
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＶレーザ光を出射するＵＶレーザ光源と、該ＵＶレーザ光源から出射したＵＶレーザ
光の可干渉性を低減して試料上に照射する照射手段と、偏光の状態を制御する偏光制御手
段と、前記照射手段により可干渉性が低減され、前記偏光制御手段により偏光の状態が制
御された試料を撮像して画像信号を検出する画像検出手段と、前記画像検出手段で検出さ
れた検出画像信号に関する情報に基づいて試料に形成されたパターンの欠陥を検出する欠
陥検出手段とを備え、
　前記欠陥検出手段は、参照画像信号を記憶する記憶部と、前記画像検出手段から検出さ
れる検出画像信号の特徴量と前記記憶部に記憶された参照画像信号の特徴量との対応関係
を示す散布図を作成する散布図作成部と、該散布図作成部で作成された散布図に基づいて
画像信号の階調値を補正する階調変換部と、該階調変換部で補正された検出画像信号と参
照画像信号とを比較することにより試料に形成されたパターンの欠陥を検出する欠陥検出
部とを有することを特徴とするパターン欠陥検査装置。
【請求項２】
　ＵＶ光を出射する光源と、該光源から出射したＵＶ光の可干渉性を低減して対物レンズ
を介して試料上に照射する照射手段と、該照射手段により可干渉性が低減されて照射され
た試料を前記対物レンズを介して撮像して画像信号を検出する画像検出手段と、該画像検
出手段で検出された検出画像信号に関する情報に基づいて試料に形成されたパターンの欠
陥を検出する欠陥検出手段とを備え、
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　前記欠陥検出手段は、参照画像信号を記憶する記憶部と、前記画像検出手段から検出さ
れる検出画像信号の特徴量と前記記憶部に記憶された参照画像信号の特徴量との対応関係
を示す散布図を作成する散布図作成部と、該散布図作成部で作成された散布図に基いて画
像信号の階調値を補正する階調変換部と、該階調変換部で補正された検出画像信号と参照
画像信号とを比較することにより試料に形成されたパターンの欠陥を検出する欠陥検出部
とを有することを特徴とするパターン欠陥検査装置。
【請求項３】
　前記照射手段は、前記光を試料上に照射するための対物レンズと、前記光を前記対物レ
ンズの瞳上に集光させる集光光学系と、該集光光学系で集光した光点又は光束を前記瞳上
で走査させる光走査部とを備えて構成することを特徴とする請求項 載のパターン欠陥
検査装置。
【請求項４】
　前記光走査部は、回転運動するミラーで構成することを特徴とする請求項 記載のパタ
ーン欠陥検査装置。
【請求項５】
　前記画像検出手段は、蓄積型のイメージセンサ手段を有して構成することを特徴とする
請求項 載のパターン欠陥検査装置。
【請求項６】
　前記偏光手段は、前記ＵＶレーザ光源と前記試料上とを結ぶ光路内に配置した１／４波
長板若しくは１／２波長板と１／４波長板、並びに、前記試料と前記画像検出手段の検出
器と結ぶ光路中に配置した検光子、の何れか一方又はその両方を有することを特徴とする
請求項 記載のパターン欠陥検査装置。
【請求項７】
　前記１／２波長板若しくは１／４波長板、並びに前記検光子のうち、少なくとも一つを
回転可能な構成としたことを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査装置。
【請求項８】
　前記画像検出手段は、ＵＶ光に対して感度を有する時間遅延積分型（ＴＤＩ）のイメー
ジセンサを有することを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査装置。
【請求項９】
　前記時間遅延積分型（ＴＤＩ）のイメージセンサは、アンチブルーミングＴＤＩセンサ
であることを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査装置。
【請求項１０】
　前記時間遅延積分型（ＴＤＩ）のイメージセンサは、裏面照射型ＴＤＩセンサであるこ
とを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査装置。
【請求項１１】
　ＵＶ光を可干渉性を低減してパターンが形成された試料上に照射する照射ステップと、
該照射ステップで照射された試料を撮像して検出画像信号を得る画像検出ステップと、該
画像検出ステップで得られた検出画像信号の正常部における特徴量と参照画像信号の正常
部における特徴量との対応関係を示す散布図を作成する散布図作成ステップと、該散布図
作成ステップで作成された散布図に基いて画像信号の階調値を補正する諧調値補正ステッ
プと、該諧調値補正ステップで諧調値が補正された検出画像信号と参照画像信号とを前記
散布図作成ステップで作成された散布図から得られる判定しきい値で比較してパターンの
欠陥を検出する欠陥検出ステップとを有することを特徴とするパターン欠陥検査方法。
【請求項１２】
　前記画像検出ステップにおいて、試料を撮像して検出画像信号を得る際、偏光の状態を
制御して試料を撮像することを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査方法。
【請求項１３】
　前記照射ステップにおいて、ＵＶ光を試料に照射する際、偏光の状態を制御して照射す
ることを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査方法。
【請求項１４】
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　前記画像検出ステップにおいて、試料を撮像する際、時間遅延積分型（ＴＤＩ）イメー
ジセンサで撮像することを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査方法。
【請求項１５】
　前記画像検出ステップにおいて、試料を撮像する際、アンチブルーミング時間遅延積分
型（ＴＤＩ）イメージセンサで撮像することを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥
検査方法。
【請求項１６】
　前記画像検出ステップにおいて、試料を撮像する際、裏面照射型の時間遅延積分型（Ｔ
ＤＩ）イメージセンサで撮像することを特徴とする請求項 記載のパターン欠陥検査方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被検査パターンの欠陥（ショートや断線など）や異物を検出するパターン検査
、異物検査に係り、特に半導体ウエハや液晶ディスプレイ、ホトマスクなどの被検査パタ
ーンにおける欠陥・異物を検査する被検査パターンの欠陥検査方法及びその装置に関する
。以下、欠陥は異物を含むものとする。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の検査装置は、特開平７－３１８３２６号公報（従来技術１）に記載のよう
に、被検査パターンを移動させつつ、ラインセンサ等の撮像素子により被検査パターンの
画像を検出し、検出した画像信号と定めた時間遅らせた面俊信号の濃淡を比較することに
より .不一致を欠陥として認識するものであった。
【０００３】
また、被検査パターンの欠陥検査に関する従来技術としては、特開平８－３２０２９４号
公報（従来技術２）が知られている。この従来技術２には、メモリマット部などのパター
ン密度が高い領域と周辺回路などのパターン密度が低い領域とがチップ内に混在する半導
体ウエハなどの被検査パターンにおいて、検出した画像上での明るさの頻度分布より被検
査パターンの高密度領域と低密度領域との間での明るさ或いはコントラストが定めた関係
となるべく、前記検出された画像信号をＡ／Ｄ変換して得られるディジタル画像信号に対
して階調変換し、この階調変換された画像信号と比較する階調変化された画像信号とを位
置合わせした状態で比較を行って、微細欠陥を高精度に検査する技術が記載されている。
【０００４】
また、フォトマスクのパターンを検査する従来技術としては、特開平１０－７８６６８号
公報（従来技術３）において知られている。この従来技術３には、光源にエキシマレーザ
のようなＵＶレーザ光を用い、光路上に挿入した拡散板を回転させて可干渉性を低減させ
たＵＶ光をマスクに均一に照明し、得られるマスクの画像データから特徴量を計算して、
フォトマスクの良否を判定することが記載されている。
また、エキシマレーザを用いた投影露光装置は、特開昭５９ -２２６３１７号公報や特開
昭６２－２３１９２４号公報などにおいて知られている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
近年のＬＳＩ製造においては、ウエハ上に形成された回路パターンは、高集積化のニーズ
に対応して微細化してそのパターン幅が０．２５μｍからそれ以下になってきており、結
像光学系の解像限界に達している。このため結像光学系の高ＮＡ化や光超解像技術の適用
が進められている。
しかしながら、高ＮＡ化は、物理的に限界に達している。従って、検出に用いる波長をＵ
Ｖ光やＤＵＶ光の領域へ短波長化していくのが本質的なアプローチである。
また、高速に検査を行う必要があるため、細く絞ったレーザビームを試料上で走査する方
法は用いることはできない。逆にレーザビームを視野一杯に広げて照明を行うと、スペッ
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クルが発生し、また回路パターンのエッジ部分にリンギングと呼ばれるオーバーシュート
、アンダーシュートが発生するため、良質の画像を得ることができない。
【０００６】
本発明の目的は、上記課題を解決し、微細な回路パターンを高い分解能で高速に検出し、
欠陥を検出するパターン欠陥検査方法及びその装置を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、上記パターン欠陥検査方法及びその装置を用いて超微細な半
導体デバイスを製造することができるようにした半導体デバイスの製造方法を提供するこ
とにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を蓬成するために、本発明では、光源にＵＶ光源またはＵＶレーザ光源を用い、
光路中にＵＶ光またはＵＶレーザ光のスペックルの発生を抑制する手段を設け、可干渉性
を低減させたＵＶ光を対象物表面に照射して、対象物の像を検出するようにした。ここで
、ＵＶ光は、ＤＵＶ光も含むものとする。
このＵＶ光のスペックルの発生を抑制する手段として、本発明では１）ＵＶ光源からのＵ
Ｖ光を対物レンズの瞳上の１点、或いは複数の点に集光し、その集光点を検出器の蓄積時
間にタイミングを合わせて瞳上を走査する、２）ＵＶ光源から射出されたＵＶ光を光軸ず
らしを行った光ファイバの束に入射させ、射出した光を対物レンズの瞳上に集光する、３
）光路長をＵＶ光源の可干渉距離以上に変化させた光ファイバ群に入射させ、射出した光
を対物レンズの瞳上に集光する、４）拡散板を配置し、光軸とほぼ垂直な向きに、光束と
相対的な運動をさせる、５）それらの組み合わせにより瞳上を照明する、等の手段を設け
るようにした。
【０００８】
また、パターンコントラストを向上させるため、レーザの偏光状態が自在に制御できるこ
とに着目し、照明光の偏光の向き、楕円率を制御し、検出光の一部偏光成分を検出するこ
とを可能とした。
即ち、本発明では、上記目的を達成するために、パターン欠陥検査装置を、ＵＶ光、レー
ザ光若しくはＵＶレーザ光等を出射する光源と、この光源から出射したＵＶ光、レーザ光
若しくはＵＶレーザ光を可干渉性を低減して試料上に照射する照射手段と、この照射手段
によりレーザを照射された試料を撮像して画像信号を検出する画像検出手段と、この画像
