Cadence MaskCompose Reticle and Wafer
Synthesis Suite
MaskComposeは、デザインテープアウトからマスク製造、ウェハー露光に至るまでの数々の作業ステップを自動化、
効率化するツールです。フォトマスク・レチクルのフレーム、ジョブデック、カスタマイズされたオーダーフォームや
ペーパーワークを素早く正確に生成します。このツールは、マスク製造のサイクルタイムやオペレーションコストを削
減し、生産性の増加、エラーの削減を可能にし、Time-to-Marketのニーズにお応えします。

Cadence MaskCompose Suite

具体的に MaskCompose にて出力されるデータの種類は

Cadence MaskCompose Suite では、テクノロジーノードや

以下のようになります。

ファブによって異なるテープアウトフローでの要求事項を
Definition Module GUI にて定義します。そこで定義された
情報を基に Implementation Module にて自動的にフレーム

•

GDSII 及び OASIS フレーム（ファブやプロセスからの
要望を確認することが可能です。）

•

ウェハレイアウト

•

フラクチャリング用の実行ファイル

Definition Module で定義されるフローは顧客のニーズを満

•

Mebes ジョブデック

たすために必要に応じて複雑になることがありますが、一度

•

マスクオーダーフォーム

定義されれば Implementation Module ではとても簡単に素

•

ペーパーワーク

データを出力します。

早く適切なデータを出力することが可能です。
MaskCompose の全てのモジュールは、一般的な場合だ
けでなく、プロセスに依存する場合もしくはステッパー
など装置に依存する場合でも扱えるように設計されて
おります。これにより”Mix and Match”と呼ばれる複数
の装置でのプロセス設計を可能にしております。
MaskCompose はメンテナンス性に優れているため、顧
客がテクノロジーや製造工程で変更が起きる度にソフ
トウェアに投資する必要がなくなります。
MaskCompose で出力されるデータは GDSII や MEBES
data、ジョブデック、オーダーフォーム、ペーパーワー
クなど業界標準のもので、他のツールでも扱うことがで
きます。

図１: MaskCompose 外略図

Cadence MaskCompose Reticle and Wafer Synthesis Suite

特長と利点

MaskCompose でのフレーム生成は自動かつ高速で再現性に

•

環境に依存しない高機能テープアウトシステム

優れています。一度情報を入力しておけば、ユーザはステッ

•

Definition Module と Implementation Module の 2 つ

パーやプロセスを Implementation Module で選択すること

のモジュールで管理することによって生産性、再現性

でレチクルレイアウトとそれに基づいたウェハレイアウトを

が上がりエラーも少なくなります。同時にプロセスノ

生成することができます。

ードや製造工程の様々なニーズを満たします。
•

同じテクノロジーのセルによるレチクルデザインを容
易にします。

•

Automatic Paperwork Module は種々の情報を容易に
抽出することが可能で、生産性及び再現性に優れます。

•

Jobdeck Module は顧客やマスクショップの要求を元に
ジョブデックファイルを生成します。

•

使い勝手の良い GUI

•

自動フレーム設計及びウェハレイアウト

•

マルチチップレチクルの自動生成

•

マルチレイヤレチクルの自動生成

•

対話式チップ配置機能 (Interactive Placement; Drag
& Drop)

•

フラクチャ準備ファイルの生成

•

ペーパーワークの自動生成

•

入出力での業界標準フォーマットサポート

MaskCompose

の 処 理 は

Definition

Module

Implementation Module 分かれており相互に連携しており
ます。主に Definition Module はフォトマスクやリソグラフ
ィ の 専 門 家 や CAD 技 術 者 が 管 理 し 、 Implementation
Module はレイアウトの専門家が管理実行します。
Definition Module ではテクノロジパラメータ、例えばレイ
ヤのトーン(正反)やスクライブの最小最大幅を入力します。
スクライブ上に配置するアイテムは優先順位を付けることに
よって、配置順を指定することが可能で、必須配置のアイテ
ムと任意配置のアイテムを指定することができます。スクラ
イブ幅は最小許容幅、最大許容幅、ステップ幅を指定するこ
とで、スクライブ上に配置するアイテムの大きさによりスク
ライブ幅を自動的に計算します。1 倍や 5 倍など様々な種類
のステッパーを組み合わせて使うこともできます。(Mix and
Match)

