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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査システムを用いて、試料を検査することにより生成される出力を用いて、前記試料
上の個々の画素の特性を決定することと、
　個々の領域内の前記個々の画素の前記特性を用いて、前記試料上の前記個々の領域の特
徴を決定することであって、前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域内の前記個々
の画素の前記特性の統計を含む、個々の領域の特徴を決定することと、
　前記試料の特徴を決定することであって、前記試料の前記特徴が、前記個々の領域の前
記特徴内の試料レベルの特徴を含む、前記試料の特徴を決定することと、
　前記個々の領域の前記特徴に基づき前記試料の前記特徴を監視することと、
　前記試料上の２以上のダイ内の前記個々の画素の前記特性の相関解析を行って、前記試
料上の前記２以上のダイの部分を特定することであって、前記部分において、前記個々の
画素の前記特性が、前記試料上において潜在的なシステマティック欠陥を引き起こす機構
の複数の位置として、関連付けられ、前記試料上の前記２以上のダイ内の複数の位置であ
って、前記個々の画素の前記特性が異なる複数の位置は、前記複数の位置の形状がシステ
マティック欠陥を引き起こす機構の影響を受けやすくないことを示す、前記相関解析の実
行と、
　を含むことを特徴とする試料の特徴を監視するためのコンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記個々の領域のそれぞれが、個々の画素の一つの領域よりも大きく、前記試料の領域
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よりも小さい領域を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記試料がパターン化されたウエハーを含むことを特徴とする請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　固有な特徴を有する一つまたは複数の前記個々の領域を同定することを更に含むことを
特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　計測に関して固有な特徴を有する一つまたは複数の前記個々の領域を選択することを更
に含むことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　固有な特徴を有する一つまたは複数の前記個々の領域に対応する前記試料上の一つまた
は複数の位置を決定することと、そして前記一つまたは複数の位置で一つまたは複数の測
定を実施するために使用可能な前記一つまたは複数の位置に関する情報を生成することを
更に含むことを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記試料の前記特徴が、前記個々の領域の前記特徴内のダイ-レベルの特徴を含むこと
を特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記個々の領域の前記特徴に基づき潜在的なプロセス問題を決定することと、前記潜在
的なプロセス問題を示す出力を生成することを更に含むことを特徴とする請求項１ないし
７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記監視の実施中に、前記出力を用いて前記試料上の欠陥を検出することを更に含むこ
とを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記個々の領域の一部分が前記試料上のダイに対応し、本方法が、前記試料上の異なる
ダイに対応する前記個々の領域の異なる一部分へ、前記個々の領域の前記部分を配列させ
ること更に含むことを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記個々の領域の一部分が前記試料上のダイに対応し、本方法が、レファレンス・ダイ
へ、前記個々の領域の前記部分を配列させること更に含むことを特徴とする請求項１ない
し１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記個々の画素の前記特性が、ダイ内の同じ位置に於いて、前記試料上の隣接するダイ
内に位置する前記個々の画素の前記特性間の差分を含み、
　前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域の範囲内で前記個々の画素の前記差分の
分布を含むことを特徴とする請求項１ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記個々の画素の前記特徴を決定することが、前記個々の画素に関連した設計コンテク
ストに基づき前記個々の画素をグループへ分離し、前記個々の領域の前記特徴が、前記グ
ループの特徴を含むことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記個々の画素の前記特性を閾値と比較することと、前記閾値よりも大きな特性を有す
る前記試料上の前記個々の画素ならびに前記閾値よりも小さな特性を有する前記試料上の
前記個々の画素を示す出力を生成することを更に含むことを特徴とする請求項１ないし１
３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記試料の前記特徴が、前記試料に亘る位置の関数として前記個々の領域の前記特徴を
含み、前記監視することが、前記試料とレファレンスの前記特徴間で類似点を決定するこ
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とを含むことを特徴とする請求項１ないし１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記試料の前記特徴が、前記試料上の少なくとも一つの追加のダイに対応する前記個々
の領域の前記特徴と組み合わされた、前記試料上の少なくとも一つのダイに対応する前記
個々の領域の前記特徴を含み、前記監視することが、前記組み合わされた特徴とレファレ
ンス間で類似点を決定することを含むことを特徴とする請求項１ないし１５のいずれかに
記載の方法。
【請求項１７】
　前記監視することが、一つまたは複数の制御限界と前記試料の前記特徴を比較すること
により、試料-試料ベースまたはロット-ロット・ベースで前記試料の前記特徴を監視する
ことを含むことを特徴とする請求項１ないし１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記監視することが、
　　一つまたは複数の制御限界と前記試料の前記特徴を比較することと、
　　前記試料の前記特徴が前記一つまたは複数の制御限界を超える前記試料上の追加的な
位置を決定することと、を含み、
　本方法が、さらに、前記追加的な位置で一つまたは複数の測定を実施するために使用可
能な前記追加的な位置に関する情報を生成することを含むことを特徴とする請求項１ない
し１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　同じ設計コンテクストを有する前記試料上のダイの異なる部分を同定することと、前記
同じ設計コンテクストを有する前記異なる部分の内部で前記個々の画素の前記特性が相関
しているかを決定することと、そして相関している特性を有する前記異なる部分を示す出
力を生成することを更に含むことを特徴とする請求項１ないし１８のいずれかに記載の方
法。
【請求項２０】
　前記監視することが、
　　前記試料上で他の潜在的なシステマティック欠陥を誘発する機構の位置として、前記
個々の領域の前記特徴が相関している前記試料上の２以上のダイの他の複数の部分を同定
すること
　を含むことを特徴とする請求項１ないし１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　前記２以上の個々のダイに対応する前記個々の領域の前記特性を重ね合わせることによ
り、前記試料上の前記２以上の個々のダイを重ね合わせることと、
　重ね合わされたダイ・マップを表示することと、
　を更に含むことを特徴とする請求項１ないし２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　特徴イメージのそれぞれの画素が前記個々の領域の選択された特徴を示す条件下で、前
記試料の前記特徴イメージを構築することを更に含むことを特徴とする請求項１ないし２
１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　欠陥のウエハー・マップ上に一つまたは複数の特徴イメージを重ね合わせて表示するこ
とを更に含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　複数の特徴イメージを隣り合わせて表示することを更に含むことを特徴とする請求項２
２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記個々の領域が長方形の形状を有し、前記個々の領域が前記試料上に2次元のグリッ
ドを形成することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
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　前記個々の領域のそれぞれの前記特徴を決定するために使用される前記個々の画素の前
記特性が、前記個々の領域のそれぞれの内の全ての前記個々の画素の前記特性を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域内の前記個々の画素の前記特性の分布を
含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域内の前記個々の画素の前記特性の分布の
特性を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域内の前記個々の画素の前記特性の分布の
特性、ならびに前記分布の前記特性に対応する位置を含むことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項３０】
　前記個々の領域の異なる部分が前記試料上の異なるダイに対応し、本方法が、共通のレ
ファレンス・グリッドへ、前記異なる部分を配列させること更に含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３１】
　前記個々の領域の一つに亘る位置の関数として、前記個々の領域の一つに対応する前記
個々の画素のそれぞれの前記特性を示す出力を生成することを更に含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　前記試料の前記特徴が、前記試料上の少なくとも一つの追加のダイに対応する前記個々
の領域の前記特徴と組み合わされた、前記試料上の少なくとも一つのダイに対応する前記
個々の領域の前記特徴を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３３】
　同じ設計コンテクストを有する、前記試料上のダイの異なる部分を同定することと、
　前記同じ設計コンテクストを有する前記異なる部分の内部で前記個々の画素の前記特性
が相関しているかを決定することと、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記監視することが、前記試料上の２以上のダイの内部で前記個々の領域の前記特徴が
相関しているかを決定することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記監視することが、同じ設計コンテクストを有する前記試料上のダイの異なる部分を
同定することと、前記同じ設計コンテクストを有する前記異なる部分の内部で前記個々の
領域の前記特徴が相関しているかを決定することを含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３６】
　前記監視することが、同じ設計コンテクストを有する前記試料上のダイの異なる部分を
同定することと、前記同じ設計コンテクストを有する前記異なる部分の内部で前記個々の
領域の前記特徴が相関しているかを決定することを含み、本方法が、相関している前記個
々の領域の特徴を有する前記異なる部分を示す出力を生成することを更に含むことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
　試料の特徴を監視するための方法を実施することに関する、プロセッサ上で実施可能な
プロセス指示を含むキャリア・ミディアムであり、方法が、
　検査システムを用いて、前記試料を検査することにより生成される出力を用いて、前記
試料上の個々の画素の特性を決定することと、
　個々の領域内の前記個々の画素の前記特性を用いて、前記試料上の前記個々の領域の特
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徴を決定することであって、前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域内の前記個々
の画素の前記特性の統計を含む、個々の領域の特徴を決定することと、
　前記試料の前記特徴を決定することであって、前記試料の前記特徴が、前記個々の領域
の前記統計における試料レベルの特徴を含む、前記試料の特徴を決定することと、
　前記個々の領域の前記特徴に基づき前記試料の前記特徴を監視することと、
　前記試料上の２以上のダイ内の前記個々の画素の前記特性の相関解析を行って、前記試
料上の前記２以上のダイの部分を特定することであって、前記部分において、前記個々の
画素の前記特性が、前記試料上において潜在的なシステマティック欠陥を引き起こす機構
の複数の位置として、関連付けられ、前記試料上の前記２以上のダイ内の複数の位置であ
って、前記個々の画素の前記特性が異なる複数の位置は、前記複数の位置の形状がシステ
マティック欠陥を引き起こす機構の影響を受けやすくないことを示す、前記相関解析の実
行と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３８】
　試料を検査することにより出力を生成するように設定された検査システムと、
　　　前記出力を用いて、前記試料上の個々の画素の特性を決定し、
　　　個々の領域内の前記個々の画素の前記特性を用いて、前記試料上の前記個々の領域
の特徴を決定し、前記個々の領域の前記特徴が、前記個々の領域内の前記個々の画素の前
記特性の統計を含み、
　　　前記試料の前記特徴を決定し、前記試料の前記特徴が、前記個々の領域の前記統計
における試料レベルの特徴を含み、
　　　前記個々の領域の前記特徴に基づき前記試料の前記特徴を監視し、
　　　前記試料上の２以上のダイ内の前記個々の画素の前記特性の相関解析を行って、前
記試料上の前記２以上のダイの部分を特定することであって、前記部分において、前記個
々の画素の前記特性が、前記試料上において潜在的なシステマティック欠陥を引き起こす
機構の複数の位置として、関連付けられ、前記試料上の前記２以上のダイ内の複数の位置
であって、前記個々の画素の前記特性が異なる複数の位置は、前記複数の位置の形状がシ
ステマティック欠陥を引き起こす機構の影響を受けやすくないことを示す、前記相関解析
を行う
　ように設定されたプロセッサ、
　を備えることを特徴とする試料の特徴を監視するように設定されたシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、試料の特徴を監視する方法、そしてシステムに関する。特定の実施
例は、個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料上の個々の領域の特性を決定し、
個々の領域の特性に基づき、試料の特徴を監視することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下の記述と例は先行技術の全てを包括するものでは無い。
【０００３】
　論理素子もしくはメモリ素子などの半導体素子の製造は、一般に、半導体ウエハーなど
の検査サンプルを数多くの半導体製造プロセスを用いて処理し、半導体素子の多様な特徴
と多様性を付与することを含む。例えば、リソグラフィーは、通常、半導体ウエハー上の
レジストにパターンを転写することを含む半導体製造プロセスである。更なる他の半導体
製造プロセスとしては、以下に限定されるものではないが、化学機械研磨、エッチング、
成膜、イオン注入などがある。複数の半導体素子はウエハー上に配列された形態で製造さ
れ、その後、個々の半導体素子に分離され得る。
【０００４】
　監視プロセスは、製造プロセス中のより良い収率、そしてそれ故、より高い利潤を得る
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ことを目的として、ウエハー上の欠陥を検出するため半導体製造プロセス中の様々なステ
ップで使用される。検査は、常に集積回路などの半導体製造の重要な部分であり続けてき
た。しかしながら、半導体デバイスの寸法が縮小するに伴い、より小さな欠陥はデバイス
の誤動作につながるため、検査は、仕様を満たした半導体デバイスの良好な製造にとって
より重要となる。例えば、比較的小さな欠陥が半導体デバイスの好ましくない異常につな
がる場合があり、より小さな欠陥の検出が、より必要となってきている。
【０００５】
　多様な種類の検査ツールが、半導体ウエハーの検査向けに開発されている。検査ツール
は、一般に、検査するように設計された試料の種類に応じて分類可能である。例えば、検
査ツールのカテゴリーは、一般に、パターン化されてない半導体ウエハーの検査のために
設計されたものである。これらのツールは、パターン化されてないウエハーの検査向けに
最適化されたものであるため、幾つかの理由により、パターン化されたウエハーを検査す
ることは通常不可能である。例えば、パターン化されてない半導体ウエハー向け検査ツー
ルの多くは、レンズにより収集される全ての光に対応する単一の出力信号を生成する単一
の検出器へ、レンズ或いは他のコレクターにより収集された光の全てが指向されるように
設定される。従って、パターン化されたウエハーのパターン、または特徴から散乱された
光は、他の散乱光と組み合わされる。このように、単一の検出器は飽和する場合があり、
結果として、欠陥検知に関して解析可能な信号を提供しない場合がある。更に、たとえ単
一の検出器が飽和しない場合であっても、ウエハー上のパターン、または他の特徴から散
乱された光を他の散乱光から分離することは不可能であるため、他の散乱光に基づく欠陥
検出は、妨げられるか、そうでない場合には困難なものとなる。
【０００６】
　パターン化された半導体ウエハー検査は、プロセスされた半導体ウエハーは通常その上
にパターン化された特徴を通常有するため、半導体業界にとって特に興味深く重要である
。プロセス・ツールを通過したパターン化されてないウエハーまたは「監視ウエハー」の
検査は、パターン化されたウエハーまたは「製品ウエハー」上で見出され得る欠陥の数と
種類の尺度として使用可能であるが、監視ウエハー上で検出された欠陥は、プロセス・ツ
ール内で同じプロセスの後にパターン化されたウエハー上で検知される欠陥を必ずしも常
に正確に反映するものではない。それ故、係るプロセス後のパターン化されたウエハーの
検査は、プロセス中に、或いはプロセスの結果として、ウエハー上に形成されたかもしれ
ない欠陥を正確に検出するために重要である。
【０００７】
　パターン化された半導体ウエハーの検査に関して、多くの検査ツールが開発されている
。例えば、Wells等に授与された米国特許5,355,212号は、パターン化されたウエハーの検
査に関するプロセスを開示し、これはここに詳述された参照文献として取り扱われる。係
るプロセスに於いて、散乱された光は検出され、データを生成し、表面上の周期的に繰り
返される複数のダイより単一のダイ・マップへ特徴をマッピングし、重複する特徴を除去
することにより、周期的に繰り返されるパターン化された特徴がデータから除去される。
固有で重複しない特徴は、粒子と欠陥に対応すると決定される。他の例に於いて、Stones
strom等に授与された米国特許4,898,471号は、パターン化されたウエハーまたは類似物上
での粒子の検出を開示する。係る粒子の検出に於いて、光収集システムは表面からの散乱
光を収集し、検出器は、収集された散乱光の強度に対応する電気信号を生成する。プロセ
ッサは個々のダイに対応する電気信号よりテンプレートを構築し、テンプレートを比較す
ることで粒子を同定する。隣接するダイ間で比較が実施されるようにレファレンス・テン
プレートは絶え間なく更新される。一実施態様に於いて、テンプレートは、信号が閾値を
超える重ね合わされた位置により構成され、対応する位置間での比較が実施され、周期的
に繰り返される特徴は除去され、粒子を示す位置のみが示される。
【０００８】
　プロセスを監視し、制御するために、半導体製造プロセスの様々な段階で、計測プロセ
スが使用される。欠陥がウエハー上で検出される検査プロセスとは異なり、計測プロセス



