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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターンが形成された被検査試料の光学画像を取得する光学画像取得部と、
　前記光学画像と比較する参照画像を作成する参照画像作成部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定部と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記仮の合わせ位置からの位置ずれ量を演算する最小二乗法
位置ずれ演算部と、
　前記仮の合わせ位置から前記位置ずれ量分ずらした位置に前記光学画像と前記参照画像
との合わせ位置を補正する位置補正部と、
　合わせ位置が補正された前記光学画像と前記参照画像とを比較する比較部と、
　を備えたことを特徴とする試料検査装置。
【請求項２】
　パターンが形成された被検査試料の光学画像を取得する光学画像取得部と、
　前記光学画像と比較する参照画像を作成する参照画像作成部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
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る差分判定部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置から、前記光学画像の画素値と前記参
照画像の画素値との残差二乗和が最小となる第１の位置への第１の位置ずれ量を演算する
第１の残差二乗和演算部と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記仮の合わせ位置からの第２の位置ずれ量を演算する最小
二乗法位置ずれ演算部と、
　前記仮の合わせ位置から前記第２の位置ずれ量分ずらした第２の位置における前記光学
画像の画素値と前記参照画像の画素値との残差二乗和を演算する第２の残差二乗和演算部
と、
　前記第１の位置での残差二乗和と前記第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小
さいかを判定する残差二乗和判定部と、
　前記残差二乗和判定の結果小さい方の残差二乗和が得られる位置に前記光学画像と前記
参照画像との合わせ位置を補正する位置補正部と、
　合わせ位置が補正された前記光学画像と前記参照画像とを比較する比較部と、
　を備えたことを特徴とする試料検査装置。
【請求項３】
　パターンが形成された被検査試料の光学画像を取得する光学画像取得部と、
　前記光学画像と比較する参照画像を作成する参照画像作成部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置から、前記光学画像の画素値と前記参
照画像の画素値との残差二乗和が最小となる第１の位置への第１の位置ずれ量を演算する
第１の残差二乗和演算部と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記第１の位置からの第２の位置ずれ量を演算する最小二乗
法位置ずれ演算部と、
　前記第１の位置から前記第２の位置ずれ量分ずらした第２の位置における前記光学画像
の画素値と前記参照画像の画素値との残差二乗和を演算する第２の残差二乗和演算部と、
　前記第１の位置での残差二乗和と前記第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小
さいかを判定する残差二乗和判定部と、
　前記残差二乗和判定の結果小さい方の残差二乗和が得られる位置に前記光学画像と前記
参照画像との合わせ位置を補正する位置補正部と、
　合わせ位置が補正された前記光学画像と前記参照画像とを比較する比較部と、
　を備えたことを特徴とする試料検査装置。
【請求項４】
　前記所定の閾値は、装置特性により生じる像強度変動率の最大値の絶対値と装置特性に
より生じるＸ方向の位置ずれ量の最大値の絶対値と装置特性により生じるＹ方向の位置ず
れ量の最大値の絶対値とをパラメータとして含むことを特徴とする請求項１～３いずれか
記載の試料検査装置。
【請求項５】
　前記所定の閾値は、前記像強度変動率の最大値の絶対値に前記参照画像の画素値を乗じ
た値と、前記Ｘ方向の位置ずれ量の最大値の絶対値に対して前記参照画像をＸ方向に空間
微分した第１の微分値の絶対値を乗じた値と、前記Ｙ方向の位置ずれ量の最大値の絶対値
に対して前記参照画像をＹ方向に空間微分した第２の微分値の絶対値を乗じた値とを少な
くとも加算した値であることを特徴とする請求項４記載の試料検査装置。
【請求項６】
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　前記第１の残差二乗和演算部において、サブ画素単位でずらしながら残差二乗和が最小
となる位置への前記第１の位置ずれ量を演算することを特徴とする請求項２又は３記載の
試料検査装置。
【請求項７】
　前記最小二乗法位置ずれ量演算部において、前記参照画像を重み付け分割し、分割され
た領域ごとに位置ずれ量を演算することを特徴とする請求項１～３いずれか記載の試料検
査装置。
【請求項８】
　パターンが形成された被検査試料の比較検査に用いる光学画像と参照画像とを位置合わ
せする画像位置合わせ方法であって、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定工程と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記第１の位置からの第２の位置ずれ量を演算する最小二乗
法位置ずれ演算工程と、
　前記第１の位置から前記第２の位置ずれ量分ずらした第２の位置における前記光学画像
の画素値と前記参照画像の画素値との残差二乗和を演算する第２の残差二乗和演算工程と
、
　前記第１の位置での残差二乗和と前記第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小
さいかを判定する残差二乗和判定工程と、
　前記残差二乗和判定の結果小さい方の残差二乗和が得られる位置に前記光学画像と前記
参照画像との合わせ位置を補正する位置補正工程と、
　を備えたことを特徴とする画像位置合わせ方法。
【請求項９】
　パターンが形成された被検査試料の比較検査に用いる光学画像と参照画像とを記憶装置
に記憶する記憶処理と、
　前記記憶装置から前記光学画像と参照画像とを読み出し、前記光学画像と前記参照画像
との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画素値と前記参照画像の画素値と
の差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定する差分判定処理と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記最小二乗法による位置ずれ量を演算する最小二乗法位置
ずれ演算処理と、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料検査装置、画像位置合わせ方法或いは、かかる方法をコンピュータに実
行させるためのプログラムに係り、例えば、半導体製造に用いる試料となる物体のパター
