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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象のウェーハを載置するウェーハ載置手段と、赤外光を前記ウェーハに対して照
射する照射手段と、前記赤外光が照射された前記ウェーハを撮像する撮像手段と、前記撮
像手段により撮像されたウェーハの画像に基づいて前記ウェーハの欠陥を検査する検査手
段とを有するウェーハ欠陥検査装置であって、
　前記撮像手段により撮像された前記検査対象のウェーハの画像の基準となる輝度が所定
の輝度範囲内にあるか否かを判定する判定手段と、
　前記ウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にないと判定した場合に、前
記照射手段の前記赤外光の光量又は前記撮像手段の受光感度の少なくとも一方を調整して
ウェーハの画像を再度取得し、前記赤外光の光量及び前記撮像手段の受光感度を調整して
も、前記輝度が所定の輝度範囲内にならない場合に、前記ウェーハを撮像する際の露光時
間を変更して、前記撮像手段により前記ウェーハの画像を再度取得させる制御手段と
を更に有し、
　前記検査手段は、前記ウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にあると判
定された場合に、当該ウェーハの画像に基づいて欠陥検査を行う
ウェーハ欠陥検査装置。
【請求項２】
　前記照射手段は、前記赤外光をライン状に照射させ、
　前記撮像手段は、イメージラインセンサであり、
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　前記制御手段は、前記照射手段及び前記撮像手段と、前記ウェーハ載置手段とを相対的
に移動させることにより、前記ウェーハの全面の画像を取得する
請求項１に記載のウェーハ欠陥検査装置。
【請求項３】
　前記照射手段と、前記撮像手段とは、前記ウェーハ載置手段に載置されるウェーハを挟
んで対向するように配置されている
請求項２に記載のウェーハ欠陥検査装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記ウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にないと判
定した場合に、前記照射手段及び前記撮像手段と、前記ウェーハ載置手段との相対速度を
変更するとともに、前記撮像手段による画像取込速度を変更することにより前記露光時間
を変更する
請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のウェーハ欠陥検査装置。
【請求項５】
　検査対象のウェーハに赤外光を照射し、前記赤外光が照射されたウェーハの画像を撮像
し、前記ウェーハの画像に基づいて前記ウェーハの欠陥を検査するウェーハ欠陥検査方法
であって、
　前記ウェーハに対して赤外光を照射させて、前記ウェーハの画像を撮像するステップと
、
　撮像された前記検査対象のウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にある
か否かを判定する判定ステップと、
　前記ウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にないと判定した場合に、前
記赤外光の光量又は画像撮像時の受光感度の少なくとも一方を調整してウェーハの画像を
再度取得し、前記赤外光の光量及び前記受光感度を調整しても、前記輝度が所定の輝度範
囲内にならない場合に、前記ウェーハを撮像する際の露光時間を変更して、前記ウェーハ
の画像を再度取得するステップと、
　前記ウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にあると判定された場合にお
ける当該ウェーハの画像に基づいてウェーハの欠陥検査を行うステップと
を有するウェーハ欠陥検査方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェーハに赤外光を照射し、そのウェーハを撮像した画像に基づいて、ウェ
ーハの欠陥を検査するウェーハ欠陥検査装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェーハの表裏面や内部にある欠陥を検査するウェーハ欠陥検査装置が知られている。
このようなウェーハ欠陥検査装置においては、例えば、ウェーハの主面の一方の面側から
赤外光を照射し、他方の面側からウェーハの画像を撮像し、当該撮像した画像に対して、
画像解析処理を行うことにより、ウェーハにおける欠陥を検査している。
【０００３】
　このようなウェーハの欠陥検査においては、例えば、複数のウェーハをまとめたロット
毎に、一部のウェーハをサンプリングして、実際の撮像を行うことにより、ウェーハの画
像の平均輝度を適切に欠陥を検出できる範囲（欠陥検出可能範囲）内に収めるための撮像
条件（レシピ）を決定し、当該レシピを用いて、当該ロットのすべてのウェーハに対して
欠陥検査を行っている。
【０００４】
　ウェーハの表裏面や内部にある欠陥を透過光照明により検出する際における画像の撮像
に関する技術としては、ウェーハの比抵抗の値を予め取得し、比抵抗の値に応じて赤外光
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照明手段の照度を調節するとともに、撮像手段の赤外光に対する感度を調節する技術が知
られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４３５８８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したように、従来においては、同一のロットの各ウェーハに対して、同一のレシピ
に従ってウェーハの画像を撮像するようにしている。
【０００７】
　近年では、エピタキシャルシリコンウェーハの基板ウェーハとして、低抵抗率のシリコ
ンウェーハ（例えば、Ｐ＋＋ウェーハ（０．００５～０．０１Ω・ｃｍ））が製造される
ようになっており、同一のロットのウェーハに対して、同一のレシピを適用した場合に、
一部のウェーハの画像においては、欠陥検出可能範囲の平均輝度が得られないという問題
が生じている。
【０００８】
　図１は、測定対象のロット毎の各ウェーハの平均輝度と、欠陥検出可能範囲との関係を
示す図である。
【０００９】
　図１に示すように、各ロットに対して適用するレシピを決定し、そのレシピをそのロッ
ト内の各ウェーハに対して適用してウェーハの画像を撮像した場合に、Ｐ＋＋ウェーハの
ロット（図１中のＰ＋＋ウェーハの１番のロット）において、ウェーハの画像の平均輝度
が欠陥検出可能な範囲を外れてしまうことがある。このため、撮像したウェーハの画像か
ら適切に欠陥が検出できない虞がある。
【００１０】
　一方、特許文献１に記載の技術によると、ウェーハの比抵抗を測定する測定装置を設け
なければならないという問題があるとともに、各ウェーハに対して比抵抗を測定しなけれ
ばならず、時間と手間が掛かる問題がある。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、欠陥検査に適したウェー
ハの画像を効率よく取得することのできる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の観点に係るウェーハ欠陥検査装置は、検査対象のウェーハを載置するウ
ェーハ載置手段と、赤外光をウェーハに対して照射する照射手段と、赤外光が照射された
ウェーハを撮像する撮像手段と、撮像手段により撮像されたウェーハの画像に基づいてウ
ェーハの欠陥を検査する検査手段とを有するウェーハ欠陥検査装置であって、撮像手段に
より撮像された前記検査対象のウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にあ
るか否かを判定する判定手段と、ウェーハの画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内に
ないと判定した場合に、ウェーハを撮像する際の露光時間を変更して、撮像手段によりウ
ェーハの画像を再度取得させる制御手段とを更に有し、検査手段は、ウェーハの画像の基
準となる輝度が所定の輝度範囲内にあると判定された場合に、当該ウェーハの画像に基づ
いて欠陥検査を行う。
【００１３】
　係るウェーハ欠陥検査装置によると、ウェーハを撮像する際の露光時間を変更すること
により、ウェーハの画像の基準となる輝度を所定の輝度範囲内とした画像を撮像すること
ができ、ウェーハにおける欠陥を適切に検査することができる。
【００１４】
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　上記ウェーハ欠陥検査装置において、照射手段は、赤外光をライン状に照射させ、撮像
手段は、イメージラインセンサであり、制御手段は、照射手段及び撮像手段と、ウェーハ
載置手段とを相対的に移動させることにより、ウェーハの全面の画像を取得する。係るウ
ェーハ欠陥検査装置によると、ウェーハの全面の画像を適切に取得することができる。
 
【００１５】
　上記ウェーハ欠陥検査装置において、照射手段と、撮像手段とは、ウェーハ載置手段に
載置されるウェーハを挟んで対向するように配置されている。係るウェーハ欠陥検査装置
によると、赤外光が照射されたウェーハの透過光による画像を撮像することができる。
【００１６】
　また、上記ウェーハ欠陥検査装置において、制御手段は、ウェーハの画像の基準となる
輝度が所定の輝度範囲内にないと判定した場合に、照射手段及び撮像手段と、ウェーハ載
置手段との相対速度を変更するとともに、撮像手段による画像取込速度を変更することに
より露光時間を変更する。係るウェーハ欠陥検査装置によると、ウェーハの画像における
各画素の輝度を適切に変更することができる。
【００１７】
　また、上記ウェーハ欠陥検査装置において、制御手段は、ウェーハの画像の基準となる
輝度が所定の輝度範囲内にないと判定した場合に、照射手段の赤外光の光量又は撮像手段
の受光感度の少なくとも一方を調整してウェーハの画像を再度取得し、赤外光の光量及び
撮像手段の受光感度を調整しても、輝度が所定の輝度範囲内にならない場合に、露光時間
を調整する。係るウェーハ欠陥検査装置によると、赤外光の光量及び撮像手段の受光感度
の調整によっても、輝度が所定の輝度範囲内にならない場合に、露光時間を調整するよう
にしているので、露光時間による調整頻度を低減することができる。
【００１８】
　また、本発明の第２の観点に係るウェーハ欠陥検査方法は、検査対象のウェーハに赤外
光を照射し、赤外光が照射されたウェーハの画像を撮像し、ウェーハの画像に基づいてウ
ェーハの欠陥を検査するウェーハ欠陥検査方法であって、ウェーハに対して赤外光を照射
させて、ウェーハの画像を撮像するステップと、撮像された検査対象のウェーハの画像の
基準となる輝度が所定の輝度範囲内にあるか否かを判定する判定ステップと、ウェーハの
画像の基準となる輝度が所定の輝度範囲内にないと判定した場合に、ウェーハを撮像する