検出手段で検出した試料の画像信号に関する情報に基いて試料に形成されたパターンの欠
陥を検出する欠陥検出手段とを備えて構成した。
【０００９】
また、本発明は、ＵＶ光を出射する光源と、該光源から出射したＵＶ光の可干渉性を低減
して対物レンズを介して試料上に照射する照射手段と、該照射手段により可干渉性が低減
されて照射された試料を前記対物レンズを介して撮像して画像信号を検出する画像検出手
段と、該画像検出手段で検出された検出画像信号に関する情報に基いて試料に形成された
パターンの欠陥を検出する欠陥検出手段とを備えたことを特徴とするパターン欠陥検査装
置である。
また、本発明では、上記パターン欠陥検査装置において、レーザ光若しくはＵＶレーザ光
の偏光の状態を制御させる偏光手段を備えたことを特徴とする。
また、本発明では、上記パターン欠陥検査装置において、画像検出手段で検出した試料の
画像信号を処理する画像処理手段を有し、直径２００ｍｍ相当のウエハを１時間あたり３
枚以上のスループットに相当する速度で処理して、試料に形成されたパターンに対し１０
０ｎｍの欠陥を含んで検出する構成とした。
また、本発明は、複数のアルゴリズムを搭載し、自動的に或いは指定によりこれらのアル
ゴリズムや判定しきい値を選択可能とした画像処理部（ＰＥ部）を複数備え、試料に形成
されたパターンの欠陥を検出することを特徴とするパターン欠陥検査装置である。
【００１０】
また、本発明では、上記目的を達成するために、パターン欠陥検査方法を、ＵＶ光若しく
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はＵＶレーザ光をパターンが形成された試料上に照射し、このＵＶ光若しくはＵＶレーザ
光が照射された試料を撮像し、この撮像して得た試料の画像信号を予め記憶した参照画像
と比較してパターンの欠陥を検出するようにした。
また、本発明では、上記パターン欠陥検査方法において、ＵＶ光若しくはＵＶレーザ光を
対物レンズの瞳上に集光して走査することによって、可干渉性を低減してスペックルの発
生を抑制するようにした。
また、本発明では、パターン欠陥検査方法を、ＵＶレーザをパターンが形成された試料上
に照射し、このＵＶレーザが照射された試料を撮像し、この撮像して得た試料の検出画像
信号の正常部の明るさと予め記憶した参照画像信号の正常部の明るさとがほぼ同じになる
ように画像信号の明るさ補正を行い、この明るさ補正を行った検出画像信号と参照画像信
号とを比較してパターンの欠陥を検出するようにした。
【００１１】
また、本発明では、パターン欠陥検査方法を、レーザ光源から出射されたレーザ光の可干
渉性を低減させ、この可干渉性を低減させたレーザ光をパターンが形成された試料の表面
に対物レンズを介して照射方向を時間的に変化させながら照射し、このレーザ光が照射さ
れた試料を撮像し、この撮像して得た試料の検出画像信号と予め記憶した参照画像信号と
を比較してパターンの欠陥を検出するようにした。
また、本発明では、試料上に形成されたパターンの欠陥を検査する方法において、試料の
表面に可干渉性を低減させたＵＶレーザ光を照射し、このＵＶレーザ光が照射された試料
の表面を撮像して画像信号を得、この画像信号を処理することにより試料上の１００ｎｍ
以下の欠陥を検出し、この検出した１００ｎｍ以下の欠陥の試料上の位置に関する情報を
出力するようにした。
【００１２】
また、本発明では、パターン欠陥検査方法において、可干渉性を低減したＵＶレーザ光を
直径２００ｍｍ相当のウエハ上に照射し、このＵＶレーザ光を照射されたウエハを撮像し
てウエハの画像を検出し、この検出したＵＶレーザ光を照射されたウエハの画像を処理し
てウエハに形成されたパターンの１００ｎｍ以下の欠陥を１時間あたり３枚以上ウエハの
スループットで検出するようにした。
また、本発明では、上記パターン欠陥検査方法において、試料には、繰り返し性を有する
パターンが形成されていることを特徴とする。
【００１３】
また、本発明では、ＵＶ光を可干渉性を低減してパターンが形成された試料上に照射し、
該照射された試料を撮像して検出画像信号を得、該得られた検出画像信号の正常部におけ
る特徴量と参照画像信号の正常部における特徴量との対応関係を示す散布図を作成し、該
作成された散布図に基いて画像信号の階調値を補正し、該補正された検出画像信号と参照
画像信号とを前記散布図から得られる判定しきい値で比較してパターンの欠陥を検出する
ことを特徴とする。
特に、散布図は、例えばコントラストに応じて複数に分解することによって、正常部にお
ける拡がり（分散）を小さくすることができ、判定しきい値を低くすることができる。
【００１４】
また、本発明では、上記パターン欠陥検査方法において、試料には、０．０７μｍ以下の
デザインルールのパターンが形成されていて、その欠陥を検査できるようにしたことを特
徴とする。即ち、０．０７μｍ以下のデザインルールのパターンを検査して半導体デバイ
スを製造することを特徴とする。
また、本発明では、検出画像信号と参照画像信号とを比較する際、試料のパターンが形成
されていない部分においても虚報が著しく低減されることを特徴とする
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明に係わる被検査パターンの欠陥検査方法及びその装置の実施例を、図面を用いて説
明する。図１は、本発明に係わる装置の一実施例を示す図である。
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ステージ２は、Ｘ，Ｙ，Ｚ，θ（回転）ステージから構成され、被検査パターンの一例で
ある半導体ウエハ（試料）１を載置するものである。
照明光源３は、例えば波長２６６ｎｍや波長３５５ｎｍのＵＶレーザ光源から構成され、
半導体ウエハ１を照明する光源である。ＵＶレーザ光源としては、固体のＹＡＧレーザを
非線形光学結晶等で波長変換して基本波の第３高調波（３５５ｎｍ）や、第４高調波（２
６６ｎｍ）を発生する装置で構成される。ＵＶレーザ光源として存在するならば１００ｎ
ｍ以下でも良く、解像度が益々向上することになる。また、レーザの発振形態は、連続発
振でも、パルス発振でも構わないが、ステージを連続走行させて被対象物１からの画像を
検出する関係で、連続発振が好ましい。
【００１６】
ビームエキスパンダ２１は、例えばＵＶレーザ光をある大きさに拡大するものである。
可干渉性低減光学系４は、照明光源３から出射されるレーザ光の可干渉性を低減するもの
である。この可干渉性低減光学系４は、時間的あるいは空間的コヒーレンスを低減するも
のであれば良い。可干渉性低減光学系４としては、例えば、照明光源３からのレーザビー
ムを対物レンズ７の瞳上を走査するための走査機構で構成することができる。
ビームスプリッタ５は、場合により偏光ビームスプリッタで構成され、ＵＶ照明光源３か
らのＵＶ照明光を反射させて対物レンズ７を通して試料（半導体ウエハ）１に対して例え
ば明視野照明を施すように構成している。ビームスプリッタ５を偏光ビームスプリッタで
構成すると、ＵＶレーザ光の偏光方向が反射面と平行な場合は反射し、垂直な場合は透過
する作用をもつ。従って、ＵＶレーザ光は、元々偏光レーザ光であるため、偏光ビームス
プリッタ５によってこのＵＶレーザ光を全反射させることが可能となる。
【００１７】
偏光素子群６は、ＵＶレーザ照明光及び反射光の偏光方向を制御して、パターンの形状、
密度差により、反射光がイメージセンサ８へ明るさむらとなって到達しないように、照明
光の偏光比率を任意に調整する機能を有するもので、例えば、１／２、１／４波長板で構
成される。そして、ビームスプリッタ５とイメージセンサ８との間の光路中に設けたミラ
ー２８、レンズ２９、および検出器３０によって、対物レンズ７の瞳面７ａの空間像を検
出されるように構成する。このように、ＣＰＵ２９０は、検出器３０から検出される瞳面
の空間像を基に、１／２波長板、および１／４波長板の各々を光軸回りに回転制御して回
転角を設定することによって、半導体ウエハ１上に形成された回路パターンから発する反
射光の偏光状態、即ち、反射光の回折光が制御されることになり、例えば、０次回折光を
減衰させ、高次回折光を殆ど減衰させることなくイメージセンサ８によって検出でき、そ
の結果パターンのコントラストが飛躍的に向上し、安定した検出感度を得ることができる
。
対物レンズ７としては、ＵＶ光若しくはＤＵＶ光が用いられるので、反射対物レンズを用
いれば、色収差の影響を小さくすることができる。
イメージセンサ８は、試料上換算で、０．０５μｍ～０．３μｍ程度の画素寸法を有し、
被検査パターンの一例である半導体ウエハ１からの反射光の明るさ（濃淡）に応じた濃淡
画像信号を出力するものである。
【００１８】
以上の構成により、照明光源３より出射されたＵＶ光（例えばＵＶレーザ光）Ｌ１は、ミ
ラー２０で反射され、ビームエキスパンダ２１で拡大され、可干渉性低減光学系４、レン
ズ２２、ビームスプリッタ５、および偏向素子群６を介して対物レンズ７に入射し、試料
（半導体ウエハ）１上に照射される。即ち、ＵＶ光Ｌ１は、レンズ２２によって対物レン
ズ７の瞳付近７ａに集光された後、試料 1の上にケーラー照明される。試料１からの反射
光は、試料１の垂直上方より対物レンズ７、偏光素子群６、ビームスプリッタ５、および
結像レンズ２３を介してイメージセンサ８で検出される。
即ち、ステージ２を走査して被検査パターンの一例である半導体ウエハ１を等速度で移動
させつつ、図示していない焦点検出系で、半導体ウエハ１の被検査面のＺ方向の位置を常
に検出し、対物レンズ７との間隔が一定になるようにステージ２をＺ方向に制御して、イ
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メージセンサ８は、半導体ウエハ１上に形成された被検査パターンの明るさ情報（濃淡画
像信号）を高精度で検出する。
信号処理回路１９は、Ａ／Ｄ変換器９、階調変換部１０、遅延メモリ１１、位置合わせ部
２８６、局所階調変換部２８７、比較部２８８、ＣＰＵ２９０、画像入力部２９２、散布
図作成部２９３、記憶装置２９１、表示手段２９４、入力手段２８９、および出力手段２
９５等で構成される。
【００１９】
Ａ／Ｄ変換器９は、イメージセンサ８から得られる濃淡画像信号８ａをディジタル画像信
号に変換して試料の画像信号を出力するものである。例えば１０ビットのものが使われる
。階調変換器１０は、Ａ／Ｄ変換器９から出力される１０ビットディジタル画像信号に対
して特開平８－３２０２９４号公報に記載されたような階調変換を施すものである。即ち
、階調変換器１０は、対数変換や指数変換、多項式変換等を施し、画像を補正するもので
あり、例えば８ビットディジタル信号で出力するように構成される。
遅延メモリ１１は、参照画像信号を記憶する記憶部であり、階調変換器１０からの出力画
像信号を繰り返される半導体ウエハを構成する１セル又は複数セルピッチまたは１チップ
または複数チップ分記憶して遅延させるものである。ここで、セルはチップ内のパターン
の繰返し単位である。
位置合わせ部２８６は、階調変換器１０から出力される階調変換が施された画像信号（試
料から得られる検出画像信号）２８５と遅延メモリ１１から得られる遅延画像信号（基準
となる参照画像信号）２８４との位置ずれ量を正規化相関によって検出して画素単位に位
置合わせを行なう部分である。
【００２０】
局所階調変換部２８７は、特徴量（明るさ、微分値、標準偏差、テクスチャ等）の異なる
信号を、該特徴量が一致するように双方若しくは一方の画像信号について階調変換する部
分である。
比較部２８８は、局所階調変換部２８７で階調変換された検出画像信号同士を比較して特
徴量の相違に基いて欠陥を検出する部分である。即ち、比較部２８８は、遅延メモリ１１
から出力されるセルピッチ等に相当する量だけ遅延した参照画像信号と検出した検出画像