ン欠陥を検査するパターン検査技術に関し、半導体素子や液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を
製作するときに使用されるフォトマスク、ウェハ、あるいは液晶基板などの極めて小さな
パターンの欠陥を検査する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大規模集積回路（ＬＳＩ）の高集積化及び大容量化に伴い、半導体素子に要求さ
れる回路線幅はますます狭くなってきている。これらの半導体素子は、回路パターンが形
成された原画パターン（マスク或いはレチクルともいう。以下、マスクと総称する）を用
いて、いわゆるステッパと呼ばれる縮小投影露光装置でウェハ上にパターンを露光転写し
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て回路形成することにより製造される。よって、かかる微細な回路パターンをウェハに転
写するためのマスクの製造には、微細な回路パターンを描画することができるパターン描
画装置を用いる。かかるパターン描画装置を用いてウェハに直接パターン回路を描画する
こともある。或いは、電子ビーム以外にもレーザビームを用いて描画するレーザビーム描
画装置の開発が試みられている。
【０００３】
　そして、多大な製造コストのかかるＬＳＩの製造にとって、歩留まりの向上は欠かせな
い。しかし、１ギガビット級のＤＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）に代表されるように
、ＬＳＩを構成するパターンは、サブミクロンからナノメータのオーダーになろうとして
いる。歩留まりを低下させる大きな要因の一つとして、半導体ウェハ上に超微細パターン
をフォトリソグラフィ技術で露光、転写する際に使用されるマスクのパターン欠陥があげ
られる。近年、半導体ウェハ上に形成されるＬＳＩパターン寸法の微細化に伴って、パタ
ーン欠陥として検出しなければならない寸法も極めて小さいものとなっている。そのため
、ＬＳＩ製造に使用される転写用マスクの欠陥を検査するパターン検査装置の高精度化が
必要とされている。
【０００４】
　一方、マルチメディア化の進展に伴い、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ：液晶ディスプレイ）は、５００ｍｍ×６００ｍｍ、またはこれ以上への液晶
基板サイズの大型化と、液晶基板上に形成されるＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎ
ｓｉｓｔｏｒ：薄膜トランジスタ）等のパターンの微細化が進んでいる。従って、極めて
小さいパターン欠陥を広範囲に検査することが要求されるようになってきている。このた
め、このような大面積ＬＣＤのパターン及び大面積ＬＣＤを製作する時に用いられるフォ
トマスクの欠陥を短時間で、効率的に検査する試料検査装置の開発も急務となってきてい
る。
【０００５】
　ここで、従来のパターン検査装置では、拡大光学系を用いてリソグラフィマスク等の試
料上に形成されているパターンを所定の倍率で撮像した光学画像と、設計データ、あるい
は試料上の同一パターンを撮像した光学画像と比較することにより検査を行うことが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
　例えば、パターン検査方法として、同一マスク上の異なる場所の同一パターンを撮像し
た光学画像データ同士を比較する「ｄｉｅ　ｔｏ　ｄｉｅ検査」や、パターン設計された
ＣＡＤデータをマスクにパターンを描画する時に描画装置が入力するための装置入力フォ
ーマットに変換した描画データ（設計パターンデータ）を検査装置に入力して、これをベ
ースに設計画像データ（参照画像）を生成して、それとパターンを撮像した測定データと
なる光学画像とを比較する「ｄｉｅ　ｔｏ　ｄａｔａｂａｓｅ検査」がある。かかる検査
装置における検査方法では、試料はステージ上に載置され、ステージが動くことによって
光束が試料上を走査し、検査が行われる。試料には、光源及び照明光学系によって光束が
照射される。試料を透過あるいは反射した光は光学系を介して、センサ上に結像される。
センサで撮像された画像は測定データとして比較回路へ送られる。比較回路では、画像同
士の位置合わせの後、測定データと参照データとを適切なアルゴリズムに従って比較し、
一致しない場合には、パターン欠陥有りと判定する。
【０００６】
　ここで、参照画像と光学画像は、所定の大きさの領域ごとに比較されるが、比較するた
めには、参照画像と光学画像との高精度な位置合わせが必要となる。ここで、参照画像と
光学画像との位置ずれ量を最小二乗法により演算する技術が文献に開示されている（例え
ば、特許文献２参照）。また、求める画像データを周囲の４点或いは１６点の画像データ
を用いて内挿する内挿法について文献に記載されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００７】
　パターン寸法の微細化に伴って、必要となる微小な欠陥を検出するためにさらなる位置
合わせの精度が求められている。しかしながら、最小二乗法等による演算で位置合わせを
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行なう場合に、大きな欠陥画素があるとその画素値に引きずられて過剰な合わせ込みをし
てしまうといった問題があった。その結果、高精度な位置合わせが困難となってしまう。
ポイントは、ステージの走行誤差や速度むらや倍率誤差のようなシステマチックな誤差要
因のみを補正し、欠陥のように局所的にランダムに発生する不一致箇所はなるべく補正し
ないことである。
【特許文献１】特開平８－７６３５９号公報
【特許文献２】特開平１１－１５３５５０号公報
【非特許文献１】画像解析ハンドブックｐ４４２－４４３，財団法人　東京大学出版会，
１９９１年１月１７日初版
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、比較するためには、参照画像と光学画像との高精度な位置合わせが必
要となるが、パターン寸法の微細化に伴って、参照画像と光学画像とにおけるこれらの相
対的位置ずれを高い精度で検出することが困難になってきている。
【０００９】
　本発明は、上述した問題点を克服し、参照画像と光学画像との高精度な位置合わせを行
う方法および装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様の試料検査装置は、
　パターンが形成された被検査試料の光学画像を取得する光学画像取得部と、
　前記光学画像と比較する参照画像を作成する参照画像作成部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定部と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記仮の合わせ位置からの位置ずれ量を演算する最小二乗法
位置ずれ演算部と、
　前記仮の合わせ位置から前記位置ずれ量分ずらした位置に前記光学画像と前記参照画像
との合わせ位置を補正する位置補正部と、
　合わせ位置が補正された前記光学画像と前記参照画像とを比較する比較部と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の他の態様の試料検査装置は、