際の露光時間を変更して、ウェーハの画像を再度取得するステップと、ウェーハの画像の
基準となる輝度が所定の輝度範囲内にあると判定された場合における当該ウェーハの画像
に基づいてウェーハの欠陥検査を行うステップとを有する。
【００１９】
　係るウェーハ欠陥検査方法によると、ウェーハを撮像する際の露光時間を変更すること
により、ウェーハの画像の基準となる輝度を所定の輝度範囲内とした画像を撮像すること
ができ、ウェーハにおける欠陥を適切に検査することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】測定対象のロット毎の各ウェーハの平均輝度と、欠陥検出可能範囲との関係を示
す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るウェーハ欠陥検査装置の構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る欠陥検査により検出される輝度プロファイル例を示す
図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る欠陥判定テーブルを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る欠陥検査処理のフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係る複数の画像取得条件に対する、ウェーハの抵抗率と、
ウェーハの画像における平均輝度との関係を説明する図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る欠陥検出画像解析処理のフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態に係る２値化処理を説明する図である。
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【図９】本発明の一実施形態に係る２値化処理を説明する図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る輝度閾値を変更した２値化処理を説明する図である
。
【図１１】本発明の変形例に係る移動平均輝度の算出方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態
は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されてい
る諸要素及びその組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００２２】
　本発明の一実施形態に係るウェーハ欠陥検査装置について説明する。
【００２３】
　図２は、本発明の一実施形態に係るウェーハ欠陥検査装置の構成図である。図２Ａは、
ウェーハ欠陥検査装置を側面から観察した構成図であり、図２Ｂは、ウェーハ欠陥検査装
置の検査ステージを上方から観察した構成図である。
【００２４】
　ウェーハ欠陥検査装置１は、検査対象のウェーハＷを載置させるウェーハ載置手段の一
例としての検査ステージ３と、赤外光を照射する１以上の照明部４と、照明部４から照射
された赤外光をほぼ同一の光量を持つライン状の光に整形してウェーハＷに投射するライ
トガイド５と、ウェーハＷの画像を取り込む１以上の撮像手段の一例としての受光部２と
、処理装置６とを有する。ここで、照明部４及びライトガイド５により、照明手段が構成
される。
【００２５】
　受光部２は、赤外光に感度を有するイメージラインセンサを有し、イメージラインセン
サの受光面が検査ステージ３側、すなわち下方を向くように配置されている。本実施形態
では、各受光部２は、それぞれウェーハＷの半分の面（図２Ａ左側の受光部２は、ウェー
ハＷの左側の半分の面、図２Ａ右側の受光部２は、ウェーハＷの右側の半分の面）のウェ
ーハの画像を取り込むために用いられる。
【００２６】
　ウェーハ欠陥検査装置１においては、ラインガイド５と、各受光部２のイメージライン
センサとが検査ステージ３を挟んで対向するように配置されている。すなわち、ラインガ
イド５により投射されるライン状の光が、受光部２のイメージラインセンサのラインに沿
って向かうようになっている。
【００２７】
　検査ステージ３は、Ｙ方向（図２Ａの紙面垂直方向、図２Ｂの上下方向）に直線移動で
きるようになっている。
【００２８】
　処理装置６は、判定手段及び制御手段の一例としての制御処理部６ａと、検査手段の一
例としての画像処理部６ｂと、欠陥判定テーブル６ｃとを有する。
【００２９】
　制御処理部６ａは、受光部２のイメージラインセンサによる光量に対する感度（ゲイン
）を制御する。また、制御処理部６ａは、受光部２のイメージラインセンサによる画像取
込速度を制御する。本実施形態では、制御処理部６ａは、受光条件（感度）と、露光条件
の一部（画像取込速度）を含む受光部設定情報を受光部２に送信することにより、受光部
２を制御している。また、制御処理部６ａは、受光部２により撮像されたウェーハＷの撮
像画像データ（各画素の輝度データ）を受信し、画像処理部６ｂに渡す。また、制御処理
部６ａは、照明部４により照射される赤外光の光量を制御する。本実施形態では、制御処
理部６ａは、照射条件（光量）を含む光源設定情報を照明部４に送信することにより、照
明部４を制御している。また、制御処理部６ａは、検査ステージ３の移動速度を制御する
。本実施形態では、制御処理部６ａは、露光条件の一部（移動速度の指定）を含む速度設
