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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象の表面の暗視野検査のための照明装置であって、照明領域のまわりに配置された１つ
以上の照明アームを備え、該照明アームの各々が、
　広範囲におよぶほぼ均一な発散光源と、
　該光源に光学的に結合された第１の面と縦方向に光パワーを有する第２の面とを有する
回転要素と、
　横方向に第１の光パワーを有し、縦方向に第２の光パワーを有するアナモルフィック要
素であって、該第１の光パワーと該第２の光パワーが等しくなく、該アナモルフィック要
素は、該回転要素の該第２の面に光学的に結合される、アナモルフィック要素と
　を備え、該回転要素が、回転プリズムと、該回転プリズムの面に装着された発散シリン
ドリカルレンズとを備え、該回転要素の第１の面が該回転プリズムの入射面であり、該回
転要素の第２の面が該シリンドリカルレンズの出射面である、照明装置。
【請求項２】
前記アームの各々が、横方向の前側焦点面、横方向の後側焦点面、縦方向の前側焦点面、
および縦方向の後側焦点面を有し、
　該アームの各々に対して、
　該横方向の前側焦点面と該縦方向の前側焦点面が一致しておらず、
　前記光源が該縦方向の前側焦点面にほぼ位置しており、
　該縦方向の後側焦点面と該横方向の後側焦点面がほぼ一致しており、
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　前記照明領域がほぼ該縦方向の後側焦点面と該横方向の後側焦点面に位置している中心
を有するほぼ円形であり、
　該光源、前記回転要素、およびアナモルフィック要素は、該照明領域の法線に対し非ゼ
ロ入射角で該照明領域を照明して、欠陥のない状態での前記対象の表面からのスペキュラ
反射を達成するように、配置される、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
前記照明領域が、開口数を有する集光レンズの視野内にあり、該開口数は、該集光レンズ
に対する最大集光角を定義し、入射角が該最大集光角よりも大きい、請求項２に記載に照
明装置。
【請求項４】
前記入射角が約５３度よりも大きい、請求項２に記載の照明装置。
【請求項５】
対象の表面の暗視野検査を行うために、各々の光学系を用いて複数の異なる方向から該対
象の表面の照明領域を照明する方法であって、該光学系の各々に対して、
　横方向の後側焦点面を設定することと、
　縦方向の後側焦点面を設定することであって、該縦方向の後側焦点面および該横方向の
後側焦点面はほぼ一致する、ことと、
　横方向の前側焦点面を設定することと、
　該横方向の前側焦点面から離れた縦方向の前側焦点面を設定することと、
　ほぼ該縦方向の後側焦点面および該横方向の後側焦点面に中心を有するほぼ円形領域と
して該照明領域を設定することと、
　ほぼ該縦方向の前側焦点面に広範囲におよぶほぼ均一な発散特性を有する光を導入する
ことと、
　回転要素を通過する該縦方向の前側焦点面に導入された光からビームを形成することで
あって、該回転要素が、回転プリズムと、該回転プリズムの面に装着された発散シリンド
リカルレンズとを備え、該回転要素の第１の面が該回転プリズムの入射面であり、該回転
要素の第２の面が該シリンドリカルレンズの出射面であり、該ビームは、該照明領域の法
線に対し非ゼロ入射角で該照明領域に入射して、欠陥のない状態の該対象の表面からのス
ペキュラ反射を達成する、ことと
　を包含する、方法。
【請求項６】
前記ビームを形成するステップが、開口数を有する集光レンズの視野内に該ビームを形成
することを包含し、該開口数は、該集光レンズに対する最大集光角を定義し、該入射角が
該最大集光角よりも大きい、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
ウェハ検査システムであって、
　光ファイバ暗視野照明装置と、
　カメラと
　を備え、
　該光ファイバ暗視野照明装置は、
　分光的にフィルタし、空間的に均一で、広範囲におよぶ発散光源と、
　該光源に光学的に結合され、ほぼ円形の照明領域のまわりに周方向に配置された複数の
照明アームと
　を備え、
　該カメラは、該照明領域に対し法入射角または近法入射角で配置され、該照明領域が該
カメラの視野内にあり、該カメラが、開口数を有する集光レンズを備え、該開口数は、該
集光レンズに対する最大集光角を定義し、
　該照明アームの各々が、
　該光源に光学的に結合された入射面と縦方向に発散円筒形状光パワーを有する出射面と
を有する回転要素と、
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　横方向の第１の光パワーと該縦方向の第２の光パワーとを有するアナモルフィックミラ
ーであって、該第１の光パワーと該第２の光パワーが等しくなく、該アナモルフィックミ
ラーは、回転プリズムの出射面に光学的に結合される、アナモルフィックミラーと
　を備え、
　該照明アームの各々が横方向の前側焦点面、横方向の後側焦点面、縦方向の前側焦点面
、および縦方向の後側焦点面を有し、
　該アームの各々に対して、
　該横方向の前側焦点面と該縦方向の前側焦点面が一致しておらず、
　該光源の結合がほぼ該縦方向の前側焦点面に位置しており、
　該縦方向の後側焦点面と該横方向の後側焦点面がほぼ一致しており、
　該照明領域が、ほぼ該縦方向の後側焦点面と該横方向の後側焦点面に位置する中心を有
し、
　該光源の結合、該回転要素、該アナモルフィックミラーは、該最大集光角よりも大きい
照明領域の法線に対し入射角で該照明領域を照明するように、配置される、システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願相互参照）
　本出願は２００４年７月１２日に出願された米国仮出願第６０／５８７，２０６号の出
願日の恩恵を享受することを要求し、その出願全体をここで参照として援用する。
【０００２】
　本発明は材料の検査に関し、より詳しくは、材料の暗視野検査照明装置、材料の暗視野
検査システム、および暗視野検査をする対象物の照明方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの製造プロセスが、ウェハベースの技術を使用し、これらのウェハ上でますます小
さくなる回路部品を使用しているので、製造プロセスの様々な段階でウェハの欠陥を検査
することが日増しに重要になってきている。ウェハ検査システムは、これらの厳しい要求
の増大と歩調を合わして登場してきた。
【０００４】
　典型的なウェハ検査システムにおいて、検査カメラの下にウェハを移動する移動可能ス
テージにウェハが置かれている。ウェハの一部の画像をカメラが撮像し、公知の画像処理
技術を用いてそれを処理する。視野内のいかなる欠陥も検査システムによりウェハ上にマ
ークされるか、データファイルに記録されるので、その後の製造ステップ時に欠陥の訂正
や欠陥発生の回避をすることができる。そして、移動ステージがウェハを次の位置に移動
して、ウェハの使用可能な全領域を検査するまで、プロセスが繰り返し実行される。この
検査プロセスにより、製造プロセスの出来るだけ早い段階で欠陥材料を特定除去すること
で、歩留まりと効率を改善できる。
【０００５】
　ベアで平坦で回路部品が形成されておらず、ウェハの検査に特に適している検査システ
ムのあるものは、「暗視野」として知られている。暗視野検査システムにおいて、撮像光
学にスペキュラ反射しない入射角で照明が行われる。ウェハの視界内に３次元の回路部品
も欠陥も存在しない場合には、照明ビームはスペキュラ反射をし、撮像光学によって捕捉
されない。換言すれば、暗視野検査システムにおいて、欠陥のないウェハは撮像カメラに
暗視野として現れる。小さな粒子すなわち大きさが５ミクロンの粒子は、様々な方向に一
部の光を反射したり散乱したりするが、これには撮像カメラに入射する光が含まれる。そ