　パターンが形成された被検査試料の光学画像を取得する光学画像取得部と、
　前記光学画像と比較する参照画像を作成する参照画像作成部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置から、前記光学画像の画素値と前記参
照画像の画素値との残差二乗和が最小となる第１の位置への第１の位置ずれ量を演算する
第１の残差二乗和演算部と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記仮の合わせ位置からの第２の位置ずれ量を演算する最小
二乗法位置ずれ演算部と、
　前記仮の合わせ位置から前記第２の位置ずれ量分ずらした第２の位置における前記光学
画像の画素値と前記参照画像の画素値との残差二乗和を演算する第２の残差二乗和演算部
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と、
　前記第１の位置での残差二乗和と前記第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小
さいかを判定する残差二乗和判定部と、
　前記残差二乗和判定の結果小さい方の残差二乗和が得られる位置に前記光学画像と前記
参照画像との合わせ位置を補正する位置補正部と、
　合わせ位置が補正された前記光学画像と前記参照画像とを比較する比較部と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の他の態様の試料検査装置は、
　パターンが形成された被検査試料の光学画像を取得する光学画像取得部と、
　前記光学画像と比較する参照画像を作成する参照画像作成部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定部と、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置から、前記光学画像の画素値と前記参
照画像の画素値との残差二乗和が最小となる第１の位置への第１の位置ずれ量を演算する
第１の残差二乗和演算部と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記第１の位置からの第２の位置ずれ量を演算する最小二乗
法位置ずれ演算部と、
　前記第１の位置から前記第２の位置ずれ量分ずらした第２の位置における前記光学画像
の画素値と前記参照画像の画素値との残差二乗和を演算する第２の残差二乗和演算部と、
　前記第１の位置での残差二乗和と前記第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小
さいかを判定する残差二乗和判定部と、
　前記残差二乗和判定の結果小さい方の残差二乗和が得られる位置に前記光学画像と前記
参照画像との合わせ位置を補正する位置補正部と、
　合わせ位置が補正された前記光学画像と前記参照画像とを比較する比較部と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様の画像位置合わせ方法は、
　パターンが形成された被検査試料の比較検査に用いる光学画像と参照画像とを位置合わ
せする画像位置合わせ方法であって、
　前記光学画像と前記参照画像との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画
素値と前記参照画像の画素値との差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定す
る差分判定工程と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記第１の位置からの第２の位置ずれ量を演算する最小二乗
法位置ずれ演算工程と、
　前記第１の位置から前記第２の位置ずれ量分ずらした第２の位置における前記光学画像
の画素値と前記参照画像の画素値との残差二乗和を演算する第２の残差二乗和演算工程と
、
　前記第１の位置での残差二乗和と前記第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小
さいかを判定する残差二乗和判定工程と、
　前記残差二乗和判定の結果小さい方の残差二乗和が得られる位置に前記光学画像と前記
参照画像との合わせ位置を補正する位置補正工程と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一態様のコンピュータに実行させるためのプログラムは、
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　パターンが形成された被検査試料の比較検査に用いる光学画像と参照画像とを記憶装置
に記憶する記憶処理と、
　前記記憶装置から前記光学画像と参照画像とを読み出し、前記光学画像と前記参照画像
との仮の合わせ位置での各画素における前記光学画像の画素値と前記参照画像の画素値と
の差分の絶対値が所定の閾値より小さいかどうかを判定する差分判定処理と、
　前記差分判定の結果に基づいて、前記差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい
画素の画素に該当する積和項をすべての成分を求めるための積和演算から省いた、最小二
乗法による正規行列を用いて前記最小二乗法による位置ずれ量を演算する最小二乗法位置
ずれ演算処理と、
　を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、所定の閾値より小さくならない画素の位置合わせを除くことができる
。その結果、過剰な合わせ込みを抑制することができる。よって、より高精度な位置合わ
せを行うことができる。その結果、高感度な検査を行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　実施の形態１．
　図１は、実施の形態１における試料検査装置の構成を示す概念図である。
　図１において、マスクやウェハ等の基板を試料して、かかる試料の欠陥を検査する試料
検査装置１００は、光学画像取得部１５０と制御系回路１６０を備えている。光学画像取
得部１５０は、ＸＹθテーブル１０２、光源１０３、拡大光学系１０４、フォトダイオー
ドアレイ１０５、センサ回路１０６、レーザ測長システム１２２、オートローダ１３０、
照明光学系１７０を備えている。制御系回路１６０では、コンピュータとなる制御計算機
１１０が、データ伝送路となるバス１２０を介して、位置回路１０７、比較回路１０８、
参照画像作成部の一例となる参照回路１１２、位置合わせ回路１４０、オートローダ制御
回路１１３、テーブル制御回路１１４、磁気ディスク装置１０９、磁気テープ装置１１５
、フレシキブルディスク装置（ＦＤ）１１６、ＣＲＴ１１７、パターンモニタ１１８、プ
リンタ１１９に接続されている。また、ＸＹθテーブル１０２は、Ｘ軸モータ、Ｙ軸モー
タ、θ軸モータにより駆動される。図１では、本実施の形態１を説明する上で必要な構成
部分以外については記載を省略している。試料検査装置１００にとって、通常、必要なそ
の他の構成が含まれることは言うまでもない。
【００１７】
　図２は、実施の形態１における位置合わせ回路の構成を示すブロック図である。