(7) JP 5662146 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

は、現状で使用される検査ツールでは決定できないウエハーの一つまたは複数の特徴を測
定するために使用されるという点に於いて、計測プロセスは、検査プロセスとは異なる。
例えば、計測プロセスは、プロセスの最中にウエハー上に形成された特徴の寸法など（例
えば、線幅、厚さなど）のウエハーのひとつまたは複数の特徴を測定するために使用され
、一つまたは複数の特徴よりプロセスのパフォーマンスが決定できる。更に、ウエハーの
一つまたは複数の特徴を容認できない場合（例えば、特徴が予め設定された範囲の外側に
ある場合）、ウエハーの一つまたは複数の特徴の測定は、プロセスにより更に製造される
ウエハーが許容できる特徴を有するように、プロセスの一つまたは複数のパラメタを変更
するために使用可能である。
【０００９】
　しかしながら、プロセス監視と制御アプリケーションに、ウエハーの一つまたは複数の
特徴を測定する計測プロセスとツールを用いることには幾つかの不都合がある。例えば、
多くの計測ツールは比較的遅く、検査システムに比較した場合、その遅さは特に顕著であ
る。従って、計測プロセスは、ウエハー上の一箇所または比較的限られた箇所でしばし実
施され、どちらかといえば一時しのぎの方法として計測の結果が収集される場合がある。
しかしながら、半導体デバイス製造に用いられる多くのプロセスは、ウエハー表面に亘り
変化する特徴を有するウエハーを製造する。このように、ウエハー上の一箇所または限ら
れた箇所に於いて実施される計測測定を用いることは、プロセスが正確に監視され制御さ
れるように、ウエハーの特徴に関する十分な情報を提供しない場合がある。更に、インラ
イン監視と制御アプリケーションに関して、特徴を測定する計測ツールをウエハーに亘り
使用することは、係る測定の実施に必要な時間的制約より、実施不可能である。特に、表
面粗さ、抵抗率、膜厚などに関する現在使用可能な計測ツールにより実施される計測測定
は、測定が、製造のサイクル・タイムに影響を与える（即ち、増加）ため、インライン監
視に関するウエハーの高頻度サンプリングには不適切である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、検査システムにより生成される出力を用いて試料の特徴を監視することに、そ
して系統的なプロセスの問題ならびに試料の欠陥を同定することに使用可能な方法、キャ
リア・メディア、そしてシステムの開発が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【００１２】
　以下に記される様々な検査システムと方法の様々な実施態様は、本発明に係る請求項を
いかなる条件に於いても制約するものでは無い。一般に、ここに記載される幾つかの実施
態様は、半導体デバイスの特性抽出、生成、視覚化、ならびに監視方法に関する。
【００１３】
　一実施態様は、試料の特徴を監視するためのコンピュータ実施方法に関する。本方法は
、検査システムを用いて、試料を検査することにより生成される出力を用いて、試料上の
個々の画素の特性を決定することを含む。また本方法は、個々の領域内の個々の画素の特
性を用いて、試料上の個々の領域の特徴を決定することを含む。更に本方法は、個々の領
域の特徴に基づき試料の特徴を監視することを含む。
【００１４】
　一実施態様に於いて、個々の領域のそれぞれは、個々の画素の一つの領域よりも大きく
、試料の領域よりも小さい領域を有する。他の実施態様に於いて、個々の領域は長方形の
形状を有し、個々の領域は試料上に2次元のグリッドを形成する。幾つかの実施態様に於
いて、試料はパターン化されたウエハーを含む。
【００１５】
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　一実施態様に於いて、本方法は、固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域を同
定することを含む。他の実施態様に於いて、本方法は、計測に関して固有な特徴を有する
一つまたは複数の個々の領域を選択することを含む。追加の実施態様に於いて、本方法は
、固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域に対応する試料上の一つまたは複数の
位置を決定することと、そして一つまたは複数の位置で一つまたは複数の測定を実施する
ために使用可能な一つまたは複数の位置に関する情報を生成することを含む。
【００１６】
　一実施態様に於いて、試料の特徴は、個々の領域の特徴内の試料-レベルの特徴を含む
。他の実施態様に於いて、試料の特徴が、個々の領域の特徴内のダイ-レベルの特徴を含
む。幾つかの実施態様に於いて、本方法は、個々の領域の特徴に基づき潜在的なプロセス
問題を決定することと、潜在的なプロセス問題を示す出力を生成することを含む。更なる
実施態様に於いて、本方法は、監視の実施中に、出力を用いて試料上の欠陥を検出するこ
とを含む。
【００１７】
　一実施態様に於いて、個々の領域のそれぞれの特徴を決定するために使用される個々の
画素の特性は、個々の領域のそれぞれの内の全ての個々の画素の特性を含む。他の実施態
様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の特性の統計を含む。追加
の実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の特性の分布を含
む。更なる実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の特性の
分布の特性を含む。幾つかの実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個
々の画素の特性の分布の特性、ならびに分布の特性に対応する位置を含む。
【００１８】
　一実施態様に於いて、個々の領域の一部分は試料上のダイに対応する。係る一実施態様
に於いて、本方法は、試料上の異なるダイに対応する個々の領域の異なる一部分へ、個々
の領域の部分を配列させることを含む。他の係る一実施態様に於いて、本方法は、レファ
レンス・ダイへ、個々の領域の部分を配列させること含む。幾つかの実施態様に於いて、
個々の領域の異なる部分は試料上の異なるダイに対応し、本方法は、共通のレファレンス
・グリッドへ、異なる部分を配列させること含む。更なる実施態様に於いて、個々の画素
の特性は、ダイ内の同じ位置に於いて、試料上の隣接するダイ内に位置する個々の画素の
特性間の差分を含む。係る一実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域の範囲
内で個々の画素の差分の分布を含む。
【００１９】
　一実施態様に於いて、個々の画素の特徴を決定することは、個々の画素に関連した設計
コンテクストに基づき個々のグループへ画素を分離することを含む。係る一実施態様に於
いて、個々の領域の特徴は、グループの特徴を含む。
【００２０】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、個々の領域の一つに亘る位置の関数として、個
々の領域の一つに対応する個々の画素のそれぞれの特性を示す出力を生成することを含む
。他の実施態様に於いて、本方法は、個々の画素の特性を閾値に比較することと、閾値よ
りも大きな特性を有する試料上の個々の画素ならびに閾値よりも小さな特性を有する試料
上の個々の画素を示す出力を生成することを含む。
【００２１】
　一実施態様に於いて、試料の特徴は、試料に亘る位置の関数として個々の領域の特徴を
含む。係る一実施態様に於いて、監視することは、試料とレファレンスの特徴間で類似点
を決定することを含む。他の実施態様に於いて、試料の特徴は、試料上の少なくとも一つ
の追加のダイに対応する個々の領域の特徴と組み合わされた、試料上の少なくとも一つの
ダイに対応する個々の領域の特徴を含む。係る一実施態様に於いて、試料の特徴を監視す
ることは、組み合わされた特徴とレファレンス間で類似点を決定すること含む。
【００２２】
　一実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、一つまたは複数の制御限界に試料
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の特徴を比較することにより、試料-試料ベースまたはロット-ロット・ベースで試料の特
徴を監視することを含む。他の実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、一つま
たは複数の制御限界に試料の特徴を比較することと、試料の特徴が一つまたは複数の制御
限界を超える試料の位置を決定することを含む。係る一実施態様に於いて、本方法は位置
で一つまたは複数の測定を実施するために使用可能な位置に関する情報を生成することを
含む。
【００２３】
　一実施態様に於いて、本方法は、試料上の複数のダイの内部で個々の画素の特性が相関
しているかを決定することを含む。他の実施態様に於いて、本方法は、試料上で潜在的に
システマティック欠陥を誘発する機構の位置として、個々の画素の特徴が相関づけられる
試料上の複数のダイの部分を同定することを含む。追加の実施態様に於いて、本方法は、
異なる設計コンテクストを有する試料上のダイの異なる部分を同定することと、同じ設計
コンテクストを有する異なる部分の内部で個々の画素の特性が相関しているかを決定する
ことを含む。係る一実施態様に於いて、また本方法は、相関している特性を有する異なる
部分を示す出力を生成することを含む。
【００２４】
　一実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、試料上の複数のダイの内部で個々
の領域の特徴が相関しているかを決定することを含む。他の実施態様に於いて、試料の特
徴を監視することは、試料上で潜在的にシステマティック欠陥を誘発する機構の位置とし
て、試料上の複数のダイの内部で個々の画素の特徴が相関しているかを決定することを含
む。追加の実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、同じ設計コンテクストを有
する異なる部分の内部で個々の領域の特徴が相関しているかを決定することを含む。係る
一実施態様に於いて、本方法は、相関している特性を有する異なる部分を示す出力を生成
することを含む。幾つかの実施態様に於いて、本方法は、試料上の複数の個々のダイを重
ね合わせることと、重ね合わされたダイ・マップを表示することを含む。
【００２５】
　一実施態様に於いて、本方法は、特徴イメージのそれぞれの画素が個々の領域の選択さ
れた特徴を示す条件下で、試料の特徴イメージを構築することを含む。係る一実施態様に
於いて、特徴イメージのそれぞれの画素は選択された個々の領域の特徴を示す。他の係る
一実施態様に於いて、本方法は、複数の特徴イメージを隣り合わせて表示することを含む
。追加の係る一実施態様に於いて、本方法は、欠陥のウエハー・マップ上に一つまたは複
数の特徴イメージを重ね合わせて表示することを含む。
【００２６】
　上に記載される方法の個々の実施態様の個々のステップは、ここに記載される如く更に
実施可能である。上に記載される実施態様の個々は、ここに記載される任意の他のステッ
プを含み得る。更に、上に記載される方法の実施態様の個々は、ここに記載される任意の
システムにより実施可能である。
【００２７】
　他の実施態様は、試料の特徴を監視するための方法を実施することに関する、プロセッ
サ上で実施可能なプロセス指示を含むキャリア・ミディアムに関する。本方法は、検査シ
ステムを用いて、試料を検査することにより生成される出力を用いて、試料上の個々の画
素の特性を決定することを含む。また本方法は、検査システムを用いて、試料を検査する
ことにより生成される出力を用いて、試料上の個々の画素の特性を決定することを含む。
更に本方法は、個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料上の個々の領域の特徴を
決定することを含む。プログラム指示が実行可能である方法は、ここに記載される任意の
他のステップを含み得る。
【００２８】
　追加の実施態様は、試料の特徴を監視するように設定されたシステムに関する。システ
ムは、試料を検査することにより出力を生成するように設定された検査システムを含む。
またシステムは、出力を用いて、試料上の個々の画素の特性を決定するように設定された
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プロセッサを含む。またプロセッサは、個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料
上の個々の領域の特徴を決定するように設定される。更にプロセッサは、個々の領域の特
徴に基づき試料の特徴を監視するように設定される。上に記載されるシステム実施態様は
、ここに更に記載される如く更に設定可能である。
【００２９】
　更なる実施態様は、パターン化されたウエハーの表面のイメージを生成するためのコン
ピュータ実施方法に関する。本方法は、パターン化されたウエハーに関する検査システム
の出力を取得することを含む。また本方法は、出力を用いてパターン化されたウエハーの
表面のイメージを生成することを含む。
【００３０】
　一実施態様に於いて、出力を取得することは、光学パターン抑制を用いてパターン化さ
れたウエハーに関する検査システムの出力を取得することを含む。係る一実施態様に於い
て、光学パターン抑制はフーリエ・フィルタリングを含む。他の実施態様に於いて、取得
ステップは、パターン化されたウエハーの実質的全表面に関する出力を取得することを含
む。
【００３１】
　一実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化され
たウエハーの実質的全表面のイメージを含む。他の実施態様に於いて、パターン化された
ウエハーの表面のイメージは、パターン位置ずれノイズを実質的に有しない。追加の実施
態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化されたウエハ
ーからの散乱光強度のグレー・スケール・イメージを含む。更なる実施態様に於いて、パ
ターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化されたウエハーの表面のノイズ
・マップを含む。
【００３２】
　一実施態様に於いて、生成ステップは、光学パターン抑制を用いて出力が取得されるパ
ターン化されたウエハーの一つまたは複数の領域に関する一つまたは複数の統計を決定す
ることを含む。係る一実施態様に於いて、イメージは一つまたは複数の統計のグレー・ス
ケール・イメージを含む。他の実施態様に於いて、生成ステップは、前記生成することが
、光学パターン抑制を用いて出力が取得されるパターン化されたウエハーの一つまたは複
数の領域を、一つまたは複数のサブ領域に分割することと、一つまたは複数のサブ領域に
関する一つまたは複数の統計を決定することを含む。係る一実施態様に於いて、イメージ
は一つまたは複数の統計のグレー・スケール・イメージを含む。
【００３３】
　一実施態様に於いて、生成ステップは、パターン化されたウエハーの一つまたは複数の
領域が光学パターン抑制に不適切であるかを決定することと、一つまたは複数の領域に対
応するイメージを表面のイメージから除去することを含む。他の実施態様に於いて、生成
ステップは、光学的にパターンが抑制されたウエハーの領域またはウエハー上のダイ内の
みで一つまたは複数の統計を決定することを含む。
【００３４】
　一実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエハー上に形成
されたダイのノイズ・マップを生成することを含む。係る一実施態様に於いて、本方法は
、パターン化されたウエハー上の個々のダイを容認するか棄却するためにノイズ・マップ
をダイの一つまたは複数の他のノイズ・マップに比較することを含む。他の係る一実施態
様に於いて、本方法は、ノイズ・マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ・マップに
比較することを含み、一つまたは複数の他のノイズ・マップはパターン化されたウエハー
上のダイのノイズ・マップを含む。追加の係る一実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・
マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ・マップに比較することを含み、一つまたは
複数の他のノイズ・マップは他のパターン化されたウエハー上のダイのノイズ・マップを
含む。更なる係る一実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップをダイの一つまたは複
数の他のノイズ・マップに比較することを含み、一つまたは複数の他のノイズ・マップは
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フル・パターン化されたウエハーのノイズ・マップからの複数のダイのノイズ・マップの
合成物を含む。
【００３５】
　一実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエハー上に形成
されたダイのノイズ・マップを生成することを含み、本方法は、パターン化されたウエハ
ー上のダイの全てのノイズ・マップからのノイズ・マップの合成物を生成することと、ダ
イの一つまたは複数の他のノイズ・マップにノイズ・マップの合成物を比較することを含
む。他の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーはテスト・パターン化されたウエ
ハーを含み、イメージを生成することはパターン化されたウエハー上に生成されたダイの
ノイズ・マップを生成することを含む。係る一実施態様に於いて、本方法は、フル・パタ
ーン化されたウエハーのノイズ・マップからの複数のダイのノイズ・マップのノイズ・マ
ップの合成物を生成し、テスト・パターン化されたウエハー上に形成されたノイズ・マッ
プへの比較のためにゴールデン・ダイのノイズ・マップとしてノイズ・マップの合成物を
保存することを含む。
【００３６】
　幾つかの実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエハー上
にダイのノイズ・マップを生成することを含み、本方法は、ダイ機能性領域の関数として
ノイズが表示されるように重ね合わされた設計情報と共にノイズ・マップを表示すること
を含む。他の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パター
ン化されたウエハーの表面のノイズ・マップを含み、本方法は重ね合わされた検査システ
ムにより決定された一つまたは複数の属性共にノイズ・マップを表示することを含む。更
なる実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化され
たウエハーの表面のノイズ・マップを含み、本方法は重ね合わされた検査システムにより
決定されたノイズ・マップならびに検査システムにより決定された一つまたは複数の属性
を同時に表示することを含む。
【００３７】
　一実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく
、欠陥特徴がイメージ内に存在するかを決定することを含む。他の実施態様に於いて、本
方法は、欠陥検出アルゴリズムを調整することなく、欠陥特徴がイメージ内に存在するか
を決定することを含む。追加の実施態様に於いて、本方法は、欠陥特徴がイメージ内に存
在するかを決定するために、空間特徴解析をイメージに適用することを含む。更なる実施
態様に於いて、本方法は、欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく、プロセ
ス特徴がイメージ内に存在するかを決定することを含む。幾つかの実施態様に於いて、本
方法は、欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく、イメージ内に存在する欠
陥特徴を同定することを含む。追加の実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出に関する閾
値をイメージに適用することなく、イメージ内に存在するプロセス特徴を同定することを
含む。
【００３８】
　一実施態様に於いて、本方法は、選択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可能なよ
うに、取得ステップに関して使用されるべき検査システムの光学モードを決定することを
含む。他の実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出アルゴリズムを調整することなく、選
択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可能なように、取得ステップに関して使用され
るべき検査システムの光学モードを決定することを含む。
【００３９】
　一実施態様に於いて、本方法は、検査システムの複数の光学モードを用いて前記取得を
実施することと、複数の光学モードを用いて取得された出力を用いてパターン化されたウ
エハーの表面の複数のイメージを生成することと、選択された欠陥特徴の検出にイメージ
が使用可能なように、取得ステップに関して使用されるべき検査システムの光学モードを
決定することを含む。
【００４０】
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　他の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージはパターン化され
たウエハーの表面のノイズ・マップを含む。本方法は、検査システムの複数の光学設定を
用いて前記取得することを実施することを含む。また本方法は、複数の光学設定を用いて
取得された出力を用いてパターン化されたウエハーの表面の複数のノイズ・マップを生成
することを含む。更に、本方法は、複数の光学設定の関数として、ウエハー・スケールの
プロセス変動を同定するために複数のノイズ・マップを使用することを含む。更に本方法
は、検査システムとパターン化されたウエハーの組み合わせに関する最適な光学モードを
同定するために複数の光学設定の関数としてウエハー・スケールのプロセス変動を使用す
ることを含む。
【００４１】
　追加の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージはプロセスが実
施されたテスト・パターン化されたウエハーの表面のノイズ・マップを含む。本方法は、
一つまたは複数の異なる変数を用いてプロセスが実施された複数のパターン化されたウエ
ハーに関して取得ステップすることを実施することを含む。また本方法は、出力を用いて
複数のパターン化されたウエハーの表面のノイズ・マップを生成することを含む。更に本
方法は、一つまたは複数の異なるパラメタの関数として複数のパターン化されたウエハー
の表面のノイズ・マップを保存することを含む。更に本方法は、テスト・パターン化され
たウエハー上で実施されたプロセスの一つまたは複数の特徴を決定するために、保存され
たノイズ・マップに、テスト・パターン化されたウエハーの実質的全表面に関するノイズ
・マップを比較することを含む。
【００４２】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、検査システムのそれぞれの可能な光学設定を用
いて、取得ステップと生成ステップを実施することにより取得ステップに使用される検査
レシピの一つまたは複数の光学パラメタを調整することと、それぞれのイメージ内に欠陥
特徴が存在するか否かに基づき、検査レシピに関する光学設定を選択するために、それぞ
れの可能な光学設定に対応するイメージを使用することを含む。
【００４３】
　更なる実施態様に於いて、前記取得することは、検査システムの予め設定された光学設
定を用いて実施される。係る一実施態様に於いて、本方法は、イメージ内の欠陥特徴の存
在または非存在を欠陥検出アルゴリズムの出力にマッチングすることにより、検査レシピ
の欠陥検出アルゴリズムの一つまたは複数のパラメタを調整すること含む。
【００４４】
　一実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化され
たウエハーの表面のノイズ・マップを含む。幾つかの実施態様に於いて、本方法は、ノイ
ズ・マップ内での取得ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプ
ロセスのみに対応する特徴を同定することを含む。他の実施態様に於いて、本方法は、パ
ターン化されたウエハー上で実施された一つまたは複数の他のプロセスに対応する一つま
たは複数の他の特徴に基づき、ノイズ・マップ内での取得ステップ以前にパターン化され
たウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することを含む。
【００４５】
　追加の実施態様に於いて、本方法は、パターン化されたウエハー上で実施された一つま
たは複数の他のプロセスに対応する一つまたは複数の特徴をノイズ・マップより抽出する
ことにより、ノイズ・マップ内での取得ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実
施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することを含む。更なる実施態様に於
いて、本方法は、ノイズ・マップ内での取得ステップ以前にパターン化されたウエハー上
で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定し、特徴を分類することを含む。
【００４６】
　一実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内での取得ステップ以前にパターン化
されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、パ
ターン化されたウエハーまたは最後のプロセスの一つまたは複数の特徴を決定するために
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、追加の特徴に特徴を比較することを含む。係る一実施態様に於いて、追加の特徴は経験
的に生成されたものである。係る他の実施態様に於いて、追加の特徴は最後のプロセスを
実施するために使用された一つまたは複数のプロセス・ツールのモデリングにより生成さ
れたものである。
【００４７】
　他の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内での取得ステップ以前にパターン
化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、
特徴に基づき最後のプロセスの一つまたは複数のパラメタがプロセス制御範囲外にあるか
を決定することを含む。追加の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内での取得
ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する
特徴を同定することと、特徴に基づき最後のプロセスの一つまたは複数のパラメタを制御
することを含む。
【００４８】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、最後のプロセス以前にパターン化されたウエハ
ーに関して取得された生データならびに生データ内で同定される特徴に基づき、ノイズ・
マップ内での取得ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセ
スのみに対応する特徴を同定することを含む。他の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ
・マップ内での取得ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプロ
セスのみに対応する特徴を同定することと、特徴に対応する根本原因を決定することを含
む。
【００４９】
　追加の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内での取得ステップ以前にパター
ン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと
、特徴に基づきプロセスを監視することを含む。更なる実施態様に於いて、本方法は、取
得ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセス以外のプロセ
スがノイズ・マップに影響を与える確率を見積もることを含む。更に他の実施態様に於い
て、本方法は、ノイズ・マップを同定することと、出力を取得するために使用された検査
システムの光学に基づき、取得ステップ以前にパターン化されたウエハー上で実施された
最後のプロセス以外のプロセスの特徴がノイズ・マップ内の特徴へ影響を与える確率を見
積もることを含む。
【００５０】
　上に記載される方法の個々の実施態様の個々のステップは、ここに記載される如く更に
実施可能である。上に記載される実施態様の個々は、ここに記載される任意の他のステッ
プを含み得る。更に、上に記載される方法の実施態様の個々は、ここに記載される任意の
システムにより実施可能である。
【００５１】
　本発明の更なる利点は、以下の好ましい実施態様の詳細な記述と添付された図を参照す
ることで、この分野に精通した者にとって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】試料の特徴を監視する方法を実施するためのプロセッサ上で実施可能なプログラ
ム指示を備えるキャリア・ミディアムの一実施態様と、試料の特徴を監視するように設定
されたシステムの一実施態様の側面図を示す概略的なダイアグラムである。
【図２】イメージ・データの帯状物が、それぞれのダイの端部で始まる同じ大きさのフレ
ームに分割された一実施態様の上面図を示す概略的なダイアグラムである。
【図３】試料上の個々の領域に対応する試料上の個々の画素、試料上のダイに対応する試
料上の個々の領域の一部分、そしてレファレンス・ダイの一実施態様の上面図を示す概略
的なダイアグラムである。
【図４】ダイに分割された試料、フレームに分割されたダイ、画素に分割されたフレーム
の一実施態様の上面図を示す概略的なダイアグラムである。
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【図５】ダイに分割された試料、フレームに分割されたダイ、グループに分割されたフレ
ーム、そしてそれぞれのグループに関して決定された特性の一実施態様の上面図を示す概
略的なダイアグラムである。
【図６】自動閾値アルゴリズムにより決定されたヒストグラムの一実施態様を示す概略的
なダイアグラムである。
【図７】グレイ・スケールで生成されたウエハーの特徴イメージの一実施態様を示す概略
的なダイアグラムである。
【図８】グループ特性マップの例を示す概略的なダイアグラムである。
【図９】固有な特徴を有するものとして同定された試料上の個々の領域の一実施態様の上
面図を示す概略的なダイアグラムである。
【図１０】試料上の少なくとも一つの追加のダイに対応する試料上の他の個々の領域の特
徴と組み合わされた、試料上の少なくとも一つのダイに対応する試料上の個々の領域の特
徴の一実施態様の上面図を示す概略的なダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　本発明は様々な修正と変更が可能であるが、図を用いることで特定の実施態様が示され
、ここに詳細に記述される。図は、原寸に比例していない場合がある。しかしながら、こ
こに示される図と特定の記述は発明を開示された特定の形式に制限することを意図したも
のでなく、逆に、添付された請求項により定義される本発明の精神と展望の範囲内で全て
の修正、同等物、変更を網羅することを意図したものである。
【００５４】
　ここに用いられる如く、用語「試料」は、一般に、ウエハー、フォトマスク、またはレ
チクルを呼称する。しかしながら、ここに記載される方法、キャリア・メディア、そして
システムは、この分野で公知の任意の他の特徴を監視するために使用可能であることに留
意されたい。
【００５５】
　ここに用いられる如く、用語「ウエハー」は一般に半導体材料または非半導体材料を意
味する。半導体材料または非半導体材料の材料の例としては、以下に限定されないが、単
結晶シリコン、ヒ化ガリウム、リン化インジウムなどがある。これらの基板は半導体製造
工場で一般に見出され、及び/または、処理されるものである。
【００５６】
　ウエハーは基板上に形成された一つまたは複数の層を含み得る。係る層として、以下に
限定されないが、レジスト、誘電体材料、導電材料、半導体材料などがある。係る層の多
くの異なる種類がこの分野で公知であり、ここで用いられる用語ウエハーは、係る層のあ
らゆる種類を含むウエハーを包含することを意図する。
【００５７】
　ウエハー上に形成された一つまたは複数の層は、パターン化され得る。例えば、ウエハ
ーは複数のダイを有し、個々のダイは繰り返されるパターンの特徴を有し得る。係る材料
の層を形成しプロセスすることは、完成された半導体デバイスを最終的にもたらし得る。
デバイスの多くの異なる種類をウエハー上に形成可能であり、ここで用いられる用語ウエ
ハーは、この分野で公知の任意の種類のデバイスが製造されるウエハーを包含することを
意図する。
【００５８】
　ここで用語「レチクル」と「フォトマスク」は相互互換的に使用される。一般に、レチ
クルは、ガラス、ホウケイ酸ガラス、溶融石英などの透明な基板を含み、パターンとして
前記基板上に不透明な領域が形成される。不透明な領域は、透明な基板を侵食するように
エッチングされた領域により置換可能である。係るレチクルの多くの異なる種類がこの分
野で公知であり、ここで用いられる用語レチクルは、レチクルのあらゆる種類を包含する
ことを意図する。
【００５９】
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　図に関しては、ここに記される図は、原寸に比例していないことに留意されたい。特に
、要素の特徴を強調するために、図の要素の幾つかの寸法は大きく誇張されている。また
図は、同じ縮尺で描かれていないことに留意されたい。複数の図に亘り示される要素は、
同じ参照番号を用いて同様に示される場合がある。
【００６０】
　図1は、試料の特徴を監視するように設定されたシステムの一実施態様を示す。システ
ムは検査システムを備える。検査システムは、試料を検査することにより出力を生成する
ように設定される。ここに記載されるシステム実施態様に備えることが可能な検査システ
ムの一配置例を一般に示すために、図1は用いられていることに留意されたい。明らかに
、ここに記載される検査システム設定は、商業的な検査システムを設計する場合の通常設
定から、システムのパフォーマンスを最適化するように、変更可能である。更に、ここに
記載されるシステムは、(例えば、ここに記載される機能性を既存の検査システムに加え
ることにより)既存の検査システムを用いて実装可能である。係るシステムの幾つかに関
して、ここに記載される方法は、(例えば、システムの他の機能性に加え)システムのオプ
ション機能として供給され得る。或いは、ここに記載されたシステムは、全く新しいシス
テムを提供するために「一から作ったもの」として設計可能である。
【００６１】
　図1に示す検査システムは、光源10を備える。光源10は、この分野で公知の任意の適切
な光源とすることが可能である。また検査システムは、複数の光源（示されていない）を
備えることが可能である。複数の光源は、同様に、或いは異なるように設定可能である。
例えば、光源は、同じ或いは異なるタイミングで、同じ或いは異なる入射角で試料へ指向
可能な異なる特徴（例えば、波長、偏光など）を有する光を生成するように設定可能であ
る。
【００６２】
　光源10は、ビーム・スプリッター12へ光と指向するように設定される。ビーム・スプリ
ッター12は、光源10からの光を対物レンズ14へ指向するように設定される。対物レンズ14
は、実質的に垂直な入射角で、ビーム・スプリッター12からの光を試料16上に焦点を合わ
せるように設定される。しかしながら、検査システムは、任意の適切な入射角で試料へ光
を指向するように設定可能である。ビーム・スプリッター12は、この分野で公知の任意の
適切な光学部品とすることが可能である。対物レンズ14は、この分野で公知の任意の適切
な屈折光学部品とすることが可能である。更に、図1の対物レンズ14は単一の屈折光学部
品として示されているが、対物レンズ14は、一つまたは複数の屈折光学部品、及び/また
は、一つまたは複数の反射光学部品を備え得ることに留意されたい。
【００６３】
　検査システムは、複数の独立した検出チャネルを備える収集システムを備える。個々の
検出チャネルは、収集角の固有なセットに亘り試料からの散乱光または反射光を収集する
ように設定される。更に、ここに更に記載される検査システムは、単一の明視野（BF）な
らびに単一の暗視野（DF）チャネルを備えるが、本検査システムは一つまたは複数の任意
の組み合わせ（例えば、一つまたは複数のBFチャネル、及び/または、一つまたは複数のD
Fチャネル）を備えることが可能であることに留意されたい。更に、検査システムは、幾
つかの検出チャネルを備えることが可能であり、全てもしくはそれより少ない検出チャネ
ルより生成された出力は、ここに更に記載される如くプロセッサにより使用可能である。
ここに更に記載される如く、プロセッサにより使用される検出チャネルの特定の組み合わ
せにより生成される出力は、例えば、試料の特徴、対称となる欠陥の特徴、そして検査シ
ステムの特徴に基づき選択可能である。
【００６４】
　図1に示す一実施態様に於いて、試料16より反射された光は対物レンズ14により収集さ
れ、ビーム・スプリッター12を経て検出器18へ到達する。検出器18は、この分野で公知の
任意の適切な検出器とすることが可能である。検出器18は、試料16に関する画素レベルの
出力を取得するように設定可能である。更に、検出器18は、イメージ・センサーとするこ
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とが可能である。従って、検出器18により生成された画素レベルの出力は、イメージ・デ
ータを含み得る。図1に示す如く、対物レンズ14は、試料より鏡面的に反射された光を収
集するように設定され、検出器18は、試料より鏡面的に反射された光を検出するように設
定される。従って、対物レンズ14ならびに検出器18は検査システムのBFチャネルを形成す
る。このように、検査システムのBFチャネルは、試料に関する画素レベルの出力を生成す
るように設定可能である。更に、検査システムのBFチャネルは、イメージ・データを含む
画素レベルの出力を生成するように設定可能である。
【００６５】
　試料16からの散乱光は対物レンズ20により収集され、収集された光は検出器22へ指向さ
れる。対物レンズは、この分野で公知の任意の屈折光学部品とすることが可能である。更
に、図1の対物レンズ20は単一の屈折光学部品として示されているが、対物レンズ20は、
一つまたは複数の屈折光学部品、及び/または、一つまたは複数の反射光学部品を備え得
ることに留意されたい。対物レンズ20は任意の適切な散乱角で試料からの散乱光を収集す
るように設定可能である。更に、対物レンズ20が試料からの散乱光を散乱光を収集するよ
うに設定される散乱角は、一つまたは複数の特徴（例えば、パターン化された特徴（示さ
れていない））または試料の対象となる欠陥（示されていない）に基づき決定可能である
。
【００６６】
　検出器22は、この分野で公知の任意の適切な検出器とすることが可能である。検出器22
は、試料16に関する画素レベルの出力を取得するように設定可能である。更に、検出器22
は、イメージ・センサーとすることが可能である。従って、検出器22により生成された画
素レベルの出力は、イメージ・データを含み得る。図1に示す如く、対物レンズ20は、試
料より散乱された光を収集するように設定され、検出器22は、試料より散乱された光を検
出するように設定される。従って、対物レンズ20ならびに検出器22は検査システムのBFチ
ャネルを形成する。このように、検査システムのDFチャネルは、試料に関する画素レベル
の出力を生成するように設定可能である。更に、検査システムのDFチャネルは、イメージ
・データを含む画素レベルの出力を生成するように設定可能である。
【００６７】
　検査システムのBFならびDFチャネルによる出力の生成中に、試料16は、ステージ24上に
設置可能である。ステージ24は、この分野で公知の任意の機械的、及び/または、ロボッ
トによるアセンブリ（例えば、試料を保持するように設定された走査ステージ）を備える
ことが可能である。
【００６８】
　またシステムはプロセッサ26を備える。プロセッサ26は、試料を検査することにより生
成される出力を受信するように設定可能である。例えば、プロセッサ26は、プロセッサが
検出器18と22からの画素レベルの出力を受信できるように、検出器18と22へ結合され得る
。プロセッサ26は、この分野で公知の任意の適切な方法により検出器へ結合可能である（
例えば、「有線」、及び/または、「ワイアレス」を含む送信ミディアムを経て、或いは
、それぞれの検出器ならびにプロセッサの間に設置された電子部品（示されていない）を
経て）。
【００６９】
　プロセッサ26は、出力を用いることにより試料上の個々の画素の特性を決定するように
設定される。ここに更に記載される如く、プロセッサは、個々の画素の特性を決定するよ
うに設定可能である。またプロセッサは、個々の領域内の個々の画素の特性を用いること
により、試料上の個々の領域の特徴を決定するように設定される。プロセッサは、ここに
記載される如く、個々の領域の特徴を決定可能である。更に、プロセッサは、個々の領域
