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わが国の半導体産業は、現代ならびに近未来のユビキタスネットワーク社会を構築、推進していく
上で、極めて重要な産業としての期待が高まっている。なかでも、半導体生産に関する技術は、超 LSI
の高密度化、高集積化、高性能化への要求に対し、それらを支える重要な位置を占め、より一層の技
術向上を図る必要がある。
当協会においては、平成 12 年（2000 年）電子デバイス生産技術委員会（現：半導体生産技術専門
委員会）の傘下に発足したレチクルマネジメント小委員会で、この関係技術の標準化について種々審
議検討し、その結果をガイドライン、提言としてまとめて来た。議論が成熟してきたこともあり、平
成 14 年（2002 年）からは SPIE（2 月-米国） / PMJ（4 月-日本） / SEMICON WEST（7 月-米国） / BACUS
（10 月-米国）/ MNC（10 月-日本） / SEMICON Japan（12 月） / EMLC（1 月-欧州） などの国内外
の学会・団体等の会合へ積極的に参加し情報収集を行い、さらに意見を反映させるべく発表の機会を
持ってきた。
その中でも、SEMI（SEMICON）においては、随時に協力することによって国際的な標準化への貢
献と調和に努めてきた。
レチクルデータについては、標準化を推進することにより開発投資、設備投資の無駄を省くための
直結した急務な課題であるとの認識が高まりつつあった約 3 年前から、この課題に取り組んできた。
このたびは、前述の調査研究活動の結果を踏まえ、関心を有するデバイスメーカ、半導体製造装置
メーカ、半導体関連測定機器メーカ、および有識者（学識経験者）との意見交換を元に、パターン設
計・マスク・ウェーハプロセス間に亘る共通情報の標準化技術の提案から、コラボレーション技術、
そして情報の組み合わせによる生産技術の創造性へと発展する仕組みについて、一歩踏み込んだ取り
まとめを行った。
本報告書が、各方面に広く利用され、わが国の半導体産業ならびに電子工業の発展のための一助と
なれば幸いである。
なお、本報告書発行にあたり、ご指導ご協力いただいた関係機関、関係会社、直接労を賜った有識
者および委員各位に対し、深く感謝の意を表する次第である。
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本調査研究では、2000 年から 4 年にかけて、B2B（Business to Business）
、B2C（Business to Customer）
市場を捉え、SoC（System On Chip）ビジネスを前提とした半導体生産技術の生産性向上と、且つ超
LSI の高密度化、高集積化、そして高性能化への要求を鑑み、デバイス設計からレチクル設計・製造、
そしてウェーハ設計・製造に亘る設計・製造情報（データ）ハンドリングの共有化・共通化・再利用
化に関してワールドワイドに調査・研究を行った。これらの活動は、ガイドラインとして提言し、Selete
におけるユニット開発と SEMI 標準化技術へと発展した。
今回の報告から、半導体生産技術の投資対効果やスピード化が具現化されていることを読み取って
頂きたいと思っている。
さらに昨今、DFM（Design For Manufacturability）が生産技術のキーワードとなっているが、本標準
化技術の組み合わせによって、容易に生産技術の創造性へと発展する仕組みについての取りまとめも
行った。
また、本委員会は、2005 年度から DFM プロダクトマネジメント小委員会（以下 DFM-PM）として
活動している。
(1) JEITA が提言するレチクルマネジメント小委員会（RMS）のガイドライン［第２章］
SoC 品種の生産性を向上させるための特有の課題として、お客様へのスピーディーな対応とフレキ
シブルな設計製造が挙げられる。例えばウェーハ数枚で完結する製品や、一枚毎に仕様の違うレチク
ル製作の製造要求がある。
従ってガイドラインの中核は、
「設計と製造の関連性の理解に基づく相互の
製造技術最適化の拡張性と情報の再利用性を確保して、設計と製造のリンケージを強化することがで
きるようにすべきである。
」と位置付けた。
そこで、レチクルをデバイス設計情報とフォトプロセス･製造情報の結節点とし、
「情報交換に関わ
るインターフェースを標準化するためのガイドライン」を提言した。
ガイドライン Ver.1 は 2001 年に公開し、デバイスパターンを含まないデバイス設計情報、レチクル
製作情報、そしてステッパーのレシピー情報を対象とし、2003 年にはガイドライン Ver.2 を公開し、
デバイスパターン情報を付加することとなった。さらにアプリケーション技術との連携やプロセスモ
ジュール化そしてスルーザプロセスへの展開を視野に入れた。
また、情報をハンドリングするツールとして、XML（eXtensive Markup Language）技術を採用し、
データ構造の階層化を意図的に図ることで、情報の再利用や異なった情報のインターオペラビリティ
ーを可能とし、インターネットにより、Web マーケットにも対応出来る様にした。
(2) SEMI レチクルデータマネジメントタスクフォース（RDM-TF）活動［第３章］
3 つのワーキンググループがキックオフした。1 つは、マスク受発注仕様と検査仕様である P10 改
訂ワーキンググループ。そして残りの 2 つは、本タスクフォース活動の新規仕様として制定された、
フォトマスク欠陥データと修正データハンドリング仕様の P42、そして P41 のレチクルフレーム情報
（アライメントマーク）とウェーハマップ情報のハンドリング仕様である。
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P42 は欠陥データ形式を標準化することで、特定のシステムに依存せず他の装置・解析システムに
利用が出来、実運用すれば作業・品質解析の効率化が期待出来る。
P41 はステッパーメーカー3 社の協力の下、レシピー言語が共通となり、自動レシピー作成のため
のインフラが整い、例えば P10 情報にあるフレームデータとの連携も可能となった。
P10 は 90nm ノードテクノロジー用にアップデートし、ASCⅡテキスト構成だったものに XML 仕様
を追加した。また、ASPLA との共同ワークにより 2005 年度の改訂で日本語の統一用語が盛り込まれ
る予定である。
特に P42 は、Selete で開発が行われ、既に実装している装置がある。
因みに本タスクフォースは、2003 年度 SEMI スタンダードアワード（特別賞）を頂いた。
(3) 関連する海外動向の調査［第４章］
海外では、設計 EDA の標準化技術である OpenAccess が既に公開され、SEMI P10 を情報のバイパ
スにして、製造側へデータ（情報）をハンドリングする API（Application Program Interface）が推奨さ
れていた。従って SEMI-NA（North America）, SEMI-EU（EUrope）の動向調査と RDM-TF 活動として
も共同のワークショップを開催し、情報交換を行って来た。
ここでは EDA 側と製造側共通の仕様である SEMI P10 に関係した調査を行った。SEMI-NA におい
て、P10 は日本では馴染みがなかったが、NA は、1990 年からスタートし、その普及率は今ではほぼ
50％となっている。フォトマスク発注フォーマットの電子化やデータ転送は基より、Data Path TF が
提案した UDM（Universal Data Model）と連携して、設計側と製造側を繋ぐ DFM 構想を提案している。
SEMI-EU は、インフィニオン主導で AutoMOPS（Automatic Mask Order Processing System）を開発し
た。現在は MOPXE（Mask Order Processing In the eXtended Enterprise）プロジェクトに引き継がれてい
る。残念ながらこれらは、インフィニオン内部システムであり公開情報は乏しいが、SEMI-NA と動向
は一致している。
一方、パターンデサインルールに関しても調査を行い、SEMI-NA のマイクロリソグラフィー委員会
の一つである、Metrology 委員会と CD バウンダリーの定義に関し、議論を行い、その目的と方向性に
おいて、OPC（Optical Proximity Correction）や RET（Resolution Enhancement Technology）を設計する
際に必要となる転写後の寸法測定に関する基本的な定義のとりまとめに参画した。
(4) 関係各社の動向［第５章］
ここでは、フォトマスクメーカーと検査装置メーカー、そして EDA ベンダーの動向調査を実施した。
初めにフォトマスク品の世界市場は、2004 年度の一つの特徴として、90nm ノ－ドテクノロジーに
代表されるハイエンド品へ移行し、それが売り上げの 40％を占めるメーカーが現れ、今後益々フォト
マスク価格への注目度が伺われる。
今回の調査で、デバイスメーカーが SEMI P10 を運用した場合、年間 20 億円のコストダウンが図れ
ることを示したが、日本での P10 普及率は外資メーカーを除きほぼゼロであり、フォトマスクメーカ
ーとデバイスメーカー全体で協議すれば、新たなコスト戦略が打ち出せることは、この一例をとって
も明らかだと考えている。
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フォトマスク検査メーカーの動向としては、SoC 品種特有の課題として、レチクル 1 枚の中でデバ
イスパターンの疎密差が明らかに顕著なため、その検査感度による擬似欠陥の多発がある。これを回
避する手段として、設計データを読み込んで、スループットと精度を上げる手法が提案されている。
これらも設計と製造を繋ぐ情報のリンケージが必要な一例となっている。
最後に EDA ベンダーに関しては、技術調査は前４章に詳しいが、従来のデバイス設計手法で蓄積
したツール技術が、今後製造技術情報である OPC 技術や DFM 技術と如何にフレキシブルにリンケー
ジして、その結果歩留まり向上と設計製造スピード向上を実現させて行くかが、今後の重要なポイン
トとなると考えている。
(5) 標準化技術の組み合わせから生産技術の創造性について［第６章］
ここでは、活用のアスペクトという仕組みを考案し、製造技術者のライフワークである課題と改善
テーマを抽出し、さらに複数の課題を連携させた複合的なパラダイムが分析できるようなストラクチ
ャーを作成した。この構造から、共通する標準化表現を検討・見出し、且つ製造プロセスにおける多
重の制御ループを見出すことで、実は生産性の創造を生み出すことになるとしている。
例えば、課題としてステッパー照明系のシステマティックエラーとレチクルエラーを標準化技術項
目として取り上げた場合、複合的なパラダイムとして経時変化を掛け合わせてみると、如何にシステ
マティックエラーが複合的に発生するか、容易に想像出来る。
従って SoC ビジネスの生産性向上にとって、この活用のアスペクトという仕組みで標準化した情報
を如何に相互的に活用するかといる方法論があってこそ付加価値生産が創造出来るのである。
従って、
商品開発費とのトレードオフも容易に見積もれることだろう。
(6) 今後の見通しと課題（ロードマップ）［第７章］
前章を受けて、アプリケーションと実装の促進の重要性を述べている。生産工程における段取り作
業から、EES（Equipment Engineering System）
、そして IMS（Integrated Module System）へ展開と、SoC
製品に対する効率化と最適化を報告している。
また、国内コンソーシアムとの連携は、今までの実績から、ガイドラインの提言から標準化技術の
開発、そして実装化するスキームが如何に重要であるかを問い直している。
最後に、今後の課題を踏まえ、我が小委員会の総意としてその思いを提言としてまとめた。
以上
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1. 緒 論
先端 SoC ビジネスでは、設計と製造が連携した最適化が重要である。この最適化においては、OPC
（光近接効果補正）技術に代表されるように、設計したものがレチクルを通して正しく製造プロセス
で実体化されるようにしている。レチクルに関わる情報が、設計と製造プロセスの結節点となってい
る。また、レチクル 1 枚ごとに精妙に効率化を行ってコストダウンを行うことは、どのようなビジネ
ス形態にとっても必須である。当委員会では、このレチクルに関連する情報について技術融合のベー
スとなる標準化を提唱し、実現方法を検討してきた。
本報告書は、レチクルマネジメントの JEITA のガイドライン Ver1 及び、パターンデータを扱う Ver2
の説明と、Ver1 に基づく SEMI スタンダード活動、及び関連する標準化動向の紹介を行う。また、パ
ターンデータに関するアプリケーションを創造していくうえで、重要なレチクル情報をどのように活
用するかという観点から、共通要素を抽出していくアプローチと分析についての紹介と、実装化の進
め方について報告する。
1.1

経緯

JEITA 電子デバイス部会（現：半導体部会）に属する、デバイスメーカ 10 社で当初発足し、2004
年度から 11 社が参加する半導体生産技術専門委員会は、プロセス、装置、材料に関わる生産技術を調
査、標準化に対応している。この専門委員会の具体活動として 2 つの小委員会が設置され、その一つ
e-Manufacturing 小委員会は EES という世界的な潮流を生み出している。一方のレチクルマネジメント
小委員会は今後の日本の半導体関連産業にとって重要な、レチクルに関連する効率化について将来像
を示すことを使命として、2000 年度よりレチクルデータマネジメントのガイドライン活動を行ってい
る。
(1) 小委員会のスコープ
図 1-1 は小委員会のスコープを示すものである。ここでのスコープは、レチクルに関連する効率化
について将来像を示すものである。従って、小委員会のことだけではなく、SEMI、コンソーシアム、
サプライヤーの方たちとの関係が示されている。個別の活動のスコープについては後に説明する。
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図 1-1 レクチルマネジメント小委員会活動のスコープ
図 1-2 は小委員会活動のゴールであるプラットフォームとアプリケーション情報の連携あるいはソ
リューションビジネスを示しているものである。小委員会の本ガイドライン活動では、特定の経路の
先にあるゴールを念頭に置くのではなく、本委員会の活動は、この図に示すように、レチクル、ウｴ
―ハの生産技術の様々な技術潮流の合流してゆくべき場所を指し示している。また、ソリューション
ビジネスというものも、これも、生産技術やビジネスの領域で、私たちの創造性がおおいに競争力を
持ちうる場所を指し示すようにして言っている。ここでは、この開かれた狙いを汲み取っていただき
たい。
Interoperability RDM Platform and Application Model
IP
IP
OpenAccess
OpenAccess
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MEF
MEF
Hot
Hotspot
spot
OPC
OPC
Mask-APC
Mask-APC

SoC
SoC

Wafer
Reticle

Advanced
Application
Technology

EDA Data
CD/Reg/Def
P10/P42
Process Data
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図 1-2 RDM プラットフォームとアプリケーション情報の連携
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EDAツール

マスク受発注システム
レイアウトデータ
OPC 選択・検証

デザインルール
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Yield Management

レシピメンテナンス

テスティング
パターン形成精度検証

プロセスコントロール

装置・APCツール

計測・歩留解析ツール

図 1-3 半導体生産技術の一般的なワークフロー
図 1-3 は半導体生産技術の一般的なワークフローを示している。このサイクリックなワークフロー
は、デザインルールの構築、設計を通じてレイアウトデータの生成、OPC の選択、マスク QC、装置
のレシピーメンテナンス、プロセスコントロール、パターン精度の検証、テスト、歩留まり改善を含
んでいる。このワークフローは広く認識されていて様々なツールを用いて効率性が高められてきてい
る。しかし、一度異常な現象が見つかると、複雑なコミュニケーションが飛び交っている。このワー
クフローとコミュニケーションの関係は、創造的な技術では、両方の視界をもつことが必要である。
たとえば、このコミュニケーションネットワークでは、図 1- 4 に示すような内容が共同作業されてい
た。これらは、すでにいつでも行われているのであるが、その非効率性は部分的にしか浮かび上がる
ことのない、認知心理学的に言われる図と地の関係の地にあたる部分であった。

コミュニケーションの苦痛 ：レシピメンテナンスでは多様な領域の情報を必要とする。
この中でもレチクル１枚ごとに変更する部分は頻度大
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図 1-4 半導体生産技術の共同作業
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(2) ガイドライン活動の動機：何が問題であるか？
以上のような把握をベースにガイドラインの動機を述べる。何が問題であるか。図 1-5 で例を示し
ている。図中のリソのエンジニアは計測器を用いてレシピを検証しようとしているが、多くのことが
彼にせまってきている。露光機のほうは間違いなく動いているのか? マスクの精度は? 装置間差は?
検証ツールではどこがクリティカルだって? パターン依存! 収差の影響? 色々な効果が定量化で
きていないということ自体にも及ぶこともある。コストを下げろ、効率よくやれ、早く! こんがらが
るような制約も降りかかってくる。これは SoC の現実である。エンジニアは複合した問題解決につい
て考えている。しかし、 それぞれの問題は、それぞれのツール、特に、エンジニアとサプライヤーの
距離は遠く、そして、エンジニア間同士もお互い少し離れていて迅速な解決を阻む。課題は、
「複合的
な問題解決を直接できるようにする。そして、その問題解決を効率的な生産システムにしていくべき
だ」ということであって、この課題を解決するための指針を示すことをガイドライン活動の動機とし
ている。

スト

何が問題ですか?

コ
例えば、こんなことに困っています。。。
効率
計測装置の精度をみて、レシピの検証しなきゃ….
露光機のほうは間違いなく動いているの?
早く !
マスクの精度は? 装置間差は?
DRCではどこがクリティカルだって ?
パターン依存! 収差の影響?
制約
段差かしら? TEGとデバイスパターンの関係?
色々な効果が定量化できていない

SoCでは
現実の問題

エンジニアは複合した問題解決について考えている!
しかし、 それぞれの問題、それぞれのツール、
特に,サプライヤの間は遠く…そして、エンジニアもお互い少し離れている。
複合的な問題解決を直接できるようにする。
そして、その問題解決を、効率的な生産システムに変えていく。
図 1-5 設計と製造の相互作用
このような距離を克服し、問題解決を生産技術に実体化していくシナジーの鍵は設計と製造の連携
強化である。図 1-6 で設計と製造の相互浸透する表現にガイドラインのアイテムがマッピングされて
いる。レチクルに関連した情報はこの相互作用に深く関わっていると考えられる。重要なのはスタテ
ィックな拘束関係だけではなく、支援したり依存したりする関係である。相互に良い影響を与えるよ
うとするコミュニケーションや最適化を目指すべきである。設計/製造連携の生産方式において、設計
サイドでは作りやすさ、パターン依存性、プロセス仕様などにもとづく設計の最適化が行われ、製造
サイドでは、プロセスモジュールの統合や、パターン依存性、デバイスの仕様にもとづく製造の最適
化が行われる。中核となるガイドラインは「標準化の表現は、設計と製造の関連性の理解にもとづい
た相互の最適化を拡張性と再利用性を確保して改良を可能とする、設計と製造のリンケージを強化す
ることができるようにすべきである。
」ということである。
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(3) ガイドライン活動の経緯
標準化の表現は、設計と製造の関連性の理解にもとづいた相互の最適化を
拡張性と再利用性を確保して改良を可能とする、設計と製造のリンケージ
を強化することができるようにすべきである。 (Ver2のガイドラインより）)
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図 1-6 設計と製造の相互関連
しかし、このようなことは可能だろうかということが問われてきた。少なくとも活動開始当時、国
内では可能ではなかったので、小委員会では 2 ステップで取り組んできた。まず、既存のワークフロ
ーをベースに情報のインターフェースに着目したガイドライン Ver.1.0 を提案した。これは、標準の形
式を決める一般的なガイドラインとアプリケーションについてのガイドラインからなる。パターンデ
ータについては今後の課題として除外された。一般的なガイドラインは標準化されたフォーマット、
標準化されたデータ交換、明確な定義、階層的な関係表現、オンデマンド、セキュリティについて要
請し、つまりは、標準の XML 表現とすべきであるとしている。アプリケーションについてのガイド
ラインでは、既存ワークフローを分析し、効率化の必要性が高いインターフェースであると考えられ
たマスク受発注、レシピーメンテナンス、マスク検査修正レビュー装置のクラスタリング、欠陥解析、
QC データが選択された。SEMI の TF では、一般的なガイドラインにそって、標準化の取り組みを行
ったが、検査装置・欠陥解析・QC データは、パターンデータに関連するとして、着手できなかった。
引き続いて提案した Ver2 は、このパターンデータのハンドリングについての提案と、これにもとづい
て、新しいエンジニアリングチェーンへの拡張性を、さらに Ver1 に加えている。
図 1-7 は、Ver1 と 2 の違いを示した図である。
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JEITAガイドライン Ver1

2000年に
設定した
ゴール

SEMI:RDM TF

一般的なガイドライン
標準化されたフォーマット
標準化されたデータ交換
明確な定義
階層的な関係表現
オンデマンド
セキュリティ

JEITAガイドライン Ver2
Ver1にパターンデータ
のハンドリングを付加

タスク
フォース
で参照

パターンデータの活用モデル
エンジニアの活用のための
メタデータ標準化

XML化

アプリケーションに
対する ガイドライン
マスク受発注
Completed
レシピメンテナンス
Completed
マスク検査修正レビュー
Completed
装置のクラスタリング
欠陥解析
検査関連のテーマは、
パターンデータのハンド
ＱＣデータ
リングを含むとしてＳＥ
パターンデータは、
ＭＩではスタートできな
重すぎるとして除外 かった。