　図２において、位置合わせ回路１４０は、参照データメモリ３０２、測定データメモリ
３０４、欠陥画素判定回路３０６、最小二乗法位置ずれ演算回路３２２、演算データメモ
リ３３０、位置補正回路３５０を備えている。欠陥画素判定回路３０６は、Δ演算部３０
７と差分判定部３０８を有している。最小二乗法位置ずれ演算回路３２２は、正規行列要
素演算部３７０、位置ずれ量演算部３９０を有している。位置合わせ回路１４０は、参照
回路１１２から参照データを、光学画像取得部１５０から測定データを入力し、位置合わ
せをした後、比較回路１０８に参照データと測定データを出力する。また、位置合わせ回
路１４０内で演算されたデータ等は、随時、演算データメモリ３３０に格納される。
【００１８】
　図３は、実施の形態１における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図である
。
　図３において、試料検査方法は、光学画像取得工程（Ｓ１０２）と、参照データ作成工
程（Ｓ１０４）と、位置合わせ工程と、比較工程（Ｓ４０４）という一連の工程を実施す
る。そして、画像位置合わせ方法の一例となる位置合わせ工程として、記憶工程（Ｓ２０
２）、欠陥画素判定工程（Ｓ２１０）、最小二乗法位置ずれ演算工程（Ｓ３００）、位置
補正工程（Ｓ４０２）という一連の工程を実施する。さらに、欠陥画素判定工程（Ｓ２１
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０）内では、Δ演算工程（Ｓ２１２）、差分判定工程（Ｓ２１４）という一連の工程を実
施する。また、最小二乗法位置ずれ演算工程（Ｓ３００）内では、正規行列要素演算工程
（Ｓ３０２）、位置ずれ量、像強度変動率、及びグレイレベルオフセット演算工程（Ｓ３
０６）という一連の工程を実施する。ここで、図３では、測定データ（光学画像）の流れ
を実線で示し、参照データの流れを点線で示している。
【００１９】
　Ｓ（ステップ）１０２において、光学画像取得工程として、光学画像取得部１５０は、
設計データに基づいて設計データに含まれる図形データが示す図形が描画された試料とな
るフォトマスク１０１における光学画像を取得する。具体的には、光学画像は、以下のよ
うに取得される。
　被検査試料となるフォトマスク１０１は、ＸＹθ各軸のモータによって水平方向及び回
転方向に移動可能に設けられたＸＹθテーブル１０２上に載置され、フォトマスク１０１
に形成されたパターンには、ＸＹθテーブル１０２の上方に配置されている適切な光源１
０３によって光が照射される。光源１０３から照射される光束は、照明光学系１７０を介
して試料となるフォトマスク１０１を照射する。フォトマスク１０１の下方には、拡大光
学系１０４、フォトダイオードアレイ１０５及びセンサ回路１０６が配置されており、露
光用マスクなどの試料となるフォトマスク１０１を透過した光は拡大光学系１０４を介し
て、フォトダイオードアレイ１０５に光学像として結像し、入射する。
【００２０】
　図４は、実施の形態１における光学画像の取得手順を説明するための図である。
　被検査領域は、図４に示すように、Ｙ方向に向かって、スキャン幅Ｗの短冊状の複数の
検査ストライプに仮想的に分割され、更にその分割された各検査ストライプが連続的に走
査されるようにＸＹθテーブル１０２の動作が制御され、Ｘ方向に移動しながら光学画像
が取得される。フォトダイオードアレイ１０５では、図４に示されるようなスキャン幅Ｗ
の画像を連続的に入力する。そして、第１の検査ストライプにおける画像を取得した後、
第２の検査ストライプにおける画像を今度は逆方向に移動しながら同様にスキャン幅Ｗの
画像を連続的に入力する。そして、第３の検査ストライプにおける画像を取得する場合に
は、第２の検査ストライプにおける画像を取得する方向とは逆方向、すなわち、第１の検
査ストライプにおける画像を取得した方向に移動しながら画像を取得する。このように、
連続的に画像を取得していくことで、無駄な処理時間を短縮することができる。
【００２１】
　フォトダイオードアレイ１０５上に結像されたパターンの像は、フォトダイオードアレ
イ１０５によって光電変換され、更にセンサ回路１０６によってＡ／Ｄ（アナログデジタ
ル）変換される。フォトダイオードアレイ１０５には、ＴＤＩセンサのようなセンサが設
置されている。ステージとなるＸＹθテーブル１０２をＸ軸方向に連続的に移動させるこ
とにより、ＴＤＩセンサは試料となるフォトマスク１０１のパターンを撮像する。これら
の光源１０３、拡大光学系１０４、フォトダイオードアレイ１０５、センサ回路１０６に
より高倍率の検査光学系が構成されている。
【００２２】
　ＸＹθテーブル１０２は、制御計算機１１０の制御の下にテーブル制御回路１１４によ
り駆動される。Ｘ方向、Ｙ方向、θ方向に駆動する３軸（Ｘ－Ｙ－θ）モータの様な駆動
系によって移動可能となっている。
【００２３】
　センサ回路１０６から出力された測定データ（光学画像）は、位置回路１０７から出力
されたＸＹθテーブル１０２上におけるフォトマスク１０１の位置を示すデータとともに
位置合わせ回路１４０に送られる。測定パターンデータは例えば８ビットの符号なしデー
タであり、各画素の明るさの階調を表現している。測定データは、例えば、５１２画素×
５１２画素の画像データ毎に比較される。
【００２４】
　そして、Ｓ１０４において、参照データ作成工程として、参照回路１１２が被検査試料
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となるフォトマスク１０１の設計データに基づいて、測定データと比較するための参照デ
ータ（参照画像）を作成する。比較対象となる参照データは、測定データと同様、例えば
、５１２画素×５１２画素の画像データとして作成される。
【００２５】
　ここでは、「ｄｉｅ　ｔｏ　ｄａｔａｂａｓｅ検査」を行うために設計データに基づい
て参照データを作成しているが、これに限るものではない。「ｄｉｅ　ｔｏ　ｄｉｅ検査
」を行うこともできる。その場合には、比較対象となる別の測定データ（光学画像）に基
づいて参照データを作成すればよい。
【００２６】
　次に、位置合わせ工程として、測定データと参照データとを比較するために位置合わせ
を行なう。
　Ｓ２０２において、記憶工程として、制御計算機１１０を使って、上述したように例え
ば５１２画素×５１２画素の参照データ毎に読み出して参照データメモリ３０２に記憶さ
せる。同様に、例えば５１２画素×５１２画素の測定データ毎に読み出して測定データメ
モリ３０４に記憶させる。そして、次に、欠陥画素を判定した後に最小二乗法位置ずれ演
算を行なう。ここでは、統計的手法である最小二乗法を用いて位置合わせに必要な位置ず
れ量を演算する。
【００２７】
　参照画像となる参照データの階調値（画素値）Ｕ（ｘ，ｙ）に対して、光学画像（実画
像）となる測定データの階調値Ｓ（ｘ，ｙ）のＸ，Ｙ方向の位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）と
像強度変動率εｎとグレイレベルオフセットδ、各データの画素数Ｎ＋１を仮定すると、
以下に示す式（１）で表すことができる。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　また、変動量が十分小さいと仮定して線形化することにより、以下に示す式（２）を得
る。
【００３０】
【数２】