の特徴に基づき試料の特徴を監視するように設定される。プロセッサは、ここに更に記載
される如く、試料の特徴を監視可能である。またプロセッサは、ここに記載される任意の
他の方法の任意の他のステップを実施するように設定可能である。
【００７０】
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　プロセッサ26は、パーソナル・コンピュータ・システム、メインフレーム・コンピュー
タ・システム、ワークステーション、イメージ・コンピュータ、並列プロセッサ、または
公知の他のデバイスを含む様々な形態とすることが可能である。一般に、用語「コンピュ
ータ・システム」は、記録媒体からの指示を実行する、一つまたは複数のプロセッサを有
するあらゆるデバイスを包含すると、広範に定義され得る。
【００７１】
　また、図1に示す検査システムは、この分野で公知の任意の他の適切な部品（示されて
いない）を備えることが可能である。更に、図1に示す検査システムは、KLA-Tencor、San
　Jose、Californiaより購入可能な2360、2365、2371、23xx、Puma　90xx、そしてPuma　
91xx　systemsなどの商業的に入手可能な検査システムにより置換可能である。図1に示す
システムの実施態様は、ここに記載される如く更に設定可能である。更に、システムは、
ここに記載される任意の方法実施態様の任意の他のステップを実施するように設定可能で
ある。図1に示す検査システムの実施態様は、ここに記載される方法実施態様の全ての利
点を備える。
【００７２】
　また図1は、試料16の特徴を監視する方法の実施に関するプロセッサ26上で実施可能な
プログラム指示30を備えるキャリア・ミディアム28の一実施態様を示す。本方法は、検査
システムを用いて試料を検査することにより生成される出力を用いて試料上の個々の画素
の特性を決定することを含む。個々の画素の特性は、ここに記載される如く決定可能であ
る。また本方法は、個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料上の個々の領域の特
徴を決定することを含む。個々の領域の特徴は、ここに記載される如く決定可能である。
更に本方法は、個々の領域の特徴に基づき試料の特徴を監視することを含む。試料の特徴
は、ここに記載される如く監視可能である。更に、プログラム指示30を実施可能な方法は
、ここに記載される任意の他の方法の任意の他のステップを含み得る。
【００７３】
　ここに記載される如き方法を実施するプログラム指示30は、キャリア・ミディアム28を
経て送信されるか、キャリア・ミディアム28に保存可能である。キャリア・ミディアムは
、ワイヤー、ケーブル、無線リンクなどの送信メディアとすることができる。またキャリ
ア・ミディアムは、ROM、RAM、磁気または光学ディスク、磁気テープなどの記録媒体も使
用可能である。
【００７４】
　プログラム指示は、手順に基づくテクニック、コンポーネントに基づくテクニック、及
び/または、オブジェクト指向のテクニックなどの様々な形態で実施され得る。例えば、
プログラム指示は、Matlab、Visual Basic、　ActiveX controls、　C、　C++　objects
、　C#、　JavaBeans、　Microsoft Foundation Classes　(“MFC”)、または所望される
他のテクノロジーまたは方法論を用いてされ実施得る。
【００７５】
　上に記載される如く、プログラム指示は、プロセッサ26上で実施可能である。従って、
プログラム指示は、検査システムに結合されたプロセッサ上で実施可能である。しかしな
がら、検査システムに結合されていないプロセッサ上でもプログラム指示は、実施可能で
ある。このようにして、キャリア・ミディアムとプロセッサは「独立した」検査システム
として設定可能である。しかしながら、独立したシステムは、（例えば、監査システムの
プロセッサまたは記録媒体（示されてない）より）検査システムより上に記載される出力
を取得するように設定可能である。また独立したシステムは、この分野で公知の任意の方
法（例えば、「有線」、及び/または、「ワイアレス」を含む送信ミディアムを経て）で
出力を取得可能である。このようにして、送信ディアムは、プロセッサと検査システム間
のデータ・リンクとしての役割を果たし得る。従って、ここに記載される方法は、試料の
検査を実施することにより出力を取得することを含んでも、含まなくても構わない。換言
すれば、ここに記載される方法は、検査システムを備えないシステムにより実施可能であ
る。
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【００７６】
　他の実施態様は、試料の特徴の監視に関するコンピュータ実施方法に関する。一実施態
様に於いて、試料はパターン化されたウエハーを含む。換言すれば、試料は、パターン化
された特徴（例えば、デバイスの特徴、テストの特徴など）が上に形成されたウエハーを
含み得る。しかしながら、試料は、ここに記載される任意の他の試料とすることが可能で
ある。
【００７７】
　一般に、ここに記載される実施態様は、以下のステップを含み得る。1）フレーム・デ
ータの取得、　2）フレーム・データからウエハーならびにダイの特徴イメージを生成、
　3）ウエハーならびにダイの特徴イメージの視覚化。これらのステップのそれぞれは、
ここに更に記載される。
【００７８】
　本方法は、検査システムを用いて、試料を検査することにより生成される出力を用いて
試料上の個々の画素の特性を決定することを含む。出力は、ここに記載される任意の出力
を含み得る。検査システムは、ここに記載される如く設定可能である。更に、一つまたは
複数の異なる照明スキームを用いて試料を走査することにより、そして試料上の全て（あ
るいは凡そ全て）の画素位置からの応答信号を収集することにより、出力は生成可能であ
る。個々の画素位置からの応答信号は、一つまたは複数の検出チャネルにより検出可能で
ある。更に、複数の照明スキームと複数の検出スキームを同時にあるいは逐次に使用する
ことにより、出力を生成可能である。
【００７９】
　フレーム・データの収集は、通常の検査走査またはフレーム・データ収集専用走査のバ
ックグランド内にあるフレーム・データを収集することを含む。後者の場合には、検査シ
ステムは依然として通常の検査走査を実施可能であるが、閾値はオフとなるため、欠陥は
なにも検出されない。フレーム・データの収集中に、検査システムはウエハーを走査し、
帯状物イメージ34を取得する。個々の帯状物イメージ34は、個々のダイの端部で始まる同
じ大きさのフレームに分割される。例えば、図2に示す如く、検査システムのイメージ・
センサー32（図2は示されていない）は帯状物イメージ34を取得可能である。帯状物イメ
ージ34は、個々のダイ38の端部で始まる同じ大きさのフレーム36に分割される。初期設定
のフレームの大きさは欠陥検出に用いられるものと同じ大きさである（例えば、いくつか
のBFシステムについて、フレーム・サイズは、高さ512画素、幅1024画素である）。しか
し、最終的なウエハーの特徴イメージ内でのより良い解像度のために、フレームはサブフ
レームに分割可能である。フレーム・データは、次に、フレームまたはサブフレーム・イ
メージより抽出される。
【００８０】
　更に、「試料上の個々の画素」は試料上には実際に形成されないことに留意されたい。
代わりに、「個々の画素」は、検査システムの個々の感光性の要素であり、それぞれは試
料からの光を検出し、対応する出力を生成可能である。それ故、検査の出力は、それぞれ
が信号またはデータ点が取得された試料上の位置に対応する、多くの信号またはデータ点
を含み得る。このように、検査システムにより生成される出力に於ける個々の信号または
データ点は、また一般に、「個々の画素」として呼称される。個々の信号またはデータ点
が生成された試料上の位置は、結合された検査システムまたは、プロセッサにより決定可
能なため、「試料上の個々の画素」は、試料上の異なる位置に於いて生成された出力の個
々の信号またはデータ点として定義可能である。
【００８１】
　本方法は、試料上の個々の画素の「単一の特性」を決定することを含むものとして記載
されるが、ここに記載される方法実施態様は、試料上の個々の画素の複数の特性を決定す
ることを含み得ることに留意されたい。複数の特性は、ここに記載される任意の特性を含
み得る。例えば、個々の画素の特性は、個々の画素の信号値、個々の画素のそれぞれの近
傍にあるN x Nの大きさの画素内の信号の局所的な平均値、係る近傍に於ける値の範囲ま
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たは中央値、係る近傍の最大または最小信号値を含み得る。係る特性は、この分野で公知
の任意の適切な方法、及び/または、アルゴリズムを用いて決定可能である。
【００８２】
　他の実施態様に於いて、個々の画素の特性は、ダイ内の同じ（または実質的に同じ）位
置に於いて、試料上の隣接ダイ内に位置する個々の画素の特性間の差分である。例えば、
個々の画素の特性を決定することは、試料上のダイ内の選択された画素に関する信号と、
試料上の隣接するダイ内の対応する画素（または隣接する複数のダイ内の対応する複数の
画素、選択されたダイの個々の側で一つずつ）からの信号間の差分値を決定することを含
み得る。差分値は、隣接するダイ内の対応する画素間の任意の局所的特性の差分であり得
る。例えば、差分を決定するために使用される局所的特性は、N x Nの平均、N x Nの範囲
、xならびにy方向の局所的信号勾配、または勾配の大きさと位相を含む。個々の画素の特
性間の差分は、任意の適切な方法、及び/または、アルゴリズムを用いて決定可能である
。
【００８３】
　図3に示す如く、試料42上の個々の画素40は、試料上の個々の領域44に対応する。図3の
試料42上の個々の領域44内では、特定の数の画素40が示されているが、試料上の画素の数
は、この分野で公知の任意の適切な数とすることが可能であり、検査システムの設定に応
じて一般に変化し得ることに留意されたい。更に、図3の試料42上では、特定の数の個々
の領域44が示されているが、試料上の個々の領域の数は、試料上のフレームの数に一般に
対応し得ることに留意されたい。換言すれば、それぞれの領域は、検査システムにより取
得される出力内のフレームとして定義可能である。例えば、帯状物は複数のフレームを含
むことが可能であり、これらのフレームは、解像度ならびに画素サイズなどの検査システ
ムのパラメタに応じて、大きさが変わり得る。このようにして、フレームに基づき帯状物
内の画素は分離され、個々のフレームは異なる領域に対応する場合があり得る。しかしな
がら、単一のフレーム内の画素は、これはまた「ジョブ」と一般に呼称され得るが、ここ
に更に記載される如く複数のグループに分離可能である。更に、図3に示す試料は特定の
形状を有するが、試料はこの分野で公知の任意の適切な形状と大きさを有することが可能
であることに留意されたい。
【００８４】
　図3に示す如く、個々の領域44のそれぞれは単一の個々の画素40の領域よりも大きな領
域を有し、試料42の領域よりも小さい。このようにして、個々の領域のそれぞれは、試料
上の少なくとも二つの個々の画素を含む。更に、試料上で少なくとも二つの個々の領域が
定義されるように、個々の領域は試料の面積よりも小さい面積を有する。幾つかの実施態
様に於いて、図3に更に示す如く、個々の領域44は長方形の形状を有する。長方形の形状
は長方形または正方形であり得る（即ち、長方形は必ずしも正方形とは限らない）。係る
一実施態様に於いて、図3に示す如く、個々の領域は、試料上に2次元のグリッド46を形成
する。このようにして、半導体ダイ、ウエハー、レチクル、または他の試料は、試料表面
上に配置可能な2次元のグリッドを形成する長方形領域に分割可能である。
【００８５】
　係る一例に於いて、図4に示す如く、試料（ウエハー）48はダイ50を含む。個々のダイ5
0は、長方形領域（フレーム）52のセットに分割可能である。全てのフレームは同じ大き
さである。個々のフレーム52は幾つかの画素54を含む。フレームの形状は一般に長方形で
あり、例えば、幅512画素、高さ1024画素、または正方形であり、例えば、幅512画素、高
さ512画素である。
【００８６】
　個々の領域またはフレーム内の個々の画素は、個々の画素に関連した出力、または個々
の画素の特性に基づき、更にグループに分割可能である。例えば、図5に示す如く、試料5
6はダイ58を含み得る。ここに示す試料は四つのダイ58を含むが、試料は任意の適切な数
のダイを含み得ることに留意されたい。試料はウエハーであり得る。ダイのそれぞれは、
上に更に記載される如く、フレーム60に分割可能である。ここに示すそれぞれのダイは四
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つのフレーム60に分割されているが、それぞれのダイは任意の適切な数のフレームに分割
可能であることに留意されたい。図5に更に示す如く、それぞれのフレーム内の画素は、
グループ62に分割可能である。更に、図5に示す画素は三つのグループに分割されている
が、それぞれのフレーム内の画素は、任意の適切な数のグループに分割可能であることに
留意されたい。画素は、ここに更に記載される如くグループに分割可能である。
【００８７】
　特にノイズが多いように見受けられるか、大きな特性信号を含むように見受けられる個
々の画素は、一つのグループに分割可能であり、特にノイズが多くないように見受けられ
る個々の画素は、異なるグループに分割可能である。このようにして、それぞれのフレー
ム内の画素はグループ（またセグメントとしても呼称される）に分割可能であり、任意の
フレーム内の任意のグループに属する画素は必ずしも隣接していなくてもよい。例えば、
それぞれのフレームに於いて、画素は二つのグループに分割可能であり、それらの値（信
号強度）は0から128の間（グループ1）と128から225の間（グループ2）である。単一のフ
レーム内のグループ1とグループ2の画素は空間的に完全に混合可能である。手短に言えば
、フレーム（領域）内の画素グループは、幾つかの共通の特性を有する画素の集合である
。
【００８８】
　このようにして画素を分割するために使用可能な方法の一例は、セグメント化された自
動閾値化（SAT）である。一般に、SATは、ノイズ・レベルを測定し、ノイズ・レベルより
も高い欠陥検出閾値を設定することで、画素を分類する画素-近傍統計を用いるアルゴリ
ズムである。従って、ノイズ・レベルの変動に伴い、閾値も「変動」する。SATに関して
設定された方法とシステムの例は、Kren等に一般に授与され米国特許6,781,688号に示さ
れており、これはここに詳述された参照文献として取り扱われる。ここに記載される方法
実施態様は、この特許に記載される任意の方法の任意のステップを含み得る。
【００８９】
　係る方法実施態様は、個々の画素に関連した任意の出力、またはここに記載される如く
決定される個々の画素の任意の特性に基づき、個々の画素をグループに分割するように使
用可能である。明らかに、異なるグループへ分割される画素の数は係る実施態様に応じて
変化可能であり、異なるグループ内の異なる画素の数に起因する場合がある。
【００９０】
　個々の領域内で画素をグループに分割することは、また、或いは、試料上の画素の位置
に関連した設計コンテクストなどの試料に関する情報（例えば、同じ設計コンテクストに
関連した係る画素をグループに分割可能）、そして試料上のダイの配列に関する情報に基
づき実施可能である。このようにして、あるフレーム内の任意の画素は、幾つかの特徴ま
たは設計コンテクストにより定義可能であるある任意のグループに属することが可能であ
る。用語「設計コンテクスト」は、一般に、異なる特徴（例えば、コンタクト領域または
ダミー充填領域、「どこを検査するか」の情報またはケア領域、プロセス不良が生じ得る
「重要な」領域、またはそれらの幾つかの組み合わせなどの領域内の特徴の種類）を有す
る試料上に形成されたデバイス内の幾何学的な領域を定義するデータを呼称する。試料上
の画素の位置に関連した設計コンテクストは、一般にZafar等により2006年11月20日に出
願された米国特許出願11/561,659号、Kulkarni等により2006年11月20日に出願された米国
特許出願11/561,735号、Fouquet等により2006年12月6日に出願された米国特許出願60/868
,769号、Duffy等により2006年12月19日に出願された米国特許出願60/870,724号、Park等
により2007年1月5日に出願された米国特許出願60/883,617号、Chen等により2007年2月27
日に出願された米国特許出願11/680,152号、そしてChen等により2006年3月8日に出願され
た米国特許出願11/683,696号に記載される如く決定可能であり、これらはここに詳述され
た参照文献として取り扱われる。ここに記載される方法実施態様は、これら特許出願に記
載される任意のステップを含み得る。例えば、ここに記載される実施態様は、これらの特
許出願に記載される設計に基づく方法の任意のステップを含み得る。他の例に於いて、こ
こに記載される実施態様は、レシピ設定に関して、これらの特許出願に記載される任意の
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方法の任意のステップを含み得る。
【００９１】
　上に記載される如く、個々の画素の特性は、ダイ内の同じ（または実質的に同じ）位置
に於いて、試料上の隣接ダイ内に位置する個々の画素の特性間の差分であり得る。幾つか
の実施態様に於いて、個々の領域の一部分は、試料上のダイに対応する。例えば、図3に
示す如く、四つの個々の領域44は、試料上のダイ64に対応する。しかしながら、試料上の
ダイに対応する個々の領域の数は、ダイ当たりのフレームの数に依存して変化し得る。こ
のようにして、個々の領域の全域が試料上のダイの一部分のみに対応する場合がある。換
言すれば、個々の領域は、ダイよりもより少ない画素を含む場合がある。
【００９２】
　一実施態様に於いて、本方法は、試料上のダイに対応する個々の領域の一部分を、試料
上の異なるダイに対応する異なる個々の領域の異なる一部分に配列させることを含む。例
えば、本方法は、図3に示す試料42上のダイ64に対応する個々の領域の一部分を、試料上
のダイ66に対応する個々の領域の一部分に配列させることを含み得る。更に、或いは代替
として、本方法は、ダイ66に対応する個々の領域の一部分を、ダイ68に対応する個々の領
域の一部分に配列させることを含み得る。この方法に於いて互いに配列された異なるダイ
に対応する個々の領域の一部分は、試料上で互いに隣接する異なるダイに対応する個々の
領域の一部分を含む。このようにして、本方法は、選択されたダイに関して対応する長方
形の領域を、隣接するダイに関して対応する長方形の領域に配列させることを含み得る。
複数のダイに関して対応する長方形の領域を配列させることは、この分野で公知の方法、
及び/または、アルゴリズムを用いて実施可能である。
【００９３】
　他の実施態様に於いて、それぞれのフレームに関し、無作為検査の場合には、本方法は
、現行のダイ（また「テスト・ダイ」と呼称される）のフレーム・イメージをレファレン
ス・ダイ（通常過去のダイ）のフレーム・イメージに配列させ、差分イメージを決定する
ことを含む。例えば、図2に示す如く、ダイAのフレーム2のイメージは、ダイBのフレーム
2のイメージに配列され、一方のイメージより他方のイメージが差し引くことで、差分イ
メージ70を決定可能である。アレイ検査の場合には、本方法は、セル-セル比較を用いる
ことにより差分イメージを決定することが可能であり、Tsai等により授与された米国特許
4,845,558号に記載される如く実施可能であり、これはここに詳述された参照文献として
取り扱われる。
【００９４】
　他の実施態様に於いて、本方法は、試料上のダイに対応する個々の領域の一部分を、レ
ファレンス・ダイに配列させることを含む。例えば、図3に示す如く、レファレンス・ダ
イ72は、データベース74に保存可能である。係る一例に於いて、試料42上のダイ64に対応
する個々の領域の一部分は、レファレンス・ダイ72に配列させることが可能である。また
、試料上のダイ66に対応する個々の領域の一部分を、レファレンス・ダイ72に配列させ、
試料上のダイ68に対応する個々の領域の一部分を、また、或いは、レファレンス・ダイ72
に配列させることが可能である。レファレンス・ダイは、例えば、ゴールデン・ダイであ
り得る。このようにして、本方法は、選択されたダイに関して対応する長方形の領域を、
ゴールデン・ダイに配列させることを含み得る。しかしながら、レファレンス・ダイは、
この分野で公知の任意の他の適切なレファレンス・ダイとすることが可能である。ダイに
関して対応する長方形の領域を、ゴールデン・ダイに配列させることは、この分野で公知
の任意の適切な方法、及び/または、アルゴリズムを用いて実施可能である。
【００９５】
　ゴールデン・ダイは、試料上の欠陥が無いダイを代表し得る。ゴールデン・ダイは、例
えば、更なる試料を検査し、追加の試料上で欠陥が無いダイを同定し、欠陥が無いダイに
対応する追加試料の検査により生成される出力をレファレンス・ダイとして保存すること
により、生成可能である。他の例に於いて、レファレンス・ダイは、試料上の欠陥が無い
ダイに関して取得されるであろう出力をシミュレートすることにより生成可能である。出
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力をシミュレートすることは、試料製造プロセスのモデルへの入力として試料に関する配
列データまたは設計データを用いて試料の特徴をシミュレートし、試料の検査をシミュレ
ートすることを含み得る。係るシミュレーションを実施するために使用可能な方法とシス
テムの例は、Verma等により2005年9月14日に米国特許出願11/226,698号として一般に出願
され、2006年3月23日に米国特許出願2006/0062445号として開示されており、これはここ
に詳述された参照文献として取り扱われる。ここに記載される実施態様は、この特許出願
に記載される任意の方法の任意の他のステップを含み得る。データベース74は、この分野
で公知の任意の適切な設定とすることが可能である。更に、レファレンス・ダイ72は、こ
の分野で公知の任意の適切なフォーマットでデータベース74へ保存可能である。
【００９６】
　追加の実施態様に於いて、個々の領域の異なる部分は、試料上の異なるダイに対応する
。例えば、図3に示す如く、個々の領域の異なる部分は、試料上の異なるダイ64、66、68
に対応する。係る一実施態様に於いて、本方法は、異なる部分を、共通のレファレンス・
グリッドに配列させることを含む。このようにして、本方法は、試料上のダイの集合に対
応する長方形の領域を、共通のレファレンス・グリッドに配列させることを含み得る。異
なるダイに対応する個々の領域の異なる部分を、共通のレファレンス・グリッドに配列さ
せることは、この分野で公知の任意の適切な方法、及び/または、アルゴリズムにより実
施可能である。共通のレファレン・スグリッドは、試料、ダイ、または任意の他の適切な
座標系に関して定義可能である。
【００９７】
　従って、要約すれば、個々の画素の特性は、ある任意の画素に於けるグレー・レベル（
信号）の任意の関数、画素近傍の画素の関数、画素に於ける関数値と、近接ダイまたは任
意のレファレンス・ダイまたはゴールデン・ダイに於ける対応する画素の位置に於ける関
数値との差分、またはこれら幾つかの組み合わせであり得る。
【００９８】
　また本方法は、個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、個々の領域の特徴を決定す
ることを含む。例えば、オリジナルのフレーム・イメージまたは差分イメージより抽出可
能な任意の特性は、フレーム・データを構成可能である。可能な特性としては、平均、標
準偏差、中央値、最小値、最大値、またはパーセントなどのフレーム・イメージの画素値
の任意の統計が挙げられる。他の可能な特性としては、平均、標準偏差、中央値、最小値
、最大値、またはパーセントなどの差分イメージの画素値の任意の統計が挙げられる。更
なる可能な特性としては、検出アルゴリズムにより決定された任意の中間結果が挙げられ
る。例えば、自動閾値アルゴリズムの場合には、アルゴリズムは、差分イメージのヒスト
グラムを決定し、前記ヒストグラムを用いて、欠陥画素を検出する閾値を自動的に決定す
る。検出アルゴリズムより抽出可能な特性は、ターゲット密度位置、異常な画素値、オフ
セットを含む。例えば、図6に示す如く、アルゴリズムは、フレーム差分ヒストグラム76
を決定可能であり、そして、この検出アルゴリズムより抽出可能な特性は、閾値オフセッ
ト78、ノイズ・レベル80、差分最大値82を含む。
【００９９】
　レシピが複数の領域を含み、フレーム内に複数の領域がある場合、個々の領域に関して
上に記載されたフレーム・データが収集される。換言すれば、フレーム・データ抽出のス
テップは、それぞれの領域に属する全ての画素に適用される。
【０１００】
　保存時に於けるファイル・サイズを低減するために、フレーム・データは圧縮可能であ
る。圧縮スキームは、収集されたフレーム・データの種類に応じて調整可能である。
【０１０１】
　圧縮されたフレーム・データは、ここに更に記載される如くウエハーとダイ・イメージ
の構築を可能にする補助情報と共にファイルへ書き込み可能である。補助情報は、帯状物
インデックス、ダイ・インデックス、フレーム・インデックス、そして帯状物とフレーム
配列に関する他のパラメタを含む。圧縮されたフレーム・データは、ファイルに書き込ま
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れ、ファイルに添付される。検査が終了すると、ファイルは閉じられ、ディスクに保存さ
れる。
【０１０２】
　一実施態様に於いて、個々の領域のそれぞれの特徴を決定するために使用される個々の
画素の特性は、個々の領域のそれぞれの内部の全ての個々の画素の特性を含む。このよう
にして、領域の特徴は、領域（フレーム）内の全ての画素に亘り測定される画素特性の任
意の統計であり得る。或いは、個々の領域の特徴を決定するために使用される個々の画素
の特性は、個々の領域のそれぞれの内部の一部の個々の画素の特性のみを含む。個々の領
域の特性を決定するために使用される個々の画素の特性は、例えば、決定される個々の領
域の特性値と特徴に基づき選択可能である。
【０１０３】
　また本方法は、それぞれの領域またはフレーム内の異なるグループの画素の特徴を決定
することを含む。例えば、図5に示す如く、フレーム60の一つの画素は三つのグループ（
例えば、グループ1、グループ2、グループ3）に分割可能である。個々のグループの一つ
または複数の特性が決定可能である。例えば、図5に示す如く、特性84（例えば、特性1、
特性2）は、画素のそれぞれのグループに関して決定可能である。画素の異なるグループ
の特性は、ここに更に記載される如く決定可能である。更に、図5に示す如く、特性1と特
性2の両者は、画素の個々のグループに関して決定可能である。画素のそれぞれのグルー
プに関して決定される特性は、同じ特性であり得る。
【０１０４】
　一実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の特性の統計を
含む。統計は、ここに記載される任意の統計または任意の他の適切な統計を含み得る。追
加の実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の特性の分布を
含む。例えば、上に記載される如く個々の画素の特性を決定することは、個々の領域のそ
れぞれの内のそれぞれの画素の位置の特性を決定することと、個々の領域内の画素に関し
て前記特性の分布（例えば、画素カウント対特性値のヒストグラム）を決定することを含
む個々の領域の特徴を決定することを含み得る。上に記載される如く、幾つかの実施態様
に於いて、上に記載される如く、個々の画素の特性は、ダイ内の同じ（または実質的に同
じ）位置に於いて、試料上の隣接ダイ内に位置する個々の画素の特性間の差分であり得る
。係る一実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の差分分布
を含む。このようにして、個々の領域の特徴を決定することは、それぞれの領域内の個々
の画素の特性分布（例えば、この差分値のヒストグラム）を決定することを含み得る。
【０１０５】
　更なる実施態様に於いて、個々の領域の特徴は、個々の領域内の個々の画素の特性の分
布を含む。例えば、個々の領域の特徴を決定することは、個々の領域内の個々の画素の特
性の分布の値（例えば、信号値のヒストグラム、近接するダイからの信号値間の差分ヒス
トグラム、ダイの列内の複数のダイ（例えば、ダイの列内の全てのダイ）に於けるダイに
関連した位置に対応する位置に於いて、画素に関する一つまたは複数の統計の一つまたは
複数のヒストグラムなど）を決定（そしてオプションとしてある方法で記録）することを
含み得る。分布の特性は、例えば、最大の信号値または（近接するダイの間での）最大の
差分信号値、標準偏差などの分布の拡がりの目安、分布の平均値、またはモード（例えば
、ヒストグラム内のピーク位置）であり得る。更に他の実施態様に於いて、個々の領域の
特徴は、個々の領域と特性の分布に対応する位置の内で個々の画素の特性の分布特性を含
む。例えば、個々の領域の特徴を決定することは、例えば、分布（例えば、ヒストグラム
）内の最大信号を示す画素のxとyの位置を決定（そしてオプションとしてある方法で記録
）することを含み得る。従って、ヒストグラムが、試料上の近接するダイの間でグレー・
レベル差分に関し決定される場合、位置は、最大の差分値を示している画素の位置であり
得る。
【０１０６】
　幾つかの実施態様に於いて、個々の領域の特徴を決定することは、個々の画素に関連す
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るデザイン・コンテクストに基づき個々の画素をグループに分類することを含む。このよ
うにして、個々の領域内の画素は、デザイン・コンテクストに基づき分類可能である。画
素からグループへの係る分割は、上に記載される如く実施可能である。係る一実施態様に
於いて、個々の領域の特徴は、グループの特徴を含む。この実施態様に於いて決定される
グループの特徴は、ここに記載される個々の領域の任意の特徴を含むことが可能であり、
ここに記載される如く決定可能である。
【０１０７】
　また上に記載される如く、個々の領域内の個々の画素は、個々の画素の特性に基づきグ
ループに分割可能である。個々の画素がどのようにグループに分割されるかに係わらず、
特徴は、個々の領域の特徴を決定することに関して上に記載された方法と類似の方法でそ
れぞれの、または、一つまたは複数の、グループに関して決定可能である。更に、複数の
特徴が、上に記載される如く、それぞれの、または、一つまたは複数のグループに関して
決定可能である。更に、一つまたは複数の特徴は、上に記載される如く一つまたは複数の
グループのそれぞれに関して決定可能である。例えば、グループの特徴（グループの特性
または領域（フレーム）の特性）は、グループまたは領域（フレーム）内の全ての画素に
亘り測定された画素特性の統計を含み得る。グループの特徴は、ここに記載される任意の
特徴を含み得る。
【０１０８】
　従って、要約すれば、個々の領域の特徴またはグループの特徴は、画素の平均グレー・
レベル、グレー・レベルのダイ-ダイ間差分の平均、領域（フレーム）またはグループに
属する近接ダイ内の画素間のグレー・レベル差分の標準偏差、またはこれら幾つかの組み
合わせであり得る。
【０１０９】
　また本方法は、個々の領域の特徴に基づき試料の特徴を監視することを含む。幾つかの
実施態様に於いて、試料の特徴は、個々の領域の特徴に於ける試料レベルの特徴を含み得
る。他の実施態様に於いて、試料の特徴は、個々の領域の特徴に於けるダイ・レベルの特
徴を含み得る。上に記載される特徴は、試料特性マップより抽出される「系統的な特性特
徴」であり得る。
【０１１０】
　試料特性マップは、ダイ帯状物をフレーム（例えば、512 x 512）へ分割することによ
り生成可能である。一つのダイの内のフレームは、他のダイの内で対応するフレームにサ
ブ画素配列可能である。フレーム画素は、例えば、グレー・レベルと局所的範囲に基づき
自動的に「SATセグメント」へ分類可能である。通常3から8のK個のセグメントである。そ
して二つのダイの間のi番目のセグメント画素に関するグレー・レベル差分のヒストグラ
ムが決定され得る。個々のセグメントと次のダイの個々のセットに関する差分ヒストグラ
ムの統計が記録され得る。統計は、セグメント内の画素、グレー・レベル差分の最大値、
そして最下位ｐ％（例えば、0.001％、0.01％、0.1％など）の画素のヒストグラム端部に
おける位置（グレー・レベル値）などであり得る。（ヒストグラム端部のどこに画素があ
るかに関する位置情報は記録されない場合があり、欠陥位置のみが記録され得る。）
【０１１１】
　試料特性マップは、ダイに亘るセグメント集団の分布、集団分布内の試料スケール変化
、ダイ内に於けるダイ-近接ダイ特性の分布、特性分布に於ける試料スケール変化、そし
てシステム・レベルの問題に対応する顕著な特徴を示し得る。例えば、顕著な特徴は、試
料-スケール問題が重要でありそうなことを示す異なるSATセグメント内で同定され得る。
【０１１２】
　試料レベル、及び/または、ダイ・レベル特徴は、一つまたは複数の個々の領域に亘る
特性マップなどの個々の領域の特徴の空間的特徴解析（SSA）により決定可能である。こ
のようにして、試料レベル、及び/または、ダイ・レベル特徴は、イメージ解析を用いて
検出可能である。ここに記載される実施態様で使用可能なSSA法とシステムの例は、一般
に、Kulkarni等に授与された米国特許5,991,699号、Eldredge等に授与された米国特許6,7
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18,526号、Huet等に授与された米国特許7,006,886号に示されており、これらはここに詳
述された参照文献として取り扱われる。ここに記載される実施態様は、これら特許に記載
される任意の方法の任意のステップを含み得る。
【０１１３】
　このようにして、方法実施態様は、試料を検査することにより生成される出力の試料レ
ベル、及び/または、ダイ・レベル特徴を決定することを含み得る。係る出力は、KLA-Ten
corより購入可能な AIT、23xx、eS30ファミリー・ツールなどの検査システムにより生成
可能である。しかしながら、これらツールにより生成される出力は、現状では、出力が試
料上の欠陥を示さないと判断された後に（例えば、出力信号が、試料上の欠陥を同定する
ために使用された閾値未満）、廃棄される。
【０１１４】
　また本方法は、ウエハーとダイの特徴イメージの生成を含む。例えば、フレーム内で収
集されたフレーム・データのそれぞれの特性に関して、別々のウエハーまたはダイの特徴
イメージが生成可能である。一実施態様に於いて、本方法は、試料の特徴イメージを構築
することを含み、特徴イメージのそれぞれの画素は、個々の領域の選択された特徴を示す
。例えば、ウエハーの特徴イメージを生成するために、個々のフレームの選択された特性
が読み込まれ、画素値に変換される。このフレームの画素位置は、上に記載される補助デ
ータより決定される。ダイの特徴イメージを生成するために、ダイのサイズと位置に関す
る情報に準じてウエハー・イメージがダイに分割される。そしてツールは、ダイ・イメー
ジの最小の重ね合わせを決定し、ダイの特徴イメージが取得される。
【０１１５】
　また本方法は、ウエハーとダイの特徴イメージの視覚化を含む。例えば、視覚化に関し
、フレーム・データ内で収集された任意の一つの特性を選択するために、ツールはユーザ
にユーザ・インターフェイス（UI）を提供可能である。ツールは、上に記載される如く生
成された対応するウエハーの特徴イメージをグレー・スケール（例えば、ウエハーの特徴
イメージの例を含む図7に示す如く）、または適切なカラー・マップで表示する。特徴を
人間の目により適切に視覚化するために、システムは、特徴イメージの特定のコントラス
ト範囲を自動的に調節可能である。一実施態様に於いて、本方法は、隣り合わせて複数の
特徴イメージを示すことを含む。他の実施態様に於いて、本方法は、ウエハーの欠陥マッ
プ上に一つまたは複数の特徴イメージを重ね合わせて表示することを含む。例えば、検出
された欠陥のウエハー特徴へのマッピングを容易にするために、ウエハーの欠陥マップと
ウエハーの特徴イメージは、ダイの特徴マップと共に、隣り合わせてまたは重ね合わせて
表示される。
【０１１６】
　ここに記載される実施態様に於いて、係る出力の特徴は、ウエハーの欠陥と計測問題を
監視するために使用可能である。これらの特徴は、通常、スループット（サンプリング）
への配慮のために計測または「パラメトリック」測定によっては検出不可能な系統的問題
に対応する。特に計測測定は点-点測定である。換言すれば、定常状態にある試料上のあ
る一箇所で測定が実施され、次に、試料上の異なる位置で測定が実施可能なように試料は
移動される。従って、検査システムに比較して計測ツールの低いスループットのために、
試料全域に渡り計測測定を実施することは非実用的である。しかしながら、ここに記載さ
れる実施態様は、検査システムにより生成される出力を使用する。従って、係る系統的問
題に関して監視するための、ここに記載される実施態様で使用される出力は、比較的速や
かに生成可能である。
【０１１７】
　ここに記載される実施態様で同定され解析され得る系統的問題は、この分野で公知の任
意の系統的問題を含み得る。更に、ここに記載される実施態様は、比較的短時間に試料全
域に亘り系統的問題を同定し解析するために使用可能であるために、ここに記載される実
施態様は、極めて多大な学習時間が所望されるアプリケーションに関して極めて有用であ
り得る。例えば、製造プロセスに液浸リソグラフィーなどの新しい技術の導入は、試料上
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技術間の顕著な技術の違い（例えば、非液浸リソグラフィーと液浸リソグラフィー）によ
り、新しい種類の欠陥は予測と制御が困難である場合がある。しかしながら、ここに記載
される実施態様は、比較的短時間に試料全域に亘り欠陥に関する極めて多大な情報を生成
可能であり、新しい種類の欠陥を同定し除去するための効率的で費用効率の高い方法とシ
ステムを供給し、それ故、市場に至るまでの時間を短縮し、製造効率の利益性を改善する
。
【０１１８】
　従って、上に記載される領域の統計などの個々の領域の特徴は、試料上の根本的な問題
を監視するために使用可能である。例えば、SATに使用される如きテンプレートは、低い
範囲と中高程度の平均値を有するセグメントを選択することにより色の変動を検出するよ
うに設定可能である。色の変動は、通常膜厚を監視するため、原理的には、パラメトリッ
ク測定は、これらの測定と相関づけることが可能であり、このデータは、試料の検査結果
の一部として含むことが可能である。他の例に於いて、SATセグメント毎の最大差分、セ
グメントに基づく他の統計的特性、フレームごとの最も明るい画素、ならびにフレームご
との最も暗い画素などの絶対測定、これらの幾つかの組み合わせなどが監視可能である。
更に、ここに記載される実施態様に於いて試料の特徴を監視するために使用される個々の
領域の特徴は、Kren等に一般に授与された米国特許6,781,688号に記載されており、これ
はここに詳述された参照文献として取り扱われる。ここに記載される方法実施態様は、こ
こに記載される任意の方法の任意のステップを含み得る。他の自動閾値アルゴリズム（例
えば、HLATアルゴリズム）をここに記載された実施態様内で同様にして使用可能である。
【０１１９】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、個々の領域の特徴に基づき潜在的なプロセス問
題を決定することと、潜在的なプロセス問題を示す出力を生成することを含む。例えば、
上に記載される如く、検査システムにより生成された出力は、個々の領域の特徴を決定す
るために使用され、そして色の変動の如き個々の領域の特徴は、不適切に機能しているリ
ソグラフィー監視（例えば、不適切に機能しているレジスト付与モジュール）などの潜在
的なプロセス問題の決定に使用可能である。このようにして、ここに記載される実施態様
は、試料の特性解析と系統的なプロセス問題を含み得る。ここに記載される実施態様に於
いて検出され得る系統的なプロセス問題は、以下に限定されないが、限界寸法（CD）変動
、膜厚変動、線端部粗さ、エッチング深さなどである。例えば、ここに記載される実施態
様に於いて決定される個々の領域の特徴は、CD変動に直接相関づけられるパターン特性を
含み得る。個々の領域の特徴は、この分野で任意の方法（例えば、第一原理よりまたは実
験に基づき）で潜在的なプロセス問題に相関づけられ得る。更に、潜在的なプロセス問題
は、この分野で公知の任意の適切な方法、アルゴリズム、及び/または、データ構成（例
えば、データベース、規則データベース、参照表、機能関係など）を用いて個々の領域の
特徴より決定可能である。潜在的なプロセス問題を示す出力は、潜在的なプロセス問題を
示す複数の試料レベルならびにダイ・レベルの同時表示であり得る。また表示は、ダイ近
傍の試料に亘り、または試料-試料に亘り潜在的なプロセス問題を示す表示であり得る。
潜在的なプロセス問題を示す出力は、この分野で公知の任意の適切な形式であり得る。
【０１２０】
　幾つかの実施態様に於いて、試料上の個々の領域またはグループの一つまたは複数の特
徴より決定された試料の特徴は、それぞれのダイのそれぞれの領域（フレーム）またはそ
れぞれのダイのそれぞれの領域のそれぞれのグループに関して決定されたそれぞれの特徴
の値を示す表を含み得る。換言すれば、表は、領域ならびにダイの関数として、またはグ
ループ、領域ならびにダイの関数として決定された特徴を示し得る。表1は係る表の一例
を示す。
【０１２１】
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【表１】