EDA データ
への索引

新しいエンジニアリング
チェーンマネージメント
のための拡張性

図 1-7 Ver1 と Ver2 の違い
1.2

パターンデータハンドリングへの小委員会のアプローチ

パターンデータハンドリングへの小委員会のアプローチを説明する。
(1) ガイドライン Ver2 を日米欧の学会及び SEMI-TF で発表し関係者と協力関係を築き、最新動向に
ついて情報を収集する。
(2) 断片的に公表される技術について、ユーザが困っている課題やユーザエンジニアの視点（デバイ
スメーカのマスク/リソ/生産システム担当の委員）と関連づけて、各々の技術を複合して活用す
るシナリオを組み立てる。
(3) シナリオや課題から、要素となるエンジニアリング活動をリストアップする。
(4) エンジニアリング活動間の関連性から、必要と考えられる設計者意図などの明示的/暗示的なメタ
データを探索する。
(5) これらのメタデータを UDM などのデータモデルや諸アプリケーションを参照できるように単位
要素化して定義公表する。
(6) サプライヤーのエンジニアと実装可能なモデルの開発を目的とするコンソーシアムを立ち上げた
い。
現在（4）の段階を含んで進めており、
（6）の可能性を検討中である。
概要を締めくくるにあたり、RDM のガイドラインと関連する技術を知識マネージメントの傾向の
上にマッピングした（図 1-8）
。図 1-8 を見れば判るように、関連事項は、ルーチンワークの効率化か
ら、創造性に向かう傾向を示している。これらは、ガイドラインの歩みと同じであって、実現されて
いること、着手されていること、望まれていることがそれほど飛躍せずに並んでいると見ていただき
たい。Ver2 は、曖昧でわかりにくいと言われているのは、創造的・開発段階であるからである。
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ボーダレス
マルチディシプリナリ
曖昧を含む情報系

Creative Associations among Applications and Standards(ver2)
Pattern Data
Pattern
DataUsability
UsabilityModel(Ver2)
Model(Ver2)
Through The Process(Ver2)
MOPEXE
MOPEXE
Flexible Mask
Flexible
MaskSpec.
Spec.
DFM
DFM

Creativity
Creativity

IP Shuttle
IP
Shuttle
DTM
DTM
Process Module
Process
ModuleIntegration(Ver2)
Integration(Ver2)
Defect Analysis(Ver1)
Analysis(Ver1)
UDM/Milkyway
UDM/Milkyway
Mask Compose
Compose
MDP Mask
MDP

Routine
Routine
明確に区画化
された
インタフェース

P10 Mask
MaskOrder
OrderEntry(Ver1)
Entry(Ver1)
望まれている LVS
着手されている
実現されている

知識工学的トレンド (Customer)

Inspection/Repair( (Ver1)
Inspection/Repair
Ver1)
FrameData(Ver1)
FrameData(Ver1)

Design

MaskFab

WaferFab

(Customer)

知識ドメイン
図 1-8 Ver2 の創造性
本報告書で報告される内容をまとめると、2001 年に、パターンデータのハンドリングを除外するレ
チクルデータマネジメントに関するガイドライン Ver1 を完成した。次のステップとしてパターンデー
タのハンドリングを含むガイドライン活動を進め、2003 年 7 月に Ver2 を提案した。Ver1 にもとづき,
SEMI JAPAN でタスクフォースが設立されて、3 つの SEMI スタンダードが成立した。① P10 改訂
② 露光機のフレームデータターミノロジー（SEMI P42）③ マスク検査/修正/レビュー装置のデータ
交換フォーマット(SEMI P41)である。最後に、Ver2 にもとづく標準化活動についてはこれまで欧米と
の連携をとって進めてきているが、今後国内のサプライヤーの方たちと協力して実装可能なモデルを
提案していこうと考えている。

2. ガイドライン
2.1
2.1.1

ガイドラインVer1
ガイドライン Ver.1.0のスコープ

概論の活動経緯の項で述べたように、活動開始時の国内では、パターンデータのハンドリングの標
準化を検討することが可能ではなかったので、ガイドライン活動を 2 ステップで取り組んだ。まず、
既存のワークフローをベースに情報のインターフェースに着目したガイドライン Ver.1.0 を提案した。
図 2-1 はそのスコープを示す。別項の SEMI の標準化でも引用されるので、詳細は省略する。SoC ビ
ジネスのためには,設計からマスク製作、ウェーハ製作にわたり、レチクル 1 枚毎に関連する全ての業
務の効率性を高めなければならない。そのうえで、図 2-1 のインターフェース部で既に個別にドキュ
メント化されているものを共通化して XML で表現する SEMI での TF 設立を提案して参加した。この
段階ではパターンデータは、重すぎるとして除外した。
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ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ Ver.1.0のｽｺｰﾌﾟ
SoC ﾋﾞｼﾞﾈｽのためには,設計からﾏｽｸ製作、ｳｪーﾊ製作にわたり、
ﾚﾁｸﾙ１枚毎に関連する全ての業務の効率性を高めなければならない。
情報交換に関わるインターフェースを標準化するためのガイドラインを提案した。
パターンデータは対象外

設計

設計部門
パタ
ーン
設計

論理､
回路
設計

ダミー

ＯＰＣ

ウェーハ
プロセスへ

ウェーハＦａｂ
標準化対象

１

ＤＲＣ
GDSデータ
転送ｻｰﾊﾞ
マスク発注書
検査仕様書

フレーム

４

プロセス技術部門
ウェハ製造部門

マスク製造部門

生産管理部門

２

検査デ‐タ
フレーム
仕様書

３

ダミー
生成
フレーム
データサーバ
生成
マスク発注書
フレーム
検査仕様書
仕様書
仕様ｺｰﾄﾞ登録
フレーム仕様書
承認、発行
検査データ
５
レシピ

ＥＢ
変換
ＥＢ
露光
マスク
検査

マスク

輸送

受入

ＯＰＣ

マスクＦａｂ
１；受発注 ２，４；レシピ作成・ＱＣ ３；データ交換・活用 ５；レシピ作成

図 2-1 Ver1 のスコープ
2.1.2

ガイドラインVer1でフォーカスされた標準化項目

Ver1 に関連した標準化は別項でその成果を報告するので、ここでは現在の時点で注目すべき点のみ
手短に説明する。Ver1 では 4 つのアプリケーションに関する提案を行ったが、共通部分として QC デ
ータの標準化がフォーカスされ、QC データはそれ単独ではなく図 2-2 のように関連性が管理されるべ
きで、この標準化が必要であることを提案した。マスク QC データについては最近ヨーロッパでター
ミノロジーが整理されて、今後 Ver1 の提案のように実用的な包括性に向けて展開されるべきであろう。
このようにして、それぞれのアプリケーション領域のさまざまな QC データの表現は、共通の表現に
統合できる。たとえば、レチクル受発注で用いられる情報は、レシピーメンテナンスや欠陥解析で再
利用される。
JEITA ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ Ver.1.0
でとりあげたｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｵｰﾀﾞｴﾝﾄﾘｰ

QC ﾃﾞｰﾀ標準化は
理解可能性を重視

欠陥解析

ｽﾍﾟｯｸｼｰﾄ

解析・校正 パターン
ﾃﾞｰﾀ
処理手順

照合データ
辞書

ＱＣデータ
共通言語化

ﾚｼﾋﾟﾊﾟﾗﾒｰﾀ
ﾚｼﾋﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽ

フォーカス

ﾃﾞｰﾀ構造
ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
幾何情報
ﾃﾞｰﾀ構造

照合データ

ＱＣﾃﾞｰﾀ
（ﾃﾞｰﾀ構造
定義含む）

付帯ﾃﾞｰﾀ
イメージ
プロセス
ﾃﾞｰﾀ
装置材料

納入
仕様書
プロセス
仕様書
校正
ﾃﾞｰﾀ

装置ｸﾗｽﾀﾘﾝｸﾞ

それぞれのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ領域の不均一なQCﾃﾞｰﾀの表現 は、共通の表現に
統合できるのではないか。そして、たとえば、ﾚﾁｸﾙ受発注で用いられる情報は、
ﾚｼﾋﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽや欠陥解析で再利用されるようにすべきである。

図 2-2 QC データの共通言語化から標準化へ
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2.1.3

SEMI-TF でのP10 改訂活動

SEMI-P10 では受発注シートが標準化され、国内ではあまり使われないもののワールドワイドでは
広く使われている。この P10 の見直しを行うことを SEMI-NA と協力して進められた。この活動では、
新しいテクノロジーにマッチするよう新項目を加えてアップデートすることとインターネットに親和
性のある XML スキーマに変換できるように検討した。当初 SEMI-NA では XML 化には消極的であっ
たが、
2003 年のターミノロジーに関する P10 改訂の後、
2004 年の改訂で XML 仕様が作成されている。
ただし、XML 化はマスク検査情報のみで、発注情報は次回の改訂を目指している。この XML 化され
た標準化により、日本でも各社ごとのフォーマットとの間の自動変換を用意して広範囲の e-ビジネス
とアプリケーションの活用が可能になる。しかし、そのためにも各社はこの標準化動向に積極的に関
与していくことが望まれる。図 2-3 は P10 の改訂をイメージ化したものである。

ﾏｽｸ受発注情報

1. 新ﾃｸﾉﾛｼﾞｰにﾏｯﾁするよう
新規項目を加えてｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
2. ｵﾌﾟｼｮﾝのｼﾝﾀｯｸｽにより、仕様のｽﾘﾑ化と
XMLｽｷｰﾏへの変換を考慮

MONI CD,
TOR Registration

START_ORDER
SEMI_REVISION
CUSTOMER
CUSTOMER_ID
VENDOR
FILE_DATE_TIME
MASK_SET_ID
DESIGN_RULE
END_MASK_SET_OPTIONS
MASK_GROUP_ID
END_MASK_GROUP_OPTIONS
PLACEMENT_TOP_CELL
MASK_ID
MASK_NAME
DELIVERABLE_MASK

P10 改訂
改定

Convertible

XML(optional)

DEVICE CD

TEG
Pellicle
flame

CD

Reticle
substrate

<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-16” ?>
<P10 xmlns:xsd="http://www.XXXXXXXXXX.org">
<mask_order ID=”ABC0001_12345”>
<semi_revision>P10-XXXX</semi_revision>
<customer ID=”S000001-A”>DEVICE MAKER 1</customer>
<vendor>MASK SHOP 1</vendor>
<file_date_time>02-SEP-2002, 10:00:00</file_date_time>
<mask_set ID=”ABC0001”>
<mask_set_options>
<design_rule>130NM</design_rule>
</mask_set_options>
<mask_group ID=”ABC0001-800”>
<mask_definition ID=”ABC0001-800-10”>
<mask_name>ABC0001-800-GATE</mask_name>
<deliverable_mask>T</deliverable_mask>

図 2-3 SEMI P10 のイメージ
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2.1.4

レシピーメンテナンス.レシピーメンテナンスの効率化
コミュニケーションの苦痛 ：レシピメンテナンスでは多様な領域の情報を必要とする。
この中でもレチクル１枚ごとに変更する部分は頻度大

設計者

マーク座標

ﾏｽｸｴﾝｼﾞﾆｱ ﾌﾟﾛｾｽｴﾝｼﾞﾆｱ

座標誤差

検査パターン 寸法誤差
CAD語

？語

装置ｴﾝｼﾞﾆｱ

マーク選択

ラインＰＱＣ

機差補正 SPCﾃﾞｰﾀ

検出条件
？語

？語

？語

分散した情報をかき集めてきて
その場その場で考えて

ＫＬＡ語
システム語
ＮＳＲ語

ＦＰＡ語

装置にはりついて、空くのを待って

図 2-4 半導体生産技術の共同作業
SEMI ではレシピーメンテナンスの効率化を取り上げた。レシピーメンテナンスというのは次のよ
うなエンジニアリング業務である。
リソグラフィー工程の装置に、
精度の高いレシピを設定するには、
設計者、マスクエンジニア、プロセスエンジニア、装置エンジニア、PQC から情報を収集して、ある
いは実地の装置上の評価結果も加えて最適化しなければならない。これらが、領域特有の様々な表現
で情報が記述されていると、先に示した図 2- 4 のように、仕事は難しくて、つらく効率の低いものと
なる。レシピーメンテナンスはこのように複雑であるが、あきらめる必要はないと考えられる。パタ
ーンデータのハンドリングに関連付けて、これらの領域から必要な情報を抽出して活用されるように
するのである。この方法論については、別項の活用のアスペクトについての分析で例示する。ここで
は、まず、パターンデータの扱いが軽い露光機のフレームデータに限定して SEMI－ジャパンで取り
上げ、標準化を進めた。露光機メーカの代表者のご協力により座標など共通化ができたことと、ケイ
デンス社殿の Maskcompose の支援が実現されていることから、今後検査装置での活用や P10 とのリン
クに発展する可能性は高くなっている。
ところで、
図 2- 5 で示したレシピーメンテナンスの将来像で、
ユーザがワークベンチ上で行っているのは、もはやレシピーメンテナンス自体だけではなく、レシピ
ーメンテナンスの検証や効率化などの膨大な作業となっていることに注目すべきである。このような
ことが現実に行われていて、最新の情報技術で支援されることが求められている。
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設計

ＭＥＳ

ＡＰＣ

・・・ちょっと寂しいけど

ＥＥＣ

マスク

ＸＭＬベースのﾃﾞｰﾀ交換
ﾚﾁｸﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ標準化

ﾚｼﾋﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ﾜｰｸﾍﾞﾝﾁ
最適化
問題解析
変更管理

ﾚｼﾋﾟﾋﾞﾙﾀﾞ

露光装置

SEMI Japan TF で ﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀを中心とする
露光装置のﾚｼﾋﾟﾃﾞｰﾀの標準化を進めた。
（ｷｬﾉﾝ・ﾆｺﾝ・ASMLが参加して2003年12月に成立）

図 2-5 レシピメンテナンスの将来像
2.1.5

マスク検査／修正／レビューのクラスタリング

マスク製造で、マスクの欠陥検査で見つけた欠陥を修正装置で修正し、それをレビュー装置で確認
するというような一連の工程で、共通の情報を共有できるように XML 技術で表現して、工程間のデ
ータハンドリングを自動化させようというものも SEMI-TF で取り上げた。マスク欠陥に関わるもので、
次のウェーハ FAB とマスク FAB の連携による欠陥解析と合理的な品質管理の実現につながりうるも
ので、他の検査装置に展開しうると期待するものである。図 2-6 はマスク検査/修正/レビューのクラス
タリングの標準化イメージである。
ﾏｽｸ検査/修正/ﾚﾋﾞｭｰ の各装置で共通の情報を、XML ﾃｸﾉﾛｼﾞｰを用いて
標準のﾃﾞｰﾀ仕様とし、ｸﾗｽﾀｰ化した効率的なｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを確立する。
欠陥ﾃﾞｰﾀのﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞを最新のITﾃｸﾉﾛｼﾞｰににより再利用できるようにする。
Mask 修正

外観検査
共通言語
欠陥情報

XMLﾍﾞｰｽの
ﾃﾞｰﾀﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ

修正情報

ﾚﾋﾞｭｰ情報

ﾚﾋﾞｭｰｽﾃｰｼｮﾝ

図 2-6 マスク検査／修正／レビュー
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2.1.6

レチクル欠陥解析の効率向上

図 2-7 マスク Fab とウェーハ Fab で欠陥情報を共有化するためのイメージ図
これはマスク Fab とウェーハ Fab で欠陥情報を共有して、レチクル 1 枚毎の欠陥解析を効率化しよ
うというものである。この標準化は、パターンデータのハンドリングを必要とするめ着手されなかっ
た。しかし、AIMS、バーチャルステッパー、Critical Area Analysis、収差の管理、EES などの解析ツー
ルがつみあがってきており、現在は必要であることが明らかである。図 2-7 はマスク Fab とウェーハ
Fab で欠陥情報を共有化するためのイメージ図である。
2.2

ガイドラインVer2

これ以降についてはガイドライン Ver2 を説明していく。
2.2.1

パターンデータ活用の標準化された表現とパターンデータフォーマットの関係

最初はパターンデータ活用の標準化された表現についてであり次のようになる。
「パターンデータ
そのもののデータ形式の標準化とは別に、パターンデータを参照し、これを活用する際に関連づけら
れる情報の表現を標準化すべきである。
」というものである。これが Ver2 の独自の特徴を示すガイド
ラインである。パターンデータそのもののデータ形式と活用する際に関連づけられる情報の表現とい
う二つの層の標準化について、図 2-8 では検査装置を例にして、このガイドラインで示している。
この標準化を行う層の区別を、パターンデータの表現とパターンデータフォーマットの関係として
説明する。パターンデータそのものは大容量で、処理速度を上げるように構造化されている。もし、
ウェーハ FAB でそれが使われるならば、エンジニアがそれをどのように使うかという視点から検討さ
れた標準化された表現が必要でとなるであろう。そのような表現は索引、注釈、他の有用な情報との
関連、さらにいくつかのアプリケーション間の接続を表現することが必要である。図 2-9 はこの標準
化された表現についてのイメージを示している。実際、新しいエンジニアリングチェーンマネージメ
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ントにおいては、品質やプロセス、コストを考慮して、設計データを参照しなければならないと考え
られる。

パターンデータについての表現

パターンデータフォーマット

マスクデータ名
マスクデータ名
位置精度測定パターン
測定原点定義

大容量データ

位置測定セル名

高速処理に最適化
→非テキストデータ
→使い易くはできない

位置測定座標

メタデータ

パターンデータについての知見・見方・検索する属性・注釈・参照先・関連付けなどを定義
ﾄで
これをXML関連技術で標準化することにより、
ｼ ﾞﾒﾝ
ﾞﾏ ﾈ ｰ
ｼ
ｯ
ﾚ
メタデータの値を自動設定する機能を促進
のﾅ
以外
で いる
システム間で機能を組み合わせて複合的な業務の自動化が進む 半導体
進ん
が
化
個別エンジニアリングにおける必要な情報をカスタマイズ
実用

活用するユーザの希望を反映させたメタデータの検討が必要

JEITAが推進する理由

図 2-8 パターンデータの表現とパターンデータフォーマットの関係

パターンデータそのもののデータ形式の標準化とは別に、パターンデータを
参照し、これを活用する際に関連づけられる情報の表現を標準化すべきである。
Ex)Specification in desired pattern based on check Rule A
1. Check Pattern
(must be assessed impact on wafer)
a. minimum space in dense pattern
address
center of the area
location to be checked
area to be observed
b. Gap between Line End and Corner
address
center of the area
location to be checked
area to be observed
gap definition
upper edge
down edge
c. Severe Line with for performance

図 2-9 パターンデータ活用の標準化された表現

13

2.2.2

Ver2パターンデータ活用モデルの狙いを理解するためのアナロジー

このコンセプトを理解するために、電子辞書のソフトウェアとのアナロジーを提案している（図
2-10）
。電子辞書のソフトウェアは、単なるデータの構造化ではなく、紙ベースの書籍に比較して非常
に広い用途で便利になるように活用モデルにもとづいて設計されている。特定の本を読むための単語
集とか、適切な TPO での用語選択も可能となるであろう。パターンデータについても半導体生産技術
の現場で役立つメタデータの辞書が用意されるとよいと考えられる。このパターンデータの活用を標
準化できるように明確にするという分析方法がすでに概要で触れ、別項で説明する活用のアスペクト
である。

図 2-10 Ver2 パターンデータ活用モデルの狙いの理解（アナロジー）
2.2.3

設計情報を用いるアプリケーションの創造的な連携

活用のアスペクトでは、ユーザのシナリオを素材に分析することで、標準化の表現は階層的に分類
されるのではなく、作業を組み合わせていけるように表現されることになる。ここで先に説明した
Ver2 のもう一つの特徴である新しいエンジニアリングチェーンマネージメントのための拡張性が考
慮される。次のガイドラインは「標準的な表現は、設計情報を用いるアプリケーションを連携させて
実際的な使用ができるように、考慮されなければならない。
」という要請で、アプリケーションの創造
的な連携を求めるものである。これは、現在のところノウハウの塊となっているこの領域で標準化が
できず、開発スピードが阻害されているが、差別化技術をこの創造的な領域に設定することで、標準
化をビジネス環境の中に正しく位置付けることができるものである。図 2-11 では設計情報を用いるア
プリケーションの創造的な連携をイメージしている。
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標準的な表現は、設計情報を用いるアプリケーションを連携させて
実際的な使用ができるように、考慮されなければならない。
標準化技術