【００３１】
　∂Ｕ／∂ｘはＵのｘによる偏微分（空間微分）、∂Ｕ／∂ｙは同じくＵのｙによる偏微
分（空間微分）である。
【００３２】
　ここで、試料検査装置１００には、パターンの欠陥とは異なる装置特性に応じてＸ，Ｙ
方向の位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）と像強度変動率εｎとグレイレベルオフセットδが変動
する。
【００３３】
　図５は、実施の形態１における像強度変動率変動の一例を示す図である。
　予め、試料検査装置１００を使ってテストパターンの像強度変動率の変動を実験により
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求めると例えば図５に示すような変動が生じる。そして、パターンに欠陥、特に、装置特
性に比べて大きな欠陥（大欠陥）が存在する場合には、図５に示すように大きく変動する
。
【００３４】
　図６は、実施の形態１における位置ずれ量変動の一例を示す図である。
　予め、試料検査装置１００を使ってテストパターンのＸ，或いはＹ方向の位置ずれ量（
ｘ０，又はｙ０）の変動を実験により求めると例えば図６に示すような変動が生じる。そ
して、像強度変動率と同様、パターンに欠陥、特に、装置特性に比べて大きな欠陥（大欠
陥）が存在する場合には、図６に示すように大きく変動する。
【００３５】
　図７は、実施の形態１におけるグレイレベルオフセット変動の一例を示す図である。
　予め、試料検査装置１００を使ってテストパターンのグレイレベルオフセットδの変動
を実験により求めると例えば図７に示すような変動が生じる。
【００３６】
　以上のように、試料検査装置１００には、パターンの欠陥とは異なる装置特性に応じて
Ｘ，Ｙ方向の位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）と像強度変動率εｎとグレイレベルオフセットδ
が画素毎に変動する。そこで、実験により予め所定数の画素について装置特性に応じて生
じる変動を求め、各パラメータの変動幅の最大値の絶対値を求めておくことにより以下の
式（３）のように表すことができる。
【００３７】
【数３】