信号を比較する。半導体ウエハ１上における配列データ等の座標を、キーボード、ディス
ク等から構成された入力手段２８９で入力しておくことにより、ＣＰＵ２９０は、半導体
ウエハ１上における配列データ等の座標に基づいて、欠陥検査データを作成して記憶装置
２９１に格納する。この欠陥検査データは、必要に応じてディスプレイ等の表示手段２９
４に表示することもでき、また出力手段２９５に出力することもできる。
【００２１】
なお、比較処理部２８８の詳細は、特開昭６１－２１２７０８号公報に示したもの等でよ
く、例えば画像の位置合わせ回路や、位置合わせされた画像の差画像検出回路、差画像を
２値化する不一致検出回路、２値化された出力より面積や長さ（投影長）、座標などを算
出する特徴抽出回路からなる。
画像入力部２９２は、位置合わせ部２８６で画素単位で位置合わせされた両画像を散布図
を作成するために、同期或いは非同期で入力する部分である。
散布図作成部２９３は、画像入力部２９２で入力された両画像について、カテゴリ別の検
出画像の特徴量と参照画像の特徴量との間の散布図を作成し、例えば表示手段２９４に表
示するものである。
【００２２】
これらの詳しい実施例について後で説明する。
【００２３】
次に、照明光源３について説明する。高解像化のためには短波長化を行うことが必要であ
るが、その効果が最も得られるＵＶの波長領域において高照度の照明を得ることは難しい
。ＵＶ光源としては放電ランプが優れており、特に水銀キセノンランプはＵＶ領域での輝
線が他の放電ランプと比べて強い。
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図２には水銀キセノンランプの波長に対する放射強度の一例を示したが、従来の可視光の
広い波長範囲に比べて、ＤＵＶ領域での輝線は全出力光の１～２％にすぎない（可視域で
は３０％程度ある）。また、光の放射に方向性がなく、放電ランプから出た光を試料上ま
で導ける効率は、慎重に設計した光学系の場合でも大きくはできず、ＵＶ領域での放電ラ
ンプによる照明では、高速画像検出の用途において十分な光量を確保することはできない
。
また、試料上での照度（輝度）向上をねらって大出力の放電ランプを用いても、それらは
小出力のものと比べて発光輝点のサイズが大きくなっているだけなので、輝度（単位面積
あたりの光パワー）を向上させることにはならない。従って、ＵＶ領域で有効な、高輝度
の照明を行うにはレーザを光源とするするのが適していると考えられる。
【００２４】
以上のように、ＵＶレーザ光を光源とすることには大きなメリットが存在する。本発明で
は、ＵＶレーザ光による照明を行う方法を示す。
図３には、通常の白色光で照明した場合の対物レンズ瞳と視野の照明状況を示した。図中
（ａ）に示すＡＳは瞳を、（ｂ）に示すＦＳは視野を示す。瞳ＡＳの位置では光源の像３
１が結像し、視野ＦＳの位置では視野全体３２がほぼ均一に照明される。
【００２５】
次に、図４には、ＵＶレーザ光源で照明した場合を示す。この場合、（ａ）に示す瞳ＡＳ
の位置での光源像４１は点になる。（ｂ）に示す視野ＦＳ上で４２で示す如く照明された
回路パターンは、たとえば同図（ｃ）のような断面のパターンの場合、（ｄ）のような検
出波形を持った像となる。このように回路パターンをレーザ光で照明して回路パターンの
画像を取得する場合、エッジ部分にオーバーシュート、アンダーシュートが発生したり、
スペックルが発生する。その原因は照明のσが小さいためである。このことは、対物レン
ズ７下の視野ＦＳに対して照明を様々な角度から行っていないともいうことができる。通
常の白色光の照明では、瞳ＡＳ上にある大きさを持った照明を行い、視野ＦＳに対して対
物レンズ７のＮＡ（開口数）に匹敵する角度範囲を持った方向から照明を行っている。
【００２６】
レーザ光のごとき可干渉（コヒーレンスを有する）な光では、σ（瞳上での光源の大きさ
に比例する）は０となる。これは、可干渉な光は、その光源像が点であるため、瞳上での
像が点になってしまうためである。
もちろん、図５（ａ）のごとく、別なレンズ系により広げた光束５１を対物レンズ７の瞳
７ａ（ＡＳ）上に投影することはできるが、ＵＶレーザ光にコヒーレンスがあるため、σ
＝０の位置からすべての光がでているのと同じ結果（図５（ｂ）に示す５２）を得てしま
い、問題の解決とはならない。従って、ＵＶレーザ光のコヒーレンスを低減する手段が必
要となる。コヒーレンスを低減するには、時間コヒーレンスか空間コヒーレンスかのいず
れかを低減させればよい。
【００２７】
そこで、本発明では、検査装置の対物レンズ７の瞳７ａ上に光源の像を結像し、可干渉性
低減光学系４である光変調器を構成する瞳上光走査機構（瞳上光走査光学系）として、た
とえば最初に図６（ａ）中の６１の位置を照明し、次に６２の位置を、次に６３の位置を
……というように走査し、図６（ｂ）に示す視野上を照明６５することを提案する。また
、図６（ｃ）に示すように、瞳７ａ上で渦巻き状に走査してもよい。また、図６（ｄ）に
示すように、瞳７ａ上で２次元に走査してもよい。この間、各位置でスペックルとオーバ
ーシュート、アンダーシュートの像が得られるが、得られた時刻がそれぞれ異なるために
互いに干渉性はない。従って、それらを検出器８上で加算すると、インコヒーレントな光
源によるものと同じ像を得ることになる。検出器８上で加算するためには、検出器８は、
試料上（視野上）換算で、０．０５μｍ～０．３μｍ程度の画素寸法を有し、ＣＣＤのよ
うに蓄積型の検出器（具体的にはＴＤＩセンサ）が適している。
【００２８】
即ち、蓄積型の検出器８として、１次元センサを使うことを考える。図７に示すように１
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次元センサ７１に対し、視野全面を照明しても、検出に寄与する照明は領域７２だけで、
それ以外の光パワーの大部分を占める領域７３では検出に寄与しないことになる。そこで
、照度を向上させるためには、図８に示すように１次元センサ７１に対して領域８２のよ
うに線状の照明を行うと良いことになる。（視野上でＣＣＤがＹ方向に走査することによ
り２次元画像が得られる）。この場合、瞳上で図９の９１に示すように図中Ｙ方向を長手
とする照明を行うことで、視野上にＣＣＤ７１の形に合わせた照明９２をすることができ
る。また、瞳上での走査はＸ方向に対して行う。また、その走査の周期Ｔｓは、ＣＣＤの
蓄積時間Ｔｉより短く行う。これにより画像の加算ができる。
【００２９】
しかし、この走査では瞳上Ｙ方向に最初から広がっているためにＹ方向の走査ができない
という点にある。このため、視野上でＣＣＤのＹ方向に生じる光干渉によるオーバーシュ
ート・アンダーシュートを低減することができない。逆に瞳上でのＹ方向の走査を行おう
としてＹ方向の長さを短くすると視野上でのＹ方向の幅が広がってしまい、照度が低下し
てしまうことになる。
この問題に対し、本発明では、イメージセンサ８として、図１０に示すようにＣＣＤセン
サの中でも時間遅延積分形、即ちＴＤＩ（Ｔｉｍｅ　Ｄｅｌａｙ　＆Ｉｎｔｅｇｒａｔｉ
ｏｎ）式のセンサを用いることで解決することができる。ＴＤＩセンサの場合、視野上で
Ｎ段（数十～２５６段程度）のステージと呼ばれるの受光部が並ぶため、視野上で照明さ
れるエリアの幅がＮ倍に広がっても短いＵＶスリット照明光１０２は検出に有効に利用す
ることが可能となる。
【００３０】
このため、瞳７ａ上での短いＵＶスリット光１０２のＹ方向長さは、図１０（ａ）ＣＣＤ
の場合の約１／Ｎにすることができ、瞳上光走査機構により瞳７ａ上でＸとＹの両方向に
走査できるようになる。これにより視野上でＴＤＩのＸ・Ｙの両方向に生じるオーバーシ
ュート・アンダーシュートを低減でき、良好な検出画像を得ることができる。また、瞳上
の走査周期Ｔｓは、ＴＤＩ１段の蓄積時間のＮ倍よりも短くあればよい。ただし、視野上
に生じる照度分布を考慮すると、より均一な検出のためには、ＴｓはＴｉのＮ倍の１／２
より短い方が良い。
なお、短いＵＶスリットスポット光１０２を形成するためには、図１に示すように、ビー
ムエキスパンダ２１と瞳上光走査機構４との間に、シリンドリカルレンズ、若しくは図１
２に示すシリンドリカルレンズ群（マルチＵＶスリット光）２５ａ等からなるＵＶスリッ
ト光形成光学系２５を配置すればよい。ところで、短いＵＶスリット光１０２は、多少一
方向に広がるため、多少は光干渉することになるので、瞳上光走査光学系４の後に、光変
調器である拡散板２６をおくことによって、完全に光干渉をなくすことができる。
【００３１】
また、更に、均一な照明を行なうためには、ＵＶレーザ光源３からのＵＶ光を短いＵＶス
リットスポット光１０２として、直接瞳上に集光するのではなく、図１１に示す如くシリ
ンドリカルレンズ群を有するフライアイやインテグレータ２５ｂを通してから集光すると
良い。このように、ＵＶマルチスリットスポットビームにする場合でも、瞳上光走査機構
４の後に、光変調器である拡散板２６をおくことによって、完全に光干渉をなくすことが
できる。
即ち、例えば、図１１に示すような長さのそろったガラスロッドレンズ群（フライアイレ
ンズ）により一個のＵＶレーザ光源から複数のＵＶ光源を作り出してもよい。また、図１
２に示す、ガラスロッドレンズ群よりも構成が簡単なマルチシリンドリカルレンズアレイ
を用いてもよい。マルチシリンドリカルレンズアレイの場合には、一方向のみに複数のＵ
Ｖ光源を発生するので、これを２個直交させて配置することにより２次元的に複数のＵＶ
光源を発生させることができる。またその場合、それぞれのピッチを変えることにより、
縦横で光源間ピッチの異なるＵＶ光源群を生成することもできる。
【００３２】
更に、図１３（ａ）に示すごとく、光源群２５２を対物レンズ７の瞳面７ａ上に倍率を変
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えて形成し、そして例えば同図矢印２５４のように光源群２５２を環状に回転走査させる
と、結果として図１３（ｂ）に斜線で示すような照明の瞳面上分布２４３が得られ、これ
が輪帯状照明になり検出像の解像度改善を行うことができる効果を有することになる。ま
た、上記光源群の倍率を変化させることだけで輪帯照明条件を変えられる。σ＝１とすべ
く、瞳面全面を照明することも可能である。スキャンレート１ｋＨＺのＮ段からなるＴＤ
Ｉイメージセンサを使用する場合、さらに利点があり、ガルバノミラーの基本周期は、１
ｋＨｚ／Ｎであればよく、この周期で瞳面全面の走査も可能となる。ガルバノミラーは、
数キロＨｚのものが市販されており、これとＴＤＩイメージセンサを組み合わせれば、瞳
走査を実用的な速度で実現でき、高速画像検出が可能となる。ここで、ＴＤＩイメージセ
ンサの段数（ステージ数）は、ガルバノミラーの速度に合せて、準備すればよい。また、
段数（ステージ数）可変のＴＤＩイメージセンサを用いれば、瞳走査の方法により、蓄積
時間を変更することもできる。
【００３３】
図１９には、上記レンズアレイを用いたＵＶ照明系の模式図を示す。正しくは、３次元的
に図１７のごとく表記すべきだが、それでは、ここで重要となる光の集光関係を示すこと
ができなくなるので、模式的に示した。ＵＶレーザ光源３からのＵＶ平行光束２３５をレ
ンズアレイ２５に入射し、対物レンズ７の瞳面７ａと共役な第２瞳共役面２３３上に複数
の輝点（新たな光源）を生成する。ここからは複数のＵＶ光束が出て行くが、説明のため
一個のＵＶ光束について着目し、図１９中には示してある。このあらたなＵＶ光源群から
出た光は、第２投影レンズ２３２により概略平行光束に変換され、第２走査ミラー面１９
８上に投影される。
【００３４】
ここで反射した光は、第２集光レンズ１９９により第１瞳共役面２３１を通り、第１投影
レンズ１９１０により概略平行光に変換されてもう一つの第１走査ミラー面１９５上に投