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定情報を検査ステージ３の図示しない駆動部に送信することにより、検査ステージ３の移
動速度を制御している。
 
【００３０】
　画像処理部６ｂは、制御処理部６ａから渡された画像データに基づいて、ウェーハＷに
おける欠陥を検査する欠陥検出画像解析処理を実行する。画像処理部６ｂは、欠陥検出画
像解析処理においては、欠陥の種類を規定する条件（欠陥分類条件）と、ウェーハの合否
（製品として合格か、又は不合格か）を決定する条件（合否判定条件）とを記憶する欠陥
判定テーブル６ｃ（図４参照）を用いて処理を行う。なお、画像処理部６ｂの詳細な処理
は後述する。
【００３１】
　図３は、本発明の一実施形態に係る欠陥検査により検出される輝度プロファイル例を示
す図である。
【００３２】
　ウェーハＷにおける欠陥の種類としては、ボイド（気泡）、膜ピンホール、汚れ・シミ
、異物、キズ・クラック等、様々な発生形態の異なる欠陥がある。このため、例えば、図
３で示すように、欠陥種によっては、欠陥領域の輝度が後述する移動平均輝度よりも下回
り、輝度のプロファイルの形状が凹状（欠陥Ａ～Ｅ）として検出されたり、欠陥領域の輝
度が移動平均輝度を上回り、輝度プロファイルの形状が凸状（欠陥Ｆ）として検出された
りして、欠陥種毎に検出される輝度プロファイルが異なることになる。なお、検出された
輝度プロファイルの形状が同じような凹状（例えば、欠陥Ａ～Ｅ）である場合には、輝度
プロファイルのみでは明確に欠陥種の判別できない場合もあるが、後述する円形度、ある
いは欠陥領域の重心Ｇを通る最長の直線（最大幅）と最短の直線（最小幅）との比を以っ
て、欠陥種の判別を行うことができる。
【００３３】
　図４は、本発明の一実施形態に係る欠陥判定テーブルを示す図である。
【００３４】
　欠陥判定テーブル６ｃは、分類名フィールド６０と、欠陥分類条件フィールド６１と、
合否判定条件フィールド６２とを有するレコードを複数格納可能である。なお、欠陥判定
テーブル６ｃにおける各設定については、固定的に決定しておいてもよく、また、ユーザ
ーが図示しない入力装置を用いて適宜決定するようにしてもよい。
【００３５】
　分類名フィールド６０には、欠陥の分類名が格納される。
【００３６】
　欠陥分類条件フィールド６１には、後述する欠陥候補領域についての欠陥を分類する際
の条件（欠陥分類条件）が格納される。本実施形態では、欠陥分類条件フィールド６１は
、凹凸フィールド６１ａと、輝度比フィールド６１ｂと、輝度変化率フィールド６１ｃと
、面積フィールド６１ｄと、円形度フィールド６１ｅと、長短比フィールド６１ｆとを有
する。なお、本実施形態では、欠陥分類条件フィールド６１においては、各フィールド６
１ａ～６１ｆが示す条件の内の少なくとも１以上の条件が設定されるようになっており、
分類に使用する条件については、その条件についての値が設定され、分類に使用しない条
件については、未設定を示す未設定記号（本実施形態では、”‐”）が設定される。
【００３７】
　凹凸フィールド６１ａには、欠陥候補領域について対応する分類の欠陥であると判定す
る条件である輝度プロファイルの凹凸、すなわち、その領域の輝度プロファイルが、その
領域の移動平均輝度に対して、凹状（低い状態）であるか、凸状（高い状態）であるかの
条件が設定される。輝度比フィールド６１ｂには、欠陥候補領域内の輝度と移動平均輝度
の差分の最大値と、移動平均輝度との比（輝度比）について対応する分類の欠陥であると
判定する条件である輝度比の最小値（Ｍｉｎ）及び／又は最大値（Ｍａｘ）が設定される
。輝度変化率フィールド６１ｃには、対応する分類の欠陥であると判定する条件である輝
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度変化率の最小値（Ｍｉｎ）及び／又は最大値（Ｍａｘ）が設定される。ここで、輝度変
化率は重心Ｇを通る欠陥候補領域境界において予め指定した範囲での輝度の変化の最大値
（輝度プロファイルの傾きの絶対値）を示している。面積フィールド６１ｄには、対応す
る分類の欠陥であると判定する条件である面積Ｓの最小値（Ｍｉｎ）及び／又は最大値（
Ｍａｘ）が設定される。円形度フィールド６１ｅには、対応する分類の欠陥であると判定
する条件である円形度の最小値（Ｍｉｎ）及び／又は最大値（Ｍａｘ）が設定される。長
短比フィールド６１ｆには、対応する分類の欠陥であると判定する条件である長短比の最
小値（Ｍｉｎ）及び／又は最大値（Ｍａｘ）が設定される。ここで，長短比とは、対象領
域についての、重心Ｇを通る短い直線（最小幅）と、長い直線（最大幅）との比率を示し
ている。
【００３８】
　合否判定条件フィールド６２は、長さフィールド６２ａと、個数フィールド６２ｂとを
有する。
【００３９】
　長さフィールド６２ａには、合否判定に使用する条件である対応する欠陥分類に分類さ
れる欠陥領域に対して、ウェーハの製品として許容される長さが格納される。すなわち、
対応する欠陥分類であると判定された欠陥の長さが、許容される長さ以内であれば、ウェ
ーハ製品として合格であり、許容される長さを超える場合には、ウェーハは製品として不
合格であることを示している。個数フィールド６２ｂには、合否判定に使用する条件であ
る対応する欠陥分類に分類された欠陥領域として許容される個数（許容個数）が格納され
る。すなわち、対応する欠陥分類であると判定された欠陥が許容個数を超える場合には、
ウェーハは製品として不合格であることを示している。なお、これらフィールド６２ａ、
６２ｂには、合否判定に使用する条件については、数値が設定され、それ以外には未設定