のため、小さな粒子や欠陥は、暗視野システムの視野に明るい点として現れる。その他に
は、暗視野システムは、その上に回路部品が形成されたウェハにも使用できる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　暗視野システムを照明することは、検査システムの全性能に大きな影響を与える。例え
ば、暗視野顕微鏡の照明に使用された装置に類似した「リングランプ」装置は、暗視野ウ
ェハ検査システムに対しそれ程よく動作しない。それらのシステムは、通常暗視野全体に
わたり照明が均一でもなく、角スペクトルが均一でもない。その結果、検査システムの感
度は、視界全体にわたり変化する可能性があり、これは非常に好ましくない。感度のこの
変化のため、各画像に対して追加処理時間が必要となることもあり、そのため、システム
の動作速度と効率を低下させてしまう。
（発明の要約）
　本発明はコンパクトか、対象物の大きな照明領域を照明するか、ウェハの照明領域にわ
たり均一な照明と均一な角スペクトルを提供するか、狭い入射角とウェハの照明領域に対
し広い周方向方位角を有するか、あるいは対象物の照明領域にわたり明るい暗視野照明シ
ステムを提供することが好ましい。本発明の各種実施形態は、１つ以上のこれらの利点を
それぞれ有する。
【０００７】
　本発明の一実施形態は、対象物表面の暗視野検査照明装置に係わり、この照明装置は、
照明領域の近くに配置された複数のアームを備え、各々のアームは、広範囲におよぶほぼ
均一な発散光源と、光源に光学的に結合された第１の面と横方向に円筒状光パワーを有す
る第２の面と有する回転部材と、横方向に第１の光パワーを出力し、縦方向に第２の光パ
ワーを有するアナモルフィック部材とを備え、第１と第２の光パワーが等しくなく、アナ
モルフィック部材が回転部材の第２の面に光学的に結合されている。
【０００８】
　本発明の別の実施形態は、対象面の暗視野検査照明装置に係り、この照明装置は、ほぼ
対象面のほぼ円形照明領域の近くに配置された複数の照明アームを備え、各々のアームが
、広範囲に広がるほぼ均一な発散光源と、光源に光学的に結合した入射面と縦方向に負の
円筒状光パワーを有する面を有する結合部と、横方向に第１の光パワーを出力し、縦方向
に第２の光パワーを有するアナモルフィック部材とを備え、第１と第２の光パワーが等し
くなく、アナモルフィック部材が結合部の出射面に光学的に結合されており、ここで各々
のアームが、横方向の前側焦点面、横方向の後側焦点面、縦方向の前側焦点面、および縦
方向の後側焦点面を有し、また各々のアームに対して、横方向の前側焦点面と縦方向の前
側焦点面が一致しておらず、光源がほぼ横方向の前側焦点面に位置しており、縦方向の前
側焦点面と横方向の後側焦点面がほぼ一致しており、照明領域がほぼ縦方向の後側焦点面
と横方向の後側焦点面に位置している中心を有し、光源、回転部材、およびアナモルフィ
ック部材が配置され、欠陥のない状態で、対象面からスペキュラ反射させるために、照明
面の法線に対し非ゼロ入射角または入射角範囲で照明領域を照明する。
【０００９】
　本発明の別の実施形態は、対象面の暗視野検査照明装置に係わり。この照明装置は、ほ
ぼ対象面の照明領域の近くに配置された複数の照明アームを備え、各々のアームが、広範
囲におよぶほぼ均一な発散光源と、発散光から照明領域を照明する照明ビームを生成する
光学部アセンブリと備え、照明ビームが法入射角、入射角範囲、および横方向の角度範囲
を有し、ここで法入射角と入射角範囲が照明領域にわたり基本的に不変であり、また横方
向の角度範囲が照明領域にわたり基本的に不変であり、さらに照明領域の光強度が基本的
に不変である。
【００１０】
　本発明の別の実施形態は、対象面の暗視野検査照明装置に係わり、この照明装置は、ほ
ぼ対象面のほぼ円形状の照明領域の近くに配置された複数のアームを備え、各々のアーム
が、横方向の後側焦点面を設定する手段と、縦方向の後側焦点面と横方向の後側焦点面が
基本的に一致する縦方向の後側焦点面を設定する手段と、横方向の前側焦点面を設定する
手段と、横方向の前側焦点面から離れた縦方向の前側焦点面を設定する手段と、ほぼ縦方
向の後側焦点面と横方向の後側焦点面の照明領域の中心位置を特定する手段と、ほぼ縦方
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向の前側焦点面に広範囲におよぶほぼ均一な発散特性を有する光を照明する手段と、およ
び縦方向の前側焦点面に入射された光からビームを形成する手段とを備え、欠陥のない状
態で、対象面からスペキュラ反射させるために、照明領域の法線に対して非ゼロ入射角で
入射領域にビームが入射する。
【００１１】
　本発明の別の実施形態は、対象面の暗視野検査を行うために、各々の光学系により複数
の異なる方向から対象面の照明領域を照明する方法に係わり、この方法は各々の光学系に
対して、横方向の後側焦点面を設定し、ほぼ一致する縦方向の後側焦点面、縦方向の後側
焦点面、および横方向の後側焦点面を設定し、横方向の前側焦点面を設定し、縦方向の前
側焦点面から離れた縦方向の前側焦点面を設定し、ほぼ縦方向の後側焦点面と横方向の後
側焦点面にある中心によりほぼ円形領域として照明領域を設定し、ほぼ縦方向の前側焦点
面に広範囲におよぶほぼ均一な発散特性を有する光を入射し、縦方向の前側焦点面に入射
した光からビームを形成するステップを包含し、欠陥のない状態で、対象面からスペキュ
ラ反射させるために、照明領域の法線に対し非ゼロ入射角で照明領域にビームが入射する
。
【００１２】
　本発明の別の実施形態は、ウェハ検査システムに係わり、このシステムが、分光的にフ
ィルタされ、空間的に均一で、広範囲におよぶ発散光源と、光源に光学的に結合され、ほ
ぼ円形の照明領域の近くに周方向に配置された複数のアームと、照明領域に対し法入射角
または近法入射角で配置されたカメラとを具備し、照明領域がカメラの視野内にあり、集
光レンズに入射する最大集光角を定義する開口数を有する集光レンズをカメラが備え、こ
こで各々の照明アームが、光源に光学的に結合された入射面と縦方向に負の円筒状光パワ
ーを有する出射面を有する回転部材と、横方向の第１の光パワーと縦方向の第２の光パワ
ーを有するアナモルフィックミラーとを具備し、第１と第２の光パワーが等しくなく、ア
ナモルフィックミラーが回転プリズムの出射面に光学的に結合されており、また各々の照
明アームが、横方向の前側焦点面、横方向の後側焦点面、および縦方向の前側焦点面を有
し、さらに各々のアームに対して、横方向の前側焦点面と縦方向の前側焦点面が一致して
おらず、光源結合がほぼ縦方向の焦点面に配置されており、縦方向の前側焦点面と横方向
の前側焦点面がほぼ一致しており、照明領域がほぼ縦方向の後側焦点面と横方向の後側焦
点面にほぼ位置している中心を有し、最大集光角よりも大きい照明領域の法線に対し、あ
る入射角で照明領域を照明するためにアナモルフィックミラーが配置されている。
【００１３】
　（項目１）対象面の暗視野検査照明装置であって、照明領域の近くに配置された１つ以
上の照明アームを備え、上記各々の照明アームが、
　広範囲におよぶほぼ均一な発散光源と、
　上記光源に光学的に結合された第１の面と縦方向に光パワーを有する第２の面を有する
回転部材と、
　横方向に第１の光パワーを出力し、縦方向に第２の光パワーを有すると共に、上記第１
と第２の光パワーが等しくなく、上記回転部材の上記第２の面に光学的に結合されたアナ
モルフィック部材と
　を具備する暗視野検査照明装置。
【００１４】
　（項目２）上記回転部材の上記第２の面が横方向に光パワーを有しない、請求項１に記
載の照明装置。
【００１５】
　（項目３）上記回転部材の上記第２の面が横方向に光パワーを有する、請求項１に記載
の照明装置。
【００１６】
　（項目４）上記アナモルフィック部材が鏡を備える、請求項１に記載の照明装置。
【００１７】
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　（項目５）上記アナモルフィック部材がレンズを備える、請求項１に記載の照明装置。