【０１２２】
　他の実施態様に於いて、試料上の個々の領域またはグループの一つまたは複数の特徴よ
り決定された試料の特徴は、領域（フレーム）ならびにダイの関数としての、または、グ
ループ、領域ならびにダイの関数として一つの特徴の値を示す一つまたは複数のマップを
含み得る。或いは、一つまたは複数のマップのそれぞれは、試料上の一つまたは複数のダ
イで領域（フレーム）当たりただ一つのタイプのグループに関して、ただ一つの特徴の値
を示し得る。例えば、一つのマップは、試料上の複数のダイのそれぞれの領域の第一のタ
イプのグループのみに関する第一の特徴値を示し、他のマップは、試料上の複数のダイの
それぞれの領域の第二のタイプのグループのみに関する第一の特徴値を示し、追加のマッ
プは、試料上の複数のダイのそれぞれの領域の第三のタイプのグループのみに関する第二
の特徴値を示す。係るグループ特性マップの例を図8に示す。特に、グループ特性マップ8
6は、試料56上に形成されたダイ58の個々のフレーム60に関するグループ1に関する特性1
を示す。グループ特性マップ88は、試料56上に形成されたダイ58の個々のフレーム60に関
するグループ1に関する特性2を示す。グループ特性マップ90は、試料56上に形成されたダ
イ58の個々のフレーム60に関するグループ3に関する特性2を示す。このようにして、個々
のマップは、試料上の領域ならびにダイの関数として、個々の画素のグループの一つのタ
イプのみの一つの特徴のみの値を示し得る。
【０１２３】
　一実施態様に於いて、本方法は、固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域を同
定することを含む。例えば、本方法は、最も大きなパターン特性変動を有する個々の領域
、または最も大きなカラー変動を有する個々の領域を同定することを含み得る。固有な特
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徴は、特徴-特徴ベースで決定可能である。例えば、ある特徴の最小値は固有であり得、
他の特徴に関しては、最大値が固有であり得る。個々の領域は、任意の適切な方法で固有
な特性を有するものとして同定可能である（例えば、それぞれの領域の特徴を他の領域の
それぞれの特徴に比較すること、またはそれぞれの領域の特徴を、固有と見なされる特徴
の値を定義するいくつかの予め設定された基準に比較すること。ここで固有と見なされる
特徴の値はここに記載される方法を用いてユーザによりまたは自動的に定義可能である）
。
【０１２４】
　係る一実施態様に於いて、図9に示す如く、個々の領域92は固有な特徴を有する試料42
の個々の領域として同定され得る。固有な特徴を有する特定の数の個々の領域が図9に示
されているが、（例えば、一つまたは複数の）任意の数の個々の領域が固有な特徴を有す
るものとして同定可能であることに留意されたい。更に、個々の領域92は試料42上で特定
の位置として示されているが、固有な特徴を有するものとして同定される個々の領域は、
試料上の任意の位置に存在し得ることに留意されたい。
【０１２５】
　他の実施態様に於いて、本方法は、計測に関して固有な特徴を有する一つまたは複数の
個々の領域を選択することを含む。計測に関して選択された一つまたは複数の個々の領域
は、上に記載される如く同定される全てまたは幾つかの個々の領域を含み得る。更に個々
の領域上で実施される計測は、ここに記載される任意の適切な計測学とすることが可能で
あり、例えば、試料の特徴、及び/または、試料上で過去に実施されたプロセスに依存し
て変更可能である。欠陥再検討、及び/または、材料解析などの他の解析プロセスもまた
計測に関して選択される領域上で実施可能である。
【０１２６】
　更なる実施態様に於いて、本方法は、固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域
に対応する試料上の一つまたは複数の位置を決定し、一つまたは複数の位置で一つまたは
複数の測定を実施するために使用可能な一つまたは複数の位置に関する情報を生成するこ
とを含む。このようにして、ここに記載される実施態様は、試料レベル、及び/または、
ダイ・レベル問題が固有（例えば、最悪）である試料上の正確な位置へ、計測ツールまた
はユーザを導くために使用可能である。固有な特徴を有する個々の領域に対応する試料上
の一つまたは複数の位置は、任意の適切な方法により（例えば、検査システムにより生成
された位置情報より）決定可能である。更に、位置に関して決定される個々の領域は、例
えば、固有な特徴を有すると同定される個々の領域、または計測に関して選択された個々
の領域のみを含み得る。
【０１２７】
　一つまたは複数の個々の領域上で実施されるべき一つまたは複数の測定は、ここに記載
されるものを含むこの分野で公知の任意の適切な計測測定を含み得る。更に、一つまたは
複数の測定は、単一の測定ツールまたは複数の測定ツールにより実施可能である。例えば
、一つまたは複数の測定は、単一の測定ツールまたは複数の測定ツールにより実施される
複数の異なる種類の測定を含み得る。
【０１２８】
　一つまたは複数の測定を実施するために使用可能な一つまたは複数の位置に関して生成
された情報は、個々の領域で実施されるべき測定に応じて変化可能である。例えば、測定
を実施する計測ツールが、検査システムにより生成される出力より試料上の個々の領域の
位置を決定可能な場合、情報は、測定が実施されるべき一つまたは複数の個々の領域に対
応する検査システムにより生成される全ての位置情報のサブセットを含み得る。或いは、
情報の形式は、標準ファイル形式または情報の変換無しに計測ツールで使用可能な形式と
することが可能である。例えば、情報を生成することは、検査システムからの報告に伴い
、測定が実施されるべき個々の領域の座標を、計測ツールに関する個々の領域の座標系へ
変換することを含み得る。他の例に於いて、情報は、幾つかのツール（例えば、検査なら
びに計測ツールの両者）により読み取り可能で使用可能な標準ファイル形式であり得る。
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係る標準ファイル形式の一例は、KLARFファイル形式である。
【０１２９】
　他の実施態様に於いて、試料の特徴は、試料に亘る位置の関数としての個々の領域の特
徴を含む。係る一実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、試料の特徴とレファ
レンスの間で類似点を決定することを含む。例えば、本方法は、試料の特徴または個々の
領域の特徴の試料マップを保存された試料マップのデータベースに比較可能であり、係る
マップ間で類似点が決定される。類似性の測定は、例えば、マップ値間の直接のマッチン
グ（相関関数など）、またはマップより抽出された特性ベクトル間での類似性を比較する
ことである。特性ベクトルは、試料マップの特性の任意のセットに関して決定可能である
。このステップは、試料マップを、予め設定されたカテゴリーまたはクラス（例えば、通
常マップ対異常マップ）のセットの一つへ分類することと見なすことが可能である。
【０１３０】
　追加の実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、試料の特徴を一つまたは複数
の制御限界に比較することで試料-試料ベースまたはロット-ロット・ベースで試料の特徴
を監視することを含む。例えば、試料の特徴を監視することは、試料の試料-試料または
ロット-ロットの特性より監視し、特徴が制御限界を超えた場合にアラームをトリガーす
ることを含み得る。一つまたは複数の制御限界は、この分野で公知の任意の方法により選
択可能であり、この分野で公知の任意の適切な形式とすることが可能である。アラームは
、この分野で公知の任意の適切な形式とすることが可能である。このようにして、本方法
は、試料の検査により生成された出力に基づき試料の特徴を監視することによる統計プロ
セス制御（SPC）を含み得る。
【０１３１】
　幾つかの実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、試料の特徴を一つまたは複
数の制御限界に比較し、試料の特徴が一つまたは複数の制御限界を超える試料上の位置を
決定することを含む。一つまたは複数の制御限界に比較される試料の特徴は、ここに記載
される試料の任意の特性を含み得る。一つまたは複数の制御限界は、この分野で公知の任
意の方法により選択可能であり、この分野で公知の任意の適切な形式を有し得る。試料上
の位置は、試料上の個々の領域、ダイ、及び/または、個々の画素に関する位置情報に基
づき決定可能である。換言すれば、試料の特徴が一つまたは複数の制御限界を超える試料
上の位置は、検査システム、またはここに記載される実施態様により生成される任意の位
置情報を用いることにより決定可能である。
【０１３２】
　係る一実施態様に於いて、また本方法は、一つまたは複数の測定を実施するために使用
される位置に関する情報を生成することを含む。位置に関する情報は、上に記載される任
意の情報を含み得る。このようにして、例えば、光学顕微鏡または電子線顕微鏡などの高
分解能検査顕微鏡、またはここに記載される任意の他の計測測定を用いて、高精度で線幅
を測定するための、または手動で検査するための計測ツールを用いて、試料位置を測定で
きるように、選択された特徴が制御限界を超える試料位置を記録することを、本方法は含
み得る。
【０１３３】
　幾つかの実施態様に於いて、試料の特徴は、試料上の少なくとも一つの追加のダイに対
応する個々の領域の特徴と組み合わされた試料上の少なくとも一つのダイに対応する個々
の領域の特徴を含む。例えば、試料の特徴を決定することは、試料上の複数のダイを「積
み重ね」、積み重ねられたダイ・マップを表示することを含み得る。換言すれば、試料上
の複数のダイに対応する個々の領域の特徴は、重ね合わせることが可能である。係る一例
に於いて、図10に示す試料（図10には示されていない）上のダイ94の特徴は、試料上のダ
イ96の特徴に重ね合われることが可能であり、重ね合わされたダイ・マップ98として示さ
れる二つのダイの組み合わされた特徴が生成される。
【０１３４】
　重ね合わされたダイは、ここに記載される実施態様のユーザにより選択されるか、また
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はアルゴリズム、及び/または、方法を用いて自動的に選択可能である。複数のダイに対
応する個々の領域の特徴の値は、任意に組み合わせ可能である（例えば、平均値、中央値
、最小または最大値など）。二元試料マップに関しては、ダイの重ね合わせは、複数のダ
イに対応する全ての個々の領域の個々の2進値のブール関数を用いて実施可能である。ブ
ール関数は、例えば、和集合または補間関数、またはが、ある位置に於いて2進値の値が1
に等しいものの数が数え上げられ得る計測関数であり得る。また本方法は、二元イメージ
（閾値を用いて）、または実施態様のユーザにより容易に見ることができる様に、グレー
・レベル値またはカラー・コード化された値が表示されるイメージの何れかとして重ね合
わされたダイ・マップを表示することを含む。
【０１３５】
　係る一実施態様に於いて、試料の特徴を監視することは、組み合わされた特徴とレファ
レンスの間の類似性を決定性することを含む。例えば、係る特徴の監視は、係るマップ間
で類似性を決定するために、試料の重ね合わされたダイ・マップを、重ね合わされたダイ
・マップの保存されたデータベースに比較することを含み得る。類似性の測定は、マップ
値間の直接のマッチング（相関関数など）、またはマップより抽出された特性ベクトル間
で類似性を比較することであり得る。特性ベクトルは、積み重ねられたダイ・マップの特
性の任意のセットに関して決定可能である。このステップは、予め設定されたカテゴリー
またはクラス（例えば、正常マップ対異常マップ）のセットの一つへ、積み重ねられたダ
イ・マップを分類することと見なすことが可能である。他の例に於いて、特徴の係る監視
は、積み重ねられたダイ・マップの試料-試料ベースまたはロット-ロット特性から監視し
、特性が制御限界を超えた場合にアラームをトリガーすることを含み得る。係る監視とア
ラームのトリガーは、ここに記載される如く実施可能である。
【０１３６】
　更なる実施態様に於いて、本方法は、試料の特徴を監視しつつ、出力を用いて試料上の
欠陥を検出することを含む。欠陥は、この分野で公知の任意の種類の欠陥であり得、検査
される試料の種類に応じて変化可能である。欠陥の検出は、この分野で公知の任意の適切
な方法、及び/または、アルゴリズムを用いて実施可能である。このようにして、検査シ
ステムにより試料は検査され、欠陥は従来通り検出可能であるが、同時に、試料の特徴も
また監視可能である。このように、ここに記載される方法は、他の系統的問題に関して試
料を監視しつつ、欠陥検出を実施可能である。特に、ここに記載される実施態様は、微小
欠陥検出を備える欠陥検出器を平行して使用することで系統的プロセス問題と欠陥を同時
に見出すように使用可能である。例えば、検査中に試料が走査されるに伴い、画素レベル
で欠陥検出が可能であり、また同時に、ここに記載される如く、試料上の個々の領域(例
えば、フレーム)の特徴（例えば、統計）が決定され、解析を実施することが可能である
。かかる一例に於いて、試料上の欠陥を検出し、出力から欠陥信号を同定するために、検
出システムにより生成された出力は閾値に比較され得る。次に出力は、ここに記載される
実施態様で使用可能である。更に、試料上で検出された欠陥の位置を示す欠陥マップが生
成され得る。検出された欠陥が孤立したものか、より大きな欠陥集合の一部であるかを決
定するために、欠陥マップは、試料上の個々の領域の特徴を示すマップへ重ね合わされ得
る。
【０１３７】
　他の実施態様に於いて、本方法は、一つの個々の領域に亘る位置の関数として個々の領
域の一つに対応する個々の画素のそれぞれの特性を示す出力を生成することを含む。この
ようにして、本方法は、領域に対応する個々の画素の特性の領域レベルの表示を生成する
ことを含み得る。出力は、個々の領域に対応する個々の画素のそれぞれの特性の2次元マ
ップなどの任意の適切な出力を含み得る。本方法は、また、或いは、試料に亘る位置の関
数として係る出力を生成することを含む。例えば、実施態様は、人間にとってより容易な
視覚化のためにグレー・レベルまたはカラー・コード化された値をエンコードすることに
より2次元表示表面(例えば、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス（GUI）)上で特性
値を示すことを含み得る。係る一例に於いて、出力は、表示内のそれぞれの画素値のダイ
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の内部のある任意の長方形領域内の特性値を示す、特性の試料マップであり得る。このよ
うにして、出力は、領域または試料に亘る個々の画素の特性のイメージであり得る。係る
一例に於いて、個々の画素の特性は、個々の画素の特性値であり得る。従って、イメージ
は、領域または試料に亘り測定された特性のイメージであり得る。係るイメージを生成す
るための方法とシステムの例は、一般に、Kirk等により2007年2月9日に出願された米国特
許出願11/673,150号等に示されており、これはここに詳述された参照文献として取り扱わ
れる。ここに記載される実施態様は、本特許出願に記載される任意の方法の任意の他のス
テップを含み得る。係るイメージは、ここに記載される如く、試料の特徴を監視するため
に使用可能である。
【０１３８】
　追加の実施態様に準じ、本方法は、個々の画素の特性を閾値に比較することと、閾値を
超える特性を有する試料上の個々の画素と閾値未満の特性を有する試料上の個々の画素を
示す出力を生成することを含む。閾値は、この分野で公知の任意の適切な閾値を含み得る
。明らかに、閾値は特性に応じて変化する。閾値は、ここに記載される実施態様のユーザ
により選択されるか、ここに記載される実施態様により選択可能である。出力は、この分
野で公知の任意の方法により生成可能である。更に、出力は、個々の領域、個々のダイ、
または試料の2次元マップなどの任意の適切な形式とすることが可能である。2次元マップ
は、閾値を超える、そして閾値未満の値を有する個々の画素を別々に示すことが可能であ
る。係る一例に於いて、閾値未満の値を有する表示内の全ての画素が黒く、閾値を越える
値を有する表示内の全ての画素が白く、或いはその逆となるように、出力は、閾値に基づ
く試料マップを二元表示することを含む。
【０１３９】
　幾つかの実施態様に於いて、方法は、試料上の複数のダイの範囲内で個々の画素の特性
が相関しているかを決定することを含む。このようにして、本方法は、ダイの範囲内にあ
る特性測定が高度に相関しているかを決定することを含む。他の実施態様に於いて、本発
明は、個々の画素の特性が、試料上で潜在的にシステマティック欠陥を誘発する機構の位
置として相関付けられる、試料上のダイの複数の部分を同定することを含む。また係る方
法は、システマティック欠陥を誘発する機構が作動中である潜在的なサイトとして、ユー
ザへ高度に関連するダイ領域(例えば、フレーム)を表示することを含み得る。
【０１４０】
　係る系統的なイベントは、複数のダイの対応する位置で「ピーク特性イベント」間の相
関を測定することにより検出可能である。本発明のこの実施態様は、多くのダイで同じ（
または実質的に同じ）相対的位置で起こる欠陥がリピーター欠陥として警告される「リピ
ーター解析」の拡張として見なされ得る。係る方法の例は、一般に、Zafar等により2006
年11月20日に出願された米国特許出願11/561,659号、Kulkarni等により2006年11月20日に
出願された米国特許出願11/561,735号に示されており、これら両者はここに詳述された参
照文献として取り扱われる。
【０１４１】
　ダイ-ダイまたはダイ-ゴールデン・ダイのダイ欠陥検出方法は、欠陥画素を同定し、警
告するために、一般に「ターゲット・ダイ」と呼称されるダイと一般に「レファレンス・
ダイ」と呼称される二つのダイが配列されたイメージを比較することを含む。一般に、欠
陥画素は、ダイ-レファレンスのダイ・グレー・レベル差分が閾値を超えるものである。
しかしながら、しばしば、あるシステマティック欠陥を誘発する機構は、ダイ内の特定の
複数の位置がプロセスの変化に対して同様に振舞う原因となり、一方で、これら複数の位
置でのグレー・レベル値は欠陥として警告が発生されない場合があり、これら複数の位置
が相関するように変化しており、（更にプロセスが悪化すると）これらの地点で欠陥が生
じる原因となり得ることを知ることが有益であり得る。
【０１４２】
　従って、ダイ-ダイ画素差分の相関を吟味することにより、ダイ内の系統的な差分傾向
を検知することが可能である。ダイ内の特定の複数の位置における係る系統的な差分傾向
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は、共通の設計コンテクストを共有する複数の位置に於いてシステマティック欠陥機構が
作動中であることによる、という強い可能性が存在する。例えば、設計に於けるある形状
、配置は、他に比べてよりシステマティック欠陥を生じやすい。従って、類似の形状、配
置を有する複数の位置に於ける画素特性は、これらの形状、配置内でシステマティック欠
陥機構が生じていることを示す場合がある。対照的に、類似の形状、配置を有する位置に
於ける特徴の変化は、その形状、配置がシステマティック欠陥機構に影響を受けやすくな
いことを示し得る。このようにして、ここに記載される方法実施態様は、相関解析を用い
システマティック欠陥を検出可能である。
【０１４３】
　係るグレー・レベル差分相関を吟味する手間隙のかかる方法は、試料上の全てのダイに
亘りダイ・イメージ内の全ての画素の組の相互相関を測定することである。しかしながら
、2次の相関（即ち、二つの画素の相関）を調べる場合に於いてさえ、NxNのイメージに関
し、 N2 * N2サイズの相互相関行列を計算し、高度の相互相関値を有する画素のペアを探
さなくてはならない。より高次の相関に関しては、例えば、相関する三つの画素の全てを
吟味することは、組み合わせの急激な増加により、計算は困難になる。
【０１４４】
　相関解析は、代替的に、計算負荷の現実的な限界内に保つようにピーク・イベント相関
を用いて実施可能である。この方法は、「ピーク特性イベント」の概念を用いる（即ち、
ダイ-ダイ差分値が閾値を超える画素の位置）。ある任意の閾値Ｔで検出されたピーク・
イベントは、試料上の全てのダイに亘り解析され、相関が測定される。試料上にＭ個のダ
イがあることを仮定されたい。pi と pjで記載される二つのピーク・イベント間の相関は
、Corr[pi, pj] = #(pi, pj)/{#pi * #pj}