影される。そして、第１集光レンズ２２により瞳面７ａ上に集光され、対物レンズ７によ
り概略平行光に変換され、試料面１上に照明される。この方式の良い点は、生成された複
数の輝点が、入射したガウシアンビーム２３５の強度分布の対応する各々の出力を持って
いるため、それらが試料上１で重なり合い、照度分布の少ない照明が得られるという点に
ある。
【００３５】
次に、さらに、ＵＶ光による高解像度化に加え、前述したように偏向素子群６の制御によ
り、パターンのコントラストを向上する方法について説明する。
パターンコントラストを向上させるため、偏向素子群６の制御に基いて、ＵＶレーザ光の
偏光状態を自在に制御できることに着目し、照明光の偏光の向き、楕円率を制御し、イメ
ージセンサ８で検出光の一部偏光成分を検出することを可能とした。
ＵＶレーザ光による照明の特徴に単一波長であるということと、直線偏光であるというこ
とがある。このため、光路内に設けた１／２波長板と 1／４波長板等の偏光素子群６によ
り、高効率にその偏光状態を制御することができる。制御は、例えば光軸中心に１／２波
長板と 1／４波長板等を回転すればよい。照明の偏光状態によりパターンコントラストが
大きく変化するため、偏光状態を制御可能（波長板を回転させて位置決め）とすることに
より光学系の性能を向上することができる。より具体的には、１／２波長板で直線偏光の
向きを制御し、 1／４波長板で楕円率を変えることができる。
【００３６】
また、図１８に示すように、検出側に設けた検光子２４２により所望の偏光成分を抽出す
ることができ、欠陥検出に寄与しない成分、例えば０次光をより低減させ、回折光などパ
ターンエッジを含み、欠陥検出に寄与する光成分をより多く取り込むことができる。これ
により、検出感度の向上が図れる。検光子２４２も偏光状態に合わせて回転可能とすると
良い。
これらの組み合せにより、平行ニコルと直交ニコルも実現できる。勿論、円偏光状態も実
現できる。なお、これらは、照明波長自体には依存しない。また、上記概念が成立すれば
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、実現するための構成は任意のものでよい。
対物レンズ７の瞳面でパターンからの回折光を検出器３０で観察して、偏光状態を選ぶこ
とにより、高次の回折光に比べ０次光が減衰することを確認することができる。これによ
り、低周波成分を減衰させ、パターンコントラストを向上できる。勿論、対物レンズ７の
瞳と共役な位置に、空間フィルタを配置し、０次光を減衰させてもよい（空間フィルタに
より、パターンからの回折光をブロックし、異物からの散乱光をイメージセンサに導くこ
ともできる）。
【００３７】
しかしながら、偏光を制御すると、高次の回折光をより効率的に抽出できる。
発明者らの実験によると、約２０～３００％コントラストが向上することが判明している
。また、偏光素子２４１の設置位置も、所望の性能を得られる位置（例えばビームスプリ
ッタ５と１／４波長板等の偏光素子群６との間など）に設置することができる。
【００３８】
また、瞳上のＵＶスリットスポットの走査は、図６（ｂ）や（ｃ）のごとく、螺旋状走査
６６でも、テレビ状（ラスタ）走査６７でもよいし、さらにほかの走査でも良い。ただし
、走査の１単位はイメージセンサ８の蓄積時間以内に行うことが望ましい。従って、走査
をイメージセンサ８の動作と同期をとって行うと良い。例えば、図１３に示すように、対
物レンズ７の瞳７ａ上を環状に走査する場合、イメージセンサ８は蓄積時間を１ｍｓと仮
定すると、２次元に走査させるガルバノミラー１９５、１９８は、１ｋＨｚの基本周期で
駆動すればよい。さらには、ステージ２とイメージセンサ８と瞳上走査の同期をとること
が良い。この場合、ステージ２が最も慣性が大きく、従って同期に合わせることが最も困
難である。瞳上光走査光学系は、その機構の種類によっては広い周波数で同期が容易か、
或いは限定された周波数で同期が容易である。また、センサは電気回路であるため、同期
が容易である。そのため、ステージの位置から基本となる同期信号を作り、それに対して
他の二つを同期させることが容易であり、望ましい。
【００３９】
即ち、図１に示すように、同期信号発生器１６３は、ＸＹステージ２に取り付けられたリ
ニアエンコーダ等の位置検出機構（図示せず）から検出されるステージの位置を基に、セ
ンサの転送パルス等の同期信号１６４と瞳上光走査機構の同期信号１６５を発生する。
なお、瞳上光走査機構としては、Ａ／Ｏ偏向器やＥ／Ｏ偏向器等の電気信号が直接光の偏
向角に変換されるものがもっとも同期が容易である。さらに、瞳上光走査機構としては、
ガルバノミラーやポリゴンミラーといった鏡をベースにした偏向器も使用することができ
る。
以上説明したように、図６（ｂ）および図１０（ｂ）に示すＦＳのような視野全体に対す
るＵＶ光若しくはＤＵＶ光の照明６５やＴＤＩセンサの受光面に対するＵＶ光若しくはＤ
ＵＶ光の照明１０１の像を、光干渉を生じることなく得ることができる。
【００４０】
次に、このようにＵＶ光、とくにＤＵＶ光を検出できるＴＤＩセンサの実施例について説
明する。
照明光源３として、ＤＵＶレーザ光源を使用する場合は、ＤＵＶに対して感度のあるイメ
ージセンサを使用する必要がある。表面照射型イメージセンサは、入射光がゲートを通過
してＣＣＤに入るため、短波長の入射光が減衰し４００ｎｍ以下の波長に対して感度がほ
とんどなく、ＤＵＶ光の有効検出はできない。表面照射型イメージセンサでＤＵＶの感度
を得るためには、ゲートを薄くして短波長の減衰を少なくする方法がある。
他の方法としては、カバーガラスに有機薄膜コーティングを施し、ＤＵＶ光が入射される
とそれに応じて可視光を発光するようにすることで、可視光にしか感度のないイメージセ
ンサでＤＵＶ光を検出する方法がある。また、裏面照射型イメージセンサはゲート構造の
ない裏側に光が入射するので、量子効率が高く（例えば、３０％以上）ダイナミックレン
ジが大きくとれ（例えば、３０００以上）、４００ｎｍ以下の波長にも感度があり、２０
０ｎｍを切るような短波長照明に特に有利である。このようなイメージセンサの場合、い
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くつかの照明波長を用いるときも、ひとつのイメージセンサで対応可能である。
【００４１】
また、イメージセンサ８をＴＤＩ（ Time Delay Integration：時間遅延積分型）にするこ
とで、感度を大きくすることができる。さらに、アンチブルーミングの特性をもたせるこ
とで、必要以上の検出光量が得られたときに、周囲の画素に電荷があふれるという課題を
解決できる。
以上説明したように、２６６ｎｍや２４８ｎｍの波長のＤＵＶ光を用いることによって、
０．０７μｍルール以下のデバイスに対する欠陥検査を実現することができる。また、被
検査対象物としてＣｕダマシンの検査に適用することが可能となる。また、被検査対象物
として、パターンがないとろこでも、スペックが生じないので、検出画像と参照画像とを
比較しても、虚報が生じることなく、検査をすることが可能となる。
【００４２】
次に、瞳上光走査機構（瞳上光走査光学系）４の実施例について説明する。
図１６には、本発明による対物（検出／照明）レンズ７の瞳７ａ上をＵＶレーザスポット
で走査するための構成を示した。同図では、照明側の構成を示すもので、検出側の構成は
省略している。また、原理を示すために瞳上光走査機構は一次元分だけ示してある。
レーザ光源３から出たＵＶビーム（ＵＶレーザビームなので平行光である）は、ビーム成
形機構２１により必要なビーム形状に整えられ、この整えられたビームは、可干渉性低減
光学系４である光変調器を構成する瞳上光走査機構１９５で偏向される。ここでは瞳上光
走査機構１９５の実施例としてポリゴンミラーを示した。走査された平行ビームは集光レ
ンズと呼ばれるｆ－θレンズ２２で偏向角度が位置の変化に直される。従って、レンズ２
２は、走査ミラー面からレンズ２２の焦点距離だけ離間した位置に配置される。そして、
レンズ２２により、対物レンズ７の瞳面７ａ上に集光される。従って、レンズ２２と瞳面
７ａの距離もレンズ２２の焦点距離となる。このようにして、試料１上では、対物レンズ
７から出たＵＶレーザビームが平行ビームとして、角度を変えながら試料１に照明される
。
【００４３】
図１７および図１８には、瞳７ａ上を２次元にＵＶレーザビームを走査する場合を示す。
同図では、光変調器である瞳上光走査機構一実施例としてガルバノ等のプレート状のミラ
ーで図示した。また、同図中のミラー１９１１は光路を曲げるために用いるもので必須の
ものではない。従って、図１６に対して異なるのはｆ－θレンズ１９９、もう１軸の瞳上
光走査機構である走査ミラー１９８、走査ミラー１９５への入射レンズ１９１０が加わっ
た点である。なお、図１８には、ビームスプリッタ５と結像レンズ２３との間に検光子２
４２を配置して構成した。この実施例の場合、ＵＶレーザ光源３からは、ＵＶ直線偏光レ
ーザ光が出射されるものとする。従って、例えば、上記検光子２４２によって、試料から
反射してくる０次光のＵＶ照明光の直線偏光成分を遮光することが可能となる。
【００４４】
以上説明した光変調器を構成する瞳上光走査機構により、ＵＶ照明光を、図６（ａ）、（
ｃ）、（ｄ）に示すように対物レンズ７の瞳７ａ上を２次元に走査させることによって、
干渉することなく広い視野で試料１上を照明することができる。
なお、実施例における対物レンズ７のＮＡは、０．７５である。このＮＡは大きいほど、
瞳走査の効果が大きくなり、試料パターンの薄膜干渉の影響（膜厚が異なるパターンの明
るさが異なり、後述のパターン比較で正常部の差が大きくなり、微細な欠陥が検出困難に
なる。グレインやヒロックと呼ばれる微小範囲の膜厚変動でも明るさの違いは大きい）を
低減するものである。
【００４５】
また、図１８には、図１と同様に、光路中に光変調器である拡散板２６を配置した例を示
す。拡散板２６の配置位置は、対物レンズ７の瞳７ａと共役な位置である。この実施例で
は、ＵＶレーザビームが拡散板２６上で走査されるため、コヒーレンシの低減効果がより
大きくなる。勿論、空間的コヒーレンスを低減する拡散板２６を高速にＵＶレーザビーム
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の光軸と交差する方向に往復または回転運動させてもよい。特に、図１０に示すＵＶスリ
ットスポット光１０２や図１３に示すマルチＵＶスリットスポット光２５２に対して拡散
板２６を光路中に設置することは、光干渉を低減する上で、有効となる。
前記瞳７ａ上への光源像の結像は、照明光源３からのＵＶ光を集光レンズ２２により対物
レンズ７（落射照明による検出では、照明或いは照射レンズと検出レンズが兼用される）
の瞳上面７ａの集光することで行われる。ここで、光源が点光源であるＵＶレーザ光では
、回折限界まで絞られた点、スポットとなる。即ち、ＵＶレーザの全出力がこのスポット
へ集中するわけであり、その地点におけるパワーは相当な大きさになる。
【００４６】
実際の対物レンズ７は、収差を補正するために、非常に多くの枚数（多い場合には１０枚
以上）のレンズ群からなり、瞳面７ａの位置も対物レンズの設計によりレンズから離間し
た位置ばかりでなく、レンズ内部（硝材部分）やレンズ表面近傍になる場合がある。この
場合、レンズに施される（反射防止等の）コーティングが高いパワーのレーザ光にさらさ
れることによるダメージが問題となる。この理由は、本発明においては、瞳面上において
ＵＶ光スポットを形成することによる。そのため、本発明においては、試料上おいてダメ
ージを与えることはない。
【００４７】
このスポットのパワーは、トータルで同じパワーでも小さいスポットの場合にはより深刻
になる。そこで、スポットの直径から求められるスポット面積とスポットの総パワ－を用