【００１８】
　（項目６）上記回転部材が、
　回転プリズムと、
　上記回転プリズム面に装着された発散シリンドリカルレンズと
　を具備し、
　上記回転部材の第１の面が上記回転プリズムの入射面であり、上記回転部材の第２の面
が上記シリンドリカルレンズの出射面である、請求項１に記載の照明装置。
【００１９】
　（項目７）上記回転部材が入射面と出射面を有する回転プリズムを備え、上記出射面が
凹形円筒状面を有し、上記回転部材の第１の面が上記回転プリズムの入射面であり、上記
回転部材の第２の面が上記回転プリズムの出射面である、請求項１に記載の照明装置
　（項目８）上記各々のアームが、横方向の前側焦点面、縦方向の後側焦点面、縦方向の
前側焦点面、および縦方向の後側焦点面を有し、上記各々のアームに対して、
　上記横方向の前側焦点面と上記縦方向の前側焦点面が一致しておらず、
　 上記光源が上記縦方向の上記焦点面にほぼ位置しており、上記縦方向の前側焦点面と
上記横方向の後側焦点面がほぼ一致しており、
　上記照明領域がほぼ上記縦方向の後側焦点面と横方向の後側焦点面に位置している中心
を有するほぼ円形であり、
　上記光源、回転部材、およびアナモルフィック部材が配置され、欠陥のない状態で、上
記対象面からスペキュラ反射させるために、上記照明領域の法線に対し非ゼロ入射角で上
記照明領域を照明する、請求項１に記載の照明装置。
【００２０】
　（項目９）上記照明装置が、集光レンズに対する最大集光角を定義する開口数を有する
上記集光レンズの視野内にあり、入射角が上記最大集光角よりも大きい、請求項８に記載
に照明装置。
【００２１】
　（項目１０）上記入射角が約５３度よりも大きい、請求項８に記載の照明装置。
【００２２】
　（項目１１）上記入射角が約８１度よりも大きい、請求項１０に記載の照明装置。
【００２３】
　（項目１２）上記光源が有限スペクトルを有する光を動作可能に生成する、請求項１に
記載の照明装置。
【００２４】
　（項目１３）上記光源が高域通過紫外線フィルタを有する、請求項１に記載の照明装置
。
【００２５】
　（項目１４）上記円筒状光パワーが発散である、請求項１に記載の査照明装置。
【００２６】
　（項目１５）上記照明装置が５つのアームを備える、請求項１に記載の照明装置。
【００２７】
　（項目１６）対象面の暗視野検査照明装置であって、
　ほぼ上記対象面にあるほぼ円形の照明領域の近くに配置された１つ以上の照明アームを
備え、上記各々の照明アームが、
　光源と、
　上記光源に光学的に接続された入射面と、縦方向に負の円筒状光パワーを有する出射面
を有する結合部と、
　横方向の第１の光パワーと縦方向の第２の光パワーを出力し、上記第１と第２の光パワ
ーが等しくなく、上記結合部の出射面に光学的に結合されたアナモルフィック部材とを具
備し、
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　上記各々の照明アームが横方向の前側焦点面、横方向の後側焦点面、縦方向の前側焦点
面、および縦方向の後側焦点面とを有し、
　上記各々の照明アームに対して、
　上記横方向の前側焦点面と上記縦方向の前側焦点面が一致しておらず、
　上記光源がほぼ横方向の前側焦点面に位置しており、
　上記縦方向の前側焦点面と上記横方向の前側焦点面がほぼ一致しており、
　上記照明領域が上記縦方向の後側焦点面と上記横方向の後側焦点面に位置する中心を有
し、
　上記光源、回転部材、およびアナモルフィック部材が配置され、欠陥がない状態で、上
記光源からのスペキュラ反射させるために、照明領域の法線に対し非ゼロ入射角で上記照
明領域を照明する、暗視野検査照明装置。
【００２８】
　（項目１７）上記照明領域が集光レンズに対する最大集光角を定義する開口数を有する
集光レンズの視野内にあり、上記入射角が該最大集光角よりも大きい、請求項１６に記載
の照明装置。
【００２９】
　（項目１８）上記入射角が約５３度よりも大きい、請求項１６に記載の照明装置。
【００３０】
　（項目１９）上記入射角が約８１度によりも大きい、請求項１６に記載の照明装置。
【００３１】
　（項目２０）上記光源が有限のスペクトルを有する光を動作可能に生成する、請求項１
６に記載の照明装置。
【００３２】
　（項目２１）上記光源が高域通過紫外線フィルタを備える、請求項１６に記載の照明装
置。
【００３３】
　（項目２２）上記アナモルフィック部材が鏡を備える、請求項１６に記載の照明装置。
【００３４】
　（項目２３）上記アナモルフィック部材がレンズを備える、請求項１６に記載の照明装
置。
【００３５】
　（項目２４）上記結合部が回転部材を備える、請求項１６に記載の照明装置。
【００３６】
　（項目２５）上記結合部が非回転部材を備える、請求項１６に記載の照明装置。
【００３７】
　（項目２６）上記光源が広範囲におよぶほぼ均一な発散光源である、請求項１６に記載
の照明装置。
【００３８】
　（項目２７）５つの照明アームを備える、請求項１６に記載の照明装置。
【００３９】
　（項目２８）対象面の暗視野検査照明装置であって、
　複数の照明アームがほぼ対象面の照明領域の近くに配置され、上記各々の照明アームが
、
　広範囲におよぶほぼ均一な発散光源と、
　上記発散光から上記照明領域に向かう照明ビームを生成し、上記照明ビームが法入射角
、法入射角範囲、入射角範囲、および横方向の角度範囲を有し、
　ここで上記法入射角と入射角範囲が上記照明領域にわたり基本的に不変であり、
　上記照明領域にわたり上記横方向の角度範囲が基本的に不変であり、
　上記照明領域の光強度が基本的に不変である暗視野検査照明装置。
【００４０】
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　（項目２９）対象面の暗視野検査照明であって、ほぼ対象面にあるほぼ円形の照明領域
の近くに配置された複数の照明アームを備え、上記各々の照明アームが、
　横方向の後側焦点面を設定する手段と、
　ほぼ一致している縦方向の後側焦点面、縦方向の後側焦点面、および横方向の後側焦点
面を設定する手段と、
　横方向の前側焦点面を設定する手段と、
　上記横方向の前側焦点面から離れた縦方向の前側焦点面を設定する手段と、
　ほぼ縦方向の後側焦点面と上記縦方向の後側焦点面に上記照明領域の中心位置を特定す
る手段と、
　ほぼ縦方向の前側焦点面に広範囲におよぶほぼ均一な発散特性を有する光を入射する手
段と、
　上記縦方向の前側焦点面に入射した光からビームを形成し、欠陥のない状態で、上記対
象面からスペキュラ反射させるために、上記ビームが上記照明領域の法線に対し非ゼロ入
射角で上記照明領域に入射する手段と　
　を具備する暗視野検査照明装置。
【００４１】
　（項目３０）対象面の暗視野検査を行うために、各々の光学系を用いて複数の異なる方
向から上記対象面の照明領域を照明する方法であって、上記各々の光学系に対して、
　横方向の後側焦点面を設定し、
　ほぼ一致する縦方向の後側焦点面、縦方向の後側焦点面、および横方向の後側焦点面を
設定し、
　上記横方向の前側焦点面を設定し、
　上記横方向の前記焦点面から離れた縦方向の前側焦点面を設定し、
　ほぼ縦方向の後側焦点面と上記横方向の後側焦点面に中心を有するほぼ円形領域として
上記照明領域を設定し、
　ほぼ横方向の前側焦点面に広範囲におよぶほぼ均一な発散特性を有する光を入射し、
　上記縦方向の前側焦点面に入射した光からビームを形成し、ビームが欠陥のない状態で
、上記対象面からスペキュラ反射させるために、上記照明領域の法線に対し非ゼロ入射角
で上記照明領域に該ビームが入射する暗視野検査方法。
【００４２】
　（項目３１）上記ビーム形成ステップが、上記集光レンズに対する最大集光角を定義す
る開口数を有する集光レンズの視野内にビームを形成するステップを包含し、上記入射角
が上記最大集光角よりも大きい、請求項３０に記載の方法。
【００４３】
　（項目３２）上記ビーム形成ステップの入射角が約５３度よりも大きい、請求項３０に
記載の方法。
【００４４】