1/2により定量的に測定される。ここで、Corr[
]は二つのイベント間の相関を示し、#piならびに#pjはイベントpiならびにpjの起こった
数をそれぞれ示し、#(pi, pj)は両者のイベントが共に起こったダイの数を示す。イベン
トpiはダイ関連位置（即ち、ダイ内の(x,y)位置）により固有に同定される。Corr[]は0か
ら1の間の値を有し、1は両者のイベントが常に共に起こったことを示す。
【０１４５】
　閾値 Tに於いてダイ当たり平均n(T)個のピーク・イベントが存在する場合、ペアに関す
るイベント相関の数はn(T) * n(T)/2と計算される。先に記載されたこの手間隙のかかる
方法に於けるN2*N2の計算に比較し、この数は遥かに少ない。イベントの数nは画素の数N2

よりも遥かに少ないためである。同様にして、例えば3次、4次などの高次の相関を決定可
能である。ｍ次の相関に関しては、n(T)のイベント内でｍ個のイベントの全ての可能な組
み合わせに関して考慮することが可能であり、これらの組み合わせに関する相関関数は以
下の如く計算される。（一つのダイの内でｍ個のイベントが共に起こる数）/（全てのダ
イに亘りそれらの個々が起こる回数の積）1/m。
【０１４６】
　一例に於いて、#p1 = 100、#p2 = 75、#p3 = 50、#(p1, p2) = 60、#(p1, p3) = 40、#
(p2, p3) = 35、#(p1, p2, p3) = 25を仮定されたい。この例に於いて、#(pi, pj)は、イ
ベントp1 と p2が、イベントp1 と p3の組み合わせとイベントp2 と p3の組み合わせより
もより頻繁に共に起こる傾向であることを示している。更に、イベントp1 と p3は、イベ
ントp2 と p3よりもより頻繁に共に起こる傾向にある。しかしながら、#(pi, pj, pk)は
、三つのイベントが共に起こる傾向は、二つのイベントが共に起こる如何なる組み合わせ
よりも少ないことを示す。この例に関する2次と3次の相関は、以下のように求められる。
Corr[p1, p2] = 60/(7500)

1/2 = 0.69、Corr[p1, p3] = 0.566、Corr[p2, p3] = 0.57、C
orr[p1, p2, p3] = 25/(100*75*50)

1/3 = 25/72 = 0.347。欠陥イベントのある任意のセ
ット{p1, p2, p3,…}の相関は、閾値Ｔの関数である。最終的に、任意の係る点のセット
の相関は1に近づく（即ち、全ての画素に関して警告が発生される時）。
【０１４７】
　比較的大きな相関値を有するイベントの高次の相関（例えば、50次）を取り扱いたい場
合、比較的大きな相関値を有する低次の相関の一覧を作成し、これらのイベントを高次の
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相関を構築するために「統合」することで、これらイベントを見出すことが可能である。
例えば、全てのペアの如きの相関（例えば、2次）が評価され、Corr[p1, p3] ならびに C
orr[p12, p27]が比較的大きな値を有すると判断された場合、(p1, p3) ならびに (p12, p

27)が共に起こるダイの一覧を吟味することで、4次の相関(p1, p3, p12, p27)を決定可能
である。比較的高い値を有する低次の相関にのみ高次の相関を決定することで、手間隙の
かかる全ての組み合わせイベントを取り扱わずして、高次のイベント・グループ内の比較
的高い相関を見出すことが可能である。
【０１４８】
　一例に於いて、係る方法は、1次のイベント頻度の一覧を分類することを含む。また本
方法は、最も高い1次のイベント頻度ｎ1と共に起こる2次のイベントを決定することを含
む。更に、本方法は、最も高い2次のイベントｎ2の全て（または少なくとも幾つかの）の
ペアに関して、3次ならびに4次のオーダーの相関を決定することを含み得る。また本方法
は、更に、ｎ3の最も高い次ならびに4次のイベントの全て（または少なくとも幾つかの）
のペアを吟味することにより、5次、6次、7次、8次等の相関を決定することを含み得る。
【０１４９】
　上のアプローチは、システマティック欠陥機構を見出すために、ダイ配列に関連した設
計コンテクストを用いない。しかしながら、ダイ配列が入手可能な場合、ダイ領域を異な
る設計コンテクストに分類することが可能である（類似の形状、配置のレイアウトを有す
る領域は、従って、恐らくはプロセス変動により同じように影響を受ける）。このように
して、相関精度は改善され、設計コンテクストを用いることにより、計算量が大幅に低減
される。
【０１５０】
　従ってここに記載される方法は、システマティック欠陥検知を改善するために設計コン
テクストを使用可能である。例えば、一実施態様に於いて、本方法は、異なる設計コンテ
クストを有する試料上のダイの異なる部分を同定することを含む。従って、本方法は、設
計コンテクストに基づきダイ領域をセグメント化することを含み得る。更に、設計コンテ
クスト・マップが利用可能な場合、ピーク・イベントはコンテクストにより分類可能であ
る。また係る方法実施態様は、同じ設計コンテクストを有する異なる部分内の個々の画素
の特性が相関しているかを決定することを含む。係る一実施態様に於いて、上の2次なら
びに高次の相関解析は、選択されたコンテクスト内のイベントのみに関して実施可能であ
る。即ち、異なるコンテクスト内で生じたイベント間では相関を求める計算は実施されな
い場合がある。本方法は、解析されるべきイベントの組み合わせ数を低減し、そしてまた
、同じコンテクスト内でピーク・イベント間に比較的高いｎ次の相関が存在する場合に、
システマティック欠陥生成現象が生じたかの尤度を決定する。
【０１５１】
　またここに記載される方法実施態様は、潜在的なシステマティック欠陥をシステマティ
ック虚偽欠陥（殆どまたは全く収率に影響しなしシステマティック欠陥の原因となる設計
の「コールド・スポット」または非重点領域（例えば、ダミー構造、ダミー充填領域など
））より分離するために使用可能である。システマティック虚偽欠陥は、ここに記載され
る実施態様により生成される出力に含まれない場合がある。換言すれば、システマティッ
ク虚偽欠陥は、本実施態様のユーザに提示されない場合がある。
【０１５２】
　係る一実施態様に於いて、本方法は、相関する特性を有する異なる部分を示す出力を生
成することを含む。出力は、ユーザへの試料または重ね合わされたダイ・レベルで、ここ
に記載される一つまたは複数の特徴（例えば、最大差分、最大強度など）の表示を含み得
る。また、或いは、出力は、ユーザへ提示されたものと同じ設計コンテクスト・タイプに
属する高度に相関するダイ・フレームの表示を含み得る。
【０１５３】
　上に記載される方法は、ピーク・イベント（潜在的な欠陥）間の相関を用い、システマ
ティック欠陥機構を見出す。従って、これらの方法は、（例えば、ある方法で差分ヒスト
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グラムを閾値化することにより）欠陥の正確な位置を決定することを含む。個々の画素の
特性に埋もれた（または、さもなくば隠されてしまう）システマティック欠陥を同定する
ために、様々な値の閾値Ｔに於いて、この閾値化を実施することが可能である。ピーク・
イベントの位置を見出すための閾値化は、一つのイメージ・フレーム（例えば、512 x 51
2）内の全ての画素の差分画素を構築することである。この方法に対する代替法の一つは
、明確に欠陥位置を見出すことなく、これら相関を同定するためにヒストグラム自身を用
いることである。勿論、この方法は、厳密な欠陥位置のマッチングにより得られる位置精
度を有しない。しかしながら、特に、閾値の連続体T1、T2、…Tnに於いて高度に相関した
イベントを見出したい場合、この方法は、個々のイベントではなくフレームを相関づける
ことは計算上でより効率的であるという利点を有する。
【０１５４】
　更なる実施態様に於いて、試料の特性を監視することは、試料上の複数のダイの内で個
々の領域の特徴が相関しているかを決定することを含む。このようにして、本方法は、単
一のダイで特性測定結果が高度に相関しているかを決定することを含む。試料上の複数の
ダイで個々の領域の特徴が相関しているかを決定することは、ここに記載される如く実施
可能である。幾つかの実施態様に於いて、試料の特性を監視することは、潜在的に試料上
でシステマティック欠陥を誘発する機構の位置として、個々の領域の特徴が相関している
試料上の複数のダイの部分を同定することを含む。個々の領域の特徴が相関している試料
上の複数のダイの部分を同定することは、ここに記載される如く実施可能である。また係
る方法は、システマティック欠陥を誘発する機構が作動中である潜在的なサイトとして、
ユーザへ高度に相関するダイ領域（例えば、フレーム）を表示することを含む。
【０１５５】
　コンテクスト・マップまたはダイ配列の他のコンテクスト情報が利用可能な場合、相関
を決定するためにフレーム相関ならびに設計コンテクストを用いることが可能である。特
に、フレーム内の画素が、設計コンテクストにより分類され、個々のコンテクストに関す
る差分ヒストグラムが記録される場合、個々の欠陥イベントではなくフレームヒストグラ
ムを相関づけ、ある任意のコンテクストに属する、画素に影響を与える系統的イベントの
比較的正確な検知が可能である。例えば、他の実施態様に於いて、試料の特性を監視する
ことは、異なる設計コンテクストを有する、試料上のダイの異なる部分を同定することを
含む。従って、本方法は、設計コンテクストに基づきダイ領域をセグメント化することを
含み得る。また係る方法実施態様は、同じ設計コンテクストを有する、異なる部分内の個
々の領域の特徴が相関しているかを決定することを含む。
【０１５６】
　このアプローチに於いて、コンテクストにより特徴を分類することは、設計コンテクス
トを用いること無しに個々の領域の特徴間で相関があるかを決定することよりもより有益
であり得る。例えば、フレームは、広範に異なるコンテクストに於いて欠陥を含む場合が
あり、複数のコンテクストを含むフレーム特徴を相関づけることは、誤った結論を導くこ
とがある。特に、異なるコンテクストが異なる特徴を示す場合、複数のコンテクストに亘
り相関を決定することは、特定のシステマティック欠陥に関連した特定の特徴の同定をよ
り困難にする。
【０１５７】
　上の実施態様の一例に於いて、ある任意のコンテクストk、ある任意のダイi、ある任意
のフレームjに関して、i番目のダイの内で、イメージ・フレーム配列の後に、ダイ-ダイ
またはダイ-ゴールデン・ダイの比較より得られたグレー・レベルの差分ヒストグラムHk(
i, j, g)を記録したと仮定されたい。指標gは、グレー・レベルの差分の絶対値である（
例えば、ｇは0から255の範囲である）。従って、Hk(i, j, g)は、グレー・レベルの差分g
を有する、ダイiのj番目のフレーム内のコンテクストk内の画素の数である。Pk(i, j, g,
 Δ)をグレー・レベル・区間[g, gΔ]内に於けるヒストグラム内に存在する画像の数と仮
定されたい。この値は、g ならびに gΔ の間のグレー・レベル差分を有する画素の数で
あり、ここでΔ は比較的小さいグレー・レベルの区間である。閾値がある値以下に引き
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下げられた場合のみに特定のイベントが現れる場合があり、検知されたばかりのグレー・
レベル差分により欠陥イベントを同定するために、前記区間は使用される。
【０１５８】
　上の定義を前提として、個々のダイがフレームにより構成された試料マップ、そして特
定の相関閾値を満たすそれぞれのダイ内のフレームが「明るくなる」ことで視覚化できる
ことを想定されたい。例えば、ある任意のコンテクストkならびに区間[g, gΔ]に関して
、Pk(i, j, g, Δ)が、ゼロではないが（例えば）5画素未満の全てのフレームが明るくな
ったとしよう。選択されたフレームは、差分信号がこのグレー・レベルの区間内に収まる
、同じコンテクストへ属するダイ内の凡その位置である。全てのダイに亘り係るフレーム
間の相関（ピーク・イベントに関し上に記載される方法に類似）が決定された場合、高次
の相関は、同じフレームのセットは、このグレー・レベルの区間内に有るイベントを有す
ることを示唆する。同じコンテクストに属するイベントの再度の発現は、従って、系統的
な機構が作動中であることを示唆する。係る高次の相関は、表示内で強調（またさもなく
ば表示）可能である。グレー・レベル区間がその範囲に亘り変化するに伴い、ある任意の
コンテクストkに関して潜在的な系統的特徴が検出可能である。本方法は、それぞれのコ
ンテクスト内の系統的特徴を同定するためにそれぞれのコンテクストに関して実施可能で
ある。
【０１５９】
　Δ区間が比較的小さな範囲内で画素を数え上げるフレームを選択することの理由は、比
較的大きな数のイベントが有った場合、幾つかの画素のみに影響を与える欠陥機構を見出
す代わりに、フレーム内で多くの画素に影響を与える局所的な色変動などといったプロセ
ス変動を見出すことになり得るからである。勿論、上の記述が真である補償は必ずしも無
い。例えば、ある領域に於ける局所的なCD変動は、ある任意のグレー・レベル区間での画
素のカウント数が比較的大きくなることの原因となることが可能であり、そしてこの変動
は、ユーザが検出を所望する欠陥で有り得る。
【０１６０】
　本方法は、メモリと計算要件に関して、幾つかの利点を有する。例えば、相関解析に関
し、イベントに基づくアプローチとフレームベースのアプローチの保存ならびに計算費用
が比較可能である。40 mm x 40 mmの試料上に有る100個のダイ、512 x 512のフレーム、
ならびに80 nmの画素サイズを仮定すると、フレームの総数は計凡そ9千5百万であり、ダ
イ当たり凡そ百万のフレームとなる。フレーム当たりわずか三つの画素、1％のフレーム
が欠陥を含むと仮定した場合、全ての欠陥の(x,y)位置を保存することは、ある任意のグ
レー・レベル区間に関するコンテクスト当たり、(0.01*100,000,000*3*8) = 24メガバイ
トを要求する。フレーム・インデックスは4バイト内に保存可能であり、個々の画素は記
録されないため、ある任意のグレー・レベル区間に関するコンテクスト当たり、保存には
4メガバイトが必要となる。更に、この数は、フレーム当たりに警告が発生された画素の
数には依存しない。計算に関しては、相関づけられるべき警告が発生された欠陥の数と、
相関づけられるべき警告が発生されたフレームの数の比がフレームに基づくアプローチを
用いることにより得られる効率性を決定する。
【０１６１】
　係る一実施態様に於いて、本方法は、相関する個々の領域の特徴を有する異なる部分を
示す出力を生成することを含む。出力は、また、或いは、ユーザへ試料またはダイ・レベ
ルで表示される、ここに記載される一つまたは複数の特徴（例えば、最大差分、最大強度
など）の表示を含み得る。出力は、また、或いは、同じコンテクスト・タイプに属する高
度に相関したダイ・フレームをユーザへ表示することを含み得る。
【０１６２】
　ここに記載される実施態様は、試料の特徴を監視することに関して、現行の方法とシス
テムに対して幾つかの利点を有する。例えば、ヘイズ・マップを、現行の、パターン化さ
れてないウエハー向けの検査システムで生成することが可能である。係るヘイズ・マップ
は、表面粗さとパターン化されてないウエハーを監視するために過去に用いられている。
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係る方法は、ここに記載される実施態様により決定され得るパターン化されたウエハーま
たはパターンに特定の情報を取り扱わない。更に現行の検査システムの幾つかは、巨視的
欠陥を特に対象とするものである。係る検査システムにより検出可能な幾つかのイベント
は、ここに記載される実施態様を用いて検出可能であるが、係るシステムは、小さな画素
検査ツールの解像度を有しないために、ここに記載される実施態様により検出可能である
他のイベントは、マクロ欠陥検査システムによっては検出不可能である。更に、ここに記
載される使用事例は、巨視的欠陥検査ツールに有益ではない。特定のデバイス領域は、よ
り高い解像度のツールにより対象となり得るためである。現行の検査システムの幾つかは
、ウエハーならびにダイの巨視的表示を生成可能である。しかしながら、係る巨視的表示
は、偏光などの、検査システムのパラメタの選択の設定でのみ使用される。巨視的表示は
、検査結果の一部としては表示されず、いかなる形式によっても使用されない。
【０１６３】
　対照的に、ここに記載される実施態様は、例えばCD変動などの、システマティック欠陥
に直接相関する試料上のパターン特性変動を測定するために使用可能である。係る一例に
於いて、従来通り、試料は検査システムにより検査可能であり、欠陥が検出可能であるが
、同時にCD変動の特徴マップが生成可能である。振幅または特徴形状に於いて、マップが
どのように変化するかに基づき、例えばCD走査電子顕微鏡（CD SEM）などの計測ツールを
用いてCD変動を検査するように、追加のSPCフラッグがユーザに警告を与える。検査シス
テムからの位置情報は、最も大きなCD変動を有するダイの特定の部分上に計測ツールの視
野を移動させるように使用可能である（勿論、恐らくはユーザがCD SEMで観測する箇所で
はない）。
【０１６４】
　レチクル強化技術（RET）が計測に於いてダイ当たり一箇所のみを観測する原因となり
、プロセス・ウインドウの監視の代替としては最早使用できないため、ここに記載される
実施態様の係る適用は、より重要となり得る。更に、最近のRET問題と縮小しつつある設
計ルールは、検査システムにより測定されるある特性の変化としてしばしば現れる、より
多くのシステマティック欠陥が試料上に存在する可能性を意味する。ここに更に記載され
る如く、ここに記載される実施態様は、試料上のシステマティック欠陥を検出し、監視す
るために、検査システムにより生成される出力を有効に活用する。
【０１６５】
　またここに記載される実施態様は、検査システムのスループットへ殆どまたは全く影響
を与えないため、ユーザへより価値をもたらす。例えば、ここに記載される実施態様は、
現行のシステムと方法によっては検出不可能な問題を同定するために使用可能である。こ
のようにして、ここに記載される実施態様は、改善された（例えば、より正確な、より感
度が高いなど）プロセス監視と制御を供給するために使用可能である。更に、ここに記載
される方法は、現在利用可能な検査システムを用いて実装可能である。特に、実施態様は
、現行検査システムの任意の光学または電子ビーム・ハードウエアを用いて実装可能であ
る。
【０１６６】
　他の実施態様は、パターン化されたウエハーの表面のイメージを生成するためのコンピ
ュータ実施方法に関する。幾つかの実施態様に於いて、コンピュータ実施方法は、プロセ
ッサ上で実施可能なプログラム指示により実施可能である。プログラム指示とプロセッサ
はここに記載される如く更に設定可能である。例えば、プログラム指示は、ここに記載さ
れる如く設定可能なキャリア・ミディアム内に備えることが可能である。更に、コンピュ
ータ実施方法は、ここに記載される任意のシステムにより実施可能である。
【０１６７】
　本方法は、パターン化されたウエハーに関する検査システムの出力を取得することを含
む。検査システムはここに更に記載される如く設定可能である。出力は、検査システムの
任意の出力を含むことが可能である。一実施態様に於いて、出力を取得することは、光学
パターン抑圧を用いて、パターン化されたウエハーに関する検査システムの出力を取得す
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ることを含む。係る一実施態様に於いて、光学パターン抑圧はフーリエ・フィルタリング
を含む。このようにして、取得ステップは、イメージ取得中にフーリエ・フィルターを用
いることを含む。フーリエ・フィルターはこの分野で公知の任意の適切なフーリエ・フィ
ルターを含むことが可能である。更に、フーリエ・フィルターは、この分野で公知の任意
の適切な方法で実施可能である。幾つかの実施態様に於いて、レシピ設定中に、欠陥検出
アルゴリズム閾値の設定前に、フーリエ・フィルター・トレーニングを実施可能である。
フーリエ・フィルタリング・トレーニングは、任意の適切な方法で実施可能である。更に
、欠陥検出アルゴリズム閾値の設定は、任意の適切な方法で実施可能である。
【０１６８】
　フーリエ・フィルター・トレーニングの実施後に、ここに記載される使用事例の一つを
実施可能である。例えば、一実施態様に於いて、取得ステップは、パターン化されたウエ
ハーの実質的に全ての表面に関する出力を取得可能である。出力は、任意の適切な方法（
例えば、ウエハーの実質的に全ての表面を走査することで）でパターン化されたウエハー
の実質的に全ての表面に関して取得可能である。係る一実施態様に於いて、ここに更に記
載される如く表面イメージを生成するために、ユーザは、フル・ウエハー・イメージ走査
を起動可能である。次に、フル・ウエハー・イメージ走査は、レシピ内の既存の光学セッ
トを用い、検査システムにより実施可能である。
【０１６９】
　また本方法は、出力を用い、パターン化されたウエハーの表面のイメージを生成するこ
とを含む。出力は、任意の適切な方法で、出力を用いて生成可能である。更に、イメージ
は、任意の適切なイメージ形式を有することが可能である。一実施態様に於いて、パター
ン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化されたウエハーの実質的に全ての表
面のイメージを含む。例えば、上に記載される如く、出力は、パターン化されたウエハー
の実質的に全ての表面に関して取得可能である。このようにして、係る出力は、パターン
化されたウエハーの実質的に全ての表面のイメージ生成するために使用可能である。この
ように、本方法は、ここに更に記載される如く使用可能な、パターン化されたフル・ウエ
ハー表面イメージを生成することを含み得る。特に、ここに記載される実施態様は、パタ
ーン化されたウエハーの利用可能なフル・ウエハー・イメージを組み立てるために光学パ
ターン抑制を使用可能である。
【０１７０】
　他の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面イメージはパターン位置ずれ
ノイズを実質的に有しない。例えば、出力取得中にフーリエ・フィルターを用いることで
、既存の表面イメージを通常特色づけるパターン位置ずれノイズを実質的に有しないフル
・ウエハー・イメージを得ることが可能である。特に、ここに記載される実施態様は、ウ
エハー上の異なる位置で取得されたイメージを差し引くことにより生成されるパターン化
されたウエハーのイメージ内に存在可能なパターン位置ずれノイズを除去し、従って、イ
メージ内のウエハー上のパターン化された特徴からの寄与がキャンセルされる。しかしな
がら、係るイメージを差し引くに当たっては、イメージの差し引き以前にイメージは互い
に配列されている必要がある。従って、係るイメージの差し引きにより生成されるイメー
ジは、互いに完全に位置合わせされていないパターンからのノイズを含む場合がある。対
照的に、ここに記載されるパターン化されたウエハーのイメージは、一つのイメージを他
のイメージから差し引くことにより生成されるものではないため、パターン化されウエハ
ーのイメージは、パターン位置ずれノイズを実質的に有しない。特に、ここに記載される
実施態様は、デジタル化前に、イメージからのパターンを除去するために、光学的フーリ
エ・フィルタリングを用いることにより、パターン化されたウエハーの表面イメージから
残留パターン・ノイズを除去する。従って、ここに記載される実施態様は、パターン・ノ
イズがイメージを支配すること無しに、パターン化されたより優れたウエハーの表面イメ
ージを得るために使用可能である。このように、ここに記載される実施態様は、パターン
化された特徴を有するウエハーに関して「代用」として機能するパターン化されたウエハ
ーのイメージを生成可能である。
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【０１７１】
　追加の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面イメージは、パターン化さ
れたウエハーから散乱された光の強度のグレー・スケール・イメージを含む。例えば、イ
メージは、ウエハーからの強度応答のグレー・スケール・イメージを含み得る。更に、光
学パターン抑制を用いて出力が取得された場合、イメージは、ウエハー表面から散乱され
た光の強度のグレー・スケール・イメージを含み得る。更なる実施態様に於いて、パター
ン化されたウエハーの表面イメージは、パターン化されたウエハー表面のノイズ・マップ
を含む。ノイズは、ここに記載される任意のノイズを含み得る。更に、ノイズ・マップは
、ここに記載される如く設定可能である。
【０１７２】
　幾つかの実施態様に於いて、イメージを生成することは、光学パターン抑制を用いて出
力が取得されるパターン化されたウエハーの一つまたは複数の領域に関して一つまたは複
数の統計を決定することを含む。係る一実施態様に於いて、イメージは一つまたは複数の
統計のグレー・スケール・イメージを含む。例えば、検査システムにより実施されるウエ
ハー走査の個々のフレーム（ジョブ）は、フーリエ・フィルターされた領域からの統計を
記録可能である。ウエハーの領域は、ここに記載される如く更に設定可能である。統計は
、ここに更に記載される任意の統計を含む任意の適切な統計を含み得るが、通常、領域に
関するヒストグラム内のピーク強度または累積密度点で有り得る。統計は、任意の適切な
手段により決定可能である。個々のフレームからの統計は収集され、グレー・スケール・
イメージの形式で表示可能である。
【０１７３】
　幾つかの実施態様に於いて、イメージを生成することは、光学パターン抑制を用いて出
力が取得されたパターン化されたウエハーの一つまたは複数の領域を、一つまたは複数の
サブ領域に分割し、一つまたは複数のサブ領域に関する一つまたは複数の統計を決定する
ことを含む。サブ領域の統計は、ここに記載される任意の統計を含むことが可能であり、
任意の適切な方法により決定可能である。係る一実施態様に於いて、イメージは、一つま
たは複数の統計のグレー・スケール・イメージを含む。従って、上に記載される如く、領
域はサブ領域に分割可能であり、統計は、個々のサブ領域に関して記録可能であり、従っ
てイメージの詳細を提供する。領域は、任意の適切な方法によりサブ領域に分割可能であ
る。上に記載される如く、それぞれのフレームからの統計は、収集され、グレー・スケー
ル・イメージの形式で表示可能である。
【０１７４】
　一実施態様に於いて、ステップを生成することは、パターン化されたウエハーの一つま
たは複数の領域が光学パターン抑制に適切でないかを決定し、表面のイメージより一つま
たは複数の領域に対応するイメージを除去することを含む。例えば、フル・ウエハー・イ
メージは、視覚化に関して既に高度に破棄されている場合があるため、フーリエ・フィル
ター・パターン抑制に適切ではないウエハーの領域を廃棄可能である。フーリエ・フィル
ター・パターン抑制に適切ではないウエハーの領域は、周期的にパターン化された特徴が
形成されていないウエハーの領域、または、光学パターン抑制により、出力から完全に除
去することが実質的に不可能であるパターンを生成するパターン化された特徴が生成され
たウエハーの領域を含む。フーリエ・フィルター・パターン抑制に適切ではないウエハー
の領域は、任意の適切な方法により（例えば、イメージ内の異なる領域に単一の閾値を適
用することにより）決定可能である。
【０１７５】
　他の実施態様に於いて、ステップを生成することは、パターンが光学的に抑制された、
ウエハー上の領域のみ、またはウエハー上のダイのみ内で一つまたは複数の統計を決定す
ることを含む。領域に関する統計は、上に記載される如く決定可能であり、この分野で公
知の任意の適切な統計を含み得る。このようにして、本方法の取得ステップは、イメージ
取得中に光学的フーリエ・フィルターを適用することで、本方法により生成された、パタ
ーン化されたウエハーに関するノイズ・マップより、ウエハー上に形成されたパターンを



