチクルをイメージング
するのに利用する同一の照明設定を用いる必要があることに留意されたい。選択されたフ
ィーチャの数のなかには、様々なピッチ、好ましくは実際のレチクルに存在することが期
待されるピッチが含まれるものとする。例えば、試験レチクル上のフィーチャとしては、
密に配置されたフィーチャ、半孤立フィーチャ、孤立フィーチャ、ならびにライン・エン
ドおよびエルボなどを挙げることができる。試験レチクル上の選択フィーチャが印刷され
ると、基板上にイメージングされる選択フィーチャの実際の寸法を求めるために選択フィ
ーチャの測定が行われる。言い換えれば、選択フィーチャの限界寸法測定が行われる（ス
テップ１４）。基板上にイメージングされた選択フィーチャの測定は、例えば、トップダ
ウン走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、または断面限界寸法（ＣＤ）顕微鏡を利用することに
よって行うことができる。
【００３５】
　方法の次のステップ（ステップ１５）では、イメージング・システムとレジストの複合
的な応答を正確に表すＯＰＣモデルを展開することが必要になる。これは、本来の試験レ
チクルと、ステップ１４において得られた試験レチクルのイメージング結果との差を比較
し、本来の設計と結果として得られた設計との差を正確に表す関数を生成することによっ
て達成することができる。この関数は、所定のイメージング・システムおよびレジストの
印刷性能を規定する。関数が定められると、イメージング・システムまたはレジストによ
る性能のばらつきを補償するために、レチクルに含まれるフィーチャのバイアスを調整す
ることが可能である。言い換えれば、関数（すなわちモデル）が生成されると、イメージ
ング・システムおよびレジスト性能が、数式として効果的に定められる。次いで、この式
を利用して、レチクルに含まれるフィーチャに必要とされるバイアスを規定する一群のル
ール（すなわちＯＰＣルール群）を決定する。特定の実施例において、補正モデルが生成
されると、一連の様々なフィーチャ・ピッチをこのモデルで処理して、様々なピッチに対
するバイアス・ルールを生成する。
【００３６】
　イメージング・システムおよびレジストの性能を表すためのそのような関数またはモデ
ルは、システム擬似強度関数、すなわちＳＰＩＦで、以下の式で表すことができる。
【００３７】
【数１】



(14) JP 4102728 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

ただし、
　ａｉは、補正および最適化される重み係数である。
　Ｍ（ｘ、ｙ）は、マスク透過関数である。
　Ψｉ（ｘ、ｙ）は、光学イメージング・システムを表すように選択されたバイアス関数
、例えば理論的光学システムの固有関数の集合である。
　ｘ、ｙは、ウェハ・パターンの位置を表す。
　＊は、畳み込み演算子である。
【００３８】
　本発明によれば、試験レチクル上に含まれるターゲット設計と、試験レチクルをイメー
ジングすることによって得られた実際の結果との差を比較することによってＳＰＩＦ関数
（すなわちＯＰＣモデル）が定められると、所定のイメージング・システムおよびレジス
トの印刷性能が把握される。次いで、ＯＰＣモデルを利用して、所定のレチクル設計に含
まれうる多くのフィーチャに対するバイアス・ルールを生成する（ステップ１６）。した
がって、試験パターンのごく小さなサンプルから、サイズおよびピッチの異なる多くのフ
ィーチャに対するバイアスを定めるルール群を生成することが可能である。
【００３９】
　ルール群を生成する１つの方法を以下に記載する。第１のステップ（１）は、例えば５
ｎｍから１０ｎｍの様々なピッチを有する、ソフトウェア・プログラムに対して内的な一
連の試験構造体を生成するものである。次いで、ステップ（２）は、最も密なピッチ構造
（すなわち最小ピッチ）から始まって、補正モデルを使用して、ステップ（１）で生成し
た任意の所定の試験構造に対する必要なバイアス限界（最低バイアス、最高バイアス）を