いて定義される
平均パワー密度＝総パワー／スポット面積
により説明する。図１５にＵＶレーザビームの強度分布１８１を断面で示す。これは典型
的なレーザのビーム形状であり、中心が高く、周辺に行くに従って低くなるガウシアン分
布と呼ばれる分布をしている。徐々に低くなる分布に対してスポットの直径を定義するの
は難しいが、ここでは、中心の強度に対して１３．５％の強度になる地点１８２を直径と
した。この定義に従うと、ガウシアン分布の場合、中心部分のパワー密度は、全体の平均
パワー密度の２倍となる。
この平均パワー密度によるコーティングにダメージを与える値は、発明者による実験では
２００Ｗ／平方ｍｍである（従って中心パワー密度は４００Ｗ／平方ｍｍ）。この値を超
えないようにすれば、コーティングに損傷が発生することはない。
この問題に対し、対物レンズ７における瞳７ａの役割が大きい本発明では、瞳面の位置を
あらかじめ、レンズ硝材表面から離間した位置に設計することで問題の発生を回避するこ
とができる。離間すると、スポットは集光の状態からぼけた状態になり、直径が若干大き
くなり、平均パワー密度が低下する。その離間距離は、発明者らによる実験・検討の結果
から５ｍｍ程度以上必要なことがわかっている。
【００４８】
また、対物レンズ７の構成上十分な離間距離が取れない場合は、そのレンズのみを無コー
トとしてもいい。一部のレンズを無コートとするだけならば、対物レンズ全体の透過率へ
の影響も小さく、コーティングの耐力の問題へも対処可能だと発明者は考える。
また、ＵＶレーザ光源３としては、前述したようにステージ２を走行させてイメージセン
サ８で画像を取り込む関係で、連続発振形のレーザが適している。このように、レーザ光
源３として、連続発振形を用いることによって、ピークパワーを低めに抑えることができ
、対物レンズ７にダメージが発生することも防止することが可能となる。その理由は、パ
ルス発振形のレーザでは、平均出力は抑えられても、パルスの出力のピーク値（尖頭値）
では、非常に大きなパワーがかかることになり、この時に対物レンズ７等にダメージが発
生してしまうからである。勿論、ダメージの心配がない小出力レーザでは、パルス発振形
のレーザでもよい。
【００４９】
次に、可干渉性低減光学系４において、空間的なコヒーレンスを低減させる他の実施例に
ついて説明する。空間的なコヒーレンスを低減させるためには、ＵＶレーザの可干渉距離
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よりも長い光路差を持った光を得れば良く、より具体的には、図２０に示すようにＵＶレ
ーザの出力光を個々の長さを変えて束ねた光ファイバ１１１またはガラスロッドに対して
入射させれば、その出力光はそれぞれインコヒーレント（干渉性がない）光になる。そし
て、これらを対物レンズ７の瞳７ａと共役な位置上に配置すればオーバーシュート・アン
ダーシュート・スペックルがない画像が得られる。また、この方式では、ＵＶレーザ光源
の可干渉距離は短い方が良く、そのためには、図２０（ａ）に示すような発振波長の帯域
Δλ１が狭く、単一の縦モード（発振スペクトル）で発振するものよりは、同図（ｂ）に
示すような縦モードが複数あるΔλ２が広いものが適している。
【００５０】
また、他の空間的コヒーレンスを低減する方法としては、光ファイバに光軸をずらして入
射させたときに、射出光の横モード（空間分布、空間に対する光強度Ｉ）が変化するとい
う現象を使うものがある。通常、このようなモード変化は産業上の利用に対して不利な現
象とされ、横モードの変化の低減に努力するのが一般であるが、本実施例ではこれを逆手
に取り、図２１に示すように故意に様々な光軸ずらしをおこないファイバ１２１に入射さ
せ、様々に横モードを変化させた射出光（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）……を
作り出す。その結果、得られた射出光は互いにインコヒーレントとなるので、これらを対
物レンズ７の瞳７ａと共役な位置上に配置する。この方式の場合、複数のファイバ素線を
束ねることにより非常に多くの複数光源（瞳上の輝点）を得ることができる。
【００５１】
次に、  ＵＶレーザ光源３から２つのＵＶ光を得る実施例を図２２を用いて説明する。即
ち、本実施例は、ＵＶレーザ光源３から出射されるＵＶ射出光を、偏光ビームスプリッタ
１３１により互いに直行する偏波面を持つ２つのＵＶ光１３３／１３４に分離して２つの
ＵＶ光１３３、１３４の仮想光源を対物レンズ７の瞳７ａと共役な位置に得る方法である
。１３２は方向を変えるためのミラーである。互いに直行する偏波面を持ったＵＶ光には
可干渉性がないので、非常に簡単な構成で可干渉性のない仮想ＵＶ光源を得ることができ
る。この方式では２つの仮想ＵＶ光源しか得ることができないが、これもでに述べた方式
と合わせることにより、可干渉性のない仮想ＵＶ光源を１／２の手間で得ることができる
。
【００５２】
また、互いに独立したＵＶ光源には可干渉性がないので、図２３に示すように独立したＵ
Ｖ光源１４１、１４２、１４３、１４４……を用いて、対物レンズ７の瞳の各点を照明す
るのでもよい。また、これに前述のように、偏光ビームスプリッター１５１～１５４を組
み合わせて図２４に示したような構成にすれば、仮想ＵＶレーザ光源の数を１／２にでき
、価格を抑えることができる。
以上、ＵＶレーザ光のコヒーレンスを低減させ、それにより対物レンズ７の瞳７ａ上の複
数の点を照明し、対物レンズ７で集光して像を得る実施例を複数示したが、これらは互い
に組み合わせることもでき、また、これらと同等の低減方法を用いるものであっても良い
。
さらに、上記実施例のごとく、光路の一部に振動（或いは揺動）するミラー等により照明
光路を一部変化させてＵＶレーザ照明を行い、さらにそれらの光路の照明による画像を時
間的に蓄積して画像の検出を行う場合には、時間的コヒーレンス低減作用がその過程に含
まれるので、空間的コヒーレンス性に関しては上記ほど厳密に低減させる必要がない。
次に、信号処理回路１９の実施例について説明する。検査対象１は繰り返しパターンを有
しているので、検査は隣のパターンとの比較を行うことで欠陥候補点を抽出する。イメー
ジセンサ８からの出力信号をＡ／Ｄ変換器９でデジタル信号に変換する。比較対象の参照
用画像を作成するために、遅延メモリ（記憶部）１１では、繰り返される１チップ若しく
は複数チップのピッチ分、またはセル領域については繰り返される１セルまたは複数セル
のピッチ分に相当するずれ量だけ遅延させるようにする。これにより、遅延メモリ１１の
出力は検査画像を繰り返されるピッチ分ずらした画像となる。
【００５３】
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比較処理部２８８における比較部２８８ａでは、局所階調変換部２８７で局所的に階調変
換された検出画像と参照画像との２枚の画像を比較して対応する画素値の差（差画像）を
求める。そして、比較部２８８ａは、この求めた差画像を欠陥検出用の判定しきい値で判
定して、欠陥候補点を抽出する。欠陥候補の判定は、あらかじめ設定されたしきい値、ま
たは被検査画像の明るさ等から求めた判定しきい値を用いて上記差画像の全体に対して行
なう。別の判定方法としては、画像の各座標毎、または明るさ毎に判定しきい値を算出し
、画像の各点において別の判定しきい値を持って判定するものが考えられる。
【００５４】
欠陥候補を示す２値化画像は、虚報も含まれているので、できるだけ欠陥のみを抽出する
ために、特徴量抽出部２８８ｂにおいて、検出された欠陥候補点の検出画像から特徴量を
抽出し、欠陥をみつける。特徴量抽出部２８８ｂは、欠陥候補点の、面積、座標、投影長
等の特徴量を算出し、この算出された特徴量から欠陥候補点が欠陥か虚報かを判断して、
欠陥２８８ｃを検出する。
次に、比較する２枚の画像の処理について説明する。特に、ここでは、明るさが異なる２
枚の画像を比較するため、局所階調変換部２８７において、積極的に特徴量の一つである
明るさの補正を一方の検出画像に対して実施する。
ＵＶ若しくはＤＵＶに対して感度を有するイメージセンサ８は、被検査パターンである半
導体ウエハ１からの反射光の明るさ、すなわち濃淡に応じた濃淡画像信号を出力するもの
であるため、Ａ／Ｄ変換器９からはこの濃淡画像信号をディジタル画像信号にされたもの
が出力されることになる。
【００５５】
位置合わせ部２８６は、階調変換部１０から得られる検出画像と遅延メモリ１１から得ら
れる参照画像とを正規化相関に基づく画素単位で位置合わせするものである。なお、正規
化したのは、位置合せすべき画像間の明るさの違いの影響を軽減するためである。
即ち、位置合わせ部２８６は、検出画像ｆ（ｘ ,ｙ）に対して記憶画像（参照画像）ｇ（
ｘ ,ｙ）を移動し、相関値Ｒ（Δｘ ,Δｙ）が最大となる位置（Δｘ ,Δｙ）を次に示す（
数１）～（数５）式により求める（Δｘ ,Δｙ：整数）。
【００５６】
【数１】
　
　
　
　
　
【００５７】
【数２】
　
　
　
　
【００５８】
【数３】
　
　
　
　
　
【００５９】
【数４】
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【００６０】
【数５】
　
　
　
　
【００６１】
ここで、画像は、イメージセンサ８により連続的に検出されるが、画像を小領域ごとに分
割し、この単位で位置合わせを行う。上式では、検出画像はＸ×Ｙ画素の寸法である。小
領域への分割は、画像がもっている歪みに対応するためである。
即ち、小領域内では画像歪みはほとんど無視できるレベルになるよう、その大きさを決め
る。
なお、図示していないが、画像の位置ずれを求める上記した正規化相関は、すべての画像
を相手にして行う必要はなく、例えば画像をイメージセンサの長手方向にＫ分割し、分割
した各小画像（Ｘ／Ｋ×Ｙ画素の大きさ）のうち、情報がある小画像について、行っても
よい。情報があるかどうかの判断は、例えば各小画像を微分し、エッジの有無を検出し、
エッジが多い小画像を選ぶ。たとえば、イメージセンサ８がマルチタップ構成の並列出力
可能なリニアイメージセンサの場合、各タップ出力画像が、小画像に相当する。この考え
方は、並列出力される画像は、位置ずれが等しいということに基いている。さらには、分
割した各小領域で独立に、正規化相関を求め、最大となる領域について求められた位置ず
れ量を採用してもよい。なお、ここで用いるイメージセンサ８は、上記した、ＵＶ若しく
はＤＵＶに対して感度のある並列出力型の時間遅延積分型ＴＤＩ　ＣＣＤイメージセンサ
であってもよい。
【００６２】
局所階調変換部２８７は、明るさの異なる検出画像信号ｆ（ｘ，ｙ）と参照画像信号ｇ（
ｘ，ｙ）とを、正常部の明るさに一致させるべく、双方若しくは一方の画像信号の階調を
変換する部分である。ここでは、次に示す（数６）～（数９）式に基いて、個々の画素（
ｘ，ｙ）毎にゲインａ（ｘ，ｙ）とオフセットｂ（ｘ，ｙ）により線形変換を実施して、
正常部の明るさに一致させる。
【００６３】
【数６】
　
　
　
　
　
【００６４】
【数７】
　
　
　
　
【００６５】
【数８】
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【００６６】
【数９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６７】
そして、比較処理部２８８は、局所階調変換して得られた検出画像信号と参照画像信号と
を比較し、不一致を欠陥若しくは欠陥候補として検出するものである。
【００６８】
ここで、画像信号の階調変換は、後述の図２７および図２８に示す散布図に基いて行なっ
てもよい。散布図上で、頻度が大となるデータを直線近似し、その傾きと切片が、上記式