【００３８】
　ここでは、Ｎ＝０（０次）の場合を一例とした。そして、Ｘ方向の位置ずれ量ｘ０の変
動幅の最大値の絶対値を｜ｘ０｜ｍａｘ、Ｙ方向の位置ずれ量ｙ０の変動幅の最大値の絶
対値を｜ｙ０｜ｍａｘ、像強度変動率ε０の変動幅の最大値の絶対値を｜ε０｜ｍａｘ、
グレイレベルオフセットδの変動幅の最大値の絶対値を｜δ｜ｍａｘとした。
【００３９】
　Ｓ２２０において、欠陥画素判定工程として、欠陥画素判定回路３０６は、以下に示す
ように所定の閾値を用いて欠陥画素を判定する。以下、欠陥画素判定内の各工程の詳細に
ついて以下に説明する。
【００４０】
　まず、Ｓ２１２において、閾値Δ演算工程として、Δ演算部３０７は、測定データと参
照データとの仮の合わせ位置における各画素について、以下の式（４）に示す閾値Δ（所
定の閾値の一例）を演算する。また、仮の合わせ位置は、データ座標系においてとりあえ
ず一致しているはずの位置を採用すればよい。
【００４１】
【数４】

【００４２】
　閾値Δは、装置特性により生じる像強度変動率の最大値の絶対値｜ε０｜ｍａｘと装置
特性により生じるＸ方向の位置ずれ量の最大値の絶対値｜ｘ０｜ｍａｘと装置特性により
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生じるＹ方向の位置ずれ量の最大値の絶対値｜ｙ０｜ｍａｘとをパラメータとして含んで
いる。そして、さらに、グレイレベルオフセットδの変動幅の最大値の絶対値を｜δ｜ｍ