計算し、それによって「最低バイアス＜＝バイアス＜＝最高バイアス＞となるバイアスを
加えると、構造体の印刷寸法が所定の範囲内（すなわち、ターゲットＣＤ－許容ＣＤ公差
と、ターゲットＣＤ＋許容ＣＤ公差との間）におさまるようになる。許容ＣＤ公差は、ユ
ーザが定めることができ、主要フィーチャ・サイズの１０％が代表値となる。ターゲット
ＣＤおよび許容ＣＤ公差はすべての構造に共通であるのに対して、最低バイアスおよび最
高バイアスは構造固有のものである（すなわち、所定のピッチの構造は、どれもそれ独自
の最低バイアスおよび最高バイアス値を有している）。ステップ（３）において、ステッ
プ（１）で生成したすべての試験構造に対するすべての最低バイアスおよび最高バイアス
値の計算を終了した後に、同様のバイアス条件を有する様々なピッチを単一のルールにま
とめるための分類ステップを実施する。例えば、近接する３つのピッチ構造、すなわち６
２０ｎｍ、６３０ｎｍおよび６４０ｎｍのピッチ構造が存在し、バイアス限界をそれぞれ
（４、８）、（５、９）および（６、１０）とすれば、これら３つのピッチに対する共通
の限界を（６、８）に設定し、ピッチが６２０ｎｍから６４０ｎｍの構造に対するルール
における共通のバイアスとして、この共通限界の平均である７を使用することが可能であ
る。
【００４０】
　重要なこととして、設計に含まれる様々な範囲のピッチおよびフィーチャ・サイズに対
するバイアス・ルールを生成するときは、スキャッタリング・バーの配置がバイアス条件
に影響するため、ステップ１２で計算したルール群によって定められるスキャッタリング
・バーの配置を考慮に入れる。言い換えれば、バイアス・ルールを計算するときは、所定
のピッチに対してスキャッタリング・バーを設計に加えるのであれば、所定のピッチ範囲
内のフィーチャに対するバイアス条件を計算する前にスキャッタリング・バーを設計に加
える。ステップ１６の最終結果は、実際の設計に利用されることが期待される様々なピッ
チ範囲に対するフィーチャのバイアスを規定する一群のルールである。
【００４１】
　具体的には、再び図３の表１を参照すると、本実施例において、ここで得られるバイア
スを規定するルール群は、ピッチ間隔毎に、マスク内の主要フィーチャをいつ、どのよう
にバイアスするかを定めるものである。上述したように、「間隔下限」から「間隔上限」
までは所定のピッチを示し、「グロー」は、所定のピッチ範囲内のフィーチャに対して加
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えられるバイアスを示し、「ＳＢ１」は、所定のピッチ範囲内で利用される第１の散乱の
所定のタイプを示し、「ＳＢ１　ｐｏｓ」は、フィーチャエッジに対する第１のスキャッ
タリング・バーの位置を示し、「ＳＢ１サイズ」は、第１のスキャッタリング・バーのサ
イズを示し、「ＳＢ２」は、所定のピッチ範囲内で利用される第２の散乱の所定のタイプ
を示し、「ＳＢ２　ｐｏｓ」は、フィーチャエッジに対する第２のスキャッタリング・バ
ーの位置を示し、「ＳＢ２サイズ」は、第２のスキャッタリング・バーのサイズを示す。
バイアス・ルールおよびスキャッタリング・バー配置ルールの生成が完了すると、方法に
おける最終ステップにおいて、例えば図３に示すルックアップ・テーブルの形でルールを
メモリに記憶する（ステップ１７）。
【００４２】
　この方法における付加的になステップとして、オペレータは、シミュレーション・ツー
ルまたは実験試験を利用することにより、先述のＯＰＣルール群に対する追加的な検証を
実施することができることに留意されたい。追加的な検証は、ＯＰＣルールにより、許容
差に関する規定の仕様の範囲内でフィーチャを印刷させるＯＰＣが生成されていることを
検証する役割を担う。勿論、必要であれば、オペレータは、ＯＰＣ性能を最適化すること
が必要な場合にルール群に小規模な調整を加えることが可能である。ルール群が検証され
ると、オペレータは、ＯＰＣフィーチャを含むマスク設計を自動的に提供するために、そ
のルール群を利用して、任意の所定のマスクに対する設計データを修正することが可能で
ある。