連携

差別化技術 例えば....
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾏｽｸｽﾍﾟｯｸ

MEF(Mask Error enhance Factor) 活用上意味的に
まとまりのある単位
Mask CD deviation
Wafer CD deviation
Mask Specification for Hot Spot Pattern
Average
Standard Deviation

ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄﾊﾟﾀｰﾝ

conventional

Focus

ED-Tree
FEM(Focus Exposure Matrix)
Focus-Exposure Window
Hot Spot Pattern
DRC output
Detected Minimum Space
Nominal Value
Tolerance：

特殊
ﾊﾟﾀｰﾝ

Dose

ﾏｽｸ誤差を考慮したﾌﾟﾛｾｽｳｨﾝﾄﾞｳの推定
ﾏｽｸ仕様を決めるﾊﾟﾀｰﾝは
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙに同定される

野嶋 他(東芝 ) /PMJ 2002最優秀論文

図 2-11 設計情報を用いるアプリケーションの創造的な連携
2.2.4

プロセスモジュールへの拡張

このような標準化の表現が、半導体生産技術の現在で必須となっているプロセスモジュールエンジ
ニアリングにおいて生かされるはずである。デバイス構造の複雑化と微細化で多くの工程が品質上影
響しあうようになり、最近のプロセスの最適化は、複数の工程にまたがるプロセスモジュールをベー
スに考えられるようになってきている。例えば図 2-12 のモジュールは、薄膜のデポジションから CMP
までの工程とそれぞれの検査が連なり、個々の工程はモジュール全体の品質やコストを考慮して最適
化されながら、他のモジュールとの関係から設計される。ここで、微細化により個々の工程の品質で、
パターンレイアウト依存性を考慮することが必要となってきている。このパターンデータを含む設計
情報は、設計ツールの統合を目的とした API の標準化であるユニバーサルデータモデルの設計で蓄え
た広大なデータベースや各社が有するデータベースの、言わばメガストレージの中に貯えられている
わけである。現在は各工程のエンジニアが苦心して必要な情報を個々に入手しているのではないだろ
うか。もし、この間に、理解しやすいパターンデータの活用方法を表現する手段が標準化されていれ
ば、こういうモジュールエンジニアリングの最適化作業は、とても有益になると考えらる。小委員会
のガイドラインはレチクルデータの活用に限った提案であるが、リソグラフィー以外のプロセスでも
使われることを期待することができ、そういうことを考慮して標準的な表現を検討するべきものと考
えこのガイドラインを提案している。
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JEITAのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは、ﾚﾁｸﾙﾃﾞｰﾀの活用ﾓﾃﾞﾙに限定されるが、自然な傾向として
すべての要素プロセスで再利用可能となるのではないか。

標準化される表現は統合化されたプロセスモジュール内の
どの工程からでも理解でき再利用できるものでなければならない。
Isolation

Channel

Gate

Contact

Interconnect

[1] Optimization of the Integrated process module
全ﾌﾟﾛｾｽｽﾃｯﾌﾟでﾊﾟﾀｰﾝ依存性への意識が必要となってきている。
Each
mask/wafer
integrated
Depo
CMP fabrication
Litho processes
Etchis compacted
Depo to oneCMP
process module
that is categorized by quality and steps of fabrication.
ﾌﾟﾛｾｽ最適化はﾌﾟﾛｾｽﾓｼﾞｭｰﾙに
And this検査
one module
unified as検査
a single function
unit. 検査
検査should be
検査
検査
もとづいて検討されるようになっている。
Ver2.0: ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにとって理解しやすい活用ﾓﾃﾞﾙ
情報のﾒｶﾞｽﾄﾚｰｼﾞ
in UDM / 既存の内作システム

図 2-12 プロセスモジュール最適化への拡張
2.2.5

スルーザプロセスへの展望： 設計から出荷まで

同様に、こういったモデルは、テスト工程など後工程も含む、いわばスルーザプロセスで再利用さ
れるべきである。図 2-13 のようにウェハマップはスルーザプロセスで標準化されるべきものとなって
いる。もし、ウェハマップから個別のパターンデータまでをカバーする階層的なモデルがあれば、半
導体生産の広範な情報統合が促進される。小委員会のガイドラインはレチクルデータの活用に限った
提案であるが、
ここでのガイドラインは
「デザインから前工程までのデータ交換を重視した標準化は、
テスタや不良解析など後工程までにおいても再利用していけるように考慮していくべきである。
」
とい
うものである。

図 2-13 スルーザプロセスへの展望:設計から出荷まで
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2.2.6

グローバルジョイントガイダンスの提案
RDMで用いられる情報のデータベースのインタフェースの標準化活動との
連携できるように、RDMの標準表現とデータベースのインタフェースとが
変換可能にすすめるべきである。
全てのＥＤＡツールに
エンジニアが活用するための
共通のデータモデル
標準の表現とメタデータ

XML Representation
of Standard TAG System
Exposure Tool

OPC Tune

Defect Analysis
Inspection
Recipi

P10
Pattern Data
Usability Model
Pattern Data
Usability Model

DRC

Simulation

Open Function
for Access EDA data
API

Data
Model

API

All
EDA
Data

図 2-14 グローバルジョイントガイダンスの提案
海外で精力的に進む設計情報の統合と多様なアプリケーションの創出とターミノロジー標準の整
備を考慮したうえで、実際にそれらのツールを用いるユーザは、これらを組み合わせて、さらに自ら
の創造性を付加して利用する。この視点で、Ver2 ではこの図 2-14 のように、RDM は 2 層の標準によ
るアーキテクチャとして提案した。
「RDM で用いられる情報のデータベースのインターフェースの標
準化活動との連携できるように、RDM の標準表現とデータベースのインターフェースとが変換可能
にすすめるべきである。
」というものである。P10 とフレームデータの標準化が実施されると、ほとん
ど間をおくことなくこれらの間の連携が実現された。RDM のデータ構造などのメタデータに関する
表現が標準化されればユーザが創造性を発揮することが容易になるのである。そうすれば多くのビジ
ネスモデルが生みだされ成功の機会を私たちは手にするであろうと考えられる。

3. SEMI RDMの実施状況
SEMI-Japan における RDM 活動は、JEITA の小委員会で提案をされたレチクルマネジメント活動で
提案されたガイドライン（Ver.1）に沿って SEMI-Japan のマイクロパターニング委員会におけるタス
クフォース（SEMI-J RDM-TF）として標準化活動が行われた。
SEMI-J RDM-TF では 3 つのワーキンググループ（WG）が設置され、それぞれのテーマにおいて活
動され新規スタンダード化或いは改版に貢献された。メンバーは、SEMI、Selete、JEITA により構成
されている。活動にあたり、一部 SEMI-North America（SEMI-NA）の御協力も得られた。
3 つの WG は、JEITA のガイドライン Ver.1（図 3-1）に準じ、図中の①～⑤について活動が行われ
た。WG-A は Mask defect data relation として⑤をターゲットとし、WG-B は Frame data relation として
②と④をターゲットとし、WG-C は SEMI P10 revision relation として①と③をターゲットとして活動し
た。また、SEMI 標準化において JEITA で提案されている e-Manufacturing にて使用されている XML
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を用いて作成された。
以下に、WG-A、B、C の活動実施状況を報告する。

パターンデータは対象外

設計

設計部門
論理､
回路
設計

パタ
ーン
設計

ダミー

ＯＰＣ

ウェーハＦａｂ
標準化対象

ウェーハ
プロセスへ

１

ＤＲＣ

ダミー
生成

GDSデータ
転送ｻｰﾊﾞ
マスク発注書
検査仕様書

フレーム

４

プロセス技術部門
ウェハ製造部門

マスク製造部門

生産管理部門

フレーム
データサーバ
生成
マスク発注書
フレーム
検査仕様書
仕様書
仕様ｺｰﾄﾞ登録
フレーム仕様書
承認、発行
検査データ
５
レシピ

２

検査デ‐タ
フレーム
仕様書

３

ＥＢ
変換
ＥＢ
露光
マスク
検査

マスク

輸送

受入

ＯＰＣ

マスクＦａｂ
１；受発注 ２，４；レシピ作成・ＱＣ ３；データ交換・活用 ５；レシピ作成
標準化対象

1 3

SEMI-WG-C

ﾏｽｸ受発注

2 4

SEMI-WG-B

レシピ作成QC

5

SEMI-WG-A

欠陥データ交換活用

図 3-1 JEITA の RDM ガイドライン Ver1 に準じる
3.1
3.1.1

WGr A
背景

WG-A では、図 3-1 の⑤であるマスク検査関連の装置にかかわる Mask defect data relation（マスク欠
陥データ関連）の標準化について活動が行われた。本活動のスコープは、図 3-2 に示す。ここでは特
に欠陥データのハンドリングに注目し、欠陥検査装置とレビュー装置間に関わるデータの取り扱いで
XML を用いた標準化活動が行われた。
本活動は、データを効率的に利用可能とするために必要な標準化活動である。現在、ここで注目し
たレチクル欠陥に関する情報は、標準データ形式が存在していない。このため装置間や他分野への直
接的な流用が不可能或いは困難な状況であり、データの利用が非効率的に扱われている。
本活動によるメリットは、主に以下のことが期待できる。1）現在、各装置メーカは独自のデータ
形式を取っているが、データ形式を標準化する事によって装置サプライヤーは開発費を削減する事が
できる。2）インターネット標準で拡張性の高い XML を採用したデータ記述形式であるため、特定の
システムに依存せずに、レチクルの欠陥情報を誰でも利用する事が可能となる。特に、欠陥情報の 2
次利用（他の装置、他の解析システム）での、データ利用が容易になる。
3.1.2

活動内容

マスクの欠陥検査装置、修正装置、レビュー装置でハンドリングを行う欠陥情報の最上部階層構造
は、基本情報と欠陥詳細情報の二つの構成とした（図 3-3）
。基本情報の階層（図 3- 4）には、マスク
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寸法、座標系、検査方式、基準点など欠陥検査を行うために必要となる情報を同一階層で構成し、更
に詳細な情報については、それぞれの項目の下部階層としている。なお基本情報には、マスク寸法な
どマスクオーダー情報に含まれる内容も含んでおり、将来マスク製作に関連する全ての情報の XML
化が完了し装置間のネットワークが構築された際は、情報の重複を避けるために構造から削除すべき
情報も含まれている。欠陥詳細情報の階層（図 3-5）は、総括情報と個別欠陥の詳細情報の二階層に
よる構成とした。総括情報は欠陥検査装置、欠陥修正装置、レビュー装置別の階層構造とし欠陥の総
数や各装置での条件等で構成しており、マスクハウス内でのイールドマネージメントシステム等での
二次利用を考慮している。個別欠陥の詳細情報は、個々の欠陥に対しての具体的な修正結果、レビュ
ー装置での評価結果を同一階層で構成し、欠陥検査装置によって検出された欠陥の処理や評価情報の
参照を容易にできる階層構造とした。
今回の階層構造は、マスクファブ内の欠陥検査装置、欠陥修正装置、レビュー装置での使用を前提
に、要素名、属性名を作成している。マスク作成に関わるこの他の XML ファイルと連携させる場合、
情報の重複、要素名称が重なる名前空間の問題を十分に考慮する必要がある。
今回の活動実績を下記に示す。
Making the XML structure.

December /’02 (done)

Arrangement of content described in tag.

March /’03 (done)

Ballot submission deadline.

September 30 /’03 (done)

Voting period starts and end;<cycle6>from October 11. November 10 /’03 (done)
Micropatterning Committee Review:

December 3 /’03 (done)

Approved new standard P41.

February /’04 (done)

3.1.3

まとめ

本活動では、マスクファブ内の欠陥検査装置、欠陥修正装置、レビュー装置でのデータ形式を標準
化、特定のシステムに依存せずに、レチクルの欠陥情報を誰でも利用する事が可能とするために階層
構造化し、XML に対応すべきスタンダード化を行う事が出来た。
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Mask Making process

Scope

Standardization

Order

Front Inspection process

Combine each information

Data Conversion
•Sensitivity
•Defect Type
•Result etc...

Defect

Output

Repair

Output

•Condition
•Result etc...

Review

Output

•Condition
•Result etc...

Exposure

Dev,Etc
Inspection
Repair

Make the standard of XML
to be able to handle
each information.

Pellicle
Packing
Shipment

Next process

XML

Note : Part of Process

出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料

図 3-2 RDM WG-A Scoop scope

出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料

図 3-3 上部の階層構造
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出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料

図 3-4 基本情報の階層構造

出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料

図 3-5 欠陥情報の階層構造

21

3.2
3.2.1

WGr B
背景、Scopｅについて

多品種少量枚葉生産、開発期間短縮等に対応するために露光機のレシピ作成にも効率化が求められ
る。WG-B では、図 3-1 の②、④であるウェーハ露光装置のレシピ作成にかかわる、フレームデータ
についてデータインターフェイス標準化活動が行われた。2003 年 9 月に露光機レシピのフレームデー
タに関する Ballot-3811 を提出。2004 年 2 月に P41 スタンダードとして成立した。現在は実施のため
の環境の整備段階である。本スタンダードの実施により、露光機レシピ作成に必要なデザイン側フレ
ーム情報の標準インターフェースが整備され、デザイン－Wafer Fab 間で露光機レシピ作成のためのフ
レームデータのハンドリングが可能になる。
本活動のスコープを図 3-6 に示す。露光機のレシピ作成のためには多くのパラメーターが必要であ
るが、デザインからの情報からなるフレームデータと製造ラインのプロセスデータに大別することが
できる。各々の具体例は図中に示す。現状ではこれらのパラメーターを装置や端末等に入力すること
でレシピ作成を行っているが、非効率な上、人的ミスが発生する可能性がある。そこでデータを転送
して自動レシピ作成を行えるようにすべきであるが、デバイスメーカ及び露光機メーカ等で個別に行
った場合、用語がばらばらになる等、非常に煩雑な状況を招く恐れがある。そのような状況を回避す
るために、また自動レシピ作成に積極的に取り組んでいくために、デザイン－ウェーハ Fab 間のフレ
ームデータのハンドリングについて標準化を行い、自動レシピ作成の一助になることを目的として
WG-B の活動が行われた。なお、プロセスデータに関しては、理由は後述するが、今回は標準化の対
象とはしていない。
WG-B にはデバイスメーカ（JEITA）と露光機メーカ 3 社（ニコン、キヤノン、ASML）及び安川情
報システム（株）から TF メンバーとして参加があった。また作成した標準は露光機メーカ及び装置
に制約されず活用できるよう、又今後の技術革新による発展性に関しても配慮している。
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図 3-6 Thought of the recipe Preparation of the exposure
出典：
「2004.2 JEITA RMS ワークショップ資料」
3.2.2

内容

本標準の内容の概略を以下述べる。
(1) 適用範囲
WG-B では取り扱うのはフレームデータである。これは一般的に LSI 等の回路データの外枠のスク
ライブラインに挿入されるマーク等のパターンである。ただし露光機のレシピ作成関わるアライメン
トマークなどのパターンのみが対象になる。なおウェーハ上には転写されないものでもレチクルアラ
イメントマークやバーコード等で、露光機のレシピ作成に関係するものも対象になる。
(2) 用語の整理
WG-B 及び標準で使用される用語について整理、統一を行なった。これは各露光機メーカ個々の用
語を統一するというものではなく、標準を作成する上で混乱を避けるための便宜上の理由による。以
下例を 2 つ示す。
例 1） レチクルアライメントマーク…レチクル位置合わせ用マーク
例 2） ショット…リソグラフィーにおいて 1 回の露光によってウェーハ上に投影される領域
(3) 項目の抽出
フレームデータから露光機レシピ作成に必要な項目を階層構造に整理して抽出を行った。自由度を
持たせるため、単位などは選択できるように配慮している。表 3-1 に WGrB で抽出して標準に載せた
レチクルフレームデータを示す。大項目"Shot map"はショット配列に関しての情報。"Reticle Design"
はレチクル名やレチクルサイズ等レチクルに関しての情報。"Alighnment mark Design"は該当するレチ
クルで挿入するアライメントマークに関する情報である。
ただしウェーハーアライメントに関しては、
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実際に使用するデータは該当するレチクルのレイヤーより以前（下層）のレイヤーであるため、
"Alighnment Use Mark"として大項目の一つとしている。
出典：「SEMI P42」

表 3-1 レチクルフレームデータ
Item
Formulation
information
Use
exposure
machine
Shot map

Unit

the entry example

Date

Date Time

----

1999-05-31T13:20+08:00

Person

string

----

HIGASHINO

Machine type information (1 – ∞)

string

----

Wafer
information

string

----

SEMI,JEIDA,OF,notch

Size

unsignedInt

----

150,200,300,5,6,8,12

UnitType
Clearance
UnitType
Thickness
UnitType

string
Double
string
unsignedInt
string
unsignedInt
Double
Double
string
unsignedInt

mm/um/inch
---mm/um/inch
---mm/um/inch
deg
------mm/um/inch
----

mm,inch
3.0
mm
725
um
0,90,180,270,xxx
X size
Y size

---------mm/um/inch
----

Row
X offset
Y offset

Shot area ID

unsignedInt
Double
Double
string
ID

Reticle ID

string

----

Reticle information
Reticle ID
X size

Wafer type
Wafer size
Edge Clearance
Wafer thickness

Shot
Map
information

Wafer Rotation
Step Pitch

Shot Map array
Shot Map offset

Shot
area
information
(1 – ∞)

Shot information
(1 – ∞)

R
X
Y
UnitType

Col

Uniqueness ID

X

Double

----

Double
string
Double

---mm/um/inch
----

Y size

Shot area shift

Y
UnitType
X
Y
UnitType

Double
string

---mm/um/inch

Y shift

X
Y
UnitType

Double
Double
string
ID
string

------mm/um/inch
-------

X position
Y position

C
R
X
Y

unsignedInt
unsignedInt
Double
Double

-------------

UnitType

string

mm/um/inch

Size
UnitType

ID
string
string
unsignedInt
string

------------mm/um/inch

Shot ID
Shot area ID
Shot Location
Shot position

Reticle
information
(1 – ∞)

X
Y
UnitType
C

Shot area size

Shot area position
shift

Reticle
design

Data type

Reticle ID
Reticle name
Bar code
Reticle size
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X shift

Uniqueness ID
Shot area information
Shot area ID
Column
Row
X position
Y position
Uniqueness ID
ex. Code39
230,5,6
mm,inch

Alignment
Mark design

Alignment
USE Mark

Alignment Mark
information
(0 – ∞)

Mark use rule
Alignment Mark
information
(0 – ∞)

Reticle Type

string

----

Reticle Mark ID

string

----

Reticle Mark Type

string

----

STD

Projection Magnification
Alignment Mark ID
Group
Wafer mark type

unsignedInt
ID
string
string

-------------

1,2,4,5………
Uniqueness ID

Wafer
mark
position

Double
Double
Double
Double
string
string
string
ID
string

------------mm/um/inch
-------

X-Mark X position
X-Mark Y position
Y-Mark X position
Y-Mark Y position

Double
Double
Double
Double
string
string

------------mm/um/inch
----

X-M
ark
Y-M
ark

Comment
FileName
Alignment Mark ID
Group
Wafer mark type
Wafer
X-Ma
mark
rk
position
Y-Ma
rk

X
Y
X
Y
UnitType

X
Y
X
Y
UnitType

Comment

Cr,ArCr,Att.PSM,
EAPSM,….