　（項目３３）上記ビーム形成ステップの入射角が約８１度よりも大きい、請求項３２に
記載の方法。
【００４５】
　（項目３４）上記ビーム形成ステップがビームを分光的にビームをフィルタする、請求
項３０に記載の方法。
【００４６】
　（項目３５）ウェハ検査システムであって、
　分光的にフィルタし、空間的に均一で、広範囲におよぶ発散光源と、
　上記光源に光学的に結合され、ほぼ円形の照明領域の近くに周方向に配置された複数の
照明アームを備える光ファイバ暗視野照明装置と、
　上記照明領域に対し法入射角または近法入射角で配置され、上記照明領域がカメラの視
野内にあり、上記カメラが集光レンズに対する最大集光角を定義する開口数を有する集光
レンズを備えるカメラとを具備し、
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　上記各々の照明アームが、
　上記光源に光学的に結合された入射面と横方向に発散円筒形状光パワーを有する出射面
を有する回転部材と、
　横方向の第１の光パワーと縦方向の第２の光パワーを出力し、上記第１と第２の光パワ
ーが等しくなく、上記回転プリズムの出射面に光学的に結合されたアナモルフィックミラ
ーとを具備し、
　上記各々の照明アームが横方向の前側焦点面、横方向の後側焦点面、縦方向の前側焦点
面、および縦方向の後側焦点面とを有し、
　上記各々の照明アームに対して、
　上記横方向の前側焦点面と上記縦方向の前側焦点面が一致しておらず、
　上記光源結合がほぼ縦方向の前側焦点面に位置しており、
　上記縦方向の前側焦点面と上記横方向の前側焦点面がほぼ一致しておらず、
　上記照明領域がほぼ上記縦方向の後側焦点面と上記横方向の後側焦点面に位置する中心
を有し、
　上記光源、回転部材、およびアナモルフィックミラーが配置され、上記最大集光角より
も大きい照明領域の法線に対し入射角で上記照明領域を照明するウェハ検査システム。
【００４７】
　（項目３６）上記回転部材が回転プリズムを備える、請求項３５に記載の方法。
【００４８】
　（項目３７）対象面の暗視野検査照明であって、照明領域の近くに配置された複数の照
明アームを備え、上記各々の照明アームが、
　光源と、
　上記光源に光学的に結合された第１の面と縦方向に光パワーを有する第２の面を有する
結合部と、
　横方向の第１の光パワーと縦方向の第２の光パワーを出力し、上記第１と第２の光パワ
ーが等しくなく、上記回転部材の第２の面に光学的に結合されたアナモルフィック部材と
　を具備する暗視野検査照明装置。
【００４９】
　（項目３８）上記回転部材の第２の面が横方向に光パワーを有しない、請求項３７に記
載の照明装置。
【００５０】
　（項目３９）上記回転部材の第２の面が横方向に光パワーを有する、請求項３７に記載
の照明装置。
（概要）
　単一の光源から光が幾つかの照明アーム間で分割され、その各々がマルチモードファイ
ババンドルにより光源からウェハ位置まで光を導く。共通の照明領域の周囲に円周上にア
ームが配置されているので、幾つかの方向からアームが照明される。各々のアームに関し
て、ファイババンドルから出射する光は、回転プリズムに入射し、プリズムの底辺で反射
し、プリズムの出射面上の発散円筒状面により１方向に発散される。そして、アナモルフ
ィックミラーで光が反射して、ウェハの照明領域に伝播する。ビームは非対称フットプリ
ントを有しているので、法入射角を見たとき、ほぼ円形のウェハ領域を照明する。縦方向
の前側焦点面にファイババンドルがある。また、両方向の後側焦点面に照明領域がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
（発明の詳細な説明）
　本発明は暗視野照明検査システムに関し、特定の製造プロセス時にウェハを視覚的に検
査して欠陥を見つけるシステムで通常使用される。ウェハ検査システムの一実施形態を図
１に示す。
【００５２】
　代表的なウェハ検査システム１０は、ウェハの上にダイが組み立てられる前にウェハ全
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体を検査する一実施形態で使用されるが、パターン形成されたウェハ全体、パターン形成
されたダイスから立方体に切断されたダイ、鋸で切断されたウェハ、壊れたウェハ、フィ
ルムフレーム上のある種のウェハ、ゲルパックされたダイ、ワッフルパックされたダイ、
ＭＣＭ、ＪＥＤＥＣトレイ、Ａｕｅｒボート、および他のウェハおよびダイ形状、パッケ
ージされたもの、パッケージされていないものを検査するために使用し得る。これ以降、
これらの全てを使用することもウェハ検査と呼ぶことにする。システム１０は、ウェハ検
査プレート１２、ウェハを検査プレート１２に送るアクチュエータ１４、同じｘ，ｙおよ
び角度位置つまりｘ，ｙ，ｚおよび角度位置の各々または全てを一列にするウェハアライ
ンメント装置１６、焦点機構１８と、訓練時の欠陥のないウェハの視覚入力と検査時のそ
の他の未知の品質のウェハを視覚検査するカメラ２０または他の視覚検査装置、パラメー
タと感度パラメータ、形状、ダイの大きさ、ダイの形状、ダイのピッチ、行数、列数など
のその他の情報に関する制約条件を入力するユーザコンソール２２、現在カメラが見てい
る画像または以前に記録した期間のカメラにより検査した画像を表示するディスプレイ２
４、入力された欠陥のないダイを記録し、それからモデルを構築し、モデルと比較して他
のダイと比較解析し、処理およびメモリ機能を有するコンピュータシステム２６や他のコ
ンピュータと同様の機能を有する装置、フレーム３０、フード３２、制御パネル３４、シ
ステムパラメータディスプレイ３６、対象物３８.および光ファイバ暗視野照明装置４０
とを備えている。
【００５３】
　一般に、暗視野照明装置は、１つ以上の照明アームを有することができ、その各々が光
源を有している。一実施形態において、暗視野照明装置は、単一光発生部を有し、そのパ
ワーが分光的にフィルタされ、集光され、空間的に均一にされ、および／または１つ以上
の照明アーム間で分割される。その代替として、各々の照明アームにそれ自身の光発生部
を設置してもよく、そのパワーが分光的にフィルタされ、集光され、空間的に均一にされ
る。図２に示すように、複数の照明アームが設けられているこれらの実施形態において、
各々の照明アームが、照明領域の周囲の特定の位置から光を出射し、検査カメタのレンズ
台とその他の各種機械的構成要素に対して十分な空間的間隔を置いて照明領域を照明する
。５つの照明アームが照明されるが、より多くまたはより少ないアームを設けてもよいこ
とを理解するであろう。一般に、ウェハからの特定の反射が撮像光学により正常に集光さ
れないよう照明領域を照明するために、各照明アームから垂直な平面に対し大きな入射角
で照明をする条件で、照明領域に対しどのような所望の方法でも照明アームを配置するこ
とができる。このように、欠陥のない状態は、暗黒として視野に現れるので、そのため「
暗視野」という名で呼ばれている。暗視野照明の数値条件を以下に示す。集光（または撮
像）光学が、集光光学に光が入射できる最大角を定義する特徴的な開口数ＮＡを有してい
る場合、暗視野照明システムは、ＮＡよりも大きい有効な開口数で光を出射すべきであり
、集光光学に光が入射してスペキュラ反射しない。
【００５４】
　一般に、集光光学が近法入射角方向に配置され、かつ照明光学が集光光学の視野の「外
部」にある大きな入射角の条件に暗視野システムを制限する必要はない。例えば、照明と
集光システムの位置を、集光システムに囲まれた照明システムと逆にしてもよい。または
、特定の角度や方位は、レンズの瞳の中に物理的に閉鎖し得る。本明細書では、集光光学
は近法入射角方向に配置され、照明光学は集光光学の十分開口数以上の近かすめ角で配置
されているものとする。
【００５５】
　光Ｓ／Ｎ比に関しては、最大集光角と最小照明角間の差異を最大にすることが望ましい
。例えば、集光光学の開口数が０，８である場合には、伝播角が５３度未満の視野の全て