【００４３】
　前述の方法の変形形態において、本発明は、レチクル設計におけるライン・エンドの処
理を規定するルール群をも生成する。言い換えれば、ライン・エンドを修正して、印刷処
理時におけるその短縮を補償する方法を指示するルール群である。知られているように、
ライン・エンドに対する可能な修正は、ラインを延ばすことやセリフを追加することなど
を含む。
【００４４】
　図４を参照すると、バイアス・ルールの生成と同様に、ライン・エンド・ルール生成方
法における第１のステップ（ステップ１８）は、ライン・エンド構造体の小規模な集合体
を含む試験レチクルを生成すること、および実際のレチクルを結像する（ステップ１９）
ときに用いる照明設定を利用して基板上に試験レチクルを結像することである。試験レチ
クルは、近隣フィーチャに対する間隔が異なり、幅が異なり、さらにまたＸ軸、Ｙ軸、４
５°の軸および１３５°の軸に沿って変化するライン・エンド・フィーチャを含むことに
留意されたい。勿論、バイアス・ルールの生成に関連する試験レチクル上にライン・エン
ド試験構造を含めることも可能である。試験レチクル上のライン・エンドが印刷されると
、ライン・エンドの実際の寸法を求めるために、選択フィーチャの測定が行われる。基板
上にイメージされたライン・エンドの測定は、例えば、トップダウン走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ）、または断面限界寸法（ＣＤ）顕微鏡を利用することによって行うことができる
。
【００４５】
　その後、ステップ１５に関して上述したのと同様に、ステップ２０において、ライン・
エンドに関するイメージング・システムとレジストの複合的な応答を正確に表すＯＰＣモ
デルが生成される。この場合も、これは、本来の試験レチクルと、ステップ１９で得られ
た試験レチクルのイメージング結果との差を比較し、本来の設計と得られた設計との差を
正確に示す関数を生成することによって達成されうる。上記ＳＰＩＦ関数は、ライン・エ
ンド短縮に関する性能を示すのにも利用することができる。関数が定められると、イメー
ジング・システムまたはレジストによる性能のばらつきを補償するために、レチクルに含
まれるライン・エンドを調整することが可能である。言い換えれば、次いで、その関数を
利用して、レチクルに含まれるフィーチャに対するライン・エンド補償を規定する一群の
ルールを決定する（ステップ２１）。次いで、それらのルールをメモリに記憶する（ステ
ップ２２）。ライン・エンド解析を行うのであれば、本来の試験レチクルは、試験フィー
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チャとライン・エンドの両方を含むことができ、バイアスおよびライン・エンド性能に関
するシステムおよびレジストの性能を示すのに、ＳＰＩＦ関数のみを生成すればよいこと
に留意されたい。
【００４６】
　すべてのルールが生成されると、前述のように、それらのルールをメモリ内のファイル
に整理し、特定の実施例では、所定のピッチ範囲毎に、バイアス調整、およびスキャッタ
リング・バー条件（および該当する場合はライン・エンド調整）を定める。したがって、
それらのルールは、本質的に、所定のピッチ内の各フィーチャをどのように修正できるか
を規定するルックアップ・テーブルを形成する。このルックアップ・テーブルが生成され
た結果として、所定のレチクル設計にＯＰＣを適用する処理を、簡単な自動化された方法
で実施することが可能になる。この処理は、図５に記載の例示的なフローチャートに示さ
れている。
【００４７】
　ここに示されるように、方法における第１のステップ（ステップ５０）は、レチクル設
計をデータ形式で得るものである。ＧＤＳＩＩストリーム（商標）は、半導体業界におけ
る１つの共用データ形式である。しかし、マスク設計を表すことが可能な他の任意の好適
なデータ形式を利用することもできる。次に、設計内の所定のフィーチャのピッチを決定
するためにレチクル設計内の各フィーチャを解析し（ステップ５１）、次いで、該当する