ａ（ｘ，ｙ）、ｂ（ｘ，ｙ）に相当する。図２８の例では、散布図上で、各着目点を中心
とするエリアの近似直線を求め、ゲインａ（ｘ， y）とオフセット b（ｘ，ｙ）を算出して
いる。
また、散布図全体で直線近似するのであるが、局所的な領域における検出画像のコントラ
ストの値や分散値などに応じて、複数枚の散布図を作成し、それぞれの散布図上のデータ
を直線近似してもよい。即ち、例えば、散布図作成部２９３の内部に備えられたレンジフ
ィルタ（ｒａｎｇｅ　ｆｉｌｔｅｒ）は、検出画像から順次切出される注目画素における
近傍領域での明るさの最大値と最小値の差（コントラストというカテゴリの値）を算出し
て出力すると共に、上記注目画素におけるコントラストの値を順次ＣＰＵ２９０に提供し
て内部メモリに記憶する。なお、上記コントラスト検出としては、レンジフィルタ以外に
Ｓ／Ｎに応じてパーセンタイルフィルタを用いることができる。
【００６９】
従って、散布図作成部２９３は、パイプライン画像処理により、画像入力部２９２から入
力される所定の領域の２つの画像を基に、図２９に示すような、コントラストの値毎の散
布図を作成し、ＣＰＵ２９０に提供することができることになる。このように、コントラ
ストの値に応じて散布図を分解することによって、各散布図上のデータの拡がりを抑える
ことができ、その結果判定しきい値を小さくすることができる。後述する図３２の場合に
見られるように、多くの場合、その理由は、コントラストが大きいほど、分散が小さくな
っていることを見出したことにある。
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そして、ＣＰＵ２９０は、図３０に示すように、各散布図において、傾き４５度の直線に
平行なセグメント（濃淡差のカテゴリ）にデータを分割し、この分割された各データの近
傍の正常カテゴリ（発生頻度が最も多い塊）を用いて直線近似を行なう。即ち、ＣＰＵ２
９０は、図３１に示す如く、各散布図の着目画素において、濃淡差カテゴリを対象に、「
最近傍決定則」に従い、近傍の多数派（正常）カテゴリ群のデータを用いて近似直線を決
定する。
【００７０】
なお、コントラストの値や分散の値、また濃淡差の値の分割方法は、実験により予め決め
る。ところで、散布図作成部２９３において、図３２に示す如く、決められたコントラス
トの値と濃淡差の値との間の分類カテゴリにおける発生する頻度を算出し、それをＣＰＵ
２９０が表示手段２９４に表示することによって、感度の早見を可能とする。特に、図３
２から、コントラストが大きいほど分散が小さくなっていて、判定しきい値を小さくでき
ることが判明できる。このように、カテゴリ情報は、図３２に示す如く、表示手段２９４
の画面上にマッピングして表示することができる。さらに、上記散布図は、図３２に示す
コントラストの値に応じて分解されたものである。
そして、局部階調変換部２８７は、位置合わせ部２８６から得られる例えば検出画像に対
して、各画素ｆ（ｘ，ｙ）をＣＰＵ２９０から得られるコントラストの値に応じた最小自
乗近似直線（ゲイン gain（ｘ，ｙ）およびオフセット offset（ｘ，ｙ））に基いて、次の
（数１０）式により局所階調変換を施して補正された検出画像ｆ '（ｘ，ｙ）を得る。こ
のように各散布図に基いて例えば検出画像を局所階調変換（図３１に示すように、分布の
回転を行なう。）をして明るさ補正（色むら補正）をすることによって、正常部における
データの分散をより一層抑えることが可能となり、判定しきい値をより一層低くすること
が可能となり、欠陥を正常部から分離して検出できることになる。即ち、散布図分解と階
調変換とにより、正常部と欠陥との間の距離を離すことができることになる。
【００７１】
ｆ '（ｘ，ｙ）＝ｆ（ｘ，ｙ）× gain（ｘ，ｙ）＋ offset（ｘ，ｙ）（数１０）なお、 gai
n（ｘ，ｙ）は近似直線の傾きを示し、 offset（ｘ，ｙ）は近似直線の切片を示す。
その後、比較処理部２８８において、例えば、階調変換された検出画像と参照画像との差
画像を抽出し、該差画像に対して最も低い判定しきい値で判定して欠陥若しくは欠陥候補
を検出し、最後に欠陥とその特徴量が出力されるものである。
【００７２】
以上説明したように、レンジフィルタの出力によって散布図を分解し、各散布図に基いて
検出画像に対して階調変換を施して明るさ補正（色むら補正）をすることによって、正常
部のデータの拡がりを抑え、判定しきい値として最も低い下限値を設定可能にして、散布
図に埋もれた５０ｎｍ程度の超微細な欠陥を誤検出することなく検出することができる。
【００７３】
次に、位置合わせ部２８６における位置合わせと局所階調変換部２８７における明るさと
の同時補正について説明する。即ち、図３３（ａ）に示すレンジフィルタの出力（コント
ラスト）が大きい散布図データは、比較すべきパターンエッジの対応を表すことになる。
その理由は、被検査対象物上に形成されたパターンのエッジからはコントラストが大きく
検出されるからである。従って、位置合わせ部２８６における位置合わせが悪いと、上記
散布図データが図３３（ａ）に示すように、拡がることになる。そこで、ＣＰＵ２９０が
、上記散布図データの拡がりをチェックし、この拡がりが、図３３（ｂ）に示すように、
最小となる位置ずれ量を算出し、この算出された位置ずれ量を位置合わせ部２８６にフィ
ードバックしてサブピクセルマッチングを行なうことによって、位置合わせ部２８６にお
ける位置合わせ補正と前述した局所階調変換部２８７における明るさ補正とを同時に行な
うことが可能となる。その結果、明るさ補正だけよりも、分散を最小にすることができ、
判定しきい値を最小化することができ、より一層感度を向上させることができることにな
る。
【００７４】
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なお、上記位置ずれ量の算出は、分解散布図毎に行なって、統合させても良い。
【００７５】
次に、上記構成の検査装置の動作について説明する。
図１において、スペックルが生じないようにＵＶ光を照明し、ステージ２をＸ方向に走行
して被検査パターンの半導体ウエハ１の対象領域について等速度で移動させつつ、イメー
ジセンサ８により前記半導体ウエハ１上に形成された被検査パターン、すなわちチップ内
のメモリマット部及び周辺回路部の明るさ情報（濃淡画像信号）を検出する。当然、被検
査対象物１において、パターンが形成されていなくても、比較される検出画像および参照
画像にスペックルノイズが生じないので、有効である。
１列分の移動が終わると、隣の列にＹ方向に高速移動し、位置決めする。すなわち、等速
移動と高速移動を繰り返して検査を行うものである。もちろん、ステップ＆リピート型の
検査でも差し支えない。そして、Ａ／Ｄ変換器９は、イメージセンサ８の出力（濃淡画像
信号）をディジタル画像信号２８５に変換する。このディジタル画像信号２８５は１０ビ
ット構成である。勿論、６ビット程度あれば、画像処理する上では特に問題ないが、微小
欠陥を検出するにはある程度のビット数が必要である。
【００７６】
設計情報に基いて得られる半導体ウエハ１上におけるチップ内の配列データ等の座標を、
キーボード、ディスク等から構成された入力手段２８９で入力しておくことにより、ＣＰ
Ｕ２９０は、入力された半導体ウエハ１上におけるチップ内の配列データ等の座標に基い
て、欠陥検査データを作成して記憶装置２９１に格納する。欠陥検査データには後述する
欠陥の確からしさを表す欠陥信頼度も比較処理部２８８から得られる欠陥検査データに付
与して記憶装置２９１に格納する。
【００７７】
この欠陥検査データは、欠陥信頼度と併せて、必要に応じてディスプレイ等の表示手段２
９４に表示することもできるし、またプリンタ等の出力手段２９５により出力することも
できる。また、通信により、他の検査装置、光学レビュー装置、ＳＥＭ式レビュー装置、
欠陥分類装置（欠陥の特徴量に着目して欠陥カテゴリに分類する装置。ニューラルネット
ワークなどを利用したものなど様々な装置がある）などに、欠陥検査データ及び欠陥信頼
度を送ることもできる。勿論、欠陥信頼度のみを表示、出力しても構わない。
画像入力部２９２は、位置合わせ部２８６から得られる比較する検出画像と参照画像とを
入力し、散布図作成部２９３において散布図を求める。散布図の求め方を図２７に示す。
散布図は、縦軸と横軸が、比較する２枚の検出画像 f（ｘ ,ｙ）、参照画像（ｘ ,ｙ）の明
るさを示している。散布図は、比較すべき被検査パターンの検出画像と参照画像との特徴
量である明るさ以外に、図３９に示す如く、明るさの局所的な傾き（微分値）、明るさの
ばらつき（標準偏差）、テクスチャなどをそれぞれ縦軸、横軸としてもよい。
【００７８】
このように散布図は、図２７に示すように頻度を濃淡値に換算して表示する。ここでは、
頻度が０をグレーで、頻度小を白、頻度大を黒で表示した。勿論、散布図はデータの有無
のみを表示しても差し支えない。
図２６に示す如く、ＣＰＵ２９０における算出部２９０ａは、散布図作成部２９３におい
て作成された散布図を基に、散布図上の欠陥の頻度、或いは散布図上の欠陥の位置、或い
は散布図上の欠陥についての相対的な距離情報、或いはルックアップテーブル２９０ｂを
参照した情報を算出する。このように算出した情報を、欠陥信頼度として、比較処理部２
８８から得られる欠陥の情報（欠陥の座標、並びに欠陥の特徴量である欠陥面積、欠陥の
長さ、及び欠陥の明るさの差等）に添付し、記憶装置２９１に格納する。
【００７９】
ここで、散布図において頻度が大きいことは、その点が欠陥らしくないことを表している
。例えば、図２７において、散布図上の黒いデータに対応する画素は、頻度が高く、これ
らは正常部である確率が高い。一方、白いデータに対応する画素は、頻度が小さくその明
るさが小数しかないことを表しており、欠陥である頻度が高い。このように、頻度情報は
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欠陥の確からしさを表す重要なパラメータであると言える。
同様に、散布図上の位置については、比較する２枚の検出画像と参照画像とが同じ明るさ
ならば、傾き４５度の直線上に各点が分布するため、散布図上の絶対位置も重要な欠陥の
確からしさのパラメータになる。図２７において、傾き４５度の直線（図示していない）
から離れているデータに対応する画素は、頻度が小さいこともあり、欠陥である可能性が
高いことがわかる。
即ち、ＣＰＵ２９０は、散布図作成部２９３で作成された各点の特徴量（例えば明るさ、
微分値、標準偏差等）に応じて求めた散布図上において、２乗誤差が最小になる直線を求
めることによって、この直線からの距離によって欠陥信頼度の情報（欠陥の相対的な距離
）を得ることができる。即ち、図２８に示す如く、各点の特徴量に応じて散布図を求め、
各平面のデータに対して近似直線を求める。特に、頻度が欠陥の確からしさを表すパラメ
ータであるという事実を用いて、２つの比較する画像において、頻度が一定値以上の各点
に対し、定めた周囲の複数画素を用いて、重みづけされた２乗誤差が最小になる直線を求
める。エリアのサイズは散布図の頻度に応じてローカルに可変にする。可変する方法は、
頻度を入力してルックアップテーブルを参照してエリアサイズを出力する方式に柔軟性が
あり、望ましい。
【００８０】
ＣＰＵ２９０は、このようにして得られた近似直線からゲイン（近似直線の傾き）、およ
びオフセット（近似直線の切片）を求めて局所階調変換部２８７にフィードバックする。
局所階調変換部２８７は、検出画像ｆ（ｘ，ｙ）に対して、上記ゲインおよびオフセット
に基いて明るさ補正をする。次に、比較処理部２８８は、このように、明るさ補正された
検出画像と参照画像との差画像を抽出し、この抽出された差画像に対して判定しきい値で
判定して欠陥を出力するとともに、ＣＰＵ２９０は散布図における欠陥についての近似直