(39) JP 5662146 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

抑制することを含むことが可能であり、イメージを生成することは、ダイまたはウエハー
の光学的にフーリエ・フィルターされた領域内の統計のみを記録することを含み得る。
【０１７６】
　一実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエハー上に形成
されたダイのノイズ・マップを生成することを含む。例えば、パターン化されたウエハー
上に形成されたダイのノイズ・マップを生成することは、パターン化されたウエハーの表
面のノイズ・マップを生成し、「フル」パターン化されたウエハーを、ウエハー上に形成
された異なるダイに対応する、異なるノイズ・マップに分類することを含み得る。「フル
」パターン化されたウエハーのノイズ・マップは、必ずしもパターン化されたウエハーの
全領域に対応するものではない。例えば、「フル」パターン化されたウエハーのノイズ・
マップは、パターン化されたウエハーの端部近傍にあるパターン化されたウエハーの部分
を含まない場合がある。フル・パターン化されたウエハーのノイズ・マップは、任意の適
切な情報（例えば、ウエハー上に形成されたダイの配列に関する情報、またはダイ間のス
ペース、及び/または、境界に関する出力が個々に区別可能であるかに関する、検査シス
テムにより取得される出力など）を用いて、個々のダイのノイズ・マップに分類可能であ
る。更に、パターン化されたウエハーのノイズ・マップは、ウエハーに関する出力が取得
された後に、ダイのノイズ・マップに分割可能である。或いは、パターン化されたウエハ
ーのノイズ・マップは、潜在的に、どのように出力が取得されたかに関する情報（例えば
、帯状物に関する情報）と組み合わせて、上に記載される情報に基づき、ウエハーに関す
る出力が取得されるに伴い（例えば、リアル・タイムで）、ダイのノイズ・マップに分割
可能である。ダイに関するノイズ・マップも、ここに記載される任意の他の実施態様に準
じて生成可能である。
【０１７７】
　係る一実施態様に於いて、本方法は、パターン化されたウエハー上の個々のダイを容認
するか棄却するために、ノイズ・マップを一つまたは複数の他のノイズ・マップに比較す
ることを含む。このようにして、本方法は、個々のダイを容認するか棄却するために、ダ
イのノイズ・マップを他のダイのノイズ・マップに比較することを含む。ダイのノイズ・
マップに比較される他のダイのノイズ・マップは、ここに記載される任意のダイのノイズ
・マップを含み得る。パターンが均等にまたは十分に抑制されていないダイのノイズ・マ
ップが棄却されるように、異なるダイに関するノイズ・マップに於いて、パターンが均等
にまたは十分に抑制されているか決定するために、上に記載される如く、異なるダイのノ
イズ・マップは比較可能である。更に、また、或いは、異なるダイに関するノイズ・マッ
プは、ある方法で欠陥を有するダイ（例えば、ダイ・レベル欠陥、またはプロセス特徴を
示すダイ）に比較可能である。このようにして、異常値を有する、欠陥を有する、または
ウエハーまたは他のウエハー上の他のダイに比較してある固有性を有するダイを同定する
ために、ノイズ・マップを比較可能である。異なるダイに関するダイのノイズ・マップは
、ここに更に記載される如く比較可能である。更に、ウエハーのノイズ・マップは、同様
にそして同様な理由（例えば、パターンが十分に抑制されていないウエハーのノイズ・マ
ップを同定するために、異常値を有するウエハーのノイズ・マップを同定するために、ウ
エハー・レベル欠陥、またはプロセス特徴を示すウエハーのノイズ・マップを同定するた
めに）で比較可能である。
【０１７８】
　他の実施態様に於いて、本方法はパターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイ
ズ・マップを、ダイの他の一つまたは複数のノイズ・マップに比較することを含む。係る
一実施態様に於いて、一つまたは複数の他のノイズ・マップは、パターン化されたウエハ
ー上のダイのノイズ・マップを含む。このようにして、本方法は、ダイのノイズ・マップ
を、同じウエハー上にある他のダイのノイズ・マップに比較することを含む。他の係る実
施態様に於いて、一つまたは複数の他のノイズ・マップは、他のパターン化されたウエハ
ー上のダイのノイズ・マップを含む。このようにして、本方法は、ダイのノイズ・マップ
を他のウエハー上の他のダイのノイズ・マップに比較することを含む。異なるウエハー上
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の異なるダイのノイズ・マップは、ここに更に記載される如く比較可能である。例えば、
ダイのノイズ・マップがひとたび形成されると、これらのダイのノイズ・マップが同じパ
ターン化されたウエハー上のダイに関して形成されたか、異なるパターン化されたウエハ
ー上のダイに関して形成されたかによらず、異なるダイのノイズ・マップを互いに配列さ
せることは比較的容易に実施可能である。異なるダイのノイズ・マップを互いに配列させ
た後、ダイのノイズ・マップは比較され得る。追加の係る一実施態様に於いて、一つまた
は複数の他のノイズ・マップは、フル・パターン化されたウエハーのノイズ・マップから
の複数のダイのノイズ・マップの合成物を含む。このように、本方法は、フル・ウエハー
のノイズ・マップからの複数のダイのノイズ・マップの合成物を経て一つまたは複数の他
のダイのノイズ・マップを生成することを含み得る。例えば、複数のダイのノイズ・マッ
プの合成物は、ウエハー全域に亘りダイのノイズ・マップを実質的に組み合わせるために
、平均化技術を用いて生成することが可能である。同様にして、合成物は、複数のウエハ
ーに関するノイズ・マップからの複数のダイのノイズ・マップを用いて生成可能である。
複数のダイのノイズ・マップの合成物を生成することは、従って、個々のダイのノイズ・
マップ内のあらゆる異常なノイズを実質的に平均化してしまうことであり、それ故、合成
物のダイのノイズ・マップは、通常のダイのノイズ・マップに対してより良い表示となり
得る。このようにして、合成物のダイのノイズ・マップは、試験下にあるパターン化され
たウエハーに関するダイのノイズ・マップへの比較に関して、より良い「レファレンス」
ダイのノイズ・マップとなり得る。同様にして、合成物のウエハーのノイズ・マップは生
成可能（例えば、異なるウエハーに関する複数のウエハー・レベルのノイズ・マップを用
いて）であり、ここに記載される如く使用可能である。
【０１７９】
　幾つかの実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエハー上
に形成されたダイのノイズ・マップを生成することを含み、本方法は、パターン化された
ウエハー上のダイの全てのノイズ・マップより合成物のノイズ・マップを生成し、合成物
のノイズ・マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ・マップに比較することを含む。
このようにして、本方法は、「フル」ウエハーのノイズ・マップからの複数のダイのノイ
ズ・マップの合成物を経てダイのノイズ・マップを生成することを含み得る。従って、生
成ステップは、試験下にあるウエハーに関するダイのノイズ・マップの合成物を生成する
ことを含み得る。合成物のノイズ・マップに比較されるダイの一つまたは複数の他のノイ
ズ・マップは、また複数のダイのノイズ・マップの合成物で有り得る。このようにして、
上に記載される比較ステップは、合成物-合成物比較で有り得る。或いは、一つまたは複
数の他のノイズ・マップは、単一のウエハー上の単一のダイに関して、またはここに記載
される任意の他のレファレンスに生成されるノイズ・マップで有り得る。試験下にあるウ
エハーに関するダイのノイズ・マップの合成物を、ダイの一つまたは複数の他のノイズ・
マップに比較することは、ここに記載される任意の理由（例えば、ダイ・レベルの欠陥、
及び/または、パターン特徴を検出するために）のために実施可能である。
【０１８０】
　一実施態様に於いて、パターン化されたウエハーは、テスト・パターン化されたウエハ
ーを含む。係る一実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエ
ハー上にダイのノイズ・マップを生成することを含む。ダイのノイズ・マップは、ここに
記載される如く生成可能である。係る幾つかの実施態様に於いて、本方法は、フル・パタ
ーン化されたウエハーのノイズ・マップより複数のダイのノイズ・マップの合成物のノイ
ズ・マップを生成し、テスト・パターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイズ・
マップへの比較のためのゴールデン・ノイズ・マップとしてノイズ・マップの合成物を保
存することを含む。このようにして、本方法は、フル・ウエハーのノイズ・マップからの
複数のダイのノイズ・マップの合成物を経てダイのノイズ・マップを生成することを含み
得る。次に、ゴールデン・ダイのノイズ・マップは、現行のウエハーまたは任意の他のウ
エハーに比較するために、保存可能である。例えば、複数のダイのノイズ・マップの合成
物のノイズ・マップは、パターン化されたウエハーに関して生成可能であり、そして、ウ
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エハーに関して生成された個々のダイのノイズ・マップが、ノイズ・マップの合成物に比
較され得る。このようにして、ここに更に記載される如く、任意の単一のダイのノイズ・
マップに比較して、ノイズ・マップの合成物はレファレンスとしてより適切であり得、係
るノイズ・マップの合成物は試験されているウエハーの自己レファレンスとして使用可能
である。
【０１８１】
　幾つかの実施態様に於いて、上に記載されるごとく生成された表面イメージは、ユーザ
へ表示可能である。表面イメージは、任意の適切な方法によりユーザへ表示可能である。
ユーザは、欠陥またはプロセス特徴の出現に関して表面イメージを吟味可能である。ユー
ザは、次に、特徴を引き出すために、検出アルゴリズムを調整可能である。
【０１８２】
　幾つかの実施態様に於いて、イメージを生成することは、パターン化されたウエハー上
に形成されたダイのノイズ・マップを生成することを含み、本方法は、ダイ機能領域の関
数としてノイズが表示されるように、設計情報と共にノイズ・マップを重ね合わせて表示
することを含む。例えば、ノイズ・マップは、ダイ機能領域の関数としてノイズを見るた
めに、GDSII設計情報またはここに記載される任意の他の設計情報と共に重ね合わせて表
示可能である。設計情報は、ダイのノイズ・マップを用いて重ね合わされるために、設計
情報ならびにダイのノイズ・マップは、オーバーレイに関して比較的容易に互いに配列可
能である。ダイのノイズ・マップを用いて重ね合わされる設計情報は、任意の適切な方法
（例えば、異なるダイの機能領域に関するインジケーターを用いて、ダイ設計などに関す
る任意の他の情報に関するインジケーターなど、またはそれら幾つかの組み合わせ）によ
り表示可能である。設計情報が重ね合わされたノイズ・マップは、任意の適切な方法で（
例えば、任意の適切なユーザ・インターフェイスならびに任意の適切な表示デバイスを用
いて）表示可能である。
【０１８３】
　追加の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化
されたウエハーの表面のノイズ・マップを含み、本方法は、上に重ねられた検査システム
により決定される一つまたは複数の属性と共にノイズ・マップを表示することを含む。例
えば、本方法は、ウエハーのノイズ・マップの表示を検査システム上で生成される他の属
性と組み合わせることを含み得る。ウエハーのノイズ・マップと他の属性は、任意の適切
な表示デバイス上の同じユーザ・インターフェイス画面内で互いに重ね合わせることが可
能である。ノイズ・マップと共に重ね合わされた一つまたは複数の属性は、ウエハー位置
へのあるレファレンスと共に検査システムにより決定される任意の属性を含み得る。この
ようにして、ノイズ・マップと属性は、ノイズ・マップと属性に対応する位置または座標
に基づき、容易に高いに重ね合わせることが可能である。検査システムにより決定される
一つまたは複数の属性は、パターン化されたウエハーで検出される欠陥（例えば、光点欠
陥）の一つまたは複数の属性、検査システムにより決定されるウエハーの一つまたは複数
の属性、検査システムにより実施される検査の一つまたは複数の属性などを含み得る。例
えば、属性は、欠陥マップ、ケア領域境界、ダイ境界、帯状物境界、検査領域境界、イメ
ージ強度などを含み得る。従って、属性が上に重ね合わされたノイズ・マップを表示する
ことは、異なるケア領域により示されるノイズ、ウエハー上の異なる位置に於いて同じケ
ア領域により示されるノイズ、個々の欠陥とノイズの間の任意の相関、ウエハー上の異な
る位置に於いてダイにより示されるノイズなどの重要な情報をユーザへ供給可能である。
【０１８４】
　更なる実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面のイメージは、パターン化
されたウエハーの表面のノイズ・マップを含み、本方法は、ノイズ・マップと、検査シス
テムにより決定された一つまたは複数の属性を同時に表示することを含む。例えば、本方
法は、ウエハーのノイズ・マップ表示を、検査システム上で生成された他の属性と組み合
わせることが可能である。ウエハーのノイズ・マップならびに他の属性は、同じユーザ・
インターフェイス画面内で同時に（例えば、隣り合わせて）表示可能である。ユーザ・イ
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ンターフェイスとユーザ・インターフェイスが表示される表示デバイスは任意の適切な設
定を有することが可能である。このようにして、ウエハーのノイズ・マップならびに他の
属性は、上に記載される如くマップと属性を重ね合わせることなく、別々に、そして同時
に表示可能である。属性は、欠陥マップ、ケア領域境界、ダイ境界、帯状物境界、検査領
域境界、イメージ強度などを含み得る。このようにしてノイズ・マップと一つまたは複数
の属性を表示することは、また、上に記載される任意の情報を含む重要な情報をユーザへ
提供可能である。更に、上に記載される一つまたは複数の属性は、ノイズ・マップに重ね
合わせることが可能であり、上に記載される一つまたは複数の属性は、重ね合わされたノ
イズ・マップとは別個（例えば、隣り合わせて）に表示可能である。このようにして、本
方法は、異なる属性を表示することを含むことが可能であり、ここで属性の少なくとも一
つは、ノイズ・マップと重ね合わされ、ここで属性の少なくとも一つは、ノイズ・マップ
と同時に重ね合わされない場合がある。
【０１８５】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出に関する閾値をイメージに適用するこ
と無しに、欠陥特徴がイメージ内に存在するかを決定することを含む。例えば、ここに記
載される如く生成されるイメージは、検出アルゴリズムに依存しない。換言すれば、ここ
に記載されるイメージは、検査システムの取得された出力に欠陥検出アルゴリズムを適用
することに生成されるものではない。従って、ここに記載される実施態様は、欠陥を二元
イメージへ閾値化するためのアルゴリズムを適用することなく、欠陥特徴探査に関する表
面イメージを使用可能である。欠陥特徴は、ここに記載される任意の特徴を含む任意の適
切な欠陥特徴を含み得る。イメージ内に欠陥特徴が存在するかを決定することは、欠陥特
徴を同定すること無しに実施可能である。換言すれば、欠陥特徴の存在を決定することは
、欠陥特徴に対応する欠陥が公知であるかによらず、単純に、欠陥特徴がイメージ内に存
在するかを決定することを含む。同様にして、幾つかの実施態様に於いて、本方法は、欠
陥検出に関する閾値をイメージに適用すること無しに、イメージ内にプロセス特徴が存在
するかを決定することを含む。プロセス特徴は、特徴に対応するプロセスに依存して変化
し得る、ここに更に記載される任意の特徴を含む任意の適切なプロセス特徴で有り得る。
本プロセスは、ウエハー上で実施可能な任意のプロセスを含み得る。
【０１８６】
　他の実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出アルゴリズムを調整することなく、イメー
ジ内に欠陥特徴が存在するかを決定することを含む。例えば、上に記載される如く、表面
イメージはウエハーからの応答強度のグレー・スケール・イメージであり得るため、本方
法は、欠陥検出アルゴリズムを調整することなく、ここに記載される如く生成されたイメ
ージを探索することを含み得る。更に、ここに記載される実施態様は、むき出しの表面の
測定の代替となり得るパターン・ノイズのより優れた抑制を使用可能である。従って、欠
陥特徴を同定するためにアルゴリズムを調整することは要求されない。対照的に、特徴を
構成する欠陥をアルゴリズムが見出すことができない場合、特徴は往々にして見逃される
。このように、特徴は見逃される場合がある。しかしながら、ここに記載される方法は、
見逃されていたであろう特徴を見出すために欠陥特徴探索を実施可能である。
【０１８７】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、イメージ内に欠陥特徴が存在するかを決定する
ためにSSAをイメージに適用することを含む。例えば、SSAアルゴリズムは、特徴警告をフ
ラッグするためにパターン化されたウエハーの表面イメージに適用可能である。SSAは、
ここに更に記載される如く実施可能である。
【０１８８】
　一実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく
、イメージ内に存在する欠陥特徴を同定することを含む。例えば、上に記載される如く生
成されるイメージは、欠陥検出アルゴリズムに依存しない。換言すれば、ここに記載され
るイメージは、検査システムの取得された出力へ欠陥検出アルゴリズムを適用することに
より生成されない。従って、ここに記載される実施態様は、欠陥を二元イメージへ閾値化
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するためのアルゴリズムを適用することなく、欠陥特徴同定に関する表面イメージを使用
可能である。更に、ここに記載される実施態様は、見逃されていたであろう特徴を見出す
ために欠陥特徴同定を実施するために使用可能である。追加の実施態様に於いて、本方法
は、欠陥検出に関する閾値をイメージに適用すること無しに、イメージ内に存在するプロ
セス特徴を同定することを含む。このようにして、ここに記載される実施態様は、光学パ
ターン抑制フィルター（フーリエ・フィルター）を経て、パターン化されたウエハー上の
プロセス特徴と欠陥特徴を同定するために使用可能である。プロセス特徴と欠陥特徴は、
ここに記載される任意の特徴を含み得る。
【０１８９】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、選択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可
能なように、取得ステップに関して使用されるべき検査システムの光学モードを決定する
ことを含む。他の実施態様に於いて、本方法は、欠陥検出アルゴリズムを調整することな
く、選択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可能なように、取得ステップに関して使
用されるべき検査システムの光学モードを決定することを含む。たとえば、本方法は、対
象となる特定の欠陥に集中すること無しに、ウエハーの欠陥特徴を強調する最適な光学モ
ードを決定するために、ここに記載される如く生成されたイメージを使用することを含み
得る。このようにして、ここに記載される表面イメージは、対象となる特定の欠陥を強調
するために最適な光学モードを選択するために使用可能である。更に、欠陥検出アルゴリ
ズムの使用無しにイメージは生成されるため、欠陥検出アルゴリズムを調整することなく
、取得ステップの光学モードが選択可能である。従って、モードの選択は、欠陥検出アル
ゴリズムを調整することなく、上に記載される如く実施可能であり、それ故、設定に要す
る時間を低減する。光学モードは、任意の適切な検査システムの任意の適切な光学モード
を含み得る。
【０１９０】
　一実施態様に於いて、本方法は、選択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可能なよ
うに、検出システムの複数の光学モードを用いて取得ステップを実施すること、複数の光
学モードを用いて取得された出力を用いてパターン化されたウエハーの表面の複数のイメ
ージを生成すること、そして取得ステップで使用されるべき検査システムの光学モードを
決定するために複数のイメージを使用することを含む。複数の光学モードは、検査システ
ムの利用可能な個々の光学モード、または検査に利用可能な全ての光学モードからのサブ
セットのみ（例えば、パターン化されたウエハーに適切である公知の光学モードのみ）を
含み得る。このようにして、表面イメージは、検査システム個々の光学モードに関してこ
こに記載される如く生成可能であり、個々のモードに関する表面イメージは、欠陥検出ア
ルゴリズムを調整することなく取得可能である。換言すれば、ここに記載されるイメージ
は、欠陥検出アルゴリズムを検査システムにより取得される出力へ適用することなく生成
されるために、表面イメージを生成するために欠陥検出アルゴリズムを調整する必要が無
く、従って、イメージ内の欠陥特徴の検出に関して最適な光学モードを決定するために欠
陥検出アルゴリズムを調整する必要が無い。
【０１９１】
　また表面イメージは、それぞれの光学モードに関して生成可能であり、ユーザ・インタ
ーフェイスのイメージ・ギャラリー内でユーザへ表示される。表面イメージは、任意の適
切な方法でユーザへ表示可能である。イメージ・メトリクスは、特徴を引き出すか抑制す
るための最適モードを同定するために、イメージに関して決定可能である（特徴密度また
はコントラストなど）。ここに記載される幾つかの使用事例は、望ましい特徴の先立った
情報を仮定する。幾つかの事例に於いて、特徴は望ましく、イメージ内の特徴を強調する
ことが望ましい。他の事例に於いて、特徴は虚偽であり、イメージ内の特徴を抑制するこ
とが望ましい。従って、ツール・ユーザの先立った専門知識が、ここに記載される如く検
出される特徴の解釈に有益である。
【０１９２】
　一実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面イメージは、パターン化された
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ウエハーの表面のノイズ・マップを含み得る。パターン化されたウエハーの表面のノイズ
・マップは、ここに記載される任意のノイズ・マップを含むことが可能であり、ここに更
に記載される如く生成可能である。係る一実施態様に於いて、本方法は、検査システムの
複数の光学設定を用いて、取得ステップを実施することを含む。複数の光学設定は、検査
システムの少なくとも一つの光学パラメタが異なる、少なくとも二つの光学設定を含み得
る。検査システムの少なくとも一つの光学パラメタは、検査システムの任意の可変または
調整可能な光学パラメタ（例えば、波長、偏光、アパーチャー設定など）を含み得る。ま
た係る方法は、複数の光学設定を用いて取得された出力を用いて、パターン化されたウエ
ハーの表面の複数のノイズ・マップを生成することを含み得る。このようにして、本方法
は、複数のノイズ・マップを生成することを含み、前記個々のノイズ・マップは、光学設
定の一つを用いて取得された出力を用いて生成される。更に、係る方法は、複数の光学設
定の関数として、ウエハー・スケールのプロセス変動を同定するために複数のノイズ・マ
ップを使用することを含み得る。係る方法は、検査システムとパターン化されたウエハー
の組み合わせに関して、最適な光学モードを同定するために、複数の光学設定の関数とし
てウエハー・スケールのプロセス変動を使用することを含み得る。このようにして、ここ
に記載される実施態様は、検査システムの光学設定の関数として、ウエハー・スケールの
プロセス変動を記述するためにノイズ・マップを使用することを含み得る。本情報は、あ
る任意のプロセス、及び/または、ある任意のウエハー・スケールのプロセス変動に関す
る検査システムの最適な光学モードを選択または開発するために使用可能である。例えば
、ウエハー・スケールのプロセス変動の、最適なまたは最も正確な検出を提供する光学モ
ード、及び/または、設定を、最適な光学モードとして、選択または生成可能である。
【０１９３】
　他の実施態様に於いて、パターン化されたウエハーの表面イメージは、プロセスが実施
された、テスト・パターン化されたウエハーの実質的に全表面のノイズ・マップを含む。
プロセスは、リソグラフィー、エッチング、化学機械研磨（CMP）成膜、クリーニングな
どの、パターン化されたウエハー上で実施可能な任意のプロセスを含み得る。ノイズ・マ
ップは、ここに記載される任意のノイズ・マップを含むことが可能であり、ここに更に記
載される如く生成可能である。係る幾つかの実施態様に於いて、本方法は、プロセスの一
つまたは複数の異なるパラメタを用いてプロセスが実施された複数のパターン化されたウ
エハーに関する取得ステップを実施することを含む。プロセスの異なるパラメタは、変化
し得るプロセスの任意のパラメタを含み得る。例えば、異なるパターン化されたウエハー
は、リソグラフィー・プロセスの異なる焦点条件、リソグラフィー・プロセスの異なる露
光条件、異なるエッチング時間、異なるCMP研磨率、及び/または、時間、またはこれらの
任意の組み合わせを用いてプロセス可能である。また係る方法は、出力を用いて、複数の
パターン化されたウエハーの表面のノイズ・マップを生成することを含み得る。ノイズ・
マップは、テスト下にあるパターン化されたウエハーと同じタイプのノイズ・マップで有
り得る。また複数のパターン化されたウエハーに関するノイズ・マップは、テスト下にあ
るパターン化されたウエハーに関するノイズ・マップと同じように生成可能である。更に
、係る方法は、一つまたは複数の異なるパラメタの関数として、複数のパターン化された
ウエハーの表面のノイズ・マップを保存することを含み得る。このようにして、本方法は
、一つまたは複数の制御条件下で、制御の検査点からのフル・ウエハー・ノイズ・マップ
を保存することを含み得る。例えば、異なるパターン化されたウエハーに関するノイズ・
マップは、異なるパターン化されたウエハーのプロセスに使用された異なるパラメタに関
連するように保存可能である。このように、異なるノイズ・マップは、異なるパラメタに
相関づけることが可能であり、それ故、実質的に異なるノイズ・マップを異なるパラメタ
へ較正するものである。更に係る方法は、テスト・パターン化されたウエハー上で実施さ
れたプロセスの一つまたは複数の特徴を決定するために、テスト・パターン化されたウエ
ハーの実質的に全表面に関するノイズ・マップを、保存されたノイズ・マップに比較する
ことを含み得る。例えば、保存されたノイズ・マップは、プロセスの特徴を決定するため
に、現行のウエハーに関するノイズ・マップに比較可能である。決定され得るプロセスの
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特徴は、以下に限定されるものではないが、複数のプロセス・ツールのマッチング（例え
ば、複数のプロセス・ツールが同じプロセスを異なるように実施したか）、プロセス異常
のフラッグ化（または同定化）、ノイズ・マップの特徴を公知の条件下で生成されたマッ
プに相関づけることによるプロセス・メトリックス（例えば、線幅の変動、エッチング均
一性、CMP特徴など）などを含み得る。
【０１９４】
　他の実施態様に於いて、本方法は、検査システムのそれぞれの可能な光学設定を用いて
取得ステップと生成ステップを実施することにより、取得ステップに関して使用される検
査レシピの一つまたは複数の光学パラメタを調整し、それぞれのイメー内の欠陥特徴の存
在または非存在に基づき、検査レシピに関する光学設定を選択するために、それぞれの可
能な光学設定に対応するイメージを用いることを含む。このようにして、本方法は、それ
ぞれの可能な光学設定下でノイズ、及び/または、欠陥マップを取得することにより検査
レシピに関する光学設定を調整し、それぞれのノイズ、及び/または、欠陥マップ内の欠
陥特徴の存在または非存在に基づき、所望される光学設定を選択するために、これらのノ
イズ、及び/または、欠陥マップを用いることを含み得る。光学パラメタは、検査システ
ムの任意の光学パラメタ（例えば、光学システムの調整可能な光学パラメタ）を含み得る
。このようにして、ここに記載される実施態様内で選択または調整可能な検査システムと
検査レシピのパラメタは、出力を取得するために使用可能な検査システムの光学モード、
及び/または、任意の他のパラメタを含み得る。
【０１９５】
　追加の実施態様に於いて、取得ステップは、検査システムの予め設定された光学設定を
用いて実施される。係る一実施態様に於いて、本方法は、イメージ内の欠陥特徴の存在ま
たは非存在を、欠陥検出アルゴリズムの出力にマッチさせることにより、検査レシピの欠
陥検出アルゴリズムの一つまたは複数のパラメタを調整することを含む。このようにして
、本方法は、ある任意の光学設定下の欠陥特徴の存在または非存在を示す欠陥マップを用