場合には、そのピッチに基づいて、（図４に示すように）ルールを含むＯＰＣテーブルに
おいて対応するピッチを特定し、バイアス条件、および表に記載された所定のピッチに対
するスキャッタリング・バーに従ってフィーチャ設計を修正する（ステップ５２および５
３）。設計内のすべてのフィーチャが解析されるまでこの処理を続行し（ステップ５４お
よび５５）、必要な場合は修正する。設計内に含まれる修正済みフィーチャは、印刷され
るレチクルを表し、そのような補正を必要とするすべてのフィーチャにＯＰＣが適用され
る。したがって、上述の方法でＯＰＣルールが生成されると、レチクル設計を自動的に修
正して、マスク設計者からのさらなる入力を伴わずにＯＰＣ技術を含めることが可能であ
る。
【００４８】
　本発明の方法の適用性および効果は、実験的試験を介して検証されており、その結果が
図６および図７に示されている。図８は、本発明に従って、レチクルに適用されたライン
・エンド補正の結果を示す図である。具体的には、図８は、補正モデル予測と実験画像と
の差を示す図である。領域８１（黒色領域）は、モデルが過小予測した場合を示し、領域
８２（白色領域）は、モデルが過大予測した場合を示す。
【００４９】
　上述したように、本発明は、従来技術に比べて大きな利点を提供する。最も重要なこと
として、本発明の方法は、ＯＰＣ技術をマスク設計に適用するために費用と時間のかかる
大規模な試行錯誤プロセスを実施する必要性をなくす。さらに、本発明は、経験豊かなマ
スク設計者が、マスク設計に対するＯＰＣ技術の適用に関与する必要性をなくす。
【００５０】
　図９は、本発明の方法に関して使用するのに適したリソグラフィ投影装置を概略的に示
す図である。この装置は、
　放射線の投影ビームＰＢを供給する放射線システムであって、この具体的な場合におい
て、放射線源ＬＡをも含んでいる放射線システムＥｘ、ＩＬと、
　マスクＭＡ（例えばレチクル）を保持するためのマスク・ホルダが設けられ、且つアイ
テムＰＬに対してマスクを正確に配置するための第一の位置決め手段に接続されている第
１のオブジェクト・テーブル（マスク・テーブル）ＭＴと、
　基板Ｗ（例えばレジスト塗布シリコン・ウェハ）を保持するための基板ホルダが設けら
れ、且つアイテムＰＬに対して基板を正確に配置するための第２の位置決め手段に接続さ
れている第２のオブジェクト・テーブル（基板テーブル）ＷＴと、
　マスクＭＡの照射部分を基板Ｗの（例えば１つまたは複数のダイを含む）ターゲット部
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分Ｃ上に結像（イメージング）するための投影システム（「レンズ」）ＰＬ（例えば屈折
、反射または反射屈折システム）とを有している。
【００５１】
　ここに示されるように、この装置は透過型である（すなわち、透過マスクを有する）。
しかし、一般に、例えば（屈折マスクを備えた）屈折型の装置であってもよい。あるいは
、装置は、マスクを使用する代わりに他の種類のパターニング手段を採用することもでき
、その例としては、プログラム可能なミラー・アレイまたはＬＣＤ行列が挙げられる。
【００５２】
　放射線源ＬＡ（例えば水銀ランプまたはエキシマ・レーザ）は放射線のビームを生成す
る。このビームは、例えば、直接、またはビーム拡大器Ｅｘの如きコンディショニング手
段を横切った後で照明システム（照明装置）に供給される。照明装置ＩＬは、ビームの強
度分布の外的かつ／または内的な半径方向の広がり（それぞれ、一般に外σおよび内σと
称する）を設定する調整手段を含むことができる。また、照明装置ＩＬは、一般に、積算
器ＩＮやコンデンサＣＯの如き他の様々なコンポーネントを含む。このように、マスクＭ
Ａに衝突するビームＰＢは、その断面において、所望の均一性および強度分布を有する。
【００５３】
　図９に関して、放射線源ＬＡは、（例えば、放射線源ＬＡが水銀ランプの場合に多く見
られるように）リソグラフィ投影装置のケース内に配置することもできるが、リソグラフ
ィ投影装置から離して配置し、そこから生成される放射線ビームを（例えば好適な誘導ミ