の光を集光する。照明システムが８１度±２．５度の入射角で光を照明する場合には、最
小照明角は７８．５度になり、照明と集光帯域間の角度分離は２５．５度になる。この比
較的大きな角度は視野内の小さい対象物や粒子を検出するＳ／Ｎ比を改善する。
【００５６】
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　本明細書では、システムが動作中であるとき、照明領域が照明される領域として定義さ
れるものとする。システムが動作中でなかったり、光源がパルスの間にないときでも、光
源から光を受光していなくとも照明領域が依然として存在することが理解される。
【００５７】
　分解した状態の照明装置４０の概略図を図２に示す。光源により照明システムに対して
光が発生される。この光源は一実施形態であり、すなわちストローブランプ４２である。
カメラ（図１の構成要素２０）により画像が撮像されるごとに、ストローブランプ４２が
光を発して、短い時間期間、照明領域を照明する。ストローブランプ４２を使用すること
は、移動ステージから移動されるウェハと共に連続的に動作する光源を使用する場合に起
こるかも知れないボケを低減する際に効果的である。一実施形態において、ランプの波長
スペクトルは広いが、このように希望する場合には、より狭い波長スペクトルを出力する
ようにすることもできる。
【００５８】
　ストローブランプ４２から照明されると、ビームは波長が約２８０ｎｍから４００ｎｍ
の間の波長を阻止する波長検出フィルタ４１を通り、約４００ｎｍより長い波長を通過さ
せる。ただし、この波長範囲は単なる一例であり、何らかの適切なフィルタを使用しても
よい。その代わりに、フィルタを使用せずにフィルタを削除してもよい。
【００５９】
　そして、波長フィルタされたビームは、集光レンズ４５に入射するが、このレンズは球
面でも非球面でもよく、また薄い反射防止膜で被覆してもよい。充分に長く、薄く、透明
で平行六面体の集光レンズ４５は、混合バー４３に光を向ける。混合レンズ４３の縦方向
の端部に光が入射し、縦方向の他端の混合バー４３から光が出射されるまで全内面反射を
繰り返す。混合バー４３からのパワーは、強度と特定の開口数内の角スペクトルが本質的
に均一である。
【００６０】
　集光レンズ４５と混合バー４３の組み合わせをヘッド４４と呼ぶことができる。
【００６１】
　混合バー４３からのパワーは、複数のファイババンドル４８に結合し、各ファイババン
ドル４８が、それら自身の光学セットにより照明領域に光を向ける。ある実施形態におい
て、照明領域は、半導体と超小型電気機械的装置の製造に使用される種類のウェハの全部
または一部を照明領域が規定する。バンドルに使用されるファイバは、ある実施形態のマ
ルチモードファイバにあり、これは特定の開口数内の光を効果的に結合する。混合バー４
３からファイババンドル４８への効果的な結合を実現させるには、ファイババンドル４８
の開口数を、混合バー４３から出射されるビームの開口数に一致させることができる。フ
ァイバはバンドル状に配置され、これは円筒状であるか、他の従来のある形状であるか、
各端で別の形状または構成を持ち得る。
【００６２】
　ファイババンドル４８は、照明角内のウェハやその他の対象物に光を向け、カメラを取
り囲むように設置され、大きな入射角で照明領域に光を向ける。大きな間隔になるように
照明光学が設計されているので、カメラと他の機械的構成要素は動作や調整するのに十分
なスペースがある。
【００６３】
　各ファイババンドル４８は、直角プリズム５２に結合され、プリズムの底辺で反射した
後にバンドルから出射するビームを９０度に回転させる。プリズムの出射面は発散円筒状
面を有し、ビームをｘ方向に発散させて、ｙ方向にビームがほとんど変更されない。その
ようなプリズムは製造するのが簡単であり、通常４５／４５／９０プリズムとして最初に
製造され、後でその上に円筒形の表面が研磨されて磨かれる、このプリズムの代わりに、
出射プリズム面にシリンドリカルレンズを装着してもよいため、円筒状面をプリズム上に
直接製造する必要はない。図示のように、９０度が好ましいため、全光路は装置内部の小
さな容積に適合させることができる。９０度の回転プリズムが示されているが、何らかの
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その他の適切な回転角でもよい。同様に、１回も屈折しない場合を含む任意の内部反射数
の何らかのその他の適切なプリズムを使用してもよい。またその代わりに、ビームを全く
回転させないが、単に円筒状光パワーを有する構成要素によって回転プリズムを置き換え
てもよい。例えば、プリズムを全く用いないで、シリンドリカルレンズをファイババンド
ルに装着してもよい。
【００６４】
　ｘ，ｙ方向で光パワーが異なるアナモルフィックミラー５４でビームが反射される。ま
た、アナモルフィクミラー５４は１つまたは２つの方向に沿って非球面項を有し、収差を
訂正しビームの頭相面の波長品質を改善する。アナモルフィックミラーを非法入射角で使
用してもよいため、入射と出射ビームは互いに干渉もせず、阻止もしない。その代替とし
て、アナモルフィクミラーの代わりにアナモルフィックレンズを使用してもよく、この場
合、アナモルフィックレンズを軸上に用い１つまたは両方向に沿って非球面項を有して収
差を訂正することができる。
【００６５】
　プリズム５２と鏡５４の組み合わせは、照明アーム４６つまりアームの一部と見なすこ
とができる。
【００６６】
　鏡５４で反射した後、大きな入射角で照明領域にビームが入射する。ミラー５４から出
射されるビーム形状は楕円形であるため、カメラからまたは近法入射角で見たとき、照明
された照明領域はほぼ円形である。
【００６７】
　図３は、近法入射角でカメラの視点からのウェハ５６の照明領域５０を示す。照明アー
ム４６Ａ～４６Ｅは，照明領域５０の周囲に配置され、これは基本的に照明領域に対応す
る。全ウェハ面を検査するために照明領域５０がウェハ５６よりも小さいので、照明領域
５０に関してウェハ５６を検査できる。ウェハ全体５６を自動的に走査できるコンピュー
タ制御移動ステージにウェハを配置し、検査システムは画像を取得し、取得した画像を記
憶し、取得した画像を処理する。その代わりに、ウェハを固定した状態にしておいて、照
明と撮像光学を移動させてもよい。
【００６８】
　図４，５は、光線例をその全体にわたり示した照明アーム４６光学の拡大図を示す。フ
ァイババンドル（図示せず）から光が出射し、プリズム５２の入射面５１に入射する。フ
ァイババンドルの出射面は、拡張された光源と見なすことができ、バンドルでの位置にか
かわらず、均一なサイズと方位の円錐内に光が放射する。これは入射面５１に接近して光
バンドルを注意深く検査することで図４に視覚的に見ることができる。プリズムの底辺５
３で光が反射し、プリズム５２の出射面５５の方向に伝播する。出射面５５は別の方向で
ある１つの方向にのみビームを発散する円筒状部５７を有しており、ファイババンドル開
口数により決定された発散特性で伝播し続ける。プリズム５２から出射後に、ｘ，ｙ方向
でパワーが異なるアナモルフィック反射鏡５４でビームが反射する。その後、大きな入射
角でウェハ５６の照明領域５０にビームが入射する。
【００６９】
　図６は、１つの照明アーム４６だけを概略的に示した照明システム４０の透視図である
。ウェハ５６上の照明領域５０は、垂直な面６５から見たとき通常円形である。図６と同
じ形状が図７の側面図に示されている。入射角６４をかなり大きくできる。
【００７０】
　図８は、照明システムの関連する形状の規定に有用なある構成と共に光学系の一部を示
す。検査中のウェハ６１は照明領域６２を有し、ほぼ法入射角から見たときこの領域はほ
ぼ円形である。法入射角ということは、観測者やカメラがウェハ６１から離れて位置して
おり、その垂直な面６５にほぼ平行な視角を有することを意味する。照明領域６２はその
周方向に設置された照明アームの各々から光を受光する。５つ以上の場合を含む任意の数
の照明アーム４６を設置してもよい。