P1,P2,…,F1,F2…

Uniqueness ID
TYPE=P1,P2,…,F1,F2…
X-Mark X position
X-Mark Y position
Y-Mark X position
Y-Mark Y position

(4) XML 記述
抽出した項目について安川情報システム（株）の協力で XML 化を行った。標準では Schema が示さ
れている。ワークショップ（2004 年 2 月）資料からその一部を下記に示す。
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(5) 効果
本標準の実装化が進めば、露光装置のレシピ作成に必要なフレームデータのハンドリングが、露光
装置等に依存することなくハンドリングが可能になる。その結果デザインサイド及び装置サイドの各
個別の対応が軽減されて効率化が図られ、更に露光装置の自動レシピ作成へのアシストになるものと
考える。
3.2.3

今後の課題／予定

(1) 課題
問題になるのは、露光機のレシピ作成のためには、今回の標準のフレームデータの他にプロセスパ
ラメーターも必要となることである。標準ではフレームデータに限定したが、これは一つにはデザイ
ン情報のハンドリングということが主目的であったためではあるが、もう一つの理由としてプロセス
パラメーターは各露光機メーカで扱いが異なり、一つの標準にまとめることは難しかったため避けた
という事情もあった。ただレシピの自動作成という観点では、当然ユーザ側からはプロセスパラメー
ターを含めたシステムが要望されるであろうから、露光機メーカからもそれに対応したシステムの構
築を検討していくと予想される。TF では共通化しない項目については、各露光機メーカでオプション
として対応するということになった。
(2) 今後の展開
標準は成立したので、今後は実装化を進めていくことになる。本標準の実施については、データを
供給する側（フレームデザイン側）と、それを受け取る側（装置レシピ作製側）の環境の整備が必要
となる。現在、日本の半導体メーカでは、各社で独自のフレームデータ作製の環境整備を行い、それ
を使用しているケースも多いため、独自に露光機メーカと協議しながらインターフェース作製を行っ
ていくケースも多いと予想される。SEMI では 2004 年 5 月以降に標準の普及活動である STEP が開催
される予定となっている。この時には露光機メーカ側でも、実用レベルに近い検討またはインターフ
ェース試作品ができているはずであり、この辺りが普及への一つの区切りになると期待される。
3.2.4

まとめ

WG-B では露光装置のレシピ作成に必要なフレームデータについて標準化が行われた。その結果露
光装置に関係無く、フレームデータのハンドリングが可能になる。TF では適用範囲、用語の整理、項
目の抽出等について議論があり、各項目の XML による記述が標準として提示され、成立した。本標
準は今後展開していくと予想される露光装置のレシピの自動作成に大きく寄与するものになると考え
る。
3.3
3.3.1

WGr C
背景

WG-C では、図 3－1 の①、③であるマスクオーダエントリ関連を対象に活動された。マスクオーダ
エントリ関連（Related to Mask Order Form / Inspection Form）は、現在 SEMI スタンダード P10 により
標準化されている。
本活動は、SEMI スタンダード P10 の IT 環境への見直しと新規マスク仕様を追加し、XML 技術を
適用可能な IT 技術に載るスタンダードにする標準化活動である。本改訂においては、近年のマスク製
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作上の新規技術への対応を図れるようにする。但し、Writer、Database Inspection で用いるパターンそ
のもののデータは、この範疇としていない。また、P10 は SEMI-NA で作成されたものであるため、
改訂に向けて NA/EU に JAPAN 活動を伝え分担を明確にし NA に依頼する方向で進めた。
P10 とは、マスクのオーダエントリと検査の形式に関連する標準化であり、オーダエントリ等のデ
ータフォーマットを定義している。
3.3.2

活動内容

P10 とは、マスクのオーダエントリと検査の形式に関連する標準化であり、オーダエントリ等のデ
ータフォーマット、語彙を定義している。
P10（アウトライン）の構成は、マスクオーダー関連（オーダフォーム、品質規格項目、パターン
データ情報）と品質データ情報で構成されている。現在 P10 情報は、ASCII テキストで構成されてい
り、NA、EU で多く採用されている。今回の改訂に向けての IT 環境への見直し、新規マスク仕様と
XML 化の検討内容を以下に示す。
マスクをオーダするときのカスタマとベンダーとの関係を日本で多い P10 を使わない場合と P10 を
使う場合の違いのフローを図 3-7 に示す。P10 を使わない場合のオーダシステムは、図 3-7 の左上図に
示すように各社用のオーダフォーム、マスク品質規格、ペリクル品質規格等がベンダーとそれぞれ規
格化（取り交わし）がされ、オーダと共に各種データ指示が付随されている。このため、オーダフォ
ームは各カスタマに異なり、また品質規格は発注毎に詳細の記載がされていない（デバイスごとの取
り決め、ルール化などで規定されている）
。P10 では、P10 フォーマット内に全ての項目が記載されベ
ンダーはこのフォームで品質規格等すべてが把握（リンク等により）できるようになっている。今回、
レチクルマネジメント活動を行っていく上で、マスクの新技術採用等を含めフォーマット変更が必要
と考えられたため改訂を提案した。レチクルマネジメントでの活用としては、P10 ではレシピーメン
テナンスへの応用（露出/マスク生産マシン）
、欠陥分析への応用（マスクの照合およびウェーハへの
マスクを通るウェーハまたは SPC）
、ウェブの情報システムへの応用が期待できる。
新規マスク仕様としては、位相シフトマスク（位相角、透過率、エッチング量等）
、エッチングタ
イプ（Dry/Wet）
、ペリクル位置（位置精度等）
、CD 精度（パターン疎密関連）等の項目を改訂案に入
れた。
今回の追加項目等にあわせ IT 環境への見直しに向け､XML 化を検討し提案した。XML 化の階層構
造の例を図 3-8、図 3-9 に示す。マスクオーダーでは、オーダ（マスクオーダシート ID 等記述）を定
義し下位にマスクセット ID、マスクセットオプション等のツリー構造としている。検査結果について
は、マスク検査結果の下位にマスクグループ ID、マスク検査結果のオプション等のツリー構造として
いる。
現在追加修正が行われ、XML 化も一部含まれた状態で P10 が改訂されました。主な活動実績を下
記に示す。
May /’02 To decide the scope of standard (done)
July /’02 Kick-off meeting (done)
Sep /’02 To send semi-JP proposal to semi-NA (done)
Oct /’02 semi-NA,semi-JP P10 task force meeting at semicon southwest (done)
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Jan /’03 the Ballot (semi-NA) (done)
Feb /’03 To start XML schema making with semi-NA
Feb /’04 the Ballot (semi-NA) (done)
3.3.3

まとめ

マスクオーダエントリ関連を対象とした SEMIP10 の改版活動で、IT 環境への見直しと新規マスク
仕様を追加し、XML 技術を適用可能な IT 技術に載るスタンダード化を行う事が出来た。本改訂にお
いては、NA 主体ではあるが日本からの提案が加味された改版が行われた。

Typical Reticle Order System
Vendor activities
Basic order info

Tracking
system

Customer
jobdeck

Jobdeck
or
Write reticle

Device specific
insp. info
CD

Placement
info

Defects

Quality

Registration

specs
Device specific
order info

Pellicle

Packaging

Packaging
specs

Shipping

CenterLink

Order System with SEMI P10
Vendor activities
Customer

Tracking
system

Jobdeck
Write reticle

SEMI P10 file

CD

Defects
Registration

Pellicle

Packaging
Shipping

CenterLink

出典：SEMI P10 Workshop presented by Wes Erck, P10 Task Force Leader Jim McCracken,
CenterLink Harrold Patterson, Photronics July 14, 2003 SEMICON / West

図 3-7 (1) Structure of mask order
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P10 Automation Data Flow

出典：Figure
3 MICRO June 2002, Streamlining the front-end reticle fabrication process by improving
Source: Figure 3 MICRO June 2002, Streamlining the front-end reticle fabrication process by improving
mask ordering by Edward Suttile, Charles Croke, and James Morrison, Photronics.

mask ordering by Edward Suttile, Charles Croke, and James Morrison, Photronics.

図 3-7 (2) P10 Automation

<mask_data>

・Inspection result sheet ID、Version of P10、
Create date etc

MASK_GROUP_ID

・Mask group ID

MASK_ID

・Mask ID

<mask_data_options>

・Mask vendor name、Mask name、Delivery plan、
CD / registration / defect /particle quality data

図 3-8 Structure of mask order data
出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料
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<mask_order>

・Order sheet ID、Version of P10、Create date etc

<mask_set>

・Mask set ID

<mask_set_options>

・Order information of mask

<mask_group>

・Mask group ID

<mask_options>

<mask_definition>
<mask_options>
<cell_definition>
<pattern_group>

・Orderer information、Material、Title、Barcode、
Inspection specification、OPC specification etc

・MaskID
（The same as above）
・Mask pattern data specification、Cell placement specification
・Mask pattern data design specification、Pattern data name
Design rule、OPC specification etc

図 3-9 Structure of mask inspection results data
出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料

3.4

Selete

半導体の先端プロセスを開発するコンソーシアムである（株）半導体先端テクノロジーズ（Selete）
では、リソグラフィー技術の開発の一環として、微細化に伴うマスクコストの上昇の抑制を最重要課
題としたマスク技術の開発が進められている。マスクコストやマスク性能はマスクを製造する装置イ
ンフラに大きく影響されるため、Selete は現在、65nm 対応のマスク製造インフラの開発を中心に行っ
ている。主なマスク製造インフラの開発のテーマは、マスク欠陥検査装置、マスク欠陥修正装置、マ
スク描画技術である。この開発の中で、マスク欠陥検査装置と欠陥修正装置、評価装置間の情報交換
を行うための XML を用いた共通フォーマットの開発が行なわれた。
この成果は、2003 年 3 月にマスク欠陥情報データ仕様としてまとめられ、2004 年 4 月以降 SEMI
の RDM タスクフォースに移管され、SEMI のスタンダード化が進められた。また、この仕様に基づい
た方法で Selete ではマスク欠陥検査装置、欠陥修正装置等の欠陥情報交換の評価が行われた。
マスク欠陥情報データ仕様の概要は、3.1 項 WGr A 参照。
(1) 背景（Background）
現在、フォトマスク欠陥検査装置と欠陥修正装置、評価装置間の情報交換は、主に RS232C を使用
し、各装置メーカの独自のフォーマットにより座標情報や欠陥の分類コード情報を欠陥検査装置から
一方向に送信している。一方、超解像技術に対応するためマスク構造も多様化しており、方式の異な
る装置の組み合わせやシミュレーション評価装置の利用など、マスクの検査、修正工程も多様化して
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いる。しかし、高精度な欠陥修正を行うための画像データや評価装置での結果を欠陥修正装置に送信
するためには、通信速度（9,600bps）の面で不足しており、より通信速度の速いイーサネットを使用
しての装置間接続に移行することが求められている。
また多くの半導体工場が、少品種大量生産から多品種少量生産へ移行している事により、半導体工
場とマスク工場間での納期情報や品質情報の交換が重要となっており、インターネットを利用して企
業間での情報交換が今後増加することが予想される。
異なるシステム間の情報交換技術として、
「共通の情報交換用語」を使用する事が新たなシステム
を構築するよりも、開発時間や費用の面で合理的である。今回、情報交換のフォーマットとして、イ
ンターネット標準であり、階層的なデータ構造の表現や情報の 2 次利用が可能な、XML（eXtensible
Markup Language) を利用した、マスク欠陥検査装置、欠陥修正装置、評価装置間の欠陥情報に関して
の XML 階層構造（MDML:Mask Defect Markup Language）の仕様作成を行った。
出典：「SEMI P41」

表 3-2 Inspection Result
Item
InspectionResult
Summary
InspectionSummary
beginning_date
ending_date
InspectionRecipe
recipe_name
InspectionModeInformation
InspectionDetectionSummary
TotalDefect
ClassfyDefect
defect_type
InspectionOperator
ReticleJudgement
RepairSummary
beginning_date
ending_date
RepairTool

Element or
Attribute
Element
Element
Element

Mandatory or
Optional
Mandatory
Mandatory
Mandatory

Data
type

Attribute
Attribute
Element
Attribute
Element
Element

Optional
Optional
Mandatory
Optional
Mandatory
Mandatory

String
String
―

Element
Repeatable
Element
Attribute
Element
Element
Repeatable
Element
Attribute
Attribute
Element

Mandatory
Mandatory

Integer
Integer

Mandatory
Optional
Optional
Mandatory

String
String
String
―

Optional
Optional
Mandatory

String
String
―

―
―
―
String
String

tool_name
tool_no

Attribute
Attribute

Optional
Optional

String
String

ToolCoordinateInformation

Element

Mandatory

―

RepairMethod
DirectionInformation

Element
Element

Mandatory
Mandatory

String
―

NumberRepairProcessing

Element

Mandatory

―

Element
Repeatable

Mandatory
Mandatory

Integer
Integer

TotalRepairProcess
CalssifyRepairProcess
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Description
Top element of inspection results.
Top element of summary information.
Top element of defect inspection
summary.
Beginning time of defect inspection.
Ending time of defect inspection.
Element of inspection recipe.
Inspection recipe name.
Inspection mode.
Top element of detected defect
summary.
Number of detected defects in total.
Number of defect types.
Defect type.
Inspection Operator name.
Reticle disposition.
Top element of repaired defect
summary.
Beginning time of defect repair.
Ending time of defect repair.
Top element of repair tool
information.
General name of tool.
Tool management number in mask
fab.
Top element of tool work stage
coordinate information. Subsequent
structures are in Table 5. Refer to
Figure 9.
Method of defect repairing.
Top element of direction for Mask and
tool work stage. Subsequent structures
are in Table 6. Refer to Figure 10.
Element of number of repair
processed.
Number of repaired defects in total.
Number of defect types.

defect_type
RepairOperator
RepairJudgement
EvaluationSummary

Element
Attribute
Element
Element
Repeatable
Element
Attribute
Attribute
Element

tool_name
tool_no

Attribute
Attribute

Optional
Optional

String
String

ToolCoordinateInformation

Element

Mandatory

―

EvaluationMethod
DirectionInformation

Element
Element

Mandatory
Mandatory

String
―

Element
Element
Repeatable
Element
Attribute
Element
Element

Mandatory
Mandatory
Mandatory

―
Integer
Integer

Defect type.
Repair operator name.
Judegement of repair process.
Top element of evaluated defect
summary.
Beginning time of evaluation.
Ending time of evaluation.
Top element of evaluation tool
information.
General name of tool.
Tool management number in mask
fab.
Top element of tool work stage
coordinate information. Subsequent
structures are in Table 5. Refer to
Figure 9.
Method of defect evaluation.
Top element of direction for Mask and
tool work stage. Subsequent structures
are in Table 6. Refer to Figure 10.
Element of number of repair process.
Number of evaluated defects in total.
Number of defect types.

Mandatory
Optional
Optional

String
String
String

Defect type.
Evaluation operator name.
Judgment of repair process.

beginning_date
ending_date
EvaluationTool

NumberEvaluationProcessing
TotalEvaluationProcess
CalssifyEvaluationProcess
defect_type
EvaluationOperator
EvaluationJudgement

Mandatory
Optional
Optional
Mandatory

String
String
String
―

Optional
Optional
Mandatory

String
String
―

(2) 目的（Purpose）
① 共通の情報交換用語を使用する事による、ソフトウェア開発費の削減
② 多様化するマスク構造に対応可能な、装置間連携のインフラ整備
③ インターネット環境に対応した、企業間取引のためのインフラ整備
(3) 適用範囲（Scope）
本仕様書は、半導体用フォトマスクおよび NGL マスク、液晶用フォトマスクの製造工程で使用さ
れる検査装置、修正装置、レビュー装置含む評価装置間の情報交換に使用する XML フォーマットの、
階層構造およびタグ名称、タグ内に記載する情報内容に関しての仕様を範囲とする。
将来的に、この他のマスク製造工程で使用される装置情報およびマスク工程とウェーハ工程間の情
報交換に対しての拡張や 2 次利用を一部ではあるが考慮した階層構造としている。
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Defect data handling system used RS232C.
Inspection

Repair

Server

Inspection

Repair

Inspection

Evaluation

Inspection
Inspection

RS232C (9600bps)

Coordinates information is original of each supplier.
Since transmission speed is slow, image data cannot be treated.

図 3-10 従来の RS232C を用いた欠陥情報ハンドリング
出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料

Defect data handling system used XML

Inspection

Repair

Server

Inspection

Inspection

Repair

XML
Evaluation

Inspection

Ethernet (100BASE-TX,etc…)

Inspection

If XML is used, extendibility will go up !

図 3-11 XML を用いた共通仕様の欠陥情報ハンドリング
出典：SEMI 日本地区 マイクロパターニング委員会（MPC）
レチクルデータマネージメント タスクフォース
（RDM-TF）会議資料
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4. 関連する海外動向の調査
小委員会活動の報告として、海外コンソーシアムの急速な進展の重大さに触れるべきと考える。私
たちは、海外のロードマップを歩む足取りの確かさを見るべきである。もちろん、個別企業のレベル
の話ではなく。米国では Si2 の中の UDM、DTMC は、すでにデザイン情報の網羅的な統合を固め、
現在製造分野の情報のフィードバックを進めている。ヨーロッパでは、P10 の XML 化を発展させた
MOPXE で、セマンティック WEB の技術に取り組んでいるとみられる。これまでヨーロッパの進展
については、内容は明らかにされていない。JEITA から、1 月にヨーロッパマスクカンファレンスで
ガイドラインについて発表し、AutoMOPS の関係者に日欧で協力することができないかを打診した。
そして、協力したい、ただし、JEITA で、この活動を IMS プロジェクトに提案するならば、と回答を
うけた。IMS は Intelligent Manufacturing System というこの分野の国際的な開発支援組織である。不運
なことに IMS の新規プロジェクト募集は打ち切られているが、海外の動向に照らして、今後日本でこ
のような協力体制が築くことができなければ、自らを、古臭い考え方に囚われているのではないかと
問うべきであろうと考えられる。
4.1