主な機能
フレーム生成及びウェハレイアウト
•

マルチチップレチクル対応

•

マルチレイヤレチクル対応

•

テストチップの挿入

•

Mix and Match ステッパー対応

•

自動可変スクライブ幅

•

豊富なスクライブマーク配置機能

•

対話式チップ配置機能

•

ID ラベル及びバーコード自動生成機能

•

エッジシール自動生成機能

•

チップの自動番号付け機能

•

デバイスのシュリンクバージョンに対応

•

レンズ領域内のウェハレイアウト最適化

•

対話式ウェハレイアウト機能

•

外部プログラムとの容易な連携

www.cadence.com
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図 2: Paperwork によるレチクルフレーム略図

Cadence MaskCompose Reticle and Wafer Synthesis Suite

マルチチップレチクル及びマルチレイヤレチクル生成
Automated Cluster Builder は迅速かつ容易にマルチチップ
を定義することが出来ます。種々の大きさのチップを素早く
構成しクラスターとして纏め上げる機能です。クラスターは
レンズ領域内に収まるように配置されます。MaskCompose
ではマルチレイヤレチクルもサポートしており、Definition
Module で定義し Implementation Module で実行すること
になります。

対話式アイテム配置機能
レチクル生成では特定のアイテムを手作業で配置をする場合
が考えられます。MaskComposeでは自動配置と共に対話式
(Drag & Drop)アイテム配置機能を備えており、ファウンダ
リー環境などでは便利な機能です。

Paperwork Moduleには以下のような特長があります。
•

テンプレートにて書式を定義

•

任意の書式に対応

•

postscript形式の概略図生成

•

外部情報の入出力

•

外部プログラムへのアクセス

自動ジョブデック生成
Jobdeck ModuleはMaskComposeの他のModuleで生成さ
れた情報を元にジョブデックを作成します。
•

マスクベンダー仕様のジョブデックを高速に生成する
ことが可能

•

Mix and Matchステッパー環境にも対応

また、複数のマスクベンダーの要求を満たすために、複数の

Interactive Wafer Module

ジョブデックを定義し生成することも可能です。

Interactive Wafer Moduleではウェハレイアウトを手作業

Mix and Matchステッパー環境においては複数のジョブデッ

で編集することができます。

クが必要になります。ジョブデック生成には、以下のような
情報が必要になり、これらはフレーム生成及びフラクチャ準

•

ショットを追加・削除

•

ドロップインアイテムの追加・削除・移動・複写

•

オフセット量の変更

•

チップ配列情報

•

有効無効チップの判定変更

•

スライスコード

•

タイトル

自動ペーパーワーク生成

•

拡大縮小率

Paperwork Moduleは他のMaskCompose Moduleにて生成

•

フラクチャパターン名

された情報を高速かつ容易に任意のフォーマットで判読でき

•

アドレスユニット、スポットサイズ

備処理にも使用されます。

るドキュメント(テキストやpdf)に出力することができます。
様々なドキュメント、例えばマスクオーダーフォーム、ステ
ッパー情報、テストチップ用ドキュメントなどを作成するこ
とが可能です。情報はMaskCompose内のデータベースから
抽出されるため、内容には矛盾は生じません。ドキュメント
はpostscript形式やpdf形式としても作成することが可能でレ
チクルフレームの略図を出力することができます。
MaskComposeで扱われた情報以外の情報もファイルやコマ
ンド、GUIを介してドキュメントに取り込むことも可能で
す。
図3: MaskCompose Interactive Wafer Module
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ケイデンスのサービスとサポート


ケイデンスのアプリケーションエンジニアは、電話、
E メール、またはインターネットで技術的な質問にお
答えいたします。また、テクニカルサポートやカスタ
ムトレーニングもご提供します



ケイデンスが認定したインストラクターが、70 以上の
コースを開講しており、実際の現場での経験を教室で
お伝えします



インターネット活用トレーニング（iLS）オンラインコ
ースは 25 以上あり、インターネットを利用して自分
のコンピュータで柔軟にトレーニングを受講いただけ
ます



Cadence Online Support では、最新のソリューショ
ン、テクニカルドキュメント、ソフトウェアのダウン
ロードに 24 時間 365 日、アクセスいただけます



サポートの詳細については、
www.cadence.com/support、トレーニングについて
はwww.cadence.com/trainingをご覧ください
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