ａｘをパラメータとして含んでいる。そして、式（４）に示すように、閾値Δは、｜ε０

｜ｍａｘに参照データの階調値の絶対値｜Ｕ｜を乗じた値と、｜ｘ０｜ｍａｘに対して参
照データをＸ方向に空間微分した第１の微分値（∂Ｕ／∂ｘ）の絶対値｜∂Ｕ／∂ｘ｜を
乗じた値と、｜ｙ０｜ｍａｘに対して前記参照画像をＹ方向に空間微分した第２の微分値
（∂Ｕ／∂ｙ）の絶対値｜∂Ｕ／∂ｙ｜を乗じた値と｜δ｜ｍａｘを加算した値になる。
【００４３】
　以上のように閾値Δを求めることで、以下のような判定を行なうことができる。
　Ｓ２１４において、差分判定工程として、差分判定部３０８は、測定データと参照デー
タとの仮の合わせ位置での各画素における測定データの階調値と参照データの階調値との
差分の絶対値が式（５）に示すように閾値Δより小さいかどうかを判定する。
【００４４】
【数５】

【００４５】
　以上のように予めパラメータとして、｜ε０｜ｍａｘと｜ｘ０｜ｍａｘと｜ｙ０｜ｍａ

ｘと｜δ｜ｍａｘを実験により求めておけば、各画素について測定データの階調値と参照
データの階調値との差分の絶対値が閾値Δより小さいかどうかを判定することができる。
これにより、差分の絶対値が閾値Δより小さい場合には、少なくともいずれかのパラメー
タの変動幅を超えるほどの大きな欠陥がその画素に存在しないことがわかる。他方、閾値
Δより小さくない場合には、その画素に大きな欠陥が含まれていることがわかる。
【００４６】
　ここで、式（４）では、閾値Δに｜δ｜ｍａｘを含めたが、以下の式（６）のように除
いた値を閾値Δとしてもよい。
【００４７】

【数６】

【００４８】
　｜δ｜ｍａｘは他と比べて値が小さいため除いても構わない。逆に、式（４）では、０
次項しか考慮していないが、高次の項｜ε１｜ｍａｘ～｜εＮ｜ｍａｘを含めても構わな
い。高次の項を含めることにより閾値Δが大きくなるのでより緩くすることができる。
【００４９】
　Ｓ３００において、最小二乗法位置ずれ演算工程として、最小二乗法位置ずれ演算回路
３２２は、差分判定の結果に基づいて求められる最小二乗法による正規行列を用いて上述
した仮の合わせ位置からの位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）等を演算する。また、最小二乗法位
置ずれ演算工程内では、正規行列の要素演算を行なう。
【００５０】
　Ｓ３０２において、正規行列要素演算工程として、正規行列要素演算部３７０は、測定
データと参照データとの仮の合わせ位置からの位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）を演算する最小
二乗法による正規行列の複数の要素を演算する。具体的には、二次元画像の各画素に対し
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て、参照データの階調値Ｕ（ｘ，ｙ）と、参照データの階調値から実画となる測定データ
の階調値を引き算した値（Ｕ－Ｓ）と、ｘ方向に参照データの階調値を空間微分した値（
∂Ｕ／∂ｘ）とｙ方向に参照データの階調値を空間微分した値（∂Ｕ／∂ｙ）を求めて、
以下に示す相関行列の式（７）の各要素を演算する。また、仮の合わせ位置は、データ座
標系においてとりあえず一致しているはずの位置を採用すればよい。
【００５１】
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【数７】

【００５２】
　ここで、実施の形態１では、各要素を演算する際に、差分の絶対値｜Ｕ－Ｓ｜が閾値Δ
より小さくならない画素を正規行列の要素演算から省いて求める。このように大きな欠陥
に相当する画素を要素演算から除くことで、大きな欠陥に相当する画素に各要素の値が過
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度に補正することを防止することができる。言い換えれば、実施の形態１における正規行
列では、差分の絶対値が所定の閾値と等しいまたは大きい画素の画素に該当する積和項を
正規行列のすべての成分を求めるための積和演算から省くようにする。
【００５３】
　Ｓ３０６において、位置ずれ量演算工程の一例となる位置ずれ量、像強度変動率、及び
グレイレベルオフセット演算工程として、位置ずれ量演算部３９０は、差分判定の結果に
基づいて求められる最小二乗法による正規行列を用いて連立方程式を解く。このような連
立方程式解法工程により、仮の合わせ位置からの最小二乗法による位置ずれ量（ｘ０，ｙ