SEMI NAの実施状況（UDM）

JEITA のガイドライン活動に関連して米国で進められている UDM（Universal Data Model）について
の概要を説明する。UDM が今後の強力な動向となるであろうことは、その出発点が、微細化や OPC
技術により膨大化するデータ量の問題に取り組んだ新ストリームデータフォーマット（OASIS）の開
発から発展してきていることによると考えられる。OASIS では、データ量の圧縮と同時に OPC とい
う設計からマスク及びリソグラフィーにわたって連携が必要な技術領域でより豊富な情報を扱えるよ
うに階層的な方式が目標とされた。プリミティブな図形データからレイヤーの目的の記述のようなメ
タレベルの情報までカバーするため、レチクルマネジメントの情報源として一貫したものとなる。こ
れは 2001 年初めから SEMATECH 内部で MDP（Mask Data Preparation）に関する検討から開始され、
この情報源を広範囲に活用すべく、SEMI－NA に 2001 年 7 月に Data Path TF の会合が開かれて趣旨
が公開された。JEITA も、2000 年の活動の中で、初期の提案をベースに SEMIJapan に TF 設立提案し、
今後標準化を進めるうえで SEMATECH との共同作業を実現すべくこのセミコンウェストで
SEMATECH と会合をもち、以降この米国の設計ツールを統合するデータモデルから発する標準化と
JEITA の製造分野でのアプリケーションでの設計データの活用という対向の方向からの標準化が将来
接続されるものという展望から継続的に米国の動向に関わってきている。レチクルマネジメントに関
する標準化の諸動向は混同されやすく、この設計からと製造からという 2 方向からの標準化として整
理するのが有効である。
UDM は設計ツール間でデータモデルを共有するための API（Application Program Interface）として
Cadence 社が開発していたものを、SEMATECH を中心とするコンソーシアム Si2（Silicon Integration
Initiative）に Cadence 社が寄付し、オープンソースとして活用するもので、設計・メンテナンスは Si2
で行う。Si2 は会費を必要とするメンバーで構成されている一方、SEMI の Data Path TF では、この進
捗が報告されていて、メンバー外の企業は TF に参加することである程度影響を与えることができる
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という仕組みで進められている。この TF の経緯は、2001 年 7 月にキックオフされた後、12 月に新ス
トリームデータと UDM のワーキンググループが起案された。しばらくはストリームデータ中心の活
動であったようだが、
2002 年4 月に JEITA 主催のワークショップに Data Path TF リーダの Tom Grebinski
氏及び UDM 開発を行っているケイデンス社の Heins 氏他に参加していただき、UDM の紹介と RDM
（Reticle Data Management）との関連を議論した。この時点では UDM は、上記データモデルを集中管
理するデータベースとして構想されて、API は図のように OPENACCESS の C 言語関数の膨大な仕様
として定義されていた。
JEITA の RDM で描かれているエンドユーザに分散するアプリケーションのサポート及び XML での
データ交換との関係について、UDM はデザインからウェーハ Fab にわたるすべてのデータを収集す
る一元的なデータベースで、XML は採用されないという意向が示された。今後の標準化を構想する
上で、UDM と RDM はターミノロジーの階層構造においては共通点があると考え、システム DB は異
なるものの、マッピングなどのシステム連携は容易な関係であると考える。
このワークショップ後 2002 年 7 月に SEMI-NA の TF 会議が開かれ、JEITA からも UDM と RDM の
関連の提示とグローバルジョイントガイダンスの必要性を説明した。Grebinski 氏からは、UDM のア
プリケーションのアーキテクチャとして共通のデータモデルを用いる UDM ホストと UDM クライア
ントから成り、図のように UDM ホストを中心に放射状に UDM クライアントが連なって情報をフィ
ルタリングするアーキテクチャで設計を開始していることが示された。しかし、その後このインプリ
メンテーションについての情報は公開されていない。UDM では、その後 OASIS のドラフトが 2002
年 9 月に TF に提出されて 2003 年に公開・成立している。2003 年 7 月の UDM タスクフォースでは、
JEITA のガイドライン Ver2 を公表し、RDM と UDM がつなげられるべきであるという意見が得られ
る一方で、SEMI-Japan の TF で取り組んでいた P10 改訂と露光機のレシピ作成に用いられるフレーム
データの標準化と UDM との接続がデモンストレーションされているという情報も得られた。
OPENACCESS の API から発した UDM の開発は現在 Si2 の提案する DTMC
（Design To Mask Coalition）
として発展して RDM に近づいている。DTMC の動機については、2003 年 2 月の SPIE での Wes Erck
氏の論文「Integrating design data with manufacturing data:Why you want to use a universal data model
（UDM）
」に詳しい。マスク受発注の標準 SEMI P10 改訂の TF リーダをされた Erck 氏は、UDM との
接続を進められているようだ。図のように一元的な UDM のデータベースを用い、設計からマスク・
ウェーハ製作にわたって図の現状のフローに存在する壁を図のように UDM を介して除くことができ
るとしている。この論文では、メリットを誰が得られるかを図のように整理している。メリットは、
人のスキルに異存する複雑なマスクデータの準備を容易にする。P10 データを再利用できる。設計意
図を正確に把握することで OPC をシンプルにし、品質規格を緩和できる。などで、これを図のように
ビジネス形態による重要度を整理している。UDM が RDM に開かれてきて DTMC での展開がめざま
しいものになる可能性はある一方、UDM、DTMC ともに Si2 が集中的に仕様を管理して広範な情報を
一元管理しようとするもので、柔軟性や拡張性をどのように処理するかで限界が発生する可能性もあ
る。たとえば、P10 のように、セルやレイヤー名が一意でなくてはならず XML 化でもネームスペー
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スの使用を避けるというような制約が発生しないかというようなことである。インターネット技術に
おいてアグレッシブなヨーロッパの MOPXE のような方向性もあると考えられ、これまで JEITA で提
案している 2 層の標準化を統合の要とすることが考えられるのではないか。

図 4-2（1） Interoperability with a UDM

図 4-2（2） Current Design-To-Manufacturing Flow
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図 4-2（3） Design-To-Manufacturing Flow with a UDM

図 4-2（4） UDM Benefits
出典：2003 年 2 月 SPIE, Wes Erck 氏の論文
「Integrating design data with manufacturing data : Why you want to use a universal data model (UDM) 」

4.2

Patternデザインルール

ここでは、インテルのスタリコフ氏が中心に提唱しているパターニングデザインルール（Patterning
Design Rules （PDR）
）の概要と RDM との関係を考えてみる。
4.2.1

パターニングデザインルール（Patterning Design Rules（PDR））の概要［参考資料1～2］

レチクル上のパターンを転写する際に様々な超解像技術（Resolution Enhancement Techniques
（RET）
）が用いられるようになってきた。この技術によりウェーハ上でのシステマティックなパター

37

ン誤差を減らすことが可能になる。一方、光学的近接効果補正（Optical Proximity Correction（OPC）
）
も使われるようになってくるとマスクパターンが複雑な形状になってくる。その際、設計者はレチク
ル上のパターンが意図したように転写されているかどうかを知る必要がある。
さて、デザインルール（Design Rules（DR）
）は、製造される製品の主要な寸法の仕様について定め
た基準となるものである。しかし、製造工程ではさまざまな要因で設計時に仮定された条件の通りに
はパターンを形成できない。従来、パターンの寸法は CAD 上で定義されてきたが、解像限界付近の
パターン寸法でのマイクロリソグラフィーではマスク通りに転写されないので、パターン転写後の実
際の寸法で定義する必要がでて来た。このため、パターンを形成したときのデザインルールというも
のを定義する必要がある。これが PDR である。PDR は OPC や RET を設計する際に必要となる転写
後の寸法測定に関する基本的な定義のまとまりである。
CMOS とバイポーラ IC における寸法の厳しい層に関して一般的な PDR をリストアップすると次の
ようになる。

●

一層でのデザインルール
ライン幅またはスペース幅（一次元および二次元形状） － 一層での相対するパターンのエ
ッジ間の最大または最小の幅。
二次元の孤立残しまたは溝パターン － 面積、周囲長、コーナーラウンディングの半径も必
要。
二層間でのデザインルール
異なる層における二つのパターンエッジ間の一次元的な重ね合わせ量。
二つの層が重なっている面積。
その他の PDR の応用例としては、プロセスコントロールのためにパターン転写の工程をモニタリン

グし、不完全なパターン転写を防ぐための計測がある。寸法測定の測定値を保証して、その能力を最
大限有効かつ効率的にするには、通常行われている顕微鏡をベースにした測定に関して、そのシステ
ムと環境、製造工程の詳細な記録等基本的な定義を共通化すべきである。
PDR のロングレンジでのゴールは、寸法の計測結果を生産ラインで使用できるようにすることであ
る。そこでは測定値そのものの信頼性に関することや再測定の必要性に関する診断を 100％自動化さ
せるようにする。
寸法測定には三つ主要な応用例が考えられる。それは PDR の遵守、製造プロセスを制御するための
プロセスモニター、寸法変動が仕様外になったときの検知である。
測定には様々な方法があるが、それらはすべて測定対象のエッジの定義とその評価方法に関係して
いる。しかし、エッジの座標を見積もるのは最も基本的だが難しい問題である。断面構造をみれば多
くのエッジとなる部分が存在する。
また、寸法測定には三つのタイプがあり、ライン幅、中心線、ピッチである。ライン幅はエッジ間
の差であり、中心線はエッジ間の平均値である。ピッチ測定がもっとも誤差が小さく、簡単である。
これに対し、中心線の測定ではパターンの対称性が不可欠である。ここでもっとも測定の要望が多い
のは線幅測定である。パターンの実態を保証できる正確な測定には線幅の測定の定義として必要なこ
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とがすべて一致していることが必要であり、これが実現して初めて可能になる。またそれとともに測
定システムは測定対象の画像から測定するので、キャリブレーションが必要である。このキャリブレ
ーションに必要なものは、標準となる製造プロセスに用いる材料のすべての基本特性であり、その標
準材料の測定時のキャリブレーション値つまり画像測定時のオフセット値である。そして、測定の正
確さは、この標準と製造工程で使われる材料の比較に基づいて決まる。
最近は測定にコンピューターが使われてきている。これは、全自動の測定や測定精度の保証、標準
資料とのキャリブレーションに使用されている。また、関連する工程での測定値に関する良否の判定
といった誤差診断も自動的に行い、次の工程に人手を介さずにデータを渡し、データの保存とデータ
の取得を開始する。
測定誤差診断の適用例としては事後診断と事前診断がある。
●

●

データと測定値の取捨選択、再測定するかまたは再測定しないの判断（事後診断）。
測定画像全体の良否での異常の特定

－再測定

測定画像の一部の異常の特定

－測定値の修復

測定装置とリソグラフィー装置のプロセスモニター（事後診断）。
フォーカス位置の計測
露光でのフォーカスモニター
エッチングモニター

●

技術の習熟、設計またはプロセス変更につながる情報、戦略立案（事前診断）。
スクライブライン中の位置に起因するアライメントターゲットの異常の特定－スクライブの再
設計
プロセスに起因するアライメントターゲットの異常の特定－ターゲットやプロセスの変更
異常の見逃し－再設計やプロセス変更で不十分なときは装置の追加や変更
画像を用いた測定における一般的な診断では、画像入力に必要なパラメーター、たとえばステージ

座標やフォーカス、更に画像認識アルゴリズムなどが必要である。また、その測定時には画像のサン
プリングで得られた最大値や最小値、RMS 値など解析結果から何を出力するかを指定する。解析の方
法も各種のアルゴリズムがある。
像の位置ずれの測定、たとえば合わせずれ検査装置での合わせ測定は、中心線の評価をする工程で
測定対象が統計的に対称になっているという仮定で測定されている。測定結果が信頼できるようにす
るには、取得した画像を診断しデータの取捨選択をするようにするのが良い。
CD 測定とプロセスコントロールの方法に関しては次のようになる。CD の測定にはトップダウン
CD－SEM が広く使われている。そのパターンのプロファイルは露光時のフォーカスに関係している。
このため、寸法測定は、フォーカス測定にも使われる。また、トレンチの深さのモニターとして測定
に使うことも可能である。このように、フォーカス、露光量等の生産ラインでのモニターが可能にな
り、プロセスのモニターができるようになる。
このように画像を用いた測定はわれわれが必要とする測定値を提供してくれる。システムとシステ
ムのマッチングや長期間のモニターを可能にする。
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4.2.2

RDMとの関係

ウェーハ上の測定に関して PDR は各種の提案を行っている。ウェーハ上の測定点の指定にはレチク
ル情報が不可欠である。このため、RDM で提案された情報のインターフェースが PDR に活用できる
と考えられる。
一方、パターン情報は、図 4-3 の様に設計に関わる情報、マスクに関わる情報、ウェーハに関わる
情報の 3 つの領域について考えることができる。これら 3 つの領域が有機的に関係している中でパタ
ーン情報は利用される。たとえば形状を定義する場合、これらを相互に参照可能な定義をする方が良
く、情報の伝達手段を標準化することで設計からウェーハに至るまでのパターン形状の情報を関係づ
けることが可能になる。その他のレイアウト等の情報についても、それぞれの領域でのデータを自動
的に関連づけるのが RDM である。目的とする対象物の名前と場所を指定することで性質や寸法など
の相互の関係をつなげることができる自動化を可能にする。

図 4-3 設計－マスク－ウェーハでのパターン形状
参考文献
1.

Alexander Starikov, "Design rules for real patterns," Electronic Design Process 2003 Workshop, 2003.

2.

John A. Allgair, Victor V. Boksha, Benjamin D. Bunday, Alain C. Diebold , Daniel C. Cole, Mark
Davidson, J. Dan Hutcheson, Andrew W. Gurnell, David C. Joy, John M. McIntosh, Sylvain Muckenhirn,
Joseph C. Pellegrini, Robert D.Larrabee, James E. Potzick, Andras E. Vladar, Nigel P.Smith, Alexander
Starikov, Neal T. Sullivan, Oliver C.Wells, "Applications of image diagnostics to metrology quality
assurance and process control," Proc. SPIE 5042, p251, 2003.
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4.3

SEMI EUの実施状況（マスククオリティーターミノロジー）

SEMI―EU で行われたマスククオリティーターミノロジーの標準化は、RDM にとって非常に重要
である。この標準化では、まず、マスクパターン 2 次元形状に関連するターミノロジーが定義され、
現在位相シフトなど 3 次元構造を議論している。前者については図のようなプロセスに関わる品質を
記述できるようにするとともに、図のような検査装置やシミュレータと関連するターミノロジーを定
義している。このように設計データ設計意図をそのまま扱うだけでなく、他分野のエンジニアの関心
と結びつけていくことができるよう情報の表現を構築していくことが、今後広範なアプリケーション
で情報を活用していくのに必要である。

出典：SEMI P43-0304 “Photomask Qualification Terminology”

図 4-4 Photomask Qualification Terminology 仕様
4.4

AutoMOPS

AutoMOPS はインフィニオン主導で EU で広範囲に製造業の IT 化の先進的な開発を推進している
Esprit Project で行われたマスク受発注システムである。SEMI-P10 を XML 化した先駆的な試みですで
に稼動している。UDM 同様、図のようにマスクデータの膨大化を動機としているが、UDM と対照的
なのは図のように、分散した情報源に対応していることである。AutoMOPS は次の MOPXE プロジェ
クトに引き継がれている。MOPXE もマスク受発注のビジネスプロセスに重心をおくものであるが、
図のように広く業界の標準を統合することを基本方針としていることが注目される。そしてその実現
のために図のセマンティック WEB の技術を検討しており、ヨーロッパのターミノロジーの体系化の
伝統を体現している意欲的な試みである。残念ながらインフィニオンの内部システムであるため現在
までのところ公開情報は乏しいが JEITA のガイドラインに一致すると考えられるので、今後も JEITA
を窓口に連携を検討すべきであると考えられる。
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図 4-5（1） Mask Ordering processing and Manufacturing
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図 4-5（2） Lithography Technology Steps
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MOP B2B
MOP Services
MOP BP
MOP Infrastructure
(AutoMOPS)
AutoMOPS)
MOP File Formats

CAD

MOP Ontology
(AutoMOPS
AutoMOPS))

RosettaNet Standard

Semantic Web
Standard

P10 Standard
Mask Terminology
Standard

図 4-5（3） MOP B2B Tree

図 4-5（4） AutoMOPS Data Structure

出典：Luc van Ridder 「Application of Semantic Web in Mask Ordering processing and
Manufacturing 」Seminar on the Semantic Web and Applications, 2002
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5. 関係各社の動向
5.1
5.1.1

RDMにおけるマスクメーカの動向調査
フォトマスク世界市場シェアについて

図 5－1 は、2002 年度のフォトマスク世界市場シェアである。
各メーカのシェアは、ここ数年あまり変化はなかったが、2004 年度 4Q に凸版印刷がデュポンフォ
トマスクを買収し、ほぼ 35 ％のシェアとなる見込みで、2005 年度の勢力地図は大幅に変わる。
2003 年度のフォトマスクの売り上げは、前年度比 3.1 ％減。2004 年度は、前年度比 9 ％成長とな
っている。この理由は、2002、2003 年度は、ミドルマスクの価格帯による影響が大で、130 nm や 180nm
以前の製品が大勢を占めていたと思われ、そのマスク価格の下落にあり、2004 年度は、半導体市場の
好景気や 90 nm 品へのハイエンド品にシフトした結果、成長市場になったと思われる。2004 年度はハ
イエンド品の売上高が 40 ％を占めるメーカもあったほどである。出典：
「半導体産業新聞 2005 年 4
月 13 日 10 面」
。
今後もハイエンド品への移行が継続するものと考えている。従って、ハイエンド品への移行が加速
すると同時に、レチクルコストの高額化と TAT の懸念から、デバイスメーカにとってもマスクメーカ
にとっても、製品開発における開発スピード力とミス（無駄）は死活問題となり、双方の技術情報の
共有化やコレボレーション力、そしてその情報のハンドリングや仕組みが重要なキーワードとなる。

図 5-1 2003 年度のフォトマスク世界市場
出典：
「Photronics2003 資料」
5.1.2

SEMI P10 の普及率について

図 5－2 は、2003 年 SEMI-NA P10-TF の発表資料からの抜粋で、P10 ファイル（フォトマスク受発注
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仕様と検査仕様）の利用率を提示している。米国では、ほぼ 52 ％の普及率となっている。
一方日本においては、2004 年レチクルデータマネジメントワークショップからの資料（図 5－3）か
ら、P10 ファイル使用率はほぼゼロになっている（但し外資系メーカは除く）
。これは、デバイスメー
カそれぞれが発注システムを持っておりそのシステムに依存しており、マスクメーカもそれぞれ個別
に対応せざるを得ない環境にあったことが判る。

図 5-2 米国での SEMI P10 の普及率
出典：
「2003 年 SEMICON WEST SEMI-NA P10-TF 発表資料」

図 5－3 日本の SEMI P10 普及率
出典：
「2004 年 JEITA RMS ワークショップ 大日本印刷発表資料」
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5.1.3

日本での展望と考察

ここでは、SEMI P10（マスクの受発注仕様と検査仕様）を何故普及させ、推進しているかを述べる。
JEITA 本委員会が算出した効果額は次の通り。
［ 効果算出額 ］
約 20 億円／年間のコストダウン。
（但し初期投資額は約￥2,000 万円）
（但し、マスクメーカと計算式に関して、ヒアリングして精度を高める必要がある）
（内訳）
(1) 調査情報
① ヒューマンエラーによるリメイキング率：17.5%（文献）
② 90 nm ノードレチクル平均歩留まり：65％（文献）
③ 1 枚あたりの TAT 短縮（マスクメーカとデバイスメーカ）
：20 時間（文献）
④ 90 nm ノードレチクル（1 セット）
：￥8,000 万円（新聞記事）
⑤ 日本のマスクメーカフォトマスク総売上（年間）
：￥1054.13 億円（2003 年度）
⑥ 0.18μm 以下の数量比率は、20％。売上げは、40 ％。
（文献）
(2) 計算式
① 8000 万円×（1－0.65）×0.175＝490 万円。
年間 200 セット作製するとして、490×200＝￥9.8 億円。
② TAT から、人件費を¥5,000 円として、
20 時間×5000 円×10000 枚＝￥10 億円。
＊：上述①と②は、加算出来るので、約 20 億円のコストダウン。
このように、日本のデバイスメーカが、P10 として標準化されたファイルを使用することで、大き
なメリットが図れる。
SEMIP10 は、Web ビジネスも範疇にいれた XML 技術で標準システムが可能となっている。また、
ASPLA 殿のご協力により、2004 年度で P10 用語の日本語版が完成出来た。さらに、RDM 仕様として、
SEMI P10 の用語から、P42 のステッパーで使用するアライメントマーク等のレチクルフレームデータ
ーとの連携、且つ P41 のレチクル欠陥データとデータの共有化、二次利用が出来る仕組みとなってい
る。
一つ方法論として、既存システムに対して SEMI-P10 のデータベース環境になるためのエディター
やフィルタリングツールを提供することで、半導体生産技術の効率化・最適化は達成し、その情報の
組み合わせや独自の仕組みを考案することで、各メーカの差異化も加速すると考えている。
今後マスクメーカやアプリケーション（システム）メーカと連携し進めることが最優先課題となる。
何故なら、米国では、OpenAccess や OASIS そして、Si2 等、アプリケーションツールとしての標準化
及び標準化団体が米国業界全体として動いており、P10 をインターフェースに設計データと製造デー
タを連携した UDM 構想として、2001 年度より活動している。
（今は DFM という言葉が一般的となっ
ている）
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5.2
5.2.1

RMSのおけるマスク・レチクル検査装置の動向
マスク・レチクル検査装置の市場

図 5－4 のマスク・レチクル検査装置メーカ別シェアを見ると、
最大手である KLA-Tencor の牙城は、
崩れそうにない。また、そのロードマップも明確である。
（表 5－1）
そして、65 nm ノードテクノロジ以降の最先端レチクルを保証するために、"DesignSmart Inspection
Tool" により、デバイス設計のレイアウト情報を取り込むことで、装置設計の開発に加え検査 TAT の
削減や品質の向上を図っていこうとしている。
（図 5－5）
また、同様の戦略で、Carl Zeiss SMT との提携により、AIMS 機能と融合することで、ウェーハ転写
後のパターン保証も視野に入れ、レチクル検査、テスト、計測、レビューおよび欠陥判定を完全に統
合したプラットフォームソリューションビジネスを展開し、CoO の大幅な削減を提言し、開発から量
産まで、さらなる市場拡大を目指している。

マスク・レチクル検査装置メーカ別シェア

レーザテック
5%

AMAT
0%

Leica
3%

その他
4%

99年度

KLA=Tencor
88%

KLA=Tencor
レーザテック
AMAT
Leica
その他

その他
9%
Leica
10%

98年度

AMAT
11%
レーザテック
13%

KLA=Tencor
57%

図５－４：マスク・レチクル検査装置メーカ別シェア
出典：
「電子ジャーナル：半導体製造装置データブック 1998~2000 年度」
（NEC, Toshiba のデータを含まず）
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表 5－1 KLA-Tencor のロードマップ（Mask Inspection）
2001 2002