であることを示す未設定記号（本実施形態では、”‐”）が設定される。
【００４０】
　例えば、図４中、上から２番目のレコードである欠陥Ｂに分類される条件としては、輝
度プロファイルが凹状であり、輝度比が０．７０～１．００であり、面積Ｓが３０（画素
）以上であり、円形度ｅが０．６０～０．９０であり、長短比が１．５０～２．００であ
ることが条件であり、この欠陥Ｂに分類される欠陥領域が３個以内であれば、このウェー
ハは製品として合格であることを示している。
【００４１】
　図５は、本発明の一実施形態に係る欠陥検査処理のフローチャートである。
【００４２】
　まず、制御処理部６ａは、ウェーハＷの画像取得時における設定条件（画像取得条件）
に初期値を設定する（ステップＳ１）。すなわち、照明部４における照射条件Ｉｎに初期
値Ｉ０を設定し、受光部２における受光条件Ｇｎに初期値Ｇ０を設定し、露光時間（受光
部２の画像取込速度及び検査ステージ３の移動速度）に対応する露光条件ＳＳｎに初期値
ＳＳ０を設定する。本実施形態では、初期値Ｉ０は、画像取得時に使用する光量範囲の中
で最も小さい光量値となっており、初期値Ｇ０は、画像取得時に使用するゲイン範囲の中
で最も小さいゲイン値となっており、初期値ＳＳ０は、画像取得時に使用する露光条件で
最も短い露光時間に対応する値（本実施形態では、画像取得時に使用する移動速度範囲で
最も速い移動速度であり、且つ画像取得時に使用する画像取込速度範囲で最も速い画像取
込速度）となっている。
【００４３】
　次いで、制御処理部６ａは、ウェーハＷの画像取得時における設定条件を、受光部２、
検査ステージ３、及び照明部４に設定し（ステップＳ２）、動作させることにより、受光
部２からウェーハＷの全面の画像を取得する（ステップＳ３）。
【００４４】
　次いで、制御処理部６ａは、取得した画像の平均輝度（例えば、ウェーハＷにおける輝
度の平均）が許容される輝度範囲（許容範囲：欠陥検出可能範囲）内にあるか否かを判定
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する（ステップＳ４）。例えば、制御処理部６ａは、｜Ａｎ－Ａｔ｜≦δＡｔを満たすか
否かにより判定する。ここで、Ａｎは、ウェーハＷの画像の平均輝度であり、Ａｔは、許
容範囲の中心輝度であり、δＡｔは、許容範囲の中心輝度からの許容されるずれ量である
。なお、許容範囲は、Ａｔ±δＡｔと表すことができる。この許容範囲としては、例えば
、輝度を０～２５５の値とした場合には、７０～１７０の範囲としてもよい。
【００４５】
　この結果、平均輝度が許容範囲内にあると判定した場合（ステップＳ４：ＹＥＳ）には
、当該画像が欠陥検出に適切な輝度を有していることを示しているので、制御処理部６ａ
は、画像データを画像処理部６ｂに渡して、欠陥検出画像解析処理（ステップＳ５）を実
行させる。
【００４６】
　一方、平均輝度が許容範囲内にないと判定した場合（ステップＳ４：ＮＯ）には、この
画像は、欠陥検出に適切な輝度を有していないことを示しているので、制御処理部６ａは
、より適切な輝度の画像を得るための照射条件候補Ｉｘを決定する（ステップＳ６）。本
実施形態では、制御処理部６ａは、照射条件候補ＩｘをＩｘ＝ｋ＊Ａｔ／Ａｎ＊Ｉｎによ
り算出する。ここで、ｋは、所定の係数である。
【００４７】
　そして、制御処理部６ａは、照射条件候補Ｉｘが設定可能な範囲内であるか、すなわち
、Ｉｍｉｎ≦Ｉｘ≦Ｉｍａｘ（Ｉｍｉｎ：Ｉの設定可能な最小値、Ｉｍａｘ：Ｉの設定可
能な最大値）であるか否かを判定し（ステップＳ７）、設定可能な範囲内であると判定し
た場合（ステップＳ７：ＹＥＳ）には、照射条件候補Ｉｘを照射条件Ｉｎと決定し（ステ
ップＳ８）、ステップＳ２に進む。これにより、照射条件（照明部４の光量）をウェーハ
Ｗの画像の平均輝度が許容範囲に近づくように変更することができる。
 
【００４８】
　一方、設定可能な範囲内でないと判定した場合（ステップＳ７：ＮＯ）には、制御処理
部６ａは、より適切な輝度の画像を得るための受光条件候補Ｇｘを決定する（ステップＳ
９）。本実施形態では、制御処理部６ａは、受光条件候補ＧｘをＧｘ＝ｌ＊Ａｔ／Ａｎ＊
Ｇｎにより算出する。ここで、ｌは、所定の係数である。
【００４９】
　そして、制御処理部６ａは、受光条件候補Ｇｘが設定可能な範囲内であるか、すなわち
、Ｇｍｉｎ≦Ｇｘ≦Ｇｍａｘ（Ｇｍｉｎ：Ｇの設定可能な最小値、Ｇｍａｘ：Ｇの設定可
能な最大値）であるか否かを判定し（ステップＳ１０）、設定可能な範囲内であると判定
した場合（ステップＳ１０：ＹＥＳ）には、受光条件候補Ｇｘを受光条件Ｇｎと決定し（
ステップＳ１１）、ステップＳ２に進む。これにより、受光条件（受光部２のゲイン）を
ウェーハＷの画像の平均輝度が許容範囲に近づくように変更することができる。
【００５０】
　一方、設定可能な範囲内でないと判定した場合（ステップＳ１０：ＮＯ）には、制御処
理部６ａは、より適切な輝度の画像を得るための露光条件候補ＳＳｘを決定する（ステッ
プＳ１２）。本実施形態では、制御処理部６ａは、露光条件候補ＳＳｘとしてＳＳｎより
も長い露光時間となる条件（検査ステージ３の移動速度を遅くし、受光部２の画像取込速
度を遅くした条件）に決定する。
【００５１】
そして、制御処理部６ａは、露光条件候補ＳＳｘが設定可能な範囲内であるかを判定し（
ステップＳ１３）、設定可能な範囲内であると判定した場合（ステップＳ１３：ＹＥＳ）
には、露光条件候補ＳＳｘを露光条件ＳＳｎと決定し（ステップＳ１４）、ステップＳ２
に進む。これにより、露光条件（検査ステージ３の移動速度及び受光部２の画像取込速度