いて、検査レシピの欠陥検出アルゴリズムのパラメタを欠陥検出アルゴリズムの出力にマ
ッチするように調整することを含み得る。従って、ここに記載される実施態様は、ここに
記載される一つまたは複数のイメージを用いて実施される欠陥検出の一つまたは複数のパ
ラメタを選択することを含み得る。更に、ここに記載される実施態様は、イメージ取得の
一つまたは複数のパラメタ（例えば、一つまたは複数の光学パラメタ）、そして欠陥検出
の一つまたは複数のパラメタを選択することを含み得る。上に記載される如く、一つまた
は複数の光学パラメタ、及び/または、欠陥検出の一つまたは複数のパラメタを選択する
ことは、欠陥、及び/または、プロセス特徴が検出され、ここに記載される如く生成され
たイメージが同定される正確さを有効に改善する。
【０１９６】
　ここに記載される実施態様は、ウエハーの表面イメージを生成し、係るイメージを用い
る他の方法とシステムに対して、幾つかの利点を有する。例えば、パターン化されたウエ
ハーに関する既存の表面イメージ方法は、ウエハーのイメージを得るために、生のイメー
ジ強度またはダイ-ダイ差分イメージ強度を用いる。更に、既存の欠陥特徴検出は、適切
な光学モード選択ならびに検出アルゴリズム・パラメタの適切な設定を要求する。更に、
既存のモード選択は、公知の欠陥信号対ノイズ（S/N）測定を使用する。検出S/Nを最大化
し、ノイズを最小化する光学モードが通常選択される。
【０１９７】
　しかしながら、係る方法とシステムは、幾つかの不都合を有する。例えば、パターン化
されたウエハー・イメージに於いて、虚偽のノイズの主要な源は、パターンの形状、配置
自身である。更に、ダイ-ダイ・イメージ差分は、パターンを抑制し、残留プロセスまた
は欠陥情報を表示する最も一般的な方法である。しかしながら、残留位置ずれノイズは、
プロセス・ノイズならびにCD変動より分離が困難である。更に、特徴検出は、欠陥パター
ン内の空間特徴に関する欠陥マップの吟味に現状では依存する。アルゴリズムが適切に調
整されていない場合、特徴は見落とされる場合が有る。アルゴリズムの調整が特徴を引き
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出すために重要であることが示されている。
【０１９８】
　上に記載される方法とシステムとは対照的に、ここに記載される実施態様は、デジタル
化に先立ち、イメージからのパターンを除去するために光学的フーリエ・フィルタリング
を用いることにより、パターン化されたウエハーの表面イメージの解釈に紛らわされるこ
となく、残留パターン・ノイズを有効に除去可能である。更に、ここに記載される実施態
様は、商業的に購入可能な検査システムに適切な改良を加えることにより実施可能である
。例えば、Puma 90xx ならびに 91xx シリーズ・ツールは、ここに記載される適用に極め
て適している。係るシステムの検査結果は、欠陥検出に関するパターンの抑制に大きく依
存するためである。
【０１９９】
　ここに更に記載される実施態様は、一般に、ウエハー特徴推論に関する方法とシステム
に関連する。上に記載される如く、パターン化されたウエハーの表面イメージは、パター
ン化されたウエハーの表面のノイズ・マップを含み得る。ノイズ・マップは、ここに記載
される任意の検査システム（例えば、BFシステム、及び/または、DFシステム）により取
得される出力を用いて、ここに記載される任意の実施態様に準じて生成可能である。係る
一実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ中に、出力が取得される以前にパターン
化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することを含
む。換言すれば、同定された特徴は、現行プロセスの特徴（生成されたイメージを用いて
監視されるプロセス）またはパターン化されたウエハーの現行の層の特徴である。パター
ン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴は、ここに更に記
載される如く同定可能である。
【０２００】
　このようにして、ここに記載される方法は、ウエハー検査システムを用いて生成された
ウエハー・ノイズ・イメージ、及び/または、マップを、実用的で製造プロセス制御信号
に関連するものに非コンボリューション化するものである。例えば、欠陥検出に伴い、ウ
エハー・スケールのイメージの生成は、その日までにウエハー上で起こった全てのプロセ
スの関数で有り得る光学信号の取得を含む。このように、イメージ、そしてそれ故、イメ
ージより抽出された特徴は、ある任意のアプリケーションに関する対象とはなり得ない、
多くの変動源からのアーチファクトを含み得る。
【０２０１】
　特徴の有用性は、それ故、プロセス変動の特定の源より信号が分離できるか否かにより
変化する。ウエハーの現行の層に関するノイズ・マップの特徴は、ここに記載される如く
他の特徴より分離可能であり、他の特徴は、ノイズ・マップ内に存在するかノイズ・マッ
プに影響を与え得る取得された出力を用いて監視されるものではなく、プロセスに起因す
る可能であるために、ここに記載される如く同定される特徴は、プロセス制御とここに記
載される他のアプリケーションに関する実用的な用途を有する。このようにして、ここに
記載される実施態様内で同定される特徴は、実用的な製造制御信号として使用可能である
。
【０２０２】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、パターン化されたウエハー上で実施された一つ
または複数の他のプロセスに対応する一つまたは複数の他の特徴に基づき、ノイズ・マッ
プ内で、出力が取得される以前にパターン化されたウエハーで実施された最後のプロセス
のみに対応する特徴を同定することを含む。このようにして、パターン化されたウエハー
で実施された最後のまたは最も新しいプロセスのみに対応する特徴は、現行のプロセス・
ステップ（例えば、監視されているプロセス・ステップ）に関連しない過去のプロセス・
レベルからの特徴を考慮することにより同定可能である。例えば、過去のプロセス、及び
/または、過去のプロセスの特徴自身に対応する特徴に関する情報は、現行プロセスに関
する任意の特徴がノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージ内に存在するかを
決定するために使用可能である。更に、過去のプロセス、及び/または、過去のプロセス
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の特徴自身に対応する特徴に関する情報は、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・
イメージ内に存在する現行のプロセス特徴より過去のプロセスの特徴を分離するために使
用可能である。
【０２０３】
　他の実施態様に於いて、本方法は、パターン化されたウエハー上で実施された一つまた
は複数の他のプロセスに対応する一つまたは複数の他の特徴をノイズ・マップより抽出す
ることにより、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパターン化されたウエハー
で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することを含む。このようにして
、本方法は、ノイズ・マップからの過去のレベルの特徴の差分または抽出を含む。例えば
、ノイズ・マップまたはウエハー・イメージ内の全ての特徴は加え合わせることが可能で
ある（または、全ての特徴の総和として、ノイズ・マップまたはウエハー・イメージ内に
現れ得る）。換言すれば、現行レベルならびに過去のレベルからの全ての特徴を、現行レ
ベルのノイズ・マップまたはウエハー・イメージ内で互いに重ね合わせることが可能であ
る。このようにして、過去のプロセスの特徴は、単純に、現行プロセスに関するノイズ・
マップより差し引くことが可能である。しかしながら、ノイズ・マップまたはウエハー・
イメージ内の全てのまたは幾つかの特徴が、現行のプロセスに関するノイズ・マップまた
はウエハー・イメージにより複雑に影響する場合、ノイズ・マップより単純に差し引くこ
とによらず、過去のプロセスの特徴を抽出可能である。係る抽出は、例えば、過去の層の
特徴上の現行の層の効果を説明するために過去の層の特徴を修正し、現行のノイズ・マッ
プ、及び/または、任意の他の適切な関数より修正された過去の層の特徴を除去すること
を含み得る。
【０２０４】
　また本方法は、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージ内に過去の層の特
徴が存在しない場合に、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージより過去の
層の特徴が誤って差し引かれたり、または抽出されることが無く、それ故、ノイズ・マッ
プ、及び/または、ウエハー・イメージの不必要な、及び/または、望ましくない修正を防
止するために、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージ内に過去の層の特徴
を探すことを含む。ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージ内で過去の層の
特徴を探すことは、過去の層の特徴の全てを探すこと、過去の層の特徴に固有の過去の層
の特徴の部分を探すこと、及び/または、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメ
ージが、過去の層の特徴の存在を示唆する一つまたは複数の特徴を有するかを決定するこ
とを実施可能である。
【０２０５】
　ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージより過去の層の特徴が抽出された
後に、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージより現行プロセスに関する特
徴が抽出可能である。現行プロセスに関する特徴は、ここに更に記載される如くノイズ・
マップ、及び/または、ウエハー・イメージより抽出可能である。
【０２０６】
　追加の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパ
ターン化されたウエハー上で実施された少なくとも一つのプロセスに対応する特徴を同定
し、前記特徴を分類することを含む。このようにして、本方法は、特徴の分類を含み得る
。特徴を分類することは、任意の適切な方法により実施可能である（例えば、特徴の一つ
または複数の特性を抽出し一つまたは複数の特性に基づいて特徴を分類することにより、
特徴を一つまたは複数の過去に分類された特徴にマッチさせることにより、空間特徴解析
により）。特徴を分類することは、ここに記載される実施態様により実施的に実施可能で
ある。特徴に割り当てられる分類は、プロセス監視、プロセス制御、根本原因解析などの
あらゆるアプリケーションで使用可能である。
【０２０７】
　更なる実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパ
ターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定し、パ
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ターン化されたウエハーまたは最後のプロセスの一つまたは複数の特徴を決定するために
、前記特徴を追加の特徴に比較することを含む。追加の特徴は保存ミディアムに保存可能
であり、保存ミディアムはここに記載される任意の保存ミディアムを含み得る。追加の特
徴は、ライブラリまたは任意の他の適切なデータ構造内に保存可能である。更に、ライブ
ラリ内に保存された追加の特徴は、パターン化されたウエハーの異なる特徴、及び/また
は、プロセスの異なる特徴に関連する場合がある。例えば、保存された特徴の一つは撓ん
だパターン化されたウエハーに関連する場合があり、保存された特徴の他の一つはある程
度焦点がぼけたリソグラフィー・プロセスに関連する場合があり、保存された特徴の別の
一つは異なる程度焦点がぼけたリソグラフィー・プロセスに関連する場合などがある。こ
のようにして、現行のプロセスに関して同定される特徴は、プロセスの監視、プロセスの
制御、プロセスの修正、ウエハーの棄却、ウエハーの再加工などに使用可能であるウエハ
ー、及び/または、プロセスに関する情報を決定するために、他の特徴に比較され得る。
【０２０８】
　追加の特徴は、パターン化されたウエハー、及び/または、プロセスの異なる特徴に様
々な異なる形態で関連する場合がある。係る一実施態様に於いて、追加の特徴は、経験的
に生成される。このようにして、追加の特徴は、一つまたは複数の経験的特徴ソース・ラ
イブラリとして保存可能である。追加の特徴を経験的に生成することは、異なるパラメタ
を有する異なるプロセスを用いてウエハーをプロセスし、異なるプロセスのそれぞれの後
に、それぞれのウエハーに関して特徴を取得することにより実施可能である。更に、追加
の特徴を経験的に生成することは、上に記載される如くウエハーをプロセスし、ウエハー
上で一つまたは複数の他の測定、及び/または、プロセス（例えば、応力測定、CD測定、
欠陥検討など）を実施することにより、特徴が、プロセスならびにそのパラメタ、及び/
または、ウエハーの一つまたは複数の特徴（例えば、撓み）に起因するかを決定すること
により実施可能である。更に、追加の特徴を経験的に生成することは、任意の他の形態で
取得可能な異なるプロセス、及び/または、ウエハーに関する経験的な知見に基づき実施
可能である。
【０２０９】
　他の係る実施態様に於いて、追加の特徴は、最後のプロセスを実施するために使用され
た一つまたは複数のプロセス・ツールのモデリングにより生成される。このようにして、
追加の特徴は、予想される特徴と共にプロセス装置モデルを用いることにより生成され得
る。一つまたは複数のプロセス・ツールをモデリングすることは、任意の適切なモデルを
用いて任意の適切な方法で実施可能である。モデリングは、一つまたは複数のプロセス・
ツールによるプロセス後に、パターン化されたウエハーの一つまたは複数の特徴をシミュ
レートするために、実施可能である。また、このようにして特徴を生成することは、検査
システムがどのようにウエハーを「見る」かをモデリングすることを含み得る。例えば、
一つまたは複数のプロセス・ツールにより生成されるウエハーの一つまたは複数のシミュ
レートされた特徴に基づいて、ウエハーに関して取得される出力をシミュレートするため
に、検査システムのモデリングを実施可能である。追加の特徴は、次に抽出可能であり、
及び/または、さもなくば、シミュレートされた出力内で同定され得る。
【０２１０】
　一実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパター
ン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定し、特徴に
基づき、最後のプロセスの一つまたは複数のパラメタがプロセス制御範囲外にあるかを決
定することを含む。このようにして、本方法は、特徴同定を含む不良診断方法を含み得る
。例えば、現行のプロセスが、プロセス制御範囲外にあるかを決定するために、ここに記
載される如く同定される任意の特徴を使用可能である。現行のプロセスが、プロセス制御
範囲外にあるかを決定することは、特徴が公知の特徴に対応するか、あるいは特徴が異常
な特徴（例えば、過去に観測されていない特徴、同じプロセス後に過去に観測されたもの
から異常な一つまたは複数の特徴を有する特徴）に対応するかを決定すること、幾つかは
制御範囲内のプロセス操作に対応し、幾つかは制御範囲外のプロセス操作に対応する上に
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記載される如き追加の特徴に特徴を比較すること、特徴の分類、または任意の他の適切な
方法を含み得る。
【０２１１】
　他の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパタ
ーン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定し、特徴
に基づき、最後のプロセスの一つまたは複数のパラメタを制御することを含む。このよう
にして、本方法は、特徴同定を含む制御方法を含み得る。より許容可能な（または特徴に
関する目標値により近い）一つまたは複数の特徴を有するプロセスにより追加のウエハー
が製造されるように、フィードバックの形態で、最後のプロセスの一つまたは複数のパラ
メタを制御することが実施可能である。更に、一つまたは複数のパラメタを制御すること
は、制御範囲外にあるプロセス、及び/または、制御範囲内にあるプロセス（例えば、目
標とするパフォーマンスよりずれつつあるが、まだ制御範囲外ではないプロセス）に関し
て実施可能である。特徴を用いて、どのパラメタが制御されるべきか、そしてどのように
パラメタが制御されるべきかを決定することは、任意の適切な方法で実施可能である。例
えば、特徴に対応するプロセスの一つまたは複数のパラメタを決定するために特徴を使用
可能であり、そして、どのパラメタが変更されるべきか、そしてどのようにそれらパラメ
タが変更されるべきかを決定するために、プロセスに関する目標または理想パラメタに、
決定された一つまたは複数のパラメタが比較され得る。
【０２１２】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、最後のプロセス以前にパターン化されたウエハ
ーに関して取得された生データならびに前記生データ内で同定された特徴に基づき、ノイ
ズ・マップ内で、出力が取得される以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後
のプロセスのみに対応する特徴を同定することを含む。生データならびに前記生データ内
で同定された特徴は、歴史的な生データならびに抽出された特徴のデータベースなどの任
意の適切な保存ミディアムに保存可能である。このようにして、本方法は、ウエハー上で
最後に実施されたプロセスに関する特徴を同定するために、歴史的なデータならびに抽出
された特徴を利用可能である。対照的に、出力を解析するための現行の方法は、試料の現
行の状態で収集されたデータに一般に制約される。しかしながら、最後のプロセス以前に
ウエハー上で実施されたプロセスは、ノイズ・マップに影響を与え得るため、現行の層に
関して特徴を同定するために、過去に取得された出力、及び/または、ウエハーに関して
決定された特徴を用いることは、最後のプロセスに対応する特徴がノイズ・マップ内で同
定され得る精度を改善し得る。例えば、試料の現行の状態より抽出された特徴が、現行の
、及び/または、最近のプロセス・ステップに帰着できると仮定した場合、誤った結論を
得る場合がある。
【０２１３】
　ここに記載される実施態様は、欠陥源解析（DSA）タイプのアプリケーションに類似の
アプリケーションに使用可能である。例えば、DSAタイプのアプリケーションは、プロセ
ス・フロー欠陥がどこに源を発するかを同定するために使用される。プロセス欠陥がどこ
に源を発するかを同定することには、二つの一般的な目的がある。例えば、プロセス中で
問題となるステップを同定するために実施されている調査に於ける根本原因解析に関して
、プロセス欠陥がどこに源を発するかを同定することが実施可能である。更に、プロセス
欠陥がどこに源を発するかを同定することは、現行のプロセス・ステップに於いて生成さ
れた欠陥のみに注目するプロセス監視に関して実施可能である。
【０２１４】
　一実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパター
ン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定し、特徴に
対応する根本原因を決定することを含む。このようにして、ウエハーのイメージ特徴は、
プロセス内である任意の特徴がどこに源を発するかを同定するための根本原因解析に使用
可能である。根本原因解析は、ここに更に記載される如く実施可能であり（例えば、現行
のプロセスに関する特徴を、特徴のライブラリに比較すること）、根本原因解析の結果は
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、ここに記載される任意のアプリケーション（例えば、プロセス制御ならびに修正）に使
用可能である。
【０２１５】
　他の実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内で、出力が取得される以前にパタ
ーン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定し、特徴
に基づきプロセスを監視することを含む。このようにして、ウエハーのイメージ特徴は、
現行レベルのプロセスに於いて生成された特徴を分離するために使用可能である。更に、
現行のプロセス特徴は、過去のプロセスの特徴より分離可能であるため、ここに記載され
る如く同定される特徴を用いて実施されるプロセス監視は極めて正確で有り得る。パター
ン化されたウエハー上で実施された任意のプロセスは、ここに記載される特徴を用いて監
視可能である。特徴は、ここに更に記載される如くプロセス監視に関して使用可能あり（
例えば、プロセスの一つまたは複数のパラメタを決定することにより、及び/または、プ
ロセスの一つまたは複数の特徴を決定することにより、プロセスを監視するために）、こ
の分野で公知の任意の適切なプロセス監視技術と共に使用可能である。
【０２１６】
　幾つかの実施態様に於いて、本方法は、出力が取得される以前にパターン化されたウエ
ハー上で実施された最後のプロセス以外のプロセスがノイズ・マップに影響を与える確率
を見積もることを含む。このようにして、本方法は、現在観測される特徴が、観測されて
いるプロセス・ステップに無関係となる確率を決定することを含み得る。現在観測される
特徴が、パターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセス以外のプロセスからの
寄与を含む可能性は、幾つかの方法により決定可能である。例えば、確率は、パターン化
されたウエハーならびに検査システムに関する情報に基づき決定可能である。係る情報は
、例えば、検査システムが作動する波長に対するパターン化されたウエハー上の最上層ま
たは下層の透明度、最上層または他の層上に形成された任意のパターン、そして検査シス
テムまたは検査モードのタイプ（例えばBFまたはDF）、入射角度、収集角度などを含み得
る。更に、また、或いは、確率は、過去の層と現行の層に対応する特徴に関する情報に基
づいて決定可能である。例えば、ウエハー上で実施された過去のプロセスに対応するノイ
ズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージ内で検出された特徴、そして現行のプロ
セスに関して予想されるまたは「通常」の特徴は、現行のプロセスに関するノイズ・マッ
プ、及び/または、ウエハー・イメージが、過去のプロセスに関する特徴からの寄与を含
むかを決定するために使用可能である。係る一例に於いて、過去のプロセスが、過去のプ
ロセスに関してノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージ内に比較的強い特徴
を生成することが知られている場合、それらプロセスに関する特徴が、現行のプロセスに
関するノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージに影響を与える確率は比較的
高いもので有り得る。
【０２１７】
　更なる実施態様に於いて、本方法は、ノイズ・マップ内の特徴を同定し、出力を取得す
るために使用された検査システムの光学に基づき、出力が取得される前にパターン化され
たウエハー上で実施される最後のプロセス以外のプロセスの特徴がノイズ・マップ内の特
徴に寄与する程度を見積もることを含む。このようにして、本方法は、過去のレベル特徴
が現在観測される特徴に寄与したかもしれない程度を見積もるために、現行ならびに過去
のレベル・イメージを取得するために使用された光学モードを（モデリングまたは経験則
より）考慮することを含み得る。例えば、特定の光学設定に対してパターン化されたウエ
ハーの幾つかの層が比較的透明であるか否かといった経験則が、現在観測されるプロセス
層特徴に過去のプロセスの特徴がどの程度寄与するかを見積もるために使用可能である。
係る一例に於いて、特定の光学設定に対してパターン化されたウエハーの現行の層が比較
的透明であることがわかっている場合、過去のプロセスの特徴が現行のプロセス特徴に影
響を与える程度は比較的高いもので有り得る。同様にして、ウエハーの現行の層が光学的
設定に対して透明な程度を決定するために、検査システム光学設定のモデリングが使用可
能である（例えば、ウエハー上で実施された現行のプロセス、及び/または、ウエハー上
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で実施された過去のプロセスに関する情報と組み合わせて）。係る一例に於いて、特定の
光学設定に対してパターン化されたウエハーの現行の層は比較的透明であるとモデリング
が予想する場合、過去のプロセスの特徴が現行のプロセス特徴に影響を与える程度は比較
的高いもので有り得る。
【０２１８】
　過去のプロセスの特徴が現行のプロセス特徴に影響を与える程度が比較的高い場合、現
行のプロセスに関する特徴は、ここに記載される任意の実施態様に準じて、過去のプロセ
スの特徴より分離可能である。対照的に、過去のプロセスの特徴が現行のプロセス特徴に
影響を与える程度が比較的低い場合、過去のプロセスの特徴にこだわらずに（ノイズ・マ
ップ、及び/または、ウエハー・イメージより過去のプロセスの特徴を抽出することなく
）、ノイズ・マップ、及び/または、ウエハー・イメージより、現行のプロセスに関する
特徴を抽出可能である。
【０２１９】
　上に記載される任意の方法は、設計情報の統合化（チップの2次元（2D）、及び/または
、3次元（3D）設計配列）、または設計情報より抽出された属性（パターン密度、配向、
密度勾配などの配列より抽出された属性）を含み得る。例えば、本方法は、ノイズ・マッ
プ内の最後のプロセスに対応する特徴を同定するために、設計情報ならびに設計情報の任
意の属性を用いることを含み得る。特に、出力が取得されるウエハーの配列に関する設計
は、ノイズ・マップに存在する特徴に影響を与える場合がある。従って、出力が取得され
るウエハーの配列に関する設計に情報は、ノイズ・マップの特徴を同定するために使用可
能である。同様にして、出力が取得されたウエハーの層に関する設計が、ウエハーの下層
に関する設計とは十分に異なる場合、ノイズ・マップが生成された層に関する設計を、ノ
イズ・マップより現行の層に関する特徴を抽出するために使用可能である。
【０２２０】
　上に記載される方法の個々の実施態様は、ここに実施される任意の他の方法の任意の他
のステップを含み得る。更に、上に記載される方法の実施態様のそれぞれは、ここに記載
される任意のシステムにより実施可能である。
【０２２１】
　ここに記載される全ての方法は、方法実施態様の一つまたは複数のステップの結果を、
記録媒体に保存することを含み得る。結果は、ここに記載される任意の結果を含むことが
可能であり、そしてこの分野で公知の任意の方法により保存可能である。記録媒体は、こ
こに記載される任意の記録媒体、または、この分野で公知の任意の他の適切な方法を含む
ことが可能である。結果が保存された後、結果は記録媒体の中でアクセス可能であり、そ
して、ここに記載される任意の方法またはシステム実施態様により使用され、ユーザへの
表示のためにフォーマットされ、他のソフトウエア・モジュール、方法、またはシステム
などにより使用され得る。例えば、ここに記載される如く一つまたは複数のイメージが生
成された後に、本方法は、前記一つまたは複数のイメージをユーザへ示すことを含み得る
。更に、結果は、「永久的に」、「半永久的に」、「一時的に」、または、ある一定期間
保存可能である。例えば、記録媒体はRAMとすることが可能であり、結果は、記録媒体中
に必ずしも永久的に保存されるものではない。
【０２２２】
　本技術関連分野に精通した者には、本発明の様々な見地の更なる変更と別の実施態様は
明らかであろう。例えば、試料の特徴を監視するための方法、キャリア・ミディア、なら
びにシステムが提供される。従って、この記載は、説明のためのみとして構築され、そし
て本発明を実施するための一般的方法を、本技術関連分野に精通した者に教示する目的に
ある。ここに示され、記載された本発明の形態は、現状で好ましい実施態様として解釈さ
れるべきであることに留意されたい。ここに示され、記載された要素と材料は置換可能で
あり、部品とプロセスは順序を入れ替えることが可能であり、本発明のいくつかの特徴は
独立して活用可能であり、本発明に記載された利点を理解した後、本技術関連分野に精通
した者には、これら全ては明らかであろう。請求項に記載される本発明の思想と見地から
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逸脱することなく、此処に記載される要素は変更可能である。
　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。