年度

2003

2004

2005

2006

2007

90

80

70

65

ITRS
Technology node

130

115

100

KLA

Model 525 D:D

Roadmap

Model 575 D:DB
Model 577 HR β D:DB
Model 577 HR Prod D:DB
Model 577＋Smart-Inspection tool

図 5－5 DesignSmart Inspection ツールの概念図
出典：
「2004 年 JEITA RMS ワークショップ ケーエルエー・テンコール発表資料」
5.2.2

SEMI-RDM-TFの普及の見込み

SEMI-RDM-TF 活動では、フォトマスクの欠陥や修正した箇所の検査結果を対象にしたデータハン
ドリングである。ここで、フォトマスクの欠陥やウェーハ上での欠陥物は次に通りである。
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表 5－2：フォトマスクとウェーハの欠陥項目
Items (Photomask Defects)

Items (Wafer Defects)
Surface particle
Defoucus
Scratch
Contamination
Missing resist patch
Bad spin
Resist drop
Clamp ring / EBR
Missing exp field
Developer spot
Missing layer
Developer Macro issue
Small dark
Bright circular
Large embedded
BARC defect
Satellites
Large bubbles
Microbubble
Large black circular
Circular missing pattern
Angular black flake
Large flake
Previous
Could not locate
Small residue
Scumming
Lifting pattern

Hard defects
Soft defects
Hard defects
Data preparation error
CD out-of-specification
Image placement out-of-specification
Administrative human error
Wrong pellicle
Haze
Other reason
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――
―――――

これらの情報は、デバイスメーカ側からの提供なくしては、フォトマスク単体での判定は不可能で
あることが判る。従って、SEMI-RDM-TF における欠陥情報の標準化・共有化かが可能となれば、技
術のコミュニケーションは大幅に改善され、半導体製造におけるトータルソリューションが出来上が
ることになる。
5.2.3

日本の展望

上述において、これらの情報を標準化することが、トータルコストの削減につながる。現在におい
ては、まだ QC 管理の概念や情報が不足している。また欠陥の発生をなくす事も忘れてはならない。
従って RDM だけに留まらず、欠陥分析や材料、製造環境等の配慮も今後必要となる。
5.3
5.3.1

RMSにおけるEDAベンダーの動向
EDAベンダーの市場

2003 年度の EDA ベンダーの市場は、図 5－6 の通りである。
ここでは、"Chip Design Software" としての状況であるが、2004 年度 EDA 業界全体として、前年度
比 3 ％の伸びを示し好調であった。特にケイデンスは、前年度比 10.3 ％増で、業界の 31.6 %を占め
た。出典：
「日経マイクロデバイス 2005 年 5 月号 111 ページ」
半導体製造技術の視点からは、今までの EDA 技術を継承して DFM ソリューションを提唱して、製
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造のシステマティックエラーによる歩留まり起因をデバイス設計にフィードフォーワードするツール
や仕組みを提案・提供しており、2005 年 2 月の SPIE では、立ち見が出るほどの盛況であった。
2005 年度以降、EDA ベンダーが、どこに、何を、誰とフォーカスを置くかによって、勢力図は変
わっていくものと考えている。
一方日本においても、DFM 技術への傾倒は同様であるが、その方法論は多義に亘っている。JEITA を
始め、日本の各コンソーシアムと連携して、標準化を進めることを提案して行きたい。

図 5－6 EDA ベンダーの市場
出典：
「2003 年 Investor’s Business Daily News」

50

5.3.2

ケイデンスシステムズ社の動向

図 5－7 ケイデンスシステム社の DFM 構想図
出典：
「2004 年 JEITA RMS ワークショップ ケイデンス発表資料」
ケイデンス社は SEMI-NA-TF の "OpenAccess Universal Data Model" 活動とリンクしており、API 技
術が標準化されている。また、SEMI-OASIS-TF との連携もあり、Si2 のコンソーシアムを立ち上げい
ち早くビジネス展開している。さらに SEMI-OASIS-TF は、SEMI-P10-TF との連携もある。
基本的に API 技術は、ターミノロジーに連携されるデータのハンドリング構造にあり、階層化技術
を持ち、インターフェースにおけるデータフォーマット変換がないことから、データ転送の効率化が
ポイントになっている。
5.3.3

SEMI-RDM-TFとの関係

今 RDM 仕様は、XML 記述によりドキュメント化している。SEMI-NA で標準化した API 技術は、
そのターミノロジーの定義でデータハンドリングが図れる。従って、API 技術との技術連携が比較的
容易である。
但し、JEITA としては、XML 技術による、RDM プラットフォームと製造技術に必要なパラメータ
ーとアプリケーションの連携を提言している。
5.3.4

日本の展望

日本においては RDM 仕様の普及を第一として、特に P10 の推進を提案して行く。
半導体生産技術の効率化、最適化に向けて、P10 に関連付けされている情報を標準化・ハンドリン
グすることが、急務であると考えており、今後 EDA ベンダーとヒアリングやアセスメントを通して、
DFM プロダクトマネジメント活動として、その方向性を提言することを 2005 年度の目標としている。
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6. 標準化案
6.1

活用のアスペクトの概念について

活用のアスペクトの分析について説明する。海外で公表される RDM に関連した要素をユーザの複
合的なパラダイムで把握し、目的、課題あるいはシナリオ、課題を解決するための改善テーマあるい
はアクティビティ、手段あるいは活用モデル、作業あるいは活用のアスペクトと編成して、複数の課
題が連携するようにして、情報をこれらの切り口で分析して標準化対象を特定するものである。活用
のアスペクトはシンプルであるが、支援・依存・拘束という設計と製造の連携における多重の制御ル
ープを可能にする手段を明確にしている。

目的
課題 シナリオ
アクティビティ

課題解決するための改善テーマ
海外で公表される
ＲＤＭに関連した要素
を
ユーザの複合的な
パラダイムで分析

手段 活用モデル
作業内容 活用のアスペクト
活用される情報
付加される情報
検索の方式

標準化表現の検討

関連づけ情報
RDM活用で改善される情報

活用のアスペクトはシンプルですが、支援・依存・拘束という
設計と製造の連携における多重の制御ループを明らかにする。
図 6-1 活用のアスペクトの分析
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デバイス各社共通の課題から共用できる因子、機能へ
参考例

・マスクリワークの削減(活動例：SEMI<P10>仕様)
・厳しいパターン箇所の個別スペック指示の対応
・計測機を用いたフォトリソレシピーの検証
・解像不良等、異常をデザインルールに照らしての確認
・設計者がウエーハプロセスの性能を知るための情報集約能力
・マスク描画機依存に関連する品質情報
・マスク精度のインパクト評価
・マスク(検査)コストの削減
・欠陥解析の効率化（活動例：SEMI-RDM-TF仕様)

各社の競争力は、これらの課題が小さい程、少ない程、
収益性は高い。(各社各課題に対する数値シェアは報告書で）
デバイスメーカに限定せず、装置メーカ、マスクベンダー、
ツールベンダーで課題をシェアする領域にフォーカス。

図 6-2 各デバイスメーカ共通の課題
学会などで報告される公知技術は、研究の独自性にもとづくものなので、断片的であったり、偶発
的であったりするが、このようなユーザの視点からの標準化的な表現の探索という操作をくぐらせる
ことにより、デバイス各社共通の課題から共用できる因子、機能の表現に近づくことができる。マス
クリワークの削減や厳しいパターン箇所の個別スペック指示の対応など、アプリケーションが再編成
されることが可能な標準化対象が、以下例示される。小委員会では収益性との関連も明確にし、課題
をシェアする領域をフォーカスする予定である。
活用のアスペクトの分析例としては、マスクリワークの削減の他にも、概要に述べたパターン形成
精度に関わるレシピーメンテナンスが、SPIE などで発表されているパターンデザインルールや収差計
測などの公知技術の複合的なシナリオの関係の分析を経て標準化の表現が検討される。JEITA からは、
装置メーカ、マスクベンダ、ツールベンダ、そしてデバイスメーカの連携で共創を可能として、半導
体生産技術向上が達成出きる必要条件が提言できる見込みである。とはいえ、たとえ WEB の世界で
はそのように進んでいるとはいえ、分散している様々な情報源が期待されているように連携しうると
いう確信は、まだ共有されてはいない。このために、いわば、十分条件を満たすための検証ワークを、
この報告書の後の、今後の課題として考えている。
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課 題

マ ス クリワ ー
ク削 減

厳 しい パ
ターン箇 所
の 個 別 ス
ペック可 能
化

計 測 機 を用
いた リソレ シ
ピの 検 証

マ ス ク精 度
の インパ クト
評 価
欠 陥 解 析 の
効 率 化
（ M ask vs
W afe r)

活 用 され る情 報

RDM活 用 で 改 善 され る 情 報

共 用 出 き る
因 子 、機 能

寸 法 ・配 置 ・欠 陥 （仕 様 書 ）
プラットフ ォー ム 上 で の 管 理
座 標 ・大 き さ・形 状 （不 良 内 容 ）
・リアル タイム 管 理
パ ターンに 応 じた 致 命 度 の 表 記 法 の 標 準 化 と判 定 ル ール ・情 報 の 共 有 化
パ タ ー ン 画 像 を 使 っ て 、 露 光 条 件 を 変 更 し て 再 シ ミ ュ レ ー シ・ 責 任 （ 資 産 管 理 含 む ） の 明 確 化
同 上 （マ ージン評 価 ）
過 去 の 作 業 ミス 内 容
作 業 者 の 力 量
寸 法 ・配 置 ・欠 陥 （仕 様 書 ）
プラットフ ォー ム 上 で の 管 理
座 標 ・大 き さ・形 状
・リアル タイム 管 理
パ タ ー ン に 応 じ た 致 命 度 判 定 ル ー ル (D RC )
・情 報 の 共 有 化
寸 法 、
パ タ ー ン 画 像 を 使 っ て 、 露 光 条 件 を 変 更 し て 再 シ ミ ュ レ ー シ・ 責 任 （ 資 産 管 理 含 む ） の 明 確 化
配 置 、
同 上 （マ ージン評 価 ）
細 か い指 示 が 今 後 可 能 な 指 示 方 式
欠 陥 、
過 去 の 作 業 ミス 内 容
座 標 、
作 業 者 の 力 量
大 き さ、
照 度 均 一 性 （ EESデ ー タ の 参 照 ）
情 報 の 共 有 化 、検 索 の 効 率 化 、集 計 の 効 率 形 状 、
フ ォー カス オ フ セ ットの 推 定
条 件 抽 出
照 度 、
S P C デ ー タ の 参 照 （ D S :P Q C エ ン ジ ニ ア ）
プロ セ ス レ シピ ー 参 照
収 差 、
照 度 均 一 性
デザ イン情
像 面 最 悪 位 置 データと確 認 パ ターン照 合
報 、
収 差 データか ら確 認 個 所 を特 定
保 証 パ ター
FEマ ト リ ッ ク ス 露 光
ンの 指 定 方
９０度 回 転 した パ ターン
法
パ ターン画 像 、座 標 、寸 法 、アル ゴリズム 、規 格
情 報 の 共 有 化 、検 索 の 効 率 化 、集 計 の 効 率
露 光 ｴﾈ ﾙ ｷ ﾞｰ、 フ ォ ー カ ス
レ シピメンテナ ンス
光 学 条 件 、 露 光 ｴﾈ ﾙ ｷ ﾞｰ、 フ ォ ー カ ス 、 レ ジ ス ト 条 件 、 現 像 条 件 抽 出
デ ザ イ ン パ タ ー ン 情 報 、 Ｏ Ｐ Ｃ パ ラ メ ー タ 、 マ ス ク プ ロ セ ス 条マ ス ク 仕 様 書
ウ エハ ー露 光 条 件
欠 陥 座 標 、数 、分 類 、欠 陥 影 響 度 、
情 報 の 共 有 化 、検 索 の 効 率 化 、集 計 の 効
欠 陥 整 合 、形 状 （パ ターン 、欠 陥 等 ）状 態 、欠 陥 分 類 、
W - Fabへ の ハ ン ド リ ン グ の 効 率 化 、
欠 陥 確 認 （ W - Fab内 ） の 効 率 化 、

共 用 ワーク

保 証 パ ター
ン指 定 仕
様 、
製 造 装 置
設 計 仕 様 、
アプリケ ー
シ ョン ツ ー
ル 設 計 仕
様

装置ﾒｰｶ、ﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞｰ、ﾂｰﾙﾍﾞﾝﾀﾞｰ、そしてﾃﾞﾊﾞｲｽメーカとの共創が可能となり、半導体
生産技術向上が達成出きる必要条件が提言できるが、十分条件を満たすための検証ワー
クが今後の課題。
図 6-3 共通の課題から共用できる因子と機能
6.1.1

レシピーメンテナンス

レシピーメンテナンスの活用のアスペクトについて説明する。JEITA のガイドライン Ver1 で示した
レシピーメンテナンスのガイドラインにそって SEMI で露光機のレシピーメンテナンスに関わるフレ
ーパターンの標準化が行われた。重要な一歩で、今後ガイドライン Ver2 にそって拡張が望まれる。し
かし、この望まれていることが、一般に理解されないまま矮小化されてしまう傾向があり、まず、レ
シピーメンテナンスについてガイドラインが示している枠組みとしてこの活用のアスペクトを説明す
る。微細化がアグレッシブではなかった時代に SoC 対応のレシピーメンテナンスはアライメントマー
クの座標やチップ配列に関わる情報つまりフレームデータのみ変更し、他のパラメーターは当該プロ
セスのデフォルトパラメータをコピーするだけでよかった。フレームデータは製品ごとに、SoC では
高頻度に変わるパラメーターであるので、指示書は定型化され自動化も容易な領域であると言える。
しかし、リソエンジニアの仕事は当然座標を装置に入れることや、その指示書を書くことだけではな
い。そうではないので、次にフレームデータ情報とプロセス情報を組合わせればレシピーメンテナン
スになるとされ、このプロセス情報は RDM とは別の門外だとされる。そうだろうか、確かにプロセ
ス情報が、あらかじめの評価を経て入力すべきパラメータセットのメニューのように明示的に暗黙的
にか整理されている場合、表面的にはその選択ノウハウとして RDM とは別のことのように見える。
しかし、これは業務プロセスのなかで間接的な関係にあるワークの、その関係を無視した表面的な見
方である。プロセスの情報を絞り込むためには、当然レシピを必要とする検査装置で様々なパターン
を観察したり、パターン形状に依存する MEF というマージンとマスク精度の関係などを確認するな
どの、先に述べた直接的なパラメーターを入力する作業とは比較にならぬ工数を要する作業がある。
微細化によりこのような間接的な作業が頻度や情報の多様さが増していることにガイドライン Ver2
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で着目している。そして、これらの作業は、その精度を確保しながら量産においては削除していくこ
とが必須であるが、これも製品の最終テストを確認しながら漸減するという旧来のやりかたは、時間
がかかり無効であるとはっきりしている。そのために設計パターンと転写パターンと装置・プロセス
の安定性を合理的に予測・制御することが必要で、ここにも多くの RDM に関連する作業たとえばシ
ミュレーションが間接的に存在する。この間の情報参照が相互的・アドホック性（完全な裏付けを求
めることなく、様子をみながらという情報処理）
、イテラティブ性（繰り返しを織り込むこと）は、複
雑なウェーハプロセスでは避けられないというよりも必須の方法論であることを認識すべきである。
このような情報参照を効率化するためには、Ver2 で提案した検索・設計者意図（当然リソエンジニア
意図も含む）
などのアノテーションやデータの解釈などのメタデータ標準化が行われるべきであった。
この分析の一端を示すレシピーメンテナンスの活用のアスペクトである。
6.2

参考例

(1) マスクリワークの削減（活動例：SEMI<P10>仕様）
「マスクリワーク削減」において、製品グレード別に開発・試作・量産品と分ければ、
「解決する
ための重要な課題」と「活用される情報」の関係は下図のようになる。
表 6-1 解決すべき課題と活用される情報
製品グレード
開発品（90nm）

試作品（130nm）
量産品（180nm）

解決するための重要な課題
・測長資料の不具合
・指示書の不具合
・スペックアウト
・規格の最適化。
異物の検出
作業ミスの撲滅

活用される情報
・寸法情報
・配置情報
・欠陥情報
・欠陥情報
・入力指示情報

つまり、
「マスクリワークを無くす」ためには、開発品の場合、デバイスパターンに依存した「寸
法、配置、欠陥」情報が設計・マスク・ウェーハ部門にオープン化（プラットフォーム化）されてい
て、且つ製造マージンが最適化された数値（定義）が重要となる。さらに、QC ターミノロジーや MEEF
や OPE、そして OPC パラメーター版数等のアプリケーションバージョンを含む技術仕様の情報が必
要となる。
試作品においては、スペックが一度最適化されたため、レチクル取り扱いに関係する異物（欠陥）
情報が重要なファクターになる。
そして、量産品においては、作業工程管理が重要な要素となる。
これらは、開発品を除けば、SEMI<P10>の適用後は、情報交換や作業性は大いに上がり、マスクリ
ワーク率は半減するものと考える。
開発品の場合は、デバイス開発固有情報のハンドリング技術（標準化）が今後必要となるだろう。
マスクリワークに関する文献は、下記より参照した。
出典：
「Mask Industry Assessment 2003（Kurt R. Kimmel BACUS2003）
」
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図 6-4（1） Mask Return Reasons

図 6-4（2） Design Data Size and Prep Time

56

Yield Loss Reasons
Yield Loss Reasons
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図 6-4（4） Delivery Time
出典：
「Mask Industry Assessment 2003（Kurt R. Kimmel BACUS2003）
」
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(2) 厳しいパターン箇所の個別スペック指示の対応
従来から SEMI-P10 においてもマスクの仕様書において測定すべき場所と寸法の標準化がなされて
きた。一方、ウェーハ上のパターン測定に関しても測定箇所の指示と寸法の仕様はその指示の方法が
異なるにしても生産工程では必ず必要であった。
その情報としては、寸法、配置と座標等のほかにも形状に関する内容があり、測定結果すのリアル
タイム化、共有化、責任の明確化が必要である。
また、近年 Low-k1 リソグラフィーが使われる様になり、マスクの寸法誤差と転写後の寸法誤差の
関係がリニアでならないという問題が提起されてきた。すなわち、マスク倍率を 1 としたときのマス
ク寸法誤差に対するウェーハ寸法誤差の比は 1 であるはずだが、それがたとえば 2 になるような場合
がある。このためにマスクのわずかな誤差が転写精度に大きな影響を与える。この比は Mask Error
Factor（MEF）あるいは Mask Error Enhancement Factor（MEEF）と呼ばれる［参考文献 1～4］
。ここで、
レジストの寸法変動を ∆LWRe sist 、マスクの寸法変動 ∆LWMaskt 、マスクの倍率を M とすると MEF は
次式で定義される。