）をウェーハＷの画像の平均輝度が許容範囲に近づくように変更することができる。
【００５２】
　なお、設定可能な範囲内でないと判定した場合（ステップＳ１３：ＮＯ）には、露光条
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件を変更できず、適切な輝度となる画像を得るための条件を設定することができないこと
を意味しているので、制御処理部６ａは、図示しない表示装置にエラー表示を行う（ステ
ップＳ１５）。
【００５３】
　このような処理により、ウェーハＷの画像取得時の画像取得条件を調整することができ
、欠陥検出に適した輝度を有するウェーハＷの画像を適切に取得することができる。
【００５４】
　図６は、本発明の一実施形態に係る複数の画像取得条件に対する、ウェーハの抵抗率と
、ウェーハの画像における平均輝度との関係を説明する図である。図６Ａは、複数の画像
取得条件に対する、ウェーハＷの抵抗率と、当該ウェーハＷの平均輝度との関係を示す図
であり、図６Ｂは、画像取得条件（１）～（６）を説明する図である。
【００５５】
　例えば、条件（１）から条件（２）に変更する場合のように、受光部２のゲインのみを
増加させると、図６Ａの条件（１）及び条件（２）に対応するグラフに示すように、より
低い抵抗率のウェーハＷの画像における平均輝度を欠陥検出可能範囲に含めることができ
るようになる。すなわち、より低い抵抗率のウェーハＷの画像を適切に取り込むことがで
きるようになる。
【００５６】
　また、例えば、条件（２）から条件（３）に変更する場合のように、受光部２のゲイン
を増加させるとともに、照明部４の光量を増加させると、図６Ａの条件（２）及び条件（
３）に対応するグラフに示すように、より低い抵抗率のウェーハＷの画像における平均輝
度を欠陥検出可能範囲に含めることができるようになる。すなわち、より低い抵抗率のウ
ェーハＷの画像を適切に取り込むことができるようになる。
【００５７】
　また、例えば、条件（２）から条件（４）に変更する場合のように、検査ステージ３の
移動速度を低速化するとともに、受光部２の画像取込速度も低速化すると、すなわち、露
光時間を長くすると、図６Ａの条件（２）及び条件（４）に対応するグラフに示すように
、より低い抵抗率のウェーハＷの画像における平均輝度を欠陥検出可能範囲に含めること
ができるようになる。すなわち、より低い抵抗率のウェーハＷの画像を適切に取り込むこ
とができるようになる。
【００５８】
　これにより、条件（６）に示すように、受光部２のゲインを最大とし、照明部４の光量
を最大にし、検査ステージ３の移動速度を低速化すると、図６Ａの条件（６）に示すよう
に、より低い抵抗率のウェーハＷの画像における平均輝度を欠陥検出可能範囲に含めるこ
とができるようになる。
【００５９】
　このように、受光部２のゲイン、照明部４の光量、検査ステージ３の移動速度（及び受
光部２の画像取込速度）の少なくとも１つを調整することにより、検査対象のウェーハＷ
の画像における平均輝度を調整することができ、画像の平均輝度を欠陥検出可能範囲に適
切に収めることができるようになる。
【００６０】
　図７は、本発明の一実施形態に係る欠陥検出画像解析処理のフローチャートである。
【００６１】
　欠陥検出画像解析処理のおいては、画像処理部６ｂが制御処理部６ａから受け取ったウ
ェーハＷの画像データ（原画像データ）を用いて、各画素の平滑化処理を行う（ステップ
Ｓ２１）。この平滑化処理では、対象とする画素の輝度を、当該画素を中心としたｎ×ｎ
（例えば、３×３）の画素の輝度の平均値とする。本実施形態においては、画像データの
すべての画素について、平滑化処理を実行し、これを複数回実行している。これにより、
画像データ中の誤差要因を低減することができる。
【００６２】
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　次いで、画像処理部６ｂは、画像データに所定の微分フィルター処理を実行する（ステ
ップＳ２２）。ここで、微分フィルター処理としては、例えば、微分フィルターをＸ方向
（検査ステージ３の移動方向に垂直な方向：図２参照）に適用してもよく、Ｙ方向（検査
ステージ３の移動方向）に適用してもよく、また、ラプラシアンを適用するようにしても
よい。
【００６３】
　画像処理部６ｂは、微分フィルター処理後の画像データを用いて、各画素における移動
平均輝度（基準平均輝度）を算出する（ステップＳ２３）。本実施形態では、各画素に対
する移動平均輝度としては、当該画素に対してＸ方向の前後の所定数の画素（例えば、当
該画素の前後１００個の画素）の輝度を平均したものとしている。なお、各画素に対する
移動平均輝度として、当該画素に対してＹ方向の前後の所定数の画素（例えば、前後１０
０個の画素）の輝度を平均したものとしてもよい。
【００６４】
　次いで、画像処理部６ｂは、各画素の移動平均輝度に基づいて、欠陥を構成する可能性
のある欠陥候補画素であるか否かを判定するために使用する輝度閾値を算出する（ステッ
プＳ２４）。本実施形態では、例えば、各画素についての移動平均輝度に、所定の係数（
例えば、０．３）を乗算することに得られた値を、各画素に対する輝度閾値としている。
なお、輝度閾値として固定値を用いるようにしてもよい。
【００６５】
　次いで、画像処理部６ｂは、画像データの各画素の輝度と、各画素の移動平均輝度との
差分値（差分の絶対値）を算出して、各画素に対する差分値と、各画素に対して算出され
た輝度閾値とを比較することにより、欠陥候補画素であるか否かを示す２値の画像データ
（２値化画像データ）を生成する２値化処理を実行する（ステップＳ２５）。この２値化