(13) JP 4744215 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

【００７１】
　照明領域６２の特定の位置に集束する光円錐６３が示されている。この光円錐６３は、
照明ビームの全範囲を示していないが、１つの照明アームからの特定の位置に到達する全
ての光を示している。光円錐６３は特定の入射角６４で到来し、このことは重要である。
暗視野照明において、照明の入射角は十分に大きいので、ウェハ６１の平坦な部分で発生
するスペキュラ反射が適切に大きな角度で反射し、カメラにより集光されない。一般に、
照明の入射角が大きくなるほど、それだけ良くなる。集光光学の開口数が０．８であるシ
ステムの場合、暗視野照明の最小入射角はｓｉｎ－１（０．８）つまり約５３度である。
入射角がなおそれよりも大きいか、８１度と同じかそれ以上であるのが好ましい。
【００７２】
　入射円錐６３は、点線６８で定義された特定の入射面と垂直な面６５を有している。厳
密に言えば、光円錐内の各光線は、それ自身の入射面を有しているが、本明細書では、全
円錐６３に対する入射面は、円錐６３の中心光の入射面として定義するものとする。
【００７３】
　光円錐６３が通常非対称であり、入射角範囲６６と横方向の角度範囲６７により定義で
きる楕円角プロフィールを有しており、周方向角度範囲とも呼ばれている。円錐６３内の
全ての光線に関して、ウェハ６１の真の入射角は、入射角度範囲６４±半分の入射角範囲
６６にある。横方向の角度はウェハ６１の入射角に影響を与えない。一般に、入射角範囲
６６を最小にすることが望ましいため、照明はより均一になる。以下の議論において、入
射角範囲を含む縦方向は「ｘ」方向と呼ばれ、これに対して、横方向の角度範囲は「ｙ」
方向に沿って延びる。
【００７４】
　照明領域６２の各位置は、それ自身の入射光の光円錐を有しており、光円錐６３を１つ
の特定の位置のみ図８に示している。視野内の全ての位置に対して光円錐６３が基本的に
同じ大きさであり、入射角範囲６６と横方向の角度範囲６７が視野全体にわたり本質的に
不変であることを留意することは重要である。換言すれば、視野全体にわたり角スペクト
ルは均一である。これは極めて望ましい特徴であり、装置の感度が視野内の位置とは無関
係であることを確実なものにするのを助長する。
【００７５】
　これらの角度範囲に、以下に議論する近軸光線追跡から得たある値をこれらの角度範囲
に加えることは必須ではない。これらの値は一例であって、図９に示す量のいくとかの意
味を明確に示すために提示したものである。
【００７６】
　ｘ方向において、公称入射角６４と入射角範囲６６の両方は、視野全体にわたり、また
は同時に、全照明領域５０にわたり全く不変である。照明領域内のあらゆる点に関して、
公称入射角６４は８１度である。同様に、照明領域のあらゆる点に関して、全入射角は５
度である。換言すれば、照明領域５０のあらゆる点に関して、８１度±２．５度の範囲の
入射角で光が到来する。
【００７７】
　ｙ方向において、横方向の角度範囲６７は、視野全体にわたり不変であるが、横方向の
公称入射角は位置とともに変化しない。照明領域５０の中心において、０度±０．４度の
範囲の横方向の角度で光が到来する。視野の一端において、７．５度±０．４度の範囲で
光が到来し、他端において、－７．５度±０．４度の範囲で光が到来する。そのため、横
方向の角度範囲６７は、照明領域５０の全ての点に対して０．８度である。
【００７８】
　角スペクトルは、入射角範囲６６と横方向の角度範囲６７の組み合わせを考慮し得る。
これらの量の両方が、照明領域５０の全ての点に対して不変であることを示した上記の議
論から、角スペクトルが照明領域５０で不変であるとも言える。また、公称入射角６４は
視野全体にわたり不変である。
【００７９】
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　図８に示した光円錐６３は、照明領域６２の１つの特定の検査点に対する１つの照明ア
ームのパワーを示す。照明アームからの全出力ビームは、このうち１つが照明領域６２の
各々の位置に対するものである光円錐６３の集合体である。複雑な照明系が多数の照明ア
ームを有する下記に述べる照明アームから生成された出力ビームは、異なる横方向からで
ないウェハ６１の同じ領域６２を照明する。下記の説明は全システムの任意のまたは全て
のアームに適用し得るが、下記の説明の大半は単一の照明システムに適用される。
【００８０】
　ファイババンドルからウェハまで、または対象物までの構成要素は、これらの構成要素
のレイアウトが重要である点において我々にとって特別な興味がある。これらの構成要素
の特殊なものに対処するために、実際的な光線追跡を使用する。図９は、近軸光線追跡に
使用される光学系の概略図を示す。光線追跡から、ｘ，ｙ方向の発散円柱物と反射鏡の必
要なパワーが決定される。
【００８１】
　図９の最左端に示すマルチモードファイババンドルは、特徴的な開口数ＮＡを有する回
転対称な光円錐に効果的かつ均一に光を放射する。好適なファイババンドルの場合、ＮＡ
はほぼ０．１５１９である。ファイババンドルから大気中に光を放射する場合、放射円錐
はｓｉｎ－１ＮＡに等しい半分の角度を有するだろう。プリズムにファイバが結合されて
いるので、ファイバから出射される光はプリズムに入射し、プリズム内部の放射円錐は、
ｓｉｎ－１（ＮＡ／ｎｇｌａｓｓ）に等しい半分の角度を有している。ここで、ｎｇｌａ

ｓｓはプリズムの屈折率である。ＬａＳＦＮ９などの高屈折率ガラスがプリズムに使用す
ることができ、これは５５０ｎｍの波長で１．８５５８の屈折係率ｎｇｌａｓｓを有して
いる。その代替として、ＢＫ７やその他の公知のガラスなどの他のガラスを使用してもよ
い。ファイババンドルの必要な大きさはまだ理解されていない。
【００８２】
　ファイババンドルから出射されるビームはガラスプリズムに入射し、最初に９０度だけ
ビームを曲げ、それからプリズムの出射面の円筒状面を通してビームを通過させることで
ｘ方向にビームが発散する。プリズムは、例えば１．８５５８などの屈折率ｎｇｌａｓｓ

を有している。プリズムの底辺からの反射前または反射後の両方の経路を含むｎｇｌａｓ

ｓにより規定される軸上距離伝播する。照明系の空間要件を満たすために、例えば、公称
約０．５ｍｍの正方形の小さなプリズムを使用する。出射面に延びるプリズムの出射面の
円筒状構成要素により、プリズム内でビームが伝播した実際の軸上距離は０．５ｍｍ未満
である。異なる寸法のプリズムに他の適切な値を使用できるが、好適な厚さｔｇｌａｓｓ

は約０．４７４ｍｍである。
【００８３】
　プリズムの出射面の円筒状面は、Φ１ｘの表面パワーを有しており、ｙに沿った対応す
るパワー要素Φ１ｙがゼロである。ビームは大気中に放射されるため、出射屈折率ｎ１’
は１である。Φ１ｘの表面パワーを生成する曲率は、ｃ１ｘ＝Φ１ｘ／（ｎ１’－ｎ１）
またはｃ１ｘ＝Φ１ｘ／（１－ｎｇｌａｓｓ）から得られる。曲率半径Ｒ１ｘはＲ１ｘ＝
１／ｃ１ｘで与えられる。ただしｙ方向に沿った光パワーはない。
【００８４】
　プリズム上の発散円柱物から出射されるビームは、アナモルフィック反射鏡に入射する
前に大気中で距離ｔ１’だけ進む。光線追跡に使用される通常の記号慣習に従い、距離ｔ

１’をｔ２と表記することができ、両者は数値的に等しく、交換不能である。この両方と
もまだ決定されていない。ビームは大気中を進むため、屈折率ｎ１’＝ｎ２＝１である。
【００８５】
　アナモルフィック反射鏡は、Φ２ｘ，Φ２ｙで示されるそのｘ，ｙ方向に沿ってパワー
が異なる屈折面を有しており、その他の適切な種類の反射鏡も使用可能であるが、反射鏡
は高い屈折率誘電薄膜スタックであってもよい。入射と屈折面が両方とも空気であるこの
種の反射鏡の場合は、入射屈折率ｎ２は１であり、出射屈折率ｎ２’は１である。所与の
パワーを生成する鏡の曲率は、ｃ２ｘ＝Φ２ｘ／（ｎ２’－ｎ２）またはΦ２ｘ／２で与