∆LWRe sist = MEF

∆LWMask
M

MEF は一般に k1 値が小さいほうが大きい。すなわち微細なパターンのほうがマスク誤差の影響が
マスクパターンへ与える影響が大きくなる。このため、同じマスクの中でもマスク誤差の影響が異な
るパターンが存在することになる。このことから MEF の影響を考慮したスペックの指示が必要にな
ってくる。
さらにマスクパターンの中には hot spot と呼ばれるリソグラフィー時のフォーカスや露光量に対す
る許容量が他のパターンに対して小さいパターンが存在する［参考文献 5］
。このようなパターンはシ
ミュレーションによって見つけ出すため、hot spot を指示するためにはシミュレーションに活用できる
パラメーターの指定も必要である。
このように、ウェーハの転写パターンはマスクパターンから簡単に予測することができなくなって
きている。このため、転写パターンを予測しそれを設計に効率よくフィードバックさせることができ
る Design for Manufacturing（DFM）の仕組みが必要となる。この仕組みをインテリジェント化してい
くことで、光学的近接効果補正（Optical Proximity Correction）や製造工程におけるモジュール毎の最
適化が可能になる。
参考文献：
1. Junichiro Iba, Kohji Hashimoto, Richard A Ferguson, Toshiaki Yanagisawa, Donald J Samuels, "Electrical
Characterization of Across-Field Lithographic Performance for 256M bit DRAM Technologies," Proc. SPIE
Photomask and X-Ray Mask Technology II, Vol.2512, pp.218-225, 1995
2. Wilhelm Maurer, Kimihiro Satoh, Donald J Samuels, Thomas Fischer, "Pattern transfer at k1=0.5: get
0.25-um lithography ready for manufacturing," Proc. SPIE Photomask and X-Ray Mask Technology II, Vol.2512,
pp.218-225, 1995
3. Alfred K Wong, Richard A Ferguson, Lars W Liebmann, Scott M Mansfield, Antoinette F Molless, Mark O
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Neisser, "Lithographic effects of mask critical dimension error," Proc. SPIE Optical Microlithography XI,
Vol.3334, pp 106-116, 1998.
4. Franklin M Schellenberg, Victor V Boksha, Nicolas B Cobb, J C Lai, C H Chen, Chris A Mack, "Impact of
mask errors on full chip error budgets," Proc. SPIE Optical Microlithography XII, Vol.3679, pp.261-275, 1999.
5. Shigeki Nojima, Shoji Mimotogi, Masamitsu Itoh, Osamu Ikenaga, Shigeru Hasebe, Kohji Hashimoto,
Soichi Inoue, Mineo Goto, Ichiro Mori, "Flexible mask specifications," Proc. SPIE Photomask and X-Ray Mask
Technology IX, Vol.4754, pp.33-42, 2002.
(3) 計測機を用いたフォトリソレシピーの検証
レシピーメンテナンスの活用のアスペクトについて説明する。JEITA のガイドライン Ver1 で示した
レシピーメンテナンスのガイドラインにそって SEMI で露光機のレシピーメンテナンスに関わるフレ
ーパターンの標準化が行われた。重要な一歩で、今後ガイドライン Ver2 にそって拡張が望まれる。し
かし、この望まれていることが、一般に理解されないまま矮小化されてしまう傾向があり、まず、レ
シピーメンテナンスについてガイドラインが示している枠組みとしてこの活用のアスペクトを説明す
る。微細化がアグレッシブではなかった時代に SoC 対応のレシピーメンテナンスはアライメントマー
クの座標やチップ配列に関わる情報つまりフレームデータのみ変更し、他のパラメーターは当該プロ
セスのデフォルトパラメータをコピーするだけでよかった。フレームデータは製品ごとに、SoC では
高頻度に変わるパラメーターであるので、指示書は定型化され自動化も容易な領域であると言える。
しかし、リソエンジニアの仕事は当然座標を装置に入れることや、その指示書を書くことだけではな
い。そうではないので、次にフレームデータ情報とプロセス情報を組合わせればレシピーメンテナン
スになるとされ、このプロセス情報は RDM とは別の門外だとされる。そうだろうか、確かにプロセ
ス情報が、あらかじめの評価を経て入力すべきパラメータセットのメニューのように明示的に暗黙的
にか整理されている場合、表面的にはその選択ノウハウとして RDM とは別のことのように見える。
しかし、これは業務プロセスのなかで間接的な関係にあるワークの、その関係を無視した表面的な見
方である。プロセスの情報を絞り込むためには、当然レシピを必要とする検査装置で様々なパターン
を観察したり、パターン形状に依存する MEF というマージンとマスク精度の関係などを確認するな
どの、先に述べた直接的なパラメーターを入力する作業とは比較にならぬ工数を要する作業がある。
微細化によりこのような間接的な作業が頻度や情報の多様さが増していることにガイドライン Ver2
で着目している。そして、これらの作業は、その精度を確保しながら量産においては削除していくこ
とが必須であるが、これも製品の最終テストを確認しながら漸減するという旧来のやりかたは、時間
がかかり無効であるとはっきりしている。そのために設計パターンと転写パターンと装置・プロセス
の安定性を合理的に予測・制御することが必要で、ここにも多くの RDM に関連する作業たとえばシ
ミュレーションが間接的に存在する。この間の情報参照が相互的・アドホック性（完全な裏付けを求
めることなく、様子をみながらという情報処理）
、イテラティブ性（繰り返しを織り込むこと）は、複
雑なウェーハプロセスでは避けられないというよりも必須の方法論であることを認識すべきである。
このような情報参照を効率化するためには、Ver2 で提案した検索・設計者意図（当然リソエンジニア
意図も含む）
などのアノテーションやデータの解釈などのメタデータ標準化が行われるべきであった。
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この分析の一端を示すレシピーメンテナンスの活用のアスペクトである。
(4) 設計者がウェーハプロセスの性能を知るための情報集約能力
表 6-2 解決すべき課題と活用される情報
製品グレード
開発品（90nm）
試作品（130nm）
量産品（180nm）

解決するための重要な課題
開発計画、仕様の決定
各パラメーター（プロセス、
デバイス、設計）の把握
Fab の生産能力、ISO／TS 対応

活用される情報
・寸法情報
・ｱﾗｲﾒﾝﾄ精度
・レチクル仕様
・欠陥情報
・マーク、TEG 情報

(4-1) 背景・目的
SoC の開発及び生産においては、開発期間の短縮や品質面も含めた安定的な生産のために回路設計
から生産までの情報の共有化とその効果的な活用が必要となる。特に最初の設計段階での情報収集の
ミスは ES の繰り返しなど開発計画に重大な支障を生じさせる可能性があるため重要である。ここで
は設計者がウェーハプロセスに対して必要な情報を整理して、その中から RDM で活用される項目の
抽出を行う。
(4-2) 活用の情報
設計者が必要な情報はどの製品グレードでも基本的には同じであるが、開発レベルか量産レベルか
で各項目の状況は異なってくる。量産品レベルでは設計に必要なパラメーターやウェーハプロセスで
のばらつき、最終的な歩留りといった情報は、ほぼ FIX された状況で予測できるのに対して、開発品
レベルになるほど未確定要素が多くなり、予測と結果の乖離が大きくなる可能性がある。従って量産
品レベルでは Fab の生産能力や ISO／TS 対応などの生産のための確認事項が課題になるのに対して、
開発品ではいかに予測と結果の乖離を小さくするための検討項目が重視されることになり、活用のア
スペクトの表の中に挙げられている。例えばデバイスパラメーターを考えてみると、量産品では既存
のデータから値やばらつき等を提示できるが、開発品ではより正確な提示のためには各ウェーハプロ
セスでのばらつき等の技術データの情報収集により正確な予測を行う必要が生じることになる。
(4-3) RDM 活用で改善される情報（効果・メリット）
RDM の活用により、各プロセスデータやマークや TEG 情報、またレチクル作製のための仕様やス
ペックといった情報の伝達の精度と効率性の向上が期待できると考える。またこれらの情報はウェー
ハ Fab 内でも共有化、再利用されることにより、開発及び生産双方で TAT の短縮やコスト削減に寄与
することになると考える。またファンドリー等情報の伝達が会社間になる機会も多くなっている状況
を考慮すると、標準化のメリットは大きいであろう。
(5) 欠陥解析の効率化（活動例：SEMI-RDM-TF 仕様）
マスク製作で行われる欠陥検査において、検査結果の有効活用（ウェーハ工程等において）が行わ
れていないケースがある。これは、検査結果のデータ化によるハンドリングが十分行われていない場
合等があるからである。データハンドリング及び有効利用することの大きな期待としては、コスト、
効率化・最適化、スピード、制約（運用効率化）が上げられる。その一例を次に説明する。
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マスク欠陥検査情報は、製作されたマスクの使用可否、使用時の注意項目として失敗コスト削減等
への効果が期待できる。例えばウェーハ工程での活用されるであろう項目は、マスク上の欠陥座標、
数、分類、欠陥影響度等が上げられる。これら情報を把握した上でマスクを使用することによりウェ
ーハ処理が効率化される。また、ウェーハ処理時以外への効果としてこれら情報を RDM として活用
する事により、W-Fab において検査結果情報の共有化、検索の効率化（時間、ミス）
、集計の効率化、
ハンドリングの効率化、欠陥確認（マスク部門、W-Fab 内）の効率化等へ役立てられる。また、デー
タを自由にハンドリングできる事は他への流用や効果が期待でき、デバイス設計、マスクメーカ、ウ
ェーハプロセスへと広く利用可能であり、環境（ペーパーレス：電子化）への効果も期待できる事に
なる。
(6) フレキシブルマスクスペック
いわゆる low-K1 リソグラフィーではマスク精度が転写パターン寸法に与える影響が大きく、
（2）
において述べた様に MEF という概念が導入されている。ところがその結果マスクに求められる精度
仕様が大変厳しくなり、マスクの収率を落とし価格の上昇を招くことになった。その解決方法として
フレキシブルマスクスペックが提案された [1]。
従来のマスク仕様の概念とフレキシブルマスクスペックの概念を比較すると次のようになる。従来
のマスクの仕様の決め方は、寸法測定パターンに対しターゲット寸法からのずれ量の平均値の最大値
と面内均一性の最大値を定義していた。これに対しフレキシブルマスクスペックでは寸法測定個所と
して hot spot パターンを選び出す。hot spot パターンとはリソグラフィーマージンの小さいパターン
のことであり、この作業のためにチップ全体の中からシミュレーションを行って様々なパターンを選
び出す。次に、このパターンでのマスクの仕様は平均値からのずれ量と均一性の誤差を固定するので
はなく、小さな平均値誤差には大きな均一性誤差を許すという様にリソグラフィーマージンの観点で
許される最大誤差量をその測定点でのマスク仕様とする。このようにすることで、従来よりも最適化
されたマスクスペックを提示することかが可能になる。
フレキシブルマスクスペックにおいては、hot spot の抽出とその各点での個別のスペックの提示を
いかに効率よくできるかが重要である。
参考文献：
1. Shigeki Nojima, Shoji Mimotogi, Masamitsu Itoh, Osamu Ikenaga, Shigeru Hasebe, Kohji Hashimoto,
Soichi Inoue, Mineo Goto, Ichiro Mori, "Flexible mask specifications," Proc. SPIE Photomask and X-Ray Mask
Technology IX, Vol.4754, pp.33-42, 2002.
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7. 見通し、課題（ロードマップ）
7.1

アプリケーションと実装の促進

アプリケーションと実装の促進
ここでは、RDM の利用アプリケーションを今後の SOC ラインとの関係で考えてみる。
(1) SOC ラインの問題点と EES（Equipment Engineering System）
SOC のようなカスタム製品のラインでは、ロットサイズが小さくなる傾向にある。まして、最先端
プロセスの 300mm ラインでは、試作品を量産ラインで流すことが必要になり、ラインの品質レベル
維持のウェーハも多く流れているため、さらにこの傾向が強くなっている。一方、ロットサイズが小
さくなると図 7-1、図 7-2 に示すように段取り等のロット毎に発生するロスの影響で、装置の使用効率
が悪化する。また、装置の故障や製品待ちの影響もあり、図 7-3 に示すように高価な装置の実際に製
品を処理している時間が少ないと言う問題がある。
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図 7-1 ロットサイズの影響
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図 7-2 段取替えの分析
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図 7-3 装置の有効稼動

出典：STRJ Factory Integration WG

この問題を解決していくためには品質保証をしながら、段取りを削減していく必要がある。そのた
めには、プロセス立ち上げから量産化にいたる詳細な装置情報の活用が重要となる。これまでは、装
置の詳細情報を充分収集・活用できるシステムがなかった。現在、IT 技術を利用した EES とよばれる
システムが利用され始めている。図 7-4 は、EES のシステム構成を概念的に示したものである。

図 7-4 EES のシステム構成概念図
従来の MES（工場の制御系システム）とは別系統で、装置技術者や保守マンが利用できる装置詳細
データを取り出し、管理・制御するシステムである。この詳細情報を装置メーカとデバイスメーカが
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共有化することにより、装置の安定化を達成する。また、IT を利用し工場外からの遠隔サポートを受
けることも可能とする。さらに、このデータは設計やプロセス立ち上げ、量産化のときに再利用され
る。
(2) リソ工程での RDM の利用
リソ工程では、塗布・露光・現像装置ばかりでなく、検査装置も EES が必要になる。標準化のとこ
ろで述べたレチクルデータのリソグラフィー装置へのレシピとしての入力も EES からのその他の装
置データと合わさって号機補整等に使用される。また、マスクメーカのマスク検査結果情報を受け取
り、不具合を修正するために、露光条件を調整することも行われる。この EES を実現するためには、
RDM によるレチクルデータの標準化、装置のデータインターフェイスの構築、工場内のデータ収集
のシステム、センサー技術、機差調整や経時変化調整技術、予測保全技術等の開発が必要になる。こ
れらは、オープンな環境で開発されることによりコストダウンが図れる。すなわち、共通なプラット
フォーム技術として、レチクルデータの標準化や装置のデータインターフェイスや工場内のデータ収
集システムを構築する必要がある。また、機差調整技術等のノウハウに関係する技術を知的財産化し
て流通させることも重要である。これらを実現するためには、共通プラットフォーム開発・標準化と
知的財産化する技術のプロット評価を行うことが効果的である。
(3) リソ IMS (Integrated Module System)
さらに、設計からマスク製作、プロセスの立ち上げを早めていくためには、幾つかの工程をモジュ
ール化したプロセスモジュール単位の情報の流通速度を速めなければならない。現在、各社でプロセ
スモジュール単位の開発が多くなってきている。これは、SOC のプロセス開発がプロセスモジュール
の組み合わせで行った方が効率よくなっているためと、微細化が進んだ製品のプロセス開発は単一工
程の組み合わせでは開発が難しく、モジュルーレベルで総合的に調整する必要があるからである。し
かし、現在このモジュール開発で作成したり、利用したりする情報はバラバラに存在しており、有機
的に利用できない状態である。例えば、製造工程情報や期待される加工目標値は MES と呼ばれる工
場の制御系システムに入っているが、装置の詳細な調整・制御情報やセンサーや測定器での結果情報
は個別に装置上に存在している(場合によっては取れていない)。さらに、プロセスモジュール上での
調整情報（アルゴリズム、データ etc）は別にシステムとして存在していることが多い。そのため、回
路設計者が設計の基準として必要とする情報や、プロセスを試作ラインから量産ラインに移管すると
きの情報も大幅に不足している。このため、人が移動して情報を伝えなければならないことが多い。
これに対しては、IMS(Integrated Module System)というシステムを提案している。図 7-5 は IMS の概要
を示す図である。
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出典：ITRS 2001

図 7-5 IMS の概要
IMS の目的は、設計から試作、量産への技術情報の流れを良くし、かつ、設備。プロセス・製品立
ち上げのスピードを速めることにより新製品を市場にタイムリーに供給することにある。また、製造
リードタイムを大幅に短縮し、棚卸の削減、小ロット生産対応の段取り作業の短縮・設備稼働率の向
上をも狙いとしている。
IMS は IPS（Integrated Process System）と IES（Integrated Equipment System）と呼ばれる二つのシス
テムで構成される。
図 7-6 は IPS の概念を示す図である。これまで、別々に存在していたプロセスのモジュールフロー
（仕様）
、モジュール装置構成・装置詳細情報、モジュールプロセス制御情報（レシピ／アルゴロズム
ｅtc）
、品質確認データ（膜厚、寸法、特性 etc）をパックして展開できるようにするシステムである。
これらは、現在のロットベースでの生産方式ですぐに利用できる。RDM との関連では、パターン形
成が厳しい部分の指定情報やレチクルやパターン検査情報等が利用される。
図 7-7 はリソ工程に IPS を応用したイメージを示したものである。
露光工程と検査工程がモジュールとして結ばれ、この他にも、パターンやマスクの検査結果等も情
報として結合されて総合的に最適な露光を実現する。
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図 7-6 IPS の概念
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図 7-7 リソ工程への IPS の適用イメージ
図 7-8 は IES の概念を示す図である。
IES では、これまで物理的にバラバラであった装置群が結合される。今後の微細化に対応するため
には、これまでのロット制御から枚葉制御することが有効である。ウェーハを枚葉で制御するために
は、情報のフィードバック・フィードフォアードのスピードが重要になる。そのためには、物理的に
もウェーハの移動のスピードを上げることが必要になる。枚葉で連結された設備群は、このために効
果がある。また、枚葉で管理・制御されるために、仕掛が劇的に低減出来棚卸資産が削減出来るとと
もに、製造のリードタイムを大幅に低減出来る。さらに、装置間での段取りロスが少なくなるため、
小枚数のロットでも生産性の低下が少なくてすむ。SoC のように生産数量がバラツク場合や試作品を
流す時に大きな効果を発揮する。IES を動かすためには IPS が必要になる。
ここでも、RDM のデータは、パターンの粗密情報として、枚葉の CVD 等の膜厚と複合して CMP
やエッチングの条件最適化やパターン検査情報に使用される。
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図 7-8 IES の概念
図 7-9 は IES をリソ工程に応用したイメージ図である。本図では、直列に連結したイメージで描い
ているが、並列連結の方が、フレキシビリティが増すために好ましいと考えている。IPS でパックさ
れた情報は、設備の制御情報とは別に取り出すことができるように設計される。これまでのように、
ノウハウが装置について容易にでていってしまうことも防ぐことができる。また、露光の際に先行し
て行われる試し露光も、連続して行われる作業の中で、アルゴリズムによって補正されていくために
不要となる。マスクの検査結果と露光の出来栄え結果の照合も瞬時に行われ、マスク工程へのフィー
ドバックや設計へのフィードバックのスピードが上がる。また、マスクの多少の不具合を露光工程で
補正することも行われる。
これらの一連のアプリケーションを開発するためには、RDM のレティクデータが再利用される形
でハンドリングされる必要があり、RDM で構造化されたデータが生きてくる。プロセス装置、検査
装置のデータとレチクルのデータが統合して大きな効果を出していくものになる。
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図 7-9 リソ工程への IES 適用イメージ
7.2

国内コンソーシアムとの連携

図 7-10 に業界における共通の非競争領域の課題におけるスタンダード化・実用化のプロセスを示す。
業界における共通の課題の内、技術的な課題はコンソーシアムなどで技術が共同で開発され実用化が
進められている。一方、標準化すべき課題は、要素技術的なものは標準化がすぐに進められるが、全
体システムに係る課題は、多岐の技術領域に係るためガイドラインを作成することで標準化の方向や
モデルを決め、このガイドラインに沿った標準化が進められる。この標準化に沿った開発が業界で進
められることで、共通の課題が解決される。

業界における課題
技術課題 標準化課題

標準化の
ガイドライン

標準化
スタンダード化

業界における共通の非競争領域の課題
純粋な技術的課題
標準化すべき課題
全体システムにかかわる標準化課題
⇒ガイドラインによる標準化の方向性

ガイドラインに沿った
標準化（スタンダード化）

開発
実用（実装）

スタンダードに従った開発による
実用化（実装化）

図 7-10 スタンダード化～実用化（実装化）のプロセス
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RDM もこの全体システムに係る課題であり、図 7-11 に示す JEITA、SEMI、Selete の連携、役割分
担で標準化と技術開発が進められてきた。
JEITA が中心の RDM 合同委員会でガイドラインが作られ、
これに基づき平行して SEMI のスタンダード化、Selete による技術評価が行われた。

業界における課題
技術課題 標準化課題

標準化の
ガイドライン

標準化
スタンダード化

JEITA 半導体生産技術専門委員会

JEITA生産技術委員会
レチクルマネジメント小委員会
RDM小委員会

R
D
M
合
同
委
員
会

SEMI

開発

Selete

実用（実装）

図 7-11 RDM における JEITA、SEMI、Selete のスキーム
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RDM-TF
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Selete
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欠陥情報RDM評価
統一ﾌｫｰﾏｯﾄ作成

SEMI
RDM-TF２
実用化開発

図 7-12 RDM のスキームにおける活動
図 7-12 に RDM の活動の時間的流れを示す。このような業界団体のシンクタンク、標準化団体、技
術開発コンソーシアムによる連携スキームは、業界の課題を解決するための活動としての課題整理～
ガイドライン作成～標準化～開発～実装化のプロセスで有効である。
図 7-13 に現状の RDM の進捗状況を示す。RDM のゴールは設計～マスク～ウェーハで共通に利用
できる階層構造を持ったデータベースインフラ技術を作ることであるが、現状の標準化と実用化が検
討されているのは、一部の工程間で利用するデータフォーマットやデータベースであり、ゴールに向
けてやらなければならない領域は多い。図 7-14 に RDM のゴールに向けたスキームを示す。現状は
Selete および一部のメーカで開発､実用化（実装化）の一部の領域の検討が進められているが、RDM
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をシステムとして完成させるためには、開発、実用化（実装化）の領域でまだまだやるべきテーマ、
項目の範囲は広い。今後、RDM のゴールである設計～マスク～ウェーハで共通に利用できるデータ
ベースインフラ技術を完成させるためには、開発、実用化（実装化）の全般を推進するスキーム（コ
ンソーシアム）が必要であると考えられる。

現状のＲＤＭ進捗
設計

設計工程Ａ

JKL
JKL
GHI
JKL

設計工程Ａ

設計工程Ａ

ABC

設計工程Ｂ

設計工程Ｂ

設計工程Ｂ

マスク製造

マスク工程Ａ
マスク工程Ａ

ABC
DEF

マスク工程Ｂ

マスク工程Ｂ

マスク工程Ａ

マスク工程Ｂ

DEF
チップ製造

ウエハ工程Ａ

ABC
DEF
MNP

ウエハ工程Ａ

ウエハ工程Ａ

マスク工程Ｂ
DEF

マスク工程Ｂ

マスク工程Ｂ

図 7-13 現状の RDM 進捗状況
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開発
実用（実装）
図 7-14 RDM のゴールに向けたスキーム
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8.