処理においては、画素についての差分値が輝度閾値を超える場合に、欠陥候補画素である
ことを示すデータ（例えば、０：黒色）に変換され、それ以外の場合に、欠陥候補画素で
ないことを示すデータ（例えば、１：白色）に変換される。
【００６６】
　次いで、画像処理部６ｂは、ステップＳ２５で得られた２値化画像データに対して、白
色の膨張処理を行う（ステップＳ２６）。この膨張処理においては、画像処理部６ｂは、
各画素について、当該画素を含むｎ×ｎ（ｎは所定の整数）範囲内で、例えば、白色の画
素が多い場合には、当該画素を白色にする処理を行う。この膨張処理により、例えば、周
囲が白い画素であるのに、１つだけ黒い画素があるといったような雑データであると考え
られる画素を白い画素に変更することができる。なお、膨張処理を、複数回行うようにし
てもよい。
【００６７】
　次いで、画像処理部６ｂは、膨張処理が行われた画像データに対して、白色の画素（値
が”１”のデータ）の収縮処理を行う（ステップＳ２６）。この収縮処理においては、画
像処理部６ｂは、各画素について、当該画素を含むｎ×ｎ（ｎは所定の整数）範囲内で、
白色の画素が少ない場合には、当該画素を黒色にする処理を行う。この収縮処理により、
先に行った膨張処理の影響により、領域が狭くなってしまった黒の領域を広くする、すな
わち、元に近づけることができる。なお、収縮処理を、複数回行うようにしてもよい。
【００６８】
　次いで、画像処理部６ｂは、画像データ中における繋がっている欠陥候補画素（黒色の
画素）を１つのまとまり（欠陥候補領域）と扱うために番号を対応付けるラベリング処理
を行う（ステップＳ２８）。
【００６９】
　次いで、画像処理部６ｂは、番号を対応付けられた各欠陥候補領域についての各種形状
パラメータを抽出する形状特徴抽出処理を実行する（ステップＳ２９）。本実施形態では
、画像処理部６ｂは、欠陥候補領域の画素数の合計である面積Ｓと、欠陥候補領域の境界
線の長さである周囲長ｌと、欠陥候補領域の円形度ｅ（ｅ＝４πＳ／ｌ２）と、欠陥候補
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領域の重心位置Ｇと、欠陥候補領域の重心位置Ｇを通る短い直線と、長い直線との長短比
とを抽出する。
【００７０】
　次いで、画像処理部６ｂは、欠陥候補領域とその周囲（例えば、各画素の上下左右方向
の所定数の画素を含む領域）とを含む部分画像データを原画像データから取得する（ステ
ップＳ３０）。
【００７１】
　次いで、各欠陥候補領域についての各種輝度パラメータを抽出する輝度特徴抽出処理を
実行する（ステップＳ３１）。本実施形態では、画像処理部６ｂは、部分画像データを用
いて、輝度のプロファイルが移動平均輝度に対して、プラスであるかマイナスであるかに
より、当該欠陥候補領域の輝度プロファイルの凹凸を判定し、当該欠陥候補領域の輝度と
基準平均輝度との最大差と基準平均輝度の比を求める。また、重心位置Ｇを通過する輝度
のプロファイルのＸ方向、Ｙ方向の各境界領域の予め指定した範囲での最大輝度変化率（
輝度プロファイルの傾きの絶対値）を求め、これら求めた４点での輝度変化率を平均する
ことにより、平均輝度変化率｜ａ｜ａｖｅを算出する。なお、輝度プロファイルの凹凸、
輝度比、平均輝度変化率も欠陥候補領域に関する特徴パラメータである。
【００７２】
　次いで、画像処理部６ｂは、各欠陥候補領域に対して算出した各種特徴パラメータ（形
状パラメータ、特徴パラメータ）と、欠陥判定テーブル６ｃとを用いて、ウェーハＷは製
品として合格であるか否かを判定する（ステップＳ３２）。具体的には、画像処理部６ｂ
は、欠陥判定テーブル６ｃから最初のレコードを取出し、各欠陥候補領域の特徴パラメー
タが、そのレコードに設定された欠陥分類条件を満たすか否かにより、欠陥の種類を特定
し、更に、レコードの合否判定条件を満たすか否かにより、ウェーハＷが製品として合格
であるか、不合格であるかを判断する。そして、画像処理部６ｂは、欠陥判定テーブル６
ｃのすべてのレコードを取出して、上記同様な処理を実行する。このような処理により、
ウェーハＷの欠陥の種類を特定し、当該ウェーハが製品として合格か、不合格かを適切に
判定することができる。
【００７３】
　図８は、本発明の一実施形態に係る２値化処理を説明する図である。
【００７４】
　本実施形態では、ステップＳ２５に示すように、各画素についての移動平均輝度と画像
輝度との差分値を算出し、この差分値を輝度閾値と比較することにより２値化処理を行っ
ている。このように移動平均輝度と画像輝度との差分値を用いることにより、画像ムラや
、ウェーハ毎の輝度の違いの影響を低減することができ、欠陥部分をより適切に検出する
ことができる。
【００７５】
　図９は、本発明の一実施形態に係る２値化処理を説明する図である。
【００７６】
　具体的には、図９Ａは、画像ムラが発生している画像とその輝度プロファイルを示すも
のである。図９Ｂ及び図９Ｃは画像ムラが発生している状態で２値化処理を行ったときの
結果を示すものである。図９Ｂに示すように画像ムラが発生している状態で画像輝度に対
して閾値を適用した場合、欠陥部分以外の画像ムラ領域まで２値化の対象になってしまう
が、図９Ｃに示すように、差分値に対して閾値を適用することで、画像ムラの影響を受け
ずに、欠陥部分を適切に検出することができる。
【００７７】
　図１０は、本発明の一実施形態に係る輝度閾値を変更した２値化処理を説明する図であ
る。
【００７８】
　具体的には、図１０は、ウェーハＷの面内に存在する１００μｍの欠陥について平均輝
度の異なる画像を取得して、欠陥を検出した結果を示しており、図１０Ａは、低輝度の画