(15) JP 4744215 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

えられる。同様に、ｃ２ｙ＝－Φ２ｙ／２で与えられる。曲率半径はＲ２ｘ＝１／ｃ２ｘ

およびＲ２ｙ＝１／ｃ２ｙで与えられる。
【００８６】
　反射鏡で反射された後、ビームは対象物まで距離ｔ２’進む。従来の代表的な光線追跡
によれば、両方の距離ｔ２’と屈折率ｎ２’値は鏡で反射後、負になる。これは単に数値
上の便詮のためであり、反射したビームが入射ビームとしてほぼ反対方向に進むことを単
に意味している。なお、距離ｔ２’はまだ決定されていない。
【００８７】
　検査されるウェハ位置が対象物である。入射ビームがウェハのほぼ円形の領域を照明す
ることが好ましい。入射ビーム大きな入射角Ｉで対象物に入射するので、システムから出
射するビームのフットプリントは、非対称でなければならいため、垂直に入射するカメラ
は一般に対称照明領域を見るだろう。ここで入射面がｘ方向である下記の形状を考えてみ
ると、対象面に対してｙ軸は平行である。ｙ方向に沿ってカメラから見た照明領域は、ｙ
方向つまり２Ｆに沿った入射ビームと同じ大きさである。ｘ方向に沿って、（２Ｆｃｏｓ
Ｉ）の大きさの入射ビームが、垂直に入射するカメラから見たような大きさの領域２Ｆを
照明する。そのため、入射ビームはｃｏｓＩの倍だけｘ方向に沿って小さいが、垂直方向
に入射するカメラは直径２Ｆの大きさの照明円を見ることになる。大きな入射角の場合、
圧縮係数ｃｏｓＩはかなり重要である。例えば、約８１度つまり（ｃｏｓ８１度）も好ま
しい入射角は０．１５６４に等しく、約６のアスペクト比のビームが得られることになる
。このような高アスペクト比を用いても、それに対応して大きな入射角は、近法入射角で
カメラから見てほぼ円形のビームを生成する。その他の適切な値を用いることができても
、Ｆの好適な値は１０ｍｍである。
【００８８】
　下記に述べる光線追跡により、負の円筒物と反射鏡の円筒状パワー、並びに平面間の距
離を得ることができる。
【００８９】
　各面のパワーΦを与えると、表面間の屈折率ｎ、表面間の厚さｉを公知の近軸屈折伝達
方程式を用いて、図９の光学系により光を追跡できる。
【００９０】
　近軸屈折方程式により、パワーΦの表面で屈折後、出射光角（光軸に対して）ｕ１’を
生成する。
【００９１】
　　　 ｎ’ｕ’＝ｎｕ－ｙΦ　　　　　
　ここで、ｕは入射光角、ｙは表面での入射と出射光高さ、ｎとｎ’はそれぞれ入射と出
射屈折率である。屈折率が無限であり、光線角が半径であり、光高さがｍｍであり、表面
パワーがｍｍ－１である。
【００９２】
　近軸伝達方程式は、前の面と現在の面の間の距離ｔだけ伝播後、表面での光の高さｙ’
を予測する。
【００９３】
　　　 ｙ’＝ｙｔｕ
　ここで、ｙは前の面での光高さであり、ｕは前の面と現在の面間の光の角度（光軸に対
して）。光度は半径であり、光高さと距離は両方ともｍｍ単位である。
【００９４】
　上記の近軸屈折伝達方程式は、図８の多数の面を有する光学系を通る光線追跡の代替と
して使用される。面間の厚さは同じであるが、各面のパワーを異ならせて、ｘ，ｙ方向に
個別に光線追跡を実行する。
【００９５】
　光学系にある最初の仮定が成される。第１に、対象物上にファイババンドルの瞳の画像
を形成することが望ましい。ファイババンドルの場合、ハンドルの瞳は無限にあるので、
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それゆえｘ，ｙ両方向の光学系の後側焦点面上の対象物の位置を特定する。第２に、対象
物の円形部を照明することが望ましい。照明は大きな照明角であるので、入射ビームは非
対称形状でなければならない。それゆえ、光学系はｘ，ｙ方向に異なる倍率か、または同
様に、ｘ，ｙ方向に沿って異なる焦点長でなければならない。光学系の前側焦点面にｘ方
向にファイババンドルを配置することを選択したので、ファイババンドルでの強度の空間
変動は対象物で最小に抑えられる。ただし、ｙ方向の光学系の前側焦点面を明確に制限し
ない。
【００９６】
　図９に概略的に示した光線追跡の目標は、円筒状パワーΦ１ｘ，Φ２ｘ，Φ２ｙと距離
ｔ２，ｔ２’を得ることである。光線追跡の固定値はプリズムｎｇｌａｓｓの屈折率（例
えば、１．８５５８に等しい）、プリズムｎｇｌａｓｓ内部の進んだ距離（例えば、０．
４７４ｍｍに等しい）、ファイババンドルから出射するビームの開口数ＮＡ（例えば、０
．１５１９に等しい）、および対象物２Ｆでの照明直径（例えば、２０ｍｍに等しい）。
４つの光線が追跡され、縮尺を調節していない各光線を概略的に図９に示す。
【００９７】
　最初に、ｙ方向に沿った光線を追跡する。中間計算を省略すると、ｙ方向Φｙの光学系
の全パワーがｙ方向Φｙの反射パワーに等しく、両方ともΦｙ＝Φ２ｙ＝ＮＡ／Ｆで与え
られることが分かった。ＮＡ（０．１５１９）とＦ（１０ｍｍ）が好適な値の場合、Φ２

ｙ＝－０．０１５１９ｍｍ－１であり、－１３１．７ｍｍの反射鏡半径Ｒ２ｙになる。
【００９８】
　次に、ｙ方向の光線２を追跡した。再び、中間計算を省略すると、反射鏡と対称物ｔ２

’間の軸上距離がｔ２’＝－Ｆ／ＮＡで与えられることが分かった。上記の好適な値を用
いると、ｔ２’は－６５．８ｍｍになる。この値は負であり、このことは、入射と出射ビ
ームが反射鏡の同じ側にあることを意味し、これは鏡の場合当たり前のことである。
【００９９】
　続いて、ｘ方向の光線３を追跡した。光線３から２つの情報を取得した。まず、ｘ方向
のシステムの全光パワーがΦｘ＝ＮＡ／（ＦｃｏｓＩ）で与えられる。好適な値の場合、
ｘ方向の全光パワーは約＋０．０９７１ｍｍ－１である。次いで、厚さｔ２とパワーΦ２

ｘの間の関係が（ｔ２）（Φ２ｘ）＝１－［（ｔｇｌａｓｓ／ｎｇｌａｓｓ）（ＮＡ）／
（ＦｃｏｓＩ）］で与えられる。
【０１００】
　最後に、ｘ方向の光線４を追跡し、（ｔ２）（Φ１ｘ）＝１－（１／ｃｏｓＩ）で与え
られる厚さｔ２とパワーΦ１ｘの間の関係が求められる。
【０１０１】
　上記の２つの式と公知の関係Φｘ＝Φ１ｘ＋Φ２ｘ－（ｔ２／ｎ２）（Φ１ｘ）（Φ２

ｘ）を組み合わせて、残りのパワーと厚さを表す式を得る。
【０１０２】
　発散円柱物のｘ方向に沿ったパワーは、
　　　 Φ１ｘ＝［１－（１／ｃｏｓＩ］／［（ＦｃｏｓＩ／ＮＡ）－｛（ｔｇｌａｓｓ