線からの距離を求め、この距離を欠陥の確からしさと見なして出力或いは表示するもので
ある。この距離が小さいほど、正常部に近く、大きいほど欠陥に近い。
即ち、散布図において、近似した直線から離れるに従い、頻度が小さくなっており、欠陥
の確度が高くなっていることがわかる。なお、頻度が一定値以上の各点とは、例えば、頻
度が１以下の点は、欠陥の確度が高いとして、直線近似の対象から除外するものである。
また、近似直線からの画像全体のばらつきＶｒ、Ｖｅを、例えば次の（数１１）式および
（数１２）式で求められる。ここで、近似直線をＹ＝ｍ・ f（ｘ，ｙ）＋ｎとする。ｍは
傾き、ｎは切片である。
【００８１】
【数１１】
　
　
　
　
　
　
【００８２】
【数１２】
　
　
　
　
　
【００８３】
これらばらつきの情報は、画像全体の一致度の尺度として使用可能なものである。
このように、散布図により得られる情報を用いて、検査装置が出力する不一致情報の確か
らしさを判断することができる。
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更に、入力手段２８９を用いて、例えば、差画像の絶対値に対して欠陥かどうかを判定す
る判定しきい値を入力し、この入力された判定しきい値の線分を、表示部２９４に表示さ
れた散布図上にプロットすることによって、入力した判定しきい値の妥当性を、散布図上
において判断することが可能となる。
また、表示された散布図の情報を参照して、画像に適した判定しきい値を決めることもで
きる。即ち、判定しきい値を、上記した欠陥の確からしさにより決めることにより、より
高信頼度に欠陥を検出することが可能となる。例えば、各画素において適応的に判定しき
い値を決定するものとし、散布図の頻度に応じて判定しきい値を決める。頻度と判定しき
い値の換算は、図２６に示すように、ルックアップテーブル（ＬＵＴ）２９０ｂを用いて
実行する。ルックアップテーブル２９０ｂの中身、即ち変換の仕方は検査に先立ち決めて
おくものとする。
【００８４】
なお、散布図に使用する画像は、比較する２枚の検出画像と参照画像であり、例えば画素
単位の位置合せ後の画像であるが、画像処理の各段階で、２枚の画像を画像入力部２９２
に入力可能である。
図３４は、図１に示した方式に基づき、２枚の検出画像と参照画像（記憶画像）とを処理
した例を示したものである。対象は、ＣＭＰ（ケミカル  メカニカル  ポリッシング）など
の平坦化処理された被検査パターンであり、ライン＆スペースのパターンが、画像の右下
部に検出されたものである。左上は、パターンがない領域である。各処理途中での画像の
ヒストグラムも併せて示している。ヒストグラムからわかるように、最初の段階では、２
枚の画像の明るさは一致していない。まず、位置合わせ部２８６において、これら画像を
正規化相関により相関値を求め、この相関値が高い位置を求めることにより、画素の単位
で位置合せする。次に、局所階調変換部２８７において、ＣＰＵ２９０から提供される各
散布図から得られるゲインおよびオフセットに基いて、位置合せされた２枚の画像につい
て局所階調変換である局所的明るさ補正を実施する。
【００８５】
図３５は、画像の散布図を示している。画素の単位で位置合せされた段階では、２枚の画
像の明るさが一致していないため、散布図において斜め４５度の直線にのらず、直線から
のばらつきがみられる。しかし、本発明による局所階調変換の処理（（数６）式および（
数７）式または（数１０）式に基づく方式）の後では、散布図が直線に近いところに分布
しており、２枚の画像の明るさをそろえる意味で効果があることがわかる。なお、傾きと
切片とあるのは、散布図データにフィッティングした線分の傾きと切片である。２枚の画
像の一致度に関する尺度である傾きは、最初０．７０５であったものが、局所階調変換で
ある局所的明るさ補正後に、０．９８６となり、  明るさの一致度が向上していることが
わかる。さらに、２枚の画像の一致度を表わす、前述のＶｅの値も、最初は４０．０２あ
ったものが、局所階調変換である局所的明るさ補正後に、８．５９８となり、明るさの一
致度が向上していることがわかる。
【００８６】
これらは、比較する画像単位で画像全体の数値を算出したものであるが、図２７に示した
方式では、階調変換するローカルサイズ毎に、上記したＶｅ等を求めてもよい。
このような明るさ補正の処理は、比較する２枚の画像に明るさの違いがあるときに、特に
有効である。明るさの違いは、比較する対応パターンの膜厚の違いによって起きる。膜厚
が異なる場合、照明波長の帯域が狭いと、薄膜干渉により明るさの違いが大きくなる。本
発明では、偏光状態の制御により、このような影響を低減しているが、それでも残留する
明るさの違いを、上記補正で解決している。これにより、極めて微小な１００ｎｍ以下の
欠陥をも検出できる。
図３３の例では、局所的明るさ補正後の散布図を用いて、上記した手順に従い、不一致に
欠陥の確からしさの情報を付与する。散布図において、周囲に分散して分布する画素は、
欠陥の確度が高い。判定しきい値は、分布したデータを挟むように傾き４５度の直線を用
いて設定できる。勿論、位置合わせ部２８６において、画素の単位で位置合せされた段階
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でも、その散布図より欠陥の確からしさの情報を同様に抽出可能である。ただし、この場
合、明るさ補正がされていないので正常部のデータの分散が大きくなり、その結果、判定
しきい値を、分散が大きく分布したデータを挟み込むことができるように大きく設定せざ
るを得ず、高感度に設定することができない。
従って、判定しきい値の決定は、局所的明るさ補正後の散布図を用いることがより望まし
いと言えよう。
【００８７】
これらの散布図作成、表示、或いは散布図のデータを用いた判定しきい値の算出等は、画
像検出に同期して、画像毎に、或いは画像の各画素について行えば、高感度な検査を実現
することができる。なお、上記したように、画像処理はパイプライン型の処理で実現して
いるが、そうでない構成のものでも適用できるものである。
欠陥の出力リストの例を、図３６（ａ）～（ｃ）に示す。階調変換された画像同士を比較
演算部２８８において比較し、差画像が判定しきい値を越えて欠陥若しくは欠陥候補とし
て出力したものである。この出力として、欠陥番号、座標、長さ、面積といった欠陥の特
徴を表す数値以外に、欠陥信頼度を付加した例である。ここで、欠陥番号は、被検査チッ
プを走査した順に付けた番号である。欠陥座標は、被検査チップの例えばアライメント等
マークや原点を基準にして設けた座標系における欠陥の検出された位置である。欠陥の長
さは、Ｘ軸とＹ軸に沿う欠陥部の長さである。勿論、長軸、短軸に沿った長さを算出して
もよい。
【００８８】
これらの単位は、必要とする精度に依存するが、例えばミクロンである。欠陥信頼度は、
上述した散布図から得られる情報である。例えば、欠陥部の画素についての散布図上の頻
度、近似直線からの距離などを示している。
図３６（ａ）は、散布図における欠陥部の頻度に基づくものである。頻度が低いものほど
、欠陥の信頼度値が高い。図３６（ｂ）は、散布図における欠陥部の近似直線からの距離
に基づくものである。距離が長いものほど、欠陥の信頼度値が高い。図３６（ｃ）は、散
布図における欠陥部の位置座標に基づくものである。傾き４５度の直線から離れるほど、
欠陥の信頼度値が高い。勿論、欠陥信頼度としては、欠陥部の画素についての散布図上の
頻度、近似直線からの距離などを複数有してもかまわない。なお、欠陥が複数画素を有す
る場合は、各画素の頻度の平均値や最大値、或いはメジアンなどの統計量を算出する。こ
のようにして、欠陥情報に信頼度情報を付加することにより、欠陥の致命性等の算出に利
用することができる。
【００８９】
比較する２枚の画像の明るさの違いを許容して欠陥を検出する方法を説明する。図３７に
示すように、比較する２枚の画像ｆ、ｇの明るさを補正し、画像Ｆ（ｆ）、ｇを得る。こ
こで、Ｆ（・）は、明るさを変換する関数である。そして、これらを比較して不一致を欠
陥として検出する。
次に、明るさを変換する関数を求める方法を説明する。
図３７に示すように、画像の各点を「カテゴリ空間」にマッピングする。カテゴリ空間と
は、特徴量を軸とした空間である。特徴量としては、例えば、２枚の画像の局所的な濃淡
差（例えば、着目画素と対応画素の明るさの差）と局所的な画像コントラスト（例えば、
画像ｆの着目画素を含む２×２画素内の最大値－最小値）などがある。カテゴリ空間上で
、点の集合をセグメントと定義する。図３７では、セグメントＡ、セグメントＢが存在し
ている。このようにセグメントに分けることを一般にセグメンテーションと呼ぶ。セグメ
ンテーションには各種手法が開発されている。ここでは、図２８に示した方法に基づき、
カテゴリ空間の頻度データに基づき、分割する。勿論、図２９に示した方法により、コン
トラストと濃淡差のカテゴリに基づき、分割してもよい。カテゴリ空間において、各デー
タを囲むウインドウ（例えば３×３）を設定し、ウインドウ内の最大頻度が設定したしき
い値となるようにウインドウサイズ（例えば５×３）を決める。ウインドウサイズには上
限（例えば９×５）を設ける。そして、同一ウインドウ内データを同一セグメントと判断
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する。頻度が多い点は、別のカテゴリに属すが、頻度が多いということが正常パターン部
であることを示しているため、別セグメントと判断しても問題ない。頻度が少ない点は、
広い範囲を有するセグメントになり（ただし、ウインドウに上限が設定されているのでそ
れが最大の範囲に相当）、それだけ欠陥の可能性が高くなる。
【００９０】
次に、図３７に示すように、セグメントごとに２枚の画像の散布図（ここでは明るさを軸
としている）を作成する。そして、点の集合を直線で近似する。近似は、線形である必要
はなく、多項式等高次の近似でもよい。この近似直線（曲線）が、明るさ（階調）を変換
する変換式Ｆ（・）にあたる。従って、各セグメント毎に近似直線（曲線）が求められる
。
比較する２枚の画像ｆ、ｇのうち、ｆの明るさを、図３７に示すように、各画素が属すセ
グメントの近似直線（曲線）をもとに変換し、Ｆ（ｆ）を得る。ここで、上記狭いウイン
ドウ内データは同一セグメントに属するので、同一近似直線が使われ、隣の別ウインドウ
内データは別近似直線が使われる。これらは頻度が多いので、近似直線からの各データの
距離も短いであろう。
【００９１】
一方、頻度が少ない点のウインドウが属すセグメントでは、散布図データもばらつき、近
似直線からの各データの距離も長くなり、それだけ欠陥の可能性が増すことになる。セグ
メントの分け方は、上記の方法のみによるものではなく、発明の意図を逸脱しない範囲で
別の方法でもよい。また、直線近似の際、頻度の少ないデータは無視して取り扱わないよ
うにすれば、少数データにより近似精度が悪くなることを防止できる。
得られた画像Ｆ（ｆ）とｇが明るさ補正された比較すべき画像となり、これらを比較して
欠陥若しくは欠陥候補を検出する。ここで、明るさ補正していることにより、２枚の画像
の差の判定しきい値も小さい値を設定でき、それだけ欠陥検出感度を向上することができ
る。
なお、比較する２枚の画像ｆ、ｇは、位置合わせ部２８６において前もって位置合せされ
ている。また、ここでは片方の画像の明るさを補正したが、両方を補正してもよい。
【００９２】
ここで、欠陥の致命性とは、欠陥が被検査パターンに与える致命性を示しており、例えば
欠陥の大きさと存在する座標（領域）により決まるものである。パターンの寸法が小さい
領域ほど、同じ欠陥の大きさならば致命性は高いものとなる。このような致命性判断に信