ラーを利用して）装置に導入するようにしてもよい。後者のシナリオは、放射線源ＬＡが
（例えばＫｒＦ、ＡｒＦまたはＦ２レージングに基づく）エキシマ・レーザである場合に
多く見られる。本発明は、これらのシナリオの両方を包括する。
【００５４】
　その後、ビームＰＢは、マスク・テーブルＭＴ上に保持されるマスクＭＡを横断する。
ビームＰＢは、マスク間を横切って、レンズＰＬを通過し、レンズＰＬは、ビームＰＢを
基板Ｗのターゲット部分Ｃ上に集める。それぞれ異なるターゲット部分ＣをビームＰＢの
経路に配置するために、第２の位置決め手段（および干渉測定手段ＩＦ）を利用して、基
板テーブルＷＴを正確に移動させることができる。同様に、例えばマスク・ライブラリか
らマスクＭＡを機械的に取り出した後、または走査時に、第１の位置決め手段を使用して
、ビームＰＢの経路に対してマスクＭＡを正確に配置することができる。一般に、オブジ
ェクト・テーブルＭＴ、ＷＴの移動は、図９に明確に示されていない長行程モジュール（
大雑把な位置決め）および短行程モジュール（繊細な位置決め）を利用して実現されるこ
とになる。しかし、（ステップ・アンド・スキャン・ツールとは異なる）ウェハ・ステッ
パの場合は、マスク・テーブルＭＴを単に短行程アクチュエータに接続するか、または固
定すればよい。
【００５５】
　ここに示されるツールは２つの異なるモードで使用できる。すなわち、
（１）ステップ・モードでは、マスク・テーブルＭＴを本質的に静止状態に保ち、マスク
・イメージ全体をターゲット部分Ｃ上に一挙に（すなわち単一の「フラッシュ」で）結像
する。次いで、異なるターゲット部分ＣにビームＰＢを照射できるようにＷＴをｘおよび
／またはｙ方向にシフトさせる。
（２）スキャン・モードでは、所定のターゲット部分Ｃを単一の「フラッシュ」で露光し
ない点を除いては、本質的に同じシナリオが適用される。ただし、投影ビームＰＢにマス
ク・イメージ上を走査させるように、マスク・テーブルＭＴは所定の方向（いわゆる「走
査方向」で、例えばｙ方向）に速度νで移動可能である。それと並行して、基板テーブル
ＷＴは、同方向または反対方向に速度Ｖ＝Ｍν（ただし、ＭはレンズＰＬの倍率（典型的
には、Ｍ＝１／４または１／５である）で同時に移動する。このように、解像度を低下さ
せる必要なく比較的大きなターゲット部分Ｃを露出することができる。
【００５６】
　本発明の特定の具体的な実施例を開示したが、本発明を、その主旨および本質的な特徴
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から逸脱することなく他の形式で具体化できることに留意されたい。したがって、本実施
例は、すべての点において、限定的なものではなく例示的なものと見なされ、本発明の範
囲は添付の請求項によって指定されるため、請求項と同等の意味および範囲に含まれるす
べての変更はそこに包括されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明に従って設定されるＯＰＣルールを生成するための方法の例示的な実施例
を示すフローチャート。
【図２Ａ】主要フィーチャに隣接するスキャッタリング・バーの例示的な配置を示す図。
【図２Ｂ】図２ａの主要フィーチャに対応する空中イメージを示す図。
【図３】本発明の方法に従って生成された例示的なＯＰＣルール群を具体化するルックア
ップ・テーブルを示す図。
【図４】ラインおよび補正に関するＯＰＣルール群を生成するための方法の例示的な実施
例を示すフローチャート。
【図５】本発明による、所定のレチクルにＯＰＣルール群を自動的に適用する例示的な方
法を示すフローチャート。
【図６】本発明の方法を実証する実験結果を示す図。
【図７】本発明の方法を実証する実験結果を示す図。
【図８】ラインおよび補正に関する本発明の方法の実験結果を示す図。
【図９】本発明の方法とともに好適に使用されるリソグラフィ投影装置を概略的に示す図
。
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