提言

最後に、日本の半導体産業が直面している問題が 2 つある。
ひとつは製品の ROI が非常にシビアな世代に来ており投資効果が容易に見積もれない点で、なお且
つ実用化開発の促進力が市場の製品サイクルに追いつかない問題である。
もうひとつは、
より高い専門性が要求されている IT 技術を中心とする研究要素の開発促進力の問題である。
海外では、市場を支配して資金豊富な企業が前者を、後者を活性な産学官連携をベースに大学研究
者も一翼を担っています。しかし、日本の国内半導体関連では、このような動向が生まれるポテンシ
ャルは、未だ形成されていないのではないだろうか。
従って、今回のワーキング活動を通して、市場を活性化する仕組みのあり方として、次の三つを提
案したいと思う。
① デバイスメーカが先行的なニーズを公共的にガイドラインとして構築できる環境があること。
② このガイドラインに沿った開発を行う企業や共同開発機関、または IMS のような企業グループ
が支援される枠組みが生まれること。
③ これらの試みを刺激し、加速する技術的アイデアが国内の研究者の関心から継続的に生み出さ
れるようにすること。且つ高いモチベーションを世代毎に受け継がれる人材が確保される環境
下にあること。
また、これらの 3 つの動因は相互に依存していて、ひとつの動因が他を加速する好循環を形成する
ことも、逆にひとつの動因の不在が他を抑制する悪循環にもなることもあり得るが、この設計と製造
の連携についての技術革新のグローバルな競争においては、主体的に好循環を形成していくことが要
請されていると考えられる。なぜなら、優秀な設計者、マスク、フォトリソなくして、多様な半導体
製品・生産が出来ないのは自明であるからである。
設計情報の活用を進めるうえで、現状では設計ツール分野での米国の優位性は著しく、日本の半導
体産業は、この分野で海外に遅れをとってしまう恐れがある。その背景は、海外のツールベンダーは、
半導体製造の研究者や技術者のリソースが十二分に確保されているからである。だからこそ、日本の
半導体産業の技術力強化の見地から、早急な体制つくりが必要なのである。
そこで、日本の国内企業の企画提案についてワークショップを編成し、これについての各々の解決
策を促進するために、可能性ある出資者への情報提供の窓口となる組織があれば、実装化した効果を
半導体業界は、早期に獲得できるのではないだろうか。このような動向にむけて、産学官でビジネス
チャンスを創出するワークを作って行くことを提言する。
さらに付け加えれば、デバイスメーカは、各社の得意分野の中でビジネス戦略のシナリオを描き、
且つ半導体製品を棲み分けしながら競創し、日本の産業界全体として捉え発展させていくことが最良
である。そして大学においても、基礎知識・研究をベースにして、半導体産業にとって価値のある成
果物 － 例えば特許－ を意図した研究テーマの創出を願うものである。
最後に、上述を鑑みて、国としては産業が活性化する政策と共に、ビジネスチャンスを生む施策を、
鋭意推進して欲しいと願う次第である。
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付録：用語集（一般用語）
＊出典：JEITA IC ガイドブック 2003 年版用語解説。
（一部を除く。
）

1.【英文用語（アルファベット順）】
［AIMS］Aerial Imaging for Mask Shop
カールツァイスの AIMSTM fab はステッパ/スキャナを光学的にエミュレートするシステムで、オプ
ティカル・システムであり、あらゆるタイプの RET とその欠陥の実露光プロセスを想定したプリンタ
ビリティ（露光転写性）情報を、提供する。出典：
「カールツァイス社カタログ」
［AIST］National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
独立行政法人 産業技術総合研究所。経済産業省傘下にあった各研究所が中央省庁再編に伴い、平
成 13 年 4 月 1 日から独立行政法人となったもの。

http://www.aist.go.jp/index_ja.html

［ASPLA］Advanced SoC Platform Corp.
株式会社 先端 SoC 基盤技術開発。
富士通、松下電器産業、NEC エレクトロニクス、沖電気工業、ローム、ルネサステクノロジ、三洋
電機、シャープ、ソニー、東芝、STARC（半導体理工学研究センター）の 11 社による共同研究開発
会社。

http://www.aspla.com/

［AutoMOPS］Automatic Mask Order Processing System
EU の SEMI 標準化グループを中心に B2B ビジネスを前提に、XML 言語を使用し，SEMI－P10（マ
スク受発注仕様並びに検査データ仕様）をベースにした自動システムで、ムーアの法則に準拠した半
導体製造のソリューションも提案している。
［APC］Advanced Process Control
半導体産業では、一般的に“Run to Run 制御”の意味に使用される。フィードバック制御と呼ばれ
るプロセス結果、又は現在のプロセス状況を元に“戻って”プロセスを変更する手法と、フィードフ
ォーワード制御と呼ばれるプロセス前情報を利用して“予測して”プロセスを変更する手法がある。
［API］Application Programming Interface
さまざまのアプリケーションが情報をハンドリングするソフトウェア・インタフェース。通常、API
は、特に異なったアプリケーションが互いにコミュニケートするのを許容するために記述される。
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［B2B］Business-to-business commerce
組織間のトランザクション
［B2C］business-to-consumer
組織と個別消費者の間のトランザクション
［CAD］computer aided design
コンピュータを使用した設計手法。
［CD］Critical Dimension
限界寸法。半導体プロセスにおける形成限界付近の微細なパターンを形成させたときのパターン寸
法。
［DFM］Design For Manufacturability
製造技術のためのデザイン設計手法。本書ではデバイス設計・製造マネジメントそのものを最適化
する仕組みを言う。
［DFT］Design for test
テストのためのデザイン。 デザインアプローチは、よく生産サイクルの様々なステージ中で容易
に製品をテストすることができる仕組み。
［ECM］Engineering Chain Management
サプライ・チェイン・マネジメント（SCM）の管理手法を機能性能に置き換えたモデルを用い、思
考や技能の流れに当てはめた管理手法。
［EDA］electronic design automation
電子回路設計用の CAD（computer aided design）
。機械や建築などの設計で使われている CAD と同
じように，半導体デバイスやプリント基板などの設計にコンピュータを活用する。これを実現するた
めにさまざまなソフトウエアツールを提供する EDA ベンダがある。
［e-Diagnostics］
半導体製品製造装置の遠隔診断ソリューションのこと。
［EEC］Equipment Engineering Capabilities
装置エンジニアリング機能。装置エンジニアリング機能は、EES を用いて実現する、種々の装置管
理、稼働改善に必要な機能、能力などを意味する。
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［EES］Equipment Engineering System
装置エンジニアリング・システム。従来のホスト系で収集されていた制限の多い装置情報を元に装
置管理を行う手法から脱却し、種々の装置状態を示すデータを基に、装置本来の機能を把握し、管理
することにより、装置サプライヤにおける業務と半導体製品製造の業務の改善を行うシステムとして
JEITA と Selete により提言された装置管理のシステム。
［EEQA］Enhanced Equipment Quality Assurance
高度な装置品質保証。本書では電子データで 裏打ちされた装置性能の QA（品質保証）を意図する。
［e-Manufacturing］
高度な情報活用により、製品製造における生産/品質/性能管理等が高度に行われる製造形態をいう。
［FITWG］Factory Integration Technology Working Group
ITRS のファクトリー・インテグレーション技術ワーキング・グループ。高度自動化技術に関する検
討を行う会議。
［GJG］
半導体製品製造における自動化関連の 300mm Global Joint Guidance の略。
元々は 300mm 半導体工場における機器の自動化指針を策定するために、国際協議会の I300I
（International 300mm Initiative）と日本の J300 が共同で策定した著作物で、GJG によって定められた
路線に従って ISMT/JEITA/Selete 間で開発されたガイドライン等までを指す場合がある。
［Hot Spot］
半導体製造で使用するホット・スポットは、フォトリソグラフィーにおけるフォーカス・露光プロ
セスウインドウの小さいパターンの領域を言う。
［IDM］Integrated Device Manufacturer
設計から製造、販売までを自社で行う、デバイスメーカ。
［IMEC］Inter-University Microelectronics Center
ベルギーにある、半導体技術の大学共同研究機関。フランダ－ス政府の助成をベースに、設計から
プロセスにわたる一連の技術を開発しており、試作ラインも備えている。

http://www.imec.be/

［IMS］Intelligent Manufacturing System
世界の製造業は、解決すべき多くの共通課題に直面しており、これらの課題解決を図ることを目的
に、製造業分野において、産・学・官一体の国際協力により、共同研究開発を実施するための仕組み
作り。

http://www.ims.mstc.or.jp/index.html
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［IP］Intellectual Properties
本来は工業所有権全体を指す用語だが、最近は、主として、LSI などの回路やアーキテクチャーの
著作権の意味に使われている。
［IP Reuse ＆ Commerce］
新しい LSI を設計する時、既存の IP を再利用すること、および、そのために、IP を商品化として
取引すること。
［IP Provider］
IP の開発、供給者。
［IP Shuttle］
一枚のレチクルに、複数社相乗りしたレチクル製造方式のことで、各 IP、コア、セルがレイアウト
されたウェーハでプロセス製造する。
［ISMI］International SEMATECH Manufacturing Initiative, Inc.
ISMT が新たに設立した組織で、特に装置自動化関係の生産技術に特化したテーマを扱う。
http://www.ismi.sematech.org/index.htm
［ISMT］International SEMATECH, Inc.
米国半導体デバイスメーカを主体とした半導体デバイス技術の共同研究開発会社。設立当初は米国
政府が関与していたが、現在は独立した民間コンソーシア企業。

http://www.sematech.org/

［ITRS］International Technology Road Map for Semiconductor
国際半導体技術ロードマップ。半導体のプロセス技術、生産技術等の指針となる。
http://public.itrs.net/
［JEITA］Japan Electronics and Information Technology Industries Association
社団法人 電子情報技術産業協会。

http://www.jeita.or.jp/

［JEITA e-Manufacturing 小委員会］
JEITA 半導体部会の下部組織、半導体技術委員会傘下の半導体生産技術専門委員会内で活動する
e-Manufacturing 関連の検討会議。
［JEITA レチクルマネジメント小委員会］
JEITA 半導体部会の下部組織、半導体技術委員会内傘下の半導体生産技術専門委員会内で活動する
レチクルデータマネジメント関連の検討会議。
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［MASK Compose］
［MaskCompose]は、日本ケイデンス・デザイン・システムズ社のツールで、デザインテープアウト
からマスク製造、ウェーハ露光に至るまでの数々の作業ステップを自動化、効率化するツール。出典：
「日本ケイデンス・デザイン・システムズ社カタログ」
［MDP］Mask Data Preparation
フォトマスクを製造するためにデータ処理を行う工程。
［ME（E）F］Mask Error (Enhancement) Factor
レチクル上の誤差がウェーハ上で拡大される比率。
［MES］Manufacturing Execution System
生産進捗システム。半導体製品製造工程の製造進捗管理を行うコンピュータ・システムを指す。
［MIRAI］
（プロジェクト）
次世代半導体研究所センターが実施している産官学の共同研究プロジェクト。主として、次世代以
降の技術を開発している。

http://www.miraipj.jp/ja/

［MOPEXE］Mask Order Processing In the eXtended Enterprise
EU を中心にしたマスク受発注システムの標準ツール。
［OPC］Optical Proximity Correction
光学近接効果補正。パターンの微細化に伴い、複数パターンの近接によって転写されたパターン形
状が変化してしまう近接効果が顕著になるため、レチクル上に微細な補正パターンを入れることによ
って転写パターン形状をコントロールする技術。
［OpenAccess］
OpenAccess はターミノロジーをタグに、データフォーフォーマットを変換することなしに、API（用
語参照）をインターフェースにデータベースを通してインターオペラビリティを提供するための EDA
ツール。OpenAccess は、米国の非営利団体である Si2（用語参照）の下で、設計環境並びに製造環境
の整備を促進している。
［QC Data］Quality Control Data
品質管理するためのデータ。
［RET］Resolution Enhancement Technology
フォリトリソグラフィーで使用する露光機の波長が、それよりも小さなデバイスパターンを結像さ
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せる場合、設計パターンと結像パターンに光学的な誤差を生じる。その誤差を埋めるため、或いは解
像度を向上させる技術である。例えば OPC（用語参照）や位相シフトマスク技術（用語参照）等、あ
る。
［SEAJ］Semiconductor Equipment Association of Japan
社団法人日本半導体製造装置協会。

http://www.seaj.or.jp/

［Selete］Semiconductor Leading Edge Technologies, Inc.
株式会社半導体先端テクノロジーズ。
富士通、松下電器産業、NEC エレクトロニクス、沖電気工業、ローム、ルネサステクノロジ、三星
電子（韓国）
、三洋電機、セイコー・エプソン、シャープ、ソニー、東芝の 12 社の出資による、半導
http://www.selete.co.jp/

体プロセス技術、生産技術の共同研究開発会社。

［SEMI］Semiconductor Equipment and Materials International
国際半導体装置材料協会。半導体関連産業で標準化技術の策定や、企業間交流の場の提供、とりま
とめなどを行う任意団体。

http://www.semi.org/

［SEMI-P10］フォトマスクオーダー入力のデータ構造
フォトマスク受発注仕様書、並びに検査仕様書。
S［EMI-P39］オープン・アートワーク・システム・インターテェンジ・スタンダード
（OASIS）Open Artwork System Interchange Standard
GDSⅡに変わるデータ形式として、ストリームフォーマットから OASIS と呼ばれるデータ形式で、
大きな違いは、GDS がストリームでの読み書きに対して、各々のセルポインターへ直接読み書きが出
来る機能を有することで、データの容量や圧縮率、そして描画機や検査機等のパターンファイルとの
連携が可能となった。
［SEMI-P41］XML による、検査装置、修正装置及びレビュー装置間で取扱うマスク欠陥データ仕様
フォトマスク検査結果データ、修正欠陥データを再利用、ハンドリング可能とする仕様書。
［SEMI-P42］ウェーハ露光システムヘノ自動レシピー伝送ためのレチクルデータの仕様
レチクルのフレーム（スクライブ）にあるパターンデータを露光システムへ自動伝送可能とする仕
様書。
［Si2］Silicon Integration Initiative
設計環境の整備促進を支援する米国の非営利法人。2004 年度、日本支社発足。DTMC（Design to Mask
Coalition）を提言。

http://www.si2.org/
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［SiP］System in Package
電子機器／システムの電子回路の大部分を、一つのパッケージに組み込むこと、あるいは組み込ん
だデバイス。
［SoC］System on a Chip
電子機器／システムの電子回路の大部分を、LSI のチップ上に組み込むこと、あるいは組み込んだ
LSI。
［STARC］Semiconductor Technology Academic Research Center
株式会社 半導体理工学研究センター。日本の半導体業界が設立した合弁の研究開発会社。主とし
て、大学との共同研究および設計技術の開発を担当している。

http://www.starc.or.jp/index-j.html

［STRJ］Semiconductor Technology Road Map technical committee of Japan
JEITA 半導体技術ロードマップ専門委員会。JEITA 半導体部会の下部組織、半導体技術委員会内の
専門委員会。国際半導体技術ロードマップ（ITRS）と連携を持つ。

http://strj-jeita.elisasp.net/strj/

［TAT］Turn Around Time
工程に要する時間。
［TCAD］
物理・化学に基づいたモデル化により、半導体のデバイス、作成プロセス、製造装置などを、コン
ピュータ上で最適化する手法。主に、装置シミュレータ、プロセスシミュレータ、デバイスシミュレ
ータからなる。
［UDM］Universal Data Model
設計と製造の統一されたデータベース。OpenAccess の延長上に設計と製造業間の堅いリンクとその
環境を提供するデータベース。
［XML］extensible markup language
HTML（hyper text markup language）に代わるものとして標準化作業が進む記述言語。HTML で普及
したリンク（関連づけ）機能などを拡張するとともに，SGML（standard generalized markup language）
をインターネット向けに最適化した。HTML と SGML の長所をあわせもつように定めた。

2.【和文用語（五十音順）】
［位相シフト、PSM］Phase Shift Mask
位相シフトは、PSM を用いて光の位相を変化させることにより、解像度及び DOF の向上を図る技
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術。PSM には、HT（ハーフトーン）マスク（Attenuate-PSM ともいう）やレベンソンマスク
（Alternative-PSM ともいう）などの種類がある。
［収差］
収差とは、完全な結像をすると仮定したときの軌道からのずれの量をいう。
収差には、球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲収差、歪曲収差がある。
［セマンティック Web］
セマンティック Web は、これまで人間の目によって判断されていた Web の内容を、RDF（Resource
Description Framework）によって書かれたメタデータにより意味（セマンティクス）を付加することで
コンピュータにその内容を判断させる技術である。この技術によって Web から必要とする情報を効率
よく探し出したり、Web 上に分散した情報を組み合わせ集約するなどのことを自動的に処理したりす
ることが可能になる。
また、セマンティック Web により、Web は巨大な知識ベースとなり、さまざまな問題に対して、そ
の上で推論を行い、有益な結論を導くことができるようになる。
［メタデータ］
メタデータとは、データについての情報を記述したデータである。膨大なデータの山の中から目的
のデータを探し出す手助けとするために作成される。
［バーチャルステッパー］Synopsys' i-Virtual Stepper (r) system
シノプシス社の製品で、フォトマスクの欠陥における品質を自動的にシミュレーションできる装置。
出典：
「日本シノプシス㈱カタログ」
［半導体生産技術専門委員会］
JEITA 半導体部会の下部組織、半導体技術委員会内の専門委員会。

http://jeita-smtc.elisasp.net/

［フォトマスク］
半導体製造における原版。または LSI などの半導体製品の原版。
［フレームデータ］
ウェーハのダイシング（スクライブ）にあたる領域で、チップとチップの間にあるパターンデータ
をフレームデータという。
［プラットフォーム］
設計・試作・量産といった製造環境の中で、ある程度標準化され、共通的に使用できる共通基盤。
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［フレキシブルマスクスペック］
東芝が提案したマスク寸法値を決定する評価手法で、フォトリソのプロセスウインドウ内で保証さ
れた箇所をマスクの保証寸法値にした評価方法。
［プロセス・モジュール］
プロセス装置単体ではなく、周辺の装置と組み合わせて、単位工程の加工ができるようにしたモジ
ュール。
［変形照明（斜入射照明）
］
光軸の中心を外した位置に絞りを入れることによりレチクルに対し露光光束を斜めに入射させる
照明方法であり、解像度や DOF が向上する。絞り形状により、輪帯照明、四（重）極照明などとも
呼ばれる。
［レシピー］
一般に処方箋や調理法を意味する言葉だが、半導体製品製造では処理装置のプロセス実行条件を記
述したものを指す。
［レチクル］
半導体デバイスの製造工程でウェーハ上に高集積な電気回路パターンを露光するために使用され
る原版（フォトマスク）のこと。
以上
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