頼度を併せて使用することにより、致命性の判断がより精度高くできるようになる。これ
により、被検査パターンのプロセス診断がより的確にできるようになる。
【００９３】
次に、比較演算処理部２８８の他の構成の実施例について、図３８を用いて説明する。即
ち、欠陥抽出回路２８８１は、比較部２８８ａから得られる２値化画像（差画像に対して
判定しきい値で判定して２値化した画像）に基いて欠陥または欠陥候補を抽出する回路で
ある。ゲート回路２８８２は、欠陥抽出回路２８８１で抽出された欠陥または欠陥候補の
信号によって、局所階調変換部２８７から出力される検出画像と参照画像とをゲートして
取り込む回路である。従って、欠陥または欠陥候補の検出画像と参照画像とが欠陥画像メ
モリ２８８３に取り込まれることになる。欠陥画像メモリ２８８３および表示メモリ２８
８４は、バスを介してＰＣＩアダプター２８８５に接続される。プロセッサエレメント（
ＰＥ）は、複数の群（ＰＢ０～ＰＢ３）によって構成される。これらプロセッサエレメン
ト群（ＰＥ群）は、前述した２８８ｂおよび２８８ｃを構成し、それぞれ、ＰＣＩバスを
介してＰＣＩアダプタ２８８５に接続され、他方リンクを介して欠陥画像メモリ２８８３
および表示メモリ２８８４に接続される。更に管理ＣＰＵ２８８６は、ＰＣＩバスに接続
して構成される。
【００９４】
以上説明した構成により、各プロセッサエレメント（ＰＥ）により欠陥候補を含む局所画
像について詳細解析が行なわれ、致命性を有する欠陥のサブピクセルでの特徴量（寸法お
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よび面積等）が算出され、カテゴリ（異物欠陥、断線欠陥、短絡欠陥、傷等）が付与され
て抽出される。
即ち、図３８に示す構成により、プログラマブルで虚報除去等複雑な処理をリアルタイム
で実行できるようにした。更に、図３９に示すように、散布図に基づく欠陥判定に関して
、横軸、縦軸として明るさ以外の前記した特徴量を採用し、比較処理部２８８において高
度な欠陥判定を実現し、これにより例えば判定しきい値を小さくして多めに欠陥候補（２
値画像）を得て、欠陥抽出回路２８８１において抽出する。図３８に示す画像処理部（Ｐ
Ｅ群を複数並列させて構成される）は、これら抽出された多数の欠陥候補についての検出
画像信号および参照画像信号を基にふるいにかけて、微細な欠陥を検出する一方で誤検出
を防止するといった、高感度欠陥判定を実現する。さらに、画像処理部（ＰＥ群）は、欠
陥検出と並行して、ショートや断線、あるいはその致命性などの欠陥の分類なども実施可
能である。
【００９５】
即ち、図３８に示す如く、複数のアルゴリズムを搭載し、自動的に或いは指定によりこれ
らのアルゴリズムや判定しきい値を選択可能にして構成した画像処理部（ＰＥ部）を複数
ＰＣＩバスおよびリンクに接続して構成する。即ち、複数設けられた画像処理部（ＰＥ部
）は、欠陥抽出回路２８８１で抽出された欠陥候補についてゲート２８８２を介して得ら
れる検出画像信号および参照画像信号に対して上記選択されたアルゴリズムや判定しきい
値を基に、試料１に形成されたパターンの検出すべき欠陥を検出する。ＰＥ部（プロセッ
サエレメント）に搭載するソフトウエア（アルゴリズム）は、ユーザが指定した検出すべ
き欠陥や検出を希望しない虚報を判別する機能を有する。即ち、ＰＥ部は、ユーザの希望
に合わせた複数のアルゴリズムを搭載可能とする。例えば、試料の品種や製造工程毎に搭
載ソフトウエアを選択し、入れ替えて実現する。この選択は、自動で実行してもよいし、
マニュアルで指定してもよい。そして、各画像処理部（各ＰＥ部）は、選択したアルゴリ
ズムに応じて、判定しきい値も設定変更可能とする。また、アルゴリズムは後でも搭載可
能な構成をとる。
【００９６】
ここで、上記した画像検出、処理を各画素１０ＭＨｚ以上で処理するものである。
そうすれば、直径２００ｍｍ相当のウエハを１時間あたり３枚以上のスループットに相当
する速度で、１００ｎｍ以下（特に５０ｎｍ以下）の欠陥を含んで検出でき、半導体製造
ラインにおいて、有効な検査情報を適度な時間で出力することができる。
【００９７】
また、検査装置の機差の評価に、前述した散布図を用いることができる。即ち、被検査対
象１の同一位置を、検査装置Ａで検出した検出画像と検査装置Ｂで検出した検出画像との
明るさを縦軸、横軸にとり、画像の明るさをプロットする。機差がなければ、４５度の直
線にデータがのり、機差があると直線からずれる。このずれの具合いを見て、機差の程度
を評価できる。傾き４５度の直線からのばらつきの大小により判断できる。また、前述の
ばらつき尺度Ｖｒ，Ｖｅを用いて、その大小により判断してもよい。
【００９８】
以上に説明した本発明により、高輝度のＵＶ若しくはＤＵＶ照明が得られ、高解像度の画
像を短時間で撮像することでき、結果として高速かつ高感度な検査装置を得ることができ
る。検出したパターンの欠陥は、その位置、寸法を出力するものである。
特に、上記被検査対象物（試料）１としては、ＳｉＯ 2などの絶縁膜に形成されたビア（
コンタクト）ホールや配線の溝にＣｕなどの導電性金属を成膜によって埋め込みを行ない
、ＣＭＰなどの研磨によって余分な堆積部分を除去してホールの埋め込み配線を行なった
Ｃｕなどのダマシンがある。従って、本発明に係る検査方法およびその装置をＣｕなどの
ダマシンに適用することが可能である。
また、本発明に係るＤＵＶ光（２６６ｎｍや２４８ｎｍの光）を用いた検査方法およびそ
の装置を、０．０７μｍデザインルール以下のデバイスに適用した場合、０．０７μｍよ
りも小さな超微細な欠陥を検出することができる点で非常に有効である。
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【００９９】
【発明の効果】
本発明によれば、高解像化に必須な短波長照明で、しかもその実用化に有利なレーザ光源
により通常の放電管照明と同等以上の品質の像を、より高感度・高速に得ることができ、
微細な欠陥を高感度に検出することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る被検査パターンの欠陥検査装置の概略構成を示す斜視図である。
【図２】放電管照明の発光スペクトルを説明する図である。
【図３】放電管照明による検出対物レンズの瞳上と視野上の照明状況を示す図である。
【図４】レーザ照明による検出対物レンズの瞳上と視野上の照明状況及び、視野上のパタ
ーン、及びそれからの検出信号を示す図である。
【図５】瞳上で広げたレーザ照明による検出対物レンズの瞳上と視野上の照明状況を示す
図である。
【図６】本発明に係るレーザ照明による検出対物レンズの瞳上と視野上の照明状況を示す
図である。
【図７】本発明に係る視野上でのＣＣＤ検出器と照明領域の関係を示す図である。
【図８】本発明に係る視野上でのＣＣＤ検出器と照明領域の関係を示す図である。
【図９】本発明に係るレーザ照明による検出対物レンズの瞳上と視野上のＣＣＤ検出器と
照明状況を示す図である。
【図１０】本発明に係るレーザ照明による検出対物レンズの瞳上と視野上のＴＤＩ検出器
と照明状況を示す図である。
【図１１】本発明に係るガラスロッドレンズ群の概略の構成を示す斜視図である。
【図１２】本発明に係るマルチシリンドリカルレンズアレイの概略の構成を示す斜視図で
ある。
【図１３】本発明に係るレーザ照明による輪帯照明を行う状況を説明する図である。
【図１４】本発明に係るＴＤＩイメージセンサの側面図である。
【図１５】レーザ光源からのビームが持つ強度分布を説明した図である。
【図１６】本発明に係るレーザ照明光学系の略断面図である。
【図１７】本発明に係るレーザ照明光学系の概略の構成を示す斜視図である。
【図１８】本発明に係るレーザ照明光学系の概略の構成を示す斜視図である。
【図１９】本発明に係るレーザ照明を瞳上で走査する機構の概略の構成を示す正面の略断
面図である。
【図２０】本発明に係るレーザ照明の空間的コヒーレンスを低減する概略構成を説明する
正面図である。
【図２１】本発明に係るレーザ照明の空間的コヒーレンスを低減する概略構成を説明する
正面図である。
【図２２】本発明に係るレーザ照明の空間的コヒーレンスを低減する概略構成を説明する
正面図である。
【図２３】本発明に係るレーザ照明の空間的コヒーレンスを低減する概略構成を説明する
正面図である。
【図２４】本発明に係るレーザ照明の空間的コヒーレンスを低減する概略構成を説明する
正面図である。
【図２５】本発明に係る欠陥を検出するための概略の信号の流れを示すブロック図である
。
【図２６】本発明に係る判定しきい値を決定する概略の信号の流れを示すブロック図であ
る。
【図２７】本発明に係る散布図を説明する図である。
【図２８】本発明に係る明るさ補正を説明する図である。
【図２９】本発明に係るカテゴリ別（コントラストの値）に応じて散布図を分解すること
によって正常部のデータの拡がりを抑える実施例を説明する図である。
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【図３０】図２９に示す各散布図毎に最近傍決定則に基づくカテゴリ分類による正常カテ
ゴリを用いて直線近似について説明するための図である。
【図３１】本発明に係る各散布図から得られる最小自乗近似直線に基づく検出画像信号の
階調変換補正（明るさ補正）について説明するための図である。
【図３２】本発明に係る分類カテゴリおよびその頻度の一例を示す図である。
【図３３】本発明に係るサブピクセル単位での位置ずれと明るさ（階調値）の同時補正に
ついて説明するための図である。
【図３４】本発明に係る位置ずれ補正および局所的明るさ補正を含む欠陥判定のフローを
説明する図である。
【図３５】本発明に係る散布図の例を説明する図である。
【図３６】本発明に係る欠陥出力を説明する図である。
【図３７】本発明に係る明るさを変換する関数を求める方法を説明する図である。
【図３８】本発明に係る比較処理部の具体的構成を示す図である。
【図３９】本発明に係るカテゴリ別（例えば、コントラストの値）に応じて各種特徴量を
軸とする散布図を分解する実施例を説明する図である。
【符号の説明】
１…披検査試料（半導体ウエハ）、２…ステージ、３…レーザ光源（ＵＶ光源）、４…可
干渉性低減光学系（コヒーレンス低減光学系）、５…ビームスプリッタ（偏光ビームスプ
リッタ）、６…偏光素子群、７…対物レンズ、７ａ…瞳（瞳面）、８…検出器（イメージ
センサ：ＴＤＩセンサ）、９…Ａ／Ｄ変換器、１０…階調変換器、１１…遅延メモリ、１
９…信号処理回路、２１…ビーム成形機構（ビームエキスパンダ）、２２…第１集光レン
ズ（ｆ－θレンズ）、２５…レンズアレイ（シリンドリカルレンズ若しくはそのアレイ）
、２６…拡散板、１９５、１９８…走査機構（走査ミラー）、１９９…第２集光レンズ、
２３１…第１瞳共役面、２３２…第２投影レンズ、２３３…第２瞳共役面、２３５…ＵＶ
平行光束、２４１…偏光素子、２４２…検光子、２５２…光源群、２５３…輪帯状照明、
２８５…位置合わせ部、２８７…局所階調変換部、２８８…比較処理部、２８９…入力手
段、２９０…ＣＰＵ、２９１…記憶装置、２９２…画像入力部、２９３…散布図作成部、
２９４…表示手段（ディスプレイ）、２９５…出力手段、２８８１…欠陥抽出回路、２８
８２…ゲート回路、２８８３…欠陥画像メモリ、２８８４…表示メモリ、２８８５…ＰＣ
Ｉアダプタ、ＰＥ…プロセンサエレメント（画像処理部）。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(28) JP 4009409 B2 2007.11.14



【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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