／ｎｇｌａｓｓ）／ｃｏｓＩ）｝］　
　で与えられる。
【０１０３】
　上記に示した好適な値の場合、Φ１ｘは－０．６２２ｍｍ－１であり、＋１．３７５ｍ
ｍの半径Ｒ１ｘを与える。
【０１０４】
　反射鏡のｘ方向に沿ったパワーは、
　　　 Φ２ｘ＝［１－（ｔｇｌａｓｓ／ｎｇｌａｓｓ）（ＮＡ）／（ＦｃｏｓＩ）］／
［（ＦｃｏｓＩ／ＮＡ）－｛（ｔｇｌａｓｓ／ｎｇｌａｓｓ）／ｃｏｓＩ｝］
　で与えられる。
【０１０５】
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　上記に示した好適な値の場合、Φ２ｘは０．１１２５ｍｍ－１であり、－１７．７７ｍ
ｍの半径Ｒ２ｘを与える。
【０１０６】
　発散円柱物と反射鏡対象物間の軸上厚さｔ２（または、同様にｔ１’）は、
　　　 ｔ２＝（ＦｃｏｓＩ／ＮＡ）－［（ｔｇｌａｓｓ／ｎｇｌａｓｓ）／ｃｏｓＩ］
　で与えられる。
【０１０７】
　上記の好適な値の場合、ｔ２は＋８．６６６ｍｍである。
【０１０８】
　ｘ方向の光線４の追跡から得られる残りの量が存在する。ファイババンドルがシステム
（ｘ方向）の前側焦点面に位置しているので、バンドルの特定の点から発する全ての光線
は、同じ角度（ｘ方向）で対象物に到来する。その結果、ファイババンドルの大きさが対
称物に到来する入射角（ｘ方向）範囲を決定することが明らかである。バンドルが極度に
小さい場合には、全ての光線は正確に同じ入射角で到来し、入射角は基本的にゼロになる
だろう。放射分析上の理由により、バンドルを極度に小さくすることはできないため、シ
ステムを光が通過しないだろうことは明らかになる。対象物（大きなバンドルが適切）で
の放射分析パワーと対象物（小さなバンドルが適切）での入射角の均一性間の関係の妥協
に基づき、入射角（ｘ方向）の半範囲の妥当な値は約２．５度である。半範囲ＨＲの入射
角の場合、バンドルＨの要求された半高は、Ｈ＝（ｔａｎＨＲ）（ＦｃｏｓＩ）／ＮＡで
与えられる。上記に示した代表的な値と２．５度の半範囲ＨＲの場合、ファイババンドル
の要求された半高は約０．４５ｍｍである。換言すれば、ファイババンドルの半径が０．
４５ｍｍである場合、全ての照明は８１度±２．５度の入射角で対象物に到来する。性能
が改善されている場合、照明角と集光角の間の差異は重要になる。そのため、対象物から
離れたスペキュラ反射は、集光光学の充分外側で起こる。
【０１０９】
　様々な面の曲率半径がいったん決定されると、非球面および／または円錐項をそれらの
１つ以上に任意に追加して、ビームの収差を低減できる。これらの非球面項目は、Ｏｓｌ
ｏ，ＺＥＭＡＸ，ＣｏｄｅＶ、およびその他などの入手可能なレイトレーシングプログラ
ムにより最も容易に処理される。
【０１１０】
　図９に示すシステムの近軸光線追跡に基づいて、パワー値、曲率半径、および厚さが解
析的に決定されるが、対応する光線追跡の数値を示す必要がある。これらの値は、図１０
に示す光線追跡スプレッドシートに示されている。スプレッドシートにより決定されない
入力値は厚さ制限セルに示されている。
【０１１１】
　様々な光線を追跡したが、これらには対象物の中心と両端を通る光線と、ファイババン
ドルの中心と１端を通る光線が含まれる。システムが対称であるので、ファイババンドル
の他端を通る光線は不要である。図９の光線１から４は図１０に示されている。　
【０１１２】
　図１０のスプレッドシートの幾つかの注目すべき特徴が存在する。高さが－０．４４９
ｍｍから＋０．４４９ｍｍ間で、開口数が－０．１５１９から＋０．１５１９の間でファ
イババンドルから全ての光線が発する。ｙ方向に－１０ｍｍから＋１０ｍｍの間で、ｘ方
向に－１．５６４ｍｍから＋１．５６４ｍｍの間の高さの対象物に全ての光線が到来する
。上述したように、ｘ方向に効果的にビームが拡大され、垂直に入射するカメラに対して
、ｙ方向に同じ大きさのビームとして現れる。
【０１１３】
　ｘ方向において、－０．０４３７ラジアンから＋０．０４３７ラジアンの間の入射光傾
きか、または同様に、－２．５度から＋２．５度の間の入射光で全光線が到来する。入射
面にｘ方向があるので、±２．５度の範囲は対象物で入射角範囲になる。
【０１１４】
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　これに対して、ｙ方向において、－０．１３８ラジアンと＋０．１３８ラジアン間の傾
きか、また同様に、－７．９度から＋７．９度間の入射角範囲のより大きな角度範囲を入
射光が有している。ｙ方向が対象面に平行であるので、ｘ方向と異なり、このむしろ大き
な角度範囲は、入射角範囲に何の影響も与えない。対象物から見て、垂直に入射するカメ
ラの視点からこのｙ範囲を視覚化することは最も容易である。照明アームを１２時の近く
に位置する照明アームを備える対象物に重畳されたクロック面を考えた場合、照明を受光
する中心で直径２０ｍｍの円形部は、約１１：４５から１２：１５の間で発する光線から
受光する。実際の視覚検査部では、５つの照明アームが使用され、上記で考えた全３６０
度のクロック面の周囲で約７２度だけそれぞれ離れている。５つより多いまたは少ない照
明アームも同様に使用できることが理解される。
【０１１５】
　ここまでで、近軸レイアウトを要約する必要がある。マルチモードファイババンドルか
ら出射される光は、その出射面上に発散パワー円筒状面を有する９０度の回転プリズムを
通過し、アナモルフィックミラーで反射し、非ゼロ入射角で対象物を照明する。基本的に
垂直に入射するカメラから見たとき、照明領域は通常丸い。ｘ，ｙ方向のプリズムの後側
焦点面に対象物がある。一方、ｘ方向のシステムの前側焦点面にファイババンドルがある
。対象物の照明領域の大きさは、ファイババンドルの開口数に正比例する。照明アームか
らの出射角範囲は、ファイババンドルの大きさまたは空間的な範囲に正比例する。
【０１１６】
　全ての構成要素が光軸の近くに中心があるかのように近軸レイアウトがなされるが、実
際、垂直に入射しない面を有するために、これらの構成要素を曲げたり折り重ねたりでき
る。例えば、近軸光線追跡の軸上構成要素としてアナモルフィックミラーが有効に扱われ
るが、いったんパワーと距離を決定すると、実際の部分は有限の軸上入射角を持ち得る。
明確な開口要件によりこれらの角度が最もよく決定され、ここでは、入射も反射ビームも
構成要素によって不注意で阻止されない。対象物に対して入射ビームが傾くため、照明角
の中心は予め定めたｚ間隔、すなわちｘ，ｙ両方向の後側焦点面に位置付けなければなら
ない。
【０１１７】
　結果として得られたシステムは、公知の照明光学系に見られない多くの利点を有してい
る。例えば、この利点としては、コンパクトな光学系、大きなフォーマット（直径２０ｍ
ｍの照明領域）、照明領域全体にわたり均一な照明、照明領域全体にわたり均一な角スペ
クトル、小さな入射角範囲、広い周方向方位角（または同様に、大きな横方向角度範囲）
、および比較的明るい等が挙げられる。これらの利点を有する結果として、ウェハ検査シ
ステムは、視野内の粒子位置と方位を検出しない。
【０１１８】
　これまで行った全ての議論では、縦方向に発散パワーを有し、横方向にパワーを有しな
いプリズムの出射面の光パワーは、基本的に円筒状があると暗黙的に仮定している。別の
実施形態として、横方向ではない、プリズムの出射面の両方向にパワーが出力される。換
言すれば、出射面はアナモルフィック光パワーの構成要素を有することができ、ここでは
、縦方向と横方向のパワーは等しくなく、第１のアナモルフィック部材と呼ぶことができ
る。同様に、アナモルフィックミラーやレンズは、第２のアナモルフィック部材と呼ぶこ
とができる。
【０１１９】
　この実施形態の光路は、基本的に円筒形の実施形態と類似しており、図１１に示されて
いる。マルチモードファイババンドル（図示せず）の端部から出射する光は、その入射面
９２を通して回転プリズム９１に入射し、プリズムの底辺で反射し（他の適切な形状が使
用可能であっても）、出射面９３を通して回転プリズム９１から出射される。出射面９３
は、縦方向と横方向に光パワーを有する第１のアナモルフィック部材を備えている。第１
のアナモルフィック部材９４は、出射面９３表面のアナモルフォック俯角であっても、出
射面に装着されたアナモルフィックレンズであってもよい。プリズム９１から出射される
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ビームは、鏡かレンズである第２のアナモルフィック部材９５に伝播する。第２のアナモ
ルフィック部材９７から出射されるビームは、垂直な面９７に対して大きな入射角で照明
領域９６に入射する。
【０１２０】
　上記の実施形態の場合、ファイババンドルの瞳の画像を照明領域に形成することがなお
望ましく、縦方向の後側焦点面と横方向の後側焦点面を照明領域に配置して確実なものと
することができる。また、照明領域全体にわたり均一な公称入射角を有することも望まし
いので、縦方向の前側焦点面にファイババンドルを配置する。この実施形態の場合、横方
向の前側焦点面の位置は中間にあるため、縦方向の前側焦点面と一致または一致しないか
も知れない。
【０１２１】
　追加実施形態として、アナモルフィック部材や純粋な円筒状部よりは、むしろプリズム
の出射面に回転対称部を設けるつまり装着してもよい。　
【０１２２】
　ここで述べた本発明の説明とその応用は、単なる一例を示すものであり、本発明の範囲
を制限することを意図するものではない。ここで開示した実施形態の変形と変更が可能で
あり、実際的な代替物と実施形態の各種構成要素の均等物は、本明細書を詳細に検討すれ
ば当業者に理解されるであろう。ここで説明した実施形態のこの変形と変更は、添付した
クレームに示すように、本発明の範囲と精神から逸脱することなく成し得るだろう。　　
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】ウェハ検査システムの斜視図である。
【図２】照明システムの平面図である。
【図３】照明アーム、照明領域、およびウェハの上面図である。
【図４】円筒状部とアナモルフィック反射鏡を有する回転プリズムの平面図である。
【図５】円筒状部、アナモルフィック反射鏡、照明領域、およびウェハを有する回転プリ
ズムの平面図である。
【図６】照明アーム、照明領域、およびウェハの斜視図である。
【図７】照明アーム、照明領域、およびウェハの側面図である。
【図８】検査時のウェハの照明領域の特定の位置で受光した光円錐の斜視図である。
【図９】照明アームの光学系の近軸表現の概略図である。
【図１０】図８のシステムの数値近軸光線追跡を示すスプレッドシートである。
【図１１】出射面を通して回転プリズムから出射される光円錐の斜視図である。



(20) JP 4744215 B2 2011.8.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(21) JP 4744215 B2 2011.8.10

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】



(22) JP 4744215 B2 2011.8.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  デービッド　ボーン
            アメリカ合衆国　ミネソタ　５５３４３，　エディナ，　ハリソン　アベニュー　サウス　４０４

    審査官  森口　正治

(56)参考文献  特開平０５－１２６７４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－０８２１４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－２０３３６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１８９４１９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２１／８４　　　　
              Ｇ０１Ｎ　　２１／９５６　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