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像における欠陥の検出結果を示し、図１０Ｂは、高輝度の画像における欠陥の検出結果を
示している。
【００７９】
　図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、画像の濃淡レベルによって輝度閾値を変えること
で、ウェーハＷに存在する欠陥を適切に検出することができる。本実施形態では、移動平
均輝度に対して所定の係数をかけることにより輝度閾値を決定するようにして、移動平均
輝度が高いほど輝度閾値が高くなるようにしているので、より適切にウェーハＷの欠陥を
検出することができる。
【００８０】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、これは本発明の説明のための例示であり
、本発明の範囲をこの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、その要旨を逸脱
しない範囲で、上記実施形態とは異なる種々の態様で実施することができる。
【００８１】
　次に、本発明の変形例である第１及び第２変形例について説明する。
【００８２】
　図１１は、本発明の変形例に係る移動平均輝度の算出方法を説明する図である。
【００８３】
　まず、上記実施形態のウェーハ欠陥検査装置１においては、ウェーハＷの外周部は、照
明ムラや、ウェーハ外周部のダレ等の影響により、透過光量が少ない。そこで、図１１（
１）に示すように、ウェーハＷの外周部近傍の領域を検査対象外の領域（マスク領域）と
している。
【００８４】
　例えば、上記実施形態では、図１１（２）に示すように、各画素の移動平均輝度として
、その画素の所定方向（例えば、Ｘ方向）の前後１００個の画素の輝度を平均していたの
で、ウェーハＷのマスク領域に近い検査領域の画素においては、マスク領域内の画素の輝
度の影響により移動平均輝度が低くなって、欠陥候補画素として誤検出される可能性があ
る。例えば、図１１（１）に示すようにマスク領域に近い検査領域内に画像ムラがあった
場合には、図１１（２）に示すように、画像ムラ部分における輝度と、当該部分の移動平
均輝度との差分値が閾値を超えてしまい、当該画像ムラ部分の画素が、欠陥候補画素とし
て誤検出されてしまうことがある。
【００８５】
　これに対して、第１変形例においては、マスク領域内の画素の輝度を、マスク領域と検
査領域との境界部分の画素の輝度と同一であると仮定して、各画素の移動平均輝度を算出
するようにしている。このようにすると、図１１（１）に示すような画像ムラがあった場
合であっても、図１１（３）に示すように、画像ムラ部分における輝度と、当該部分の移
動平均輝度との差分値が閾値を超えることがなく、当該画像ムラ部分が、欠陥候補画素と
して誤検出されない。
【００８６】
　また、第２変形例においては、マスク領域内の各画素の輝度を、マスク領域と検査領域
との境界部分に対して対称位置にある各画素の輝度と同一であると仮定して、各画素の移
動平均輝度を算出するようにしている。このようにすると、図１１（１）に示すような画
像ムラがあった場合であっても、図１１（４）に示すように、画像ムラ部分における輝度
と当該部分の移動平均輝度との差分値が、閾値を超えることがなく、当該画像ムラ部分が
、欠陥候補画素として誤検出されない。したがって、欠陥の誤検出を低減することができ
る。
【００８７】
　また、本発明は次のようにすることもできる。例えば、上記実施形態では、検査ステー
ジ３を移動させることにより、ウェーハＷの全体画像を取得するようにしていたが、例え
ば、検査ステージ３を移動させずに、受光部２、照明部４、及びライトガイド５を移動さ
せることにより、ウェーハＷの全体画像を取得するようにしてもよく、要は、検査ステー
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ェーハＷの全体画像を取得するようにすればよい。
【００８８】
　また、上記実施形態では、ウェーハの画像の基準となる輝度として、ウェーハＷの画像
の平均輝度を用いていたが、本発明はこれに限られず、例えば、ウェーハＷの画像の最も
暗い輝度を用いるようにしてもよく、また、ウェーハＷの検査領域における平均の輝度を
用いるようにしてもよい。
【００８９】
　また、上記実施形態では、照明部４の照射条件を変更し、照射条件を変更できない場合
に、受光部２の受光条件を変更し、受光条件を変更できない場合に、露光条件を変更する
ようにしていたが、本発明はこれに限られず、照射条件、受光条件、露光条件の変更する
順番は、別の順番であってもよいし、照射条件、受光条件及び露光条件の複数の条件を一
度に変更するようにしてもよく、また、例えば、照射条件、受光条件及び露光条件の組を
複数用意しておき、それらの中から使用する変更対象を選択するようにしてもよい。
 
 
【００９０】
　また、上記実施形態では、原画像データに対して平滑化処理、微分フィルター処理を行
った画像データを用いて、移動平均輝度を算出するようにしていたが、平滑化処理、微分
フィルター処理を行わずに、原画像データを用いて移動平均輝度を算出するようにしても
よい。
【符号の説明】
【００９１】
１　ウェーハ欠陥検査装置、２　受光部、３　検査ステージ、４　照明部、５　ライトガ
イド、６　処理装置、６ａ　制御処理部、６ｂ　画像処理部、６ｃ　欠陥判定テーブル、
Ｗ　ウェーハ。
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