　適用例１
　検査システムを用いて、試料を検査することにより生成される出力を用いて、試料上の
個々の画素の特性を決定することと、
　個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料上の個々の領域の特徴を決定すること
と、
　個々の領域の特徴に基づき試料の特徴を監視すること、
　を含むことを特徴とする試料の特徴を監視するためのコンピュータ実施方法。

　適用例２
　個々の領域のそれぞれが、個々の画素の一つの領域よりも大きく、試料の領域よりも小
さい領域を有することを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３
　個々の領域が長方形の形状を有し、個々の領域が試料上に2次元のグリッドを形成する
ことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例４
　試料がパターン化されたウエハーを含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例５
　固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域を同定することを更に含むことを特徴
とする適用例１の方法。

　適用例６
　計測に関して固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域を選択することを更に含
むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例７
　固有な特徴を有する一つまたは複数の個々の領域に対応する試料上の一つまたは複数の
位置を決定することと、そして一つまたは複数の位置で一つまたは複数の測定を実施する
ために使用可能な一つまたは複数の位置に関する情報を生成することを更に含むことを特
徴とする適用例１の方法。

　適用例８
　試料の特徴が、個々の領域の特徴内の試料-レベルの特徴を含むことを特徴とする適用
例１の方法。

　適用例９
　試料の特徴が、個々の領域の特徴内のダイ-レベルの特徴を含むことを特徴とする適用
例１の方法。

　適用例１０
　個々の領域の特徴に基づき潜在的なプロセス問題を決定することと、潜在的なプロセス
問題を示す出力を生成することを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例１１
　前記監視の実施中に、出力を用いて試料上の欠陥を検出することを更に含むことを特徴
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とする適用例１の方法。

　適用例１２
　個々の領域のそれぞれの特徴を決定するために使用される個々の画素の特性が、個々の
領域のそれぞれの内の全ての個々の画素の特性を含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例１３
　個々の領域の特徴が、個々の領域内の個々の画素の特性の統計を含むことを特徴とする
適用例１の方法。

　適用例１４
　個々の領域の特徴が、個々の領域内の個々の画素の特性の分布を含むことを特徴とする
適用例１の方法。

　適用例１５
　個々の領域の特徴が、個々の領域内の個々の画素の特性の分布の特性を含むことを特徴
とする適用例１の方法。

　適用例１６
　個々の領域の特徴が、個々の領域内の個々の画素の特性の分布の特性、ならびに分布の
特性に対応する位置を含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例１７
　個々の領域の一部分が試料上のダイに対応し、本方法が、試料上の異なるダイに対応す
る個々の領域の異なる一部分へ、個々の領域の部分を配列させること更に含むことを特徴
とする適用例１の方法。

　適用例１８
　個々の領域の一部分が試料上のダイに対応し、本方法が、レファレンス・ダイへ、個々
の領域の部分を配列させること更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例１９
　個々の領域の異なる部分が試料上の異なるダイに対応し、本方法が、共通のレファレン
ス・グリッドへ、異なる部分を配列させること更に含むことを特徴とする適用例１の方法
。

　適用例２０
　ダイ内の同じ位置に於いて、試料上の隣接するダイ内に位置する個々の画素の特性間の
差分を含み、個々の領域の特徴が、個々の領域の範囲内で個々の画素の差分の分布を含む
ことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例２１
　個々の画素の特徴を決定することが、個々の画素に関連した設計コンテクストに基づき
個々の画素をグループへ分離し、個々の領域の特徴が、グループの特徴を含むことを特徴
とする適用例１の方法。

　適用例２２
　個々の領域の一つに亘る位置の関数として、個々の領域の一つに対応する個々の画素の
それぞれの特性を示す出力を生成することを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。
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　適用例２３
　個々の画素の特性を閾値に比較することと、閾値よりも大きな特性を有する試料上の個
々の画素ならびに閾値よりも小さな特性を有する試料上の個々の画素を示す出力を生成す
ることを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例２４
　試料の特徴が、試料に亘る位置の関数として個々の領域の特徴を含み、前記監視するこ
とが、試料とレファレンスの特徴間で類似点を決定することを含むことを特徴とする適用
例１の方法。

　適用例２５
　試料の特徴が、試料上の少なくとも一つの追加のダイに対応する個々の領域の特徴と組
み合わされた、試料上の少なくとも一つのダイに対応する個々の領域の特徴を含むことを
特徴とする適用例１の方法。

　適用例２６
　試料の特徴が、試料上の少なくとも一つの追加のダイに対応する個々の領域の特徴と組
み合わされた、試料上の少なくとも一つのダイに対応する個々の領域の特徴を含み、前記
監視することが、前記組み合わされた特徴とレファレンス間で類似点を決定することを含
むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例２７
　前記監視することが、一つまたは複数の制御限界に試料の特徴を比較することにより、
試料-試料ベースまたはロット-ロット・ベースで試料の特徴を監視することを含むことを
特徴とする適用例１の方法。

　適用例２８
　前記監視することが、一つまたは複数の制御限界に試料の特徴を比較することと、試料
の特徴が一つまたは複数の制御限界を超える試料の位置を決定することを含み、本方法が
前記位置で一つまたは複数の測定を実施するために使用可能な位置に関する情報を生成す
ることを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例２９
　試料上の複数のダイの内部で個々の画素の特性が相関しているかを決定することを更に
含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３０
　試料上で潜在的にシステマティック欠陥を誘発する機構の位置として、個々の画素の特
徴が相関づけられる試料上の複数のダイの部分を同定することを更に含むことを特徴とす
る適用例１の方法。

　適用例３１
　異なる設計コンテクストを有する試料上のダイの異なる部分を同定することと、同じ設
計コンテクストを有する異なる部分の内部で個々の画素の特性が相関しているかを決定す
ることを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３２
　異なる設計コンテクストを有する試料上のダイの異なる部分を同定することと、同じ設
計コンテクストを有する異なる部分の内部で個々の画素の特性が相関しているかを決定す
ることと、そして相関している特性を有する異なる部分を示す出力を生成することを更に
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含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３３
　前記監視することが、試料上の複数のダイの内部で個々の領域の特徴が相関しているか
を決定することを含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３４
　前記監視することが、試料上で潜在的にシステマティック欠陥を誘発する機構の位置と
して、個々の領域の特徴が相関している試料上の複数のダイの部分を同定することを含む
ことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３５
　前記監視することが、異なる設計コンテクストを有する試料上のダイの異なる部分を同
定することと、同じ設計コンテクストを有する異なる部分の内部で個々の領域の特徴が相
関しているかを決定することを含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３６
　前記監視することが、異なる設計コンテクストを有する試料上のダイの異なる部分を同
定することと、同じ設計コンテクストを有する異なる部分の内部で個々の領域の特徴が相
関しているかを決定することを含み、本方法が、相関している個々の領域の特徴を有する
異なる部分を示す出力を生成することを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３７
　試料上の複数の個々のダイを重ね合わせることと、重ね合わされたダイ・マップを表示
することを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３８
　特徴イメージのそれぞれの画素が個々の領域の選択された特徴を示す条件下で、試料の
特徴イメージを構築することを更に含むことを特徴とする適用例１の方法。

　適用例３９
　複数の特徴イメージを隣り合わせて表示することを更に含むことを特徴とする適用例３
８の方法。

　適用例４０
　欠陥のウエハー・マップ上に一つまたは複数の特徴イメージを重ね合わせて表示するこ
とを更に含むことを特徴とする適用例３８の方法。

　適用例４１
　試料の特徴を監視するための方法を実施することに関する、プロセッサ上で実施可能な
プロセス指示を含むキャリア・ミディアムであり、方法が、
　検査システムを用いて、試料を検査することにより生成される出力を用いて、試料上の
個々の画素の特性を決定することと、
　個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料上の個々の領域の特徴を決定すること
と、
　個々の領域の特徴に基づき試料の特徴を監視すること、
　を含むことを特徴とする方法。

　適用例４２
　試料を検査することにより出力を生成するように設定された検査システムと、
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　　　出力を用いて、試料上の個々の画素の特性を決定し、
　　　個々の領域内の個々の画素の特性を用いて、試料上の個々の領域の特徴を決定し、
　　　個々の領域の特徴に基づき試料の特徴を監視する、
　ように設定されたプロセッサ、
　を備えることを特徴とする試料の特徴を監視するように設定されたシステム。

　適用例４３
　パターン化されたウエハーに関する検査システムの出力を取得することと、
　出力を用いてパターン化されたウエハーの表面のイメージを生成することと、
　を含むことを特徴とするパターン化されたウエハーの表面のイメージを生成するための
コンピュータ実施方法。

　適用例４４
　前記取得することが、光学パターン抑制を用いてパターン化されたウエハーに関する検
査システムの出力を取得することを含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例４５
　前記取得することが、光学パターン抑制を用いてパターン化されたウエハーに関する検
査システムの出力を取得することを含み、光学パターン抑制がフーリエ・フィルタリング
を含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例４６
　前記取得することが、パターン化されたウエハーの実質的全表面に関する出力を取得す
ることを含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例４７
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの実質的全
表面のイメージを含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例４８
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン位置ずれノイズを実質的に有
しないことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例４９
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーからの散乱
光強度のグレー・スケール・イメージを含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例５０
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例５１
　前記生成することが、光学パターン抑制を用いて出力が取得されるパターン化されたウ
エハーの一つまたは複数の領域に関する一つまたは複数の統計を決定することを含み、前
記イメージが一つまたは複数の統計のグレー・スケール・イメージを含むことを特徴とす
る適用例４３の方法。

　適用例５２
　前記生成することが、光学パターン抑制を用いて出力が取得されるパターン化されたウ
エハーの一つまたは複数の領域を、一つまたは複数のサブ領域に分割することと、一つま



(57) JP 5662146 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

たは複数のサブ領域に関する一つまたは複数の統計を決定することを含み、イメージが一
つまたは複数の統計のグレー・スケール・イメージを含むことを特徴とする適用例４３の
方法。

　適用例５３
　前記生成することが、パターン化されたウエハーの一つまたは複数の領域が光学パター
ン抑制に不適切であるかを決定することと、一つまたは複数の領域に対応するイメージを
表面のイメージから除去することを含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例５４
　前記生成することが、光学的にパターンが抑制されたウエハーの領域またはウエハー上
のダイ内のみで一つまたは複数の統計を決定することを含むことを特徴とする適用例４３
の方法。

　適用例５５
　前記生成することが、パターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイズ・マップ
を生成することを含み、本方法が、パターン化されたウエハー上の個々のダイを容認する
か棄却するために、ノイズ・マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ・マップに比較
することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例５６
　前記生成することが、パターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイズ・マップ
を生成することを含み、本方法が、ノイズ・マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ
・マップに比較することを更に含み、一つまたは複数の他のノイズ・マップはパターン化
されたウエハー上のダイのノイズ・マップを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法
。

　適用例５７
　前記生成することが、パターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイズ・マップ
を生成することを含み、本方法が、ノイズ・マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ
・マップに比較することを更に含み、一つまたは複数の他のノイズ・マップは他のパター
ン化されたウエハー上のダイのノイズ・マップを更に含むことを特徴とする適用例４３の
方法。

　適用例５８
　前記生成することが、パターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイズ・マップ
を生成することを含み、本方法が、ノイズ・マップをダイの一つまたは複数の他のノイズ
・マップに比較することを更に含み、一つまたは複数の他のノイズ・マップはフル・パタ
ーン化されたウエハーのノイズ・マップからの複数のダイのノイズ・マップの合成物を更
に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例５９
　前記生成することが、パターン化されたウエハー上に形成されたダイのノイズ・マップ
を生成することを含み、本方法が、パターン化されたウエハー上のダイの全てのノイズ・
マップからのノイズ・マップの合成物を生成することと、ダイの一つまたは複数の他のノ
イズ・マップにノイズ・マップの合成物を比較することを更に含むことを特徴とする適用
例４３の方法。

　適用例６０
　パターン化されたウエハーがテスト・パターン化されたウエハーを含み、前記生成する
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ことがパターン化されたウエハー上に生成されたダイのノイズ・マップを生成することを
含み、本方法が、フル・パターン化されたウエハーのノイズ・マップからの複数のダイの
ノイズ・マップのノイズ・マップの合成物を生成することと、テスト・パターン化された
ウエハー上に形成されたノイズ・マップへの比較のためにゴールデン・ダイのノイズ・マ
ップとしてノイズ・マップの合成物を保存することを更に含むことを特徴とする適用例４
３の方法。

　適用例６１
　前記生成することが、パターン化されたウエハー上にダイのノイズ・マップを生成する
ことを含み、本方法が、ダイ機能性領域の関数としてノイズが表示されるように重ね合わ
された設計情報と共にノイズ・マップを表示することを更に含むことを特徴とする適用例
４３の方法。

　適用例６２
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、重ね合わされた検査システムにより決定された一つまた
は複数の属性と共にノイズ・マップを表示することを更に含むことを特徴とする適用例４
３の方法。

　適用例６３
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、重ね合わされた検査システムにより決定されたノイズ・
マップならびに検査システムより決定された一つまたは複数の属性を同時に表示すること
を更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例６４
　欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく、欠陥特徴がイメージ内に存在す
るかを決定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例６５
　欠陥検出アルゴリズムを調整することなく、欠陥特徴がイメージ内に存在するかを決定
することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例６６
　欠陥特徴がイメージ内に存在するかを決定するために、空間特徴解析をイメージに適用
することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例６７
　欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく、プロセス特徴がイメージ内に存
在するかを決定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例６８
　欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく、イメージ内に存在する欠陥特徴
を同定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例６９
　欠陥検出に関する閾値をイメージに適用することなく、イメージ内に存在するプロセス
特徴を同定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７０
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　選択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可能なように、前記取得に関して使用され
るべき検査システムの光学モードを決定することを更に含むことを特徴とする適用例４３
の方法。

　適用例７１
　欠陥検出アルゴリズムを調整することなく、選択された欠陥特徴の検出にイメージが使
用可能なように、前記取得に関して使用されるべき検査システムの光学モードを決定する
ことを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７２
　検査システムの複数の光学モードを用いて前記取得を実施することと、複数の光学モー
ドを用いて取得された出力を用いてパターン化されたウエハーの表面の複数のイメージを
生成することと、選択された欠陥特徴の検出にイメージが使用可能なように、前記取得に
関して使用されるべき検査システムの光学モードを決定するために複数のイメージを使用
することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７３
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、検査システムの複数の光学設定を用いて前記取得するこ
とを実施することと、複数の光学設定を用いて取得された出力を用いてパターン化された
ウエハーの表面の複数のノイズ・マップを生成することと、複数の光学設定の関数として
、ウエハー・スケールのプロセス変動を同定するために複数のノイズ・マップを使用する
ことと、検査システムとパターン化されたウエハーの組み合わせに関する最適な光学モー
ドを同定するために複数の光学設定の関数としてウエハー・スケールのプロセス変動を使
用することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７４
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、プロセスが実施されたテスト・パター
ン化されたウエハーの実質的全表面のノイズ・マップを含み、本方法が、一つまたは複数
の異なる変数を用いてプロセスが実施された複数のパターン化されたウエハーに関して前
記取得することを実施することと、出力を用いて複数のパターン化されたウエハーの表面
のノイズ・マップを生成することと、一つまたは複数の異なるパラメタの関数として複数
のパターン化されたウエハーの表面のノイズ・マップを保存することと、テスト・パター
ン化されたウエハー上で実施されたプロセスの一つまたは複数の特徴を決定するために、
保存されたノイズ・マップに、テスト・パターン化されたウエハーの実質的全表面に関す
るノイズ・マップを比較することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７５
　検査システムのそれぞれの可能な光学設定を用いて、前記取得することと前記生成する
ことを実施することにより前記取得するために使用される検査レシピの一つまたは複数の
光学パラメタを調整することと、それぞれのイメージ内に欠陥特徴が存在するか否かに基
づき、検査レシピに関する光学設定を選択するために、それぞれの可能な光学設定に対応
するイメージを使用することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７６
　前記取得することが、検査システムの予め設定された光学設定を用いて実施され、本方
法が、イメージ内の欠陥特徴の存在または非存在を欠陥検出アルゴリズムの出力にマッチ
ングすることにより、検査レシピの欠陥検出アルゴリズムの一つまたは複数のパラメタを
調整すること更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。
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　適用例７７
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化された
ウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することを更に含むこ
とを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７８
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、パターン化されたウエハー上で実施された一つまたは複
数の他のプロセスに対応する一つまたは複数の他の特徴に基づき、ノイズ・マップ内での
前記取得以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する
特徴を同定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例７９
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、パターン化されたウエハー上で実施された一つまたは複
数の他のプロセスに対応する一つまたは複数の特徴をノイズ・マップより抽出することに
より、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化されたウエハー上で実施された最
後のプロセスのみに対応する特徴を同定することを更に含むことを特徴とする適用例４３
の方法。

　適用例８０
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化された
ウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、特徴を分
類することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８１
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化された
ウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、パターン
化されたウエハーまたは最後のプロセスの一つまたは複数の特徴を決定するために、追加
の特徴に特徴を比較することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８２
　追加の特徴が経験的に生成されたものであることを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８３
　追加の特徴が最後のプロセスを実施するために使用された一つまたは複数のプロセス・
ツールのモデリングにより生成されたものであることを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８４
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化された
ウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、特徴に基
づき最後のプロセスの一つまたは複数のパラメタがプロセス制御範囲外にあるかを決定す
ることを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８５
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
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イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での取得以前にパターン化されたウエ
ハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、特徴に基づき
最後のプロセスの一つまたは複数のパラメタを制御することを更に含むことを特徴とする
適用例４３の方法。

　適用例８６
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、最後のプロセス以前にパターン化されたウエハーに関し
て取得された生データならびに生データ内で同定される特徴に基づき、ノイズ・マップ内
での前記取得以前にパターン化されたウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応
する特徴を同定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８７
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化された
ウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、特徴に対
応する根本原因を決定することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８８
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップ内での前記取得以前にパターン化された
ウエハー上で実施された最後のプロセスのみに対応する特徴を同定することと、特徴に基
づきプロセスを監視することを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例８９
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、前記取得以前にパターン化されたウエハー上で実施され
た最後のプロセス以外のプロセスがノイズ・マップに影響を与える確率を見積もることを
更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。

　適用例９０
　パターン化されたウエハーの表面のイメージが、パターン化されたウエハーの表面のノ
イズ・マップを含み、本方法が、ノイズ・マップを同定することと、出力を取得するため
に使用された検査システムの光学に基づき、前記取得以前にパターン化されたウエハー上
で実施された最後のプロセス以外のプロセスの特徴がノイズ・マップ内の特徴に影響を与
える確率を見積もることを更に含むことを特徴とする適用例４３の方法。
【符号の説明】
【０２２３】
10:光源
12:ビーム・スプリッター
14:対物レンズ
16:試料
18:検出器
20:対物レンズ
22:検出器
24:ステージ
26:プロセッサ
28キャリア・ミディアム
30:プログラム指示
32:イメージ・センサー
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34:帯状物イメージ
36:フレーム
38:ダイ
40:個々の画素
42:試料
44:個々の領域
46:2次元のグリッド
48:試料（ウエハー）
50:ダイ
52:フレーム
54:画素
56:試料
58:ダイ
60:フレーム
62:グループ
64:ダイ
66:ダイ
68:ダイ
70:差分イメージ
72:レファレンス・ダイ
74:データベース
76:フレーム差分ヒストグラム
78:閾値オフセット
80:ノイズ・レベル
82:差分最大値
84:特性
86:グループ特性マップ
88:グループ特性マップ
90:グループ特性マップ
92:個々の領域
94:ダイ
96:ダイ
98:ダイ・マップ
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