０）、像強度変動率ε０～εＮとグレイレベルオフセットδを演算する。以上の説明にお
いて、式（７）では、行列の各値について一部記載を省略している。
【００５４】
　以上のように、閾値Δより小さくならない画素の画素値を考慮した連立方程式（７）を
解くことで大欠陥画素による影響を排除したＸ，Ｙ方向の位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）と像
強度変動率ε０～εＮとグレイレベルオフセットδを求めることができる。
【００５５】
　ここで、例えば、画像領域全体がパターンとなる所謂べたパターンのようなパターン（
０次元パターン）では、本来、Ｘ，Ｙ方向の位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）が不定になるはず
であるが、実際にはノイズ等の影響である間違った値が求まってしまう場合がある。また
、例えば、ある一方向へと延びるパターンとなる所謂ラインアンドスペースパターン（ラ
イン＆スペースパターン）のようなパターン（１次元パターン）では、本来、Ｘ方向或い
はＹ方向の一方の位置ずれ量（ｘ０又はｙ０）が不定になり、実際には不安定な値が求ま
ってしまう場合がある。そこで、これらのパターンの場合には、必要に応じて微分値（∂
Ｕ／∂ｘ）や微分値（∂Ｕ／∂ｙ）を含む正規行列の要素を削除すればよい。これにより
、本来不定となる解を排除することができる。
【００５６】
　Ｓ４０２において、位置補正工程として、位置補正回路３５０（位置補正部の一例）は
、仮の合わせ位置から求めた位置ずれ量分ずらした位置に測定データと参照データとの合
わせ位置を補正する。ｘ０或いはｙ０が不定解となる場合については、不定解について仮
の合わせ位置をそのまま使用すればよい。また、位置補正回路３５０は、最小二乗法位置
ずれ演算回路３２２により演算された像強度変動率ε０～εＮを用いて参照データの各画
素の像強度を補正しても好適である。
【００５７】
　図８は、実施の形態１における位置合わせの様子を説明するための図である。
　測定データ２０に大欠陥３０が存在する場合を示している。その場合に、大欠陥３０画
素の画素値を考慮しないと大欠陥３０に引きずられて参照データ１０を合わせ込みすぎて
しまう。その結果、図８（ａ）に示すように測定データ２０と参照データ１０との位置が
ずれてしまう。これに対して、大欠陥３０画素の画素を省くことで正規行列の要素を演算
した場合には、大欠陥３０画素を無視して位置合わせことができるので、図８（ｂ）に示
すように測定データ２０と参照データ１０とを高精度に位置合わせすることができる。
【００５８】
　Ｓ４０４において、比較工程として、比較回路１０８は、フォトマスク１０１から得ら
れる透過画像に基づいてセンサ回路１０６で生成された被検査パターン画像となる測定デ
ータと、参照回路１１２で生成した検査基準パターン画像となる参照データとを、位置合
わせ回路１４０にて位置合わせした後に取り込む。そして、取り込まれた測定データと参
照データについて、所定のアルゴリズムに従って比較し、欠陥の有無を判定する。このよ
うに高精度な位置合わせが行なわれたデータ比較を行うことにより欠陥の誤検出を抑制し
て擬似欠陥を低減し、高精度の検査を行うことができる。
【００５９】
　実施の形態２．
　実施の形態２では、フレーム内の局所的な位置ずれを補正する場合の手法について説明



(15) JP 4199786 B2 2008.12.17

10

20

30

する。
【００６０】
　図９は、実施の形態２における２次元パターンの一例を示す図である。
　例えば、図９に示す２次元パターンの一部に局所的な位置ずれが生じているような場合
について説明する。最小二乗法では、かかるフレームを例えば図９に示すように点線で分
割して、各分割された領域ごとに位置ずれ量および像強度変動率等を演算し、位置ずれ量
および像強度変動率等をそれぞれ推定するようにしても好適である。そして、かかる場合
に、分割された領域が０次元パターンで構成されている場合には、上述したようにｘ０及
びｙ０が不定となるように正規行列を縮退することができる。同様に、１次元パターンで
構成されている場合には、ｘ０またはｙ０の一方が不定となるようにそれぞれ正規行列を
縮退することができる。そして、各分割された領域を合成することにより精度の高い位置
ずれ補正を行なうことができる。
【００６１】
　また、最小二乗法では、上述したフレームを例えば図８に示すように点線で分割する場
合に、重み付け分割して、各分割された領域ごとに位置ずれ量を演算し、位置ずれ量およ
び像強度変動率をそれぞれ推定するようにしても好適である。
【００６２】
　図１０は、実施の形態２における位置合わせ回路の構成を示すブロック図である。
　図１０において、位置合わせ回路１４０は、図２に示した構成に、さらに、最小二乗法
位置ずれ演算回路３２２内に重み演算部３６０を追加した点以外は図２と同様である。
　図１１は、実施の形態２における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図であ
る。
　図１１において、試料検査方法は、図３に示した各工程に、さらに、最小二乗法位置ず
れ演算工程（Ｓ３００）内に、正規行列要素演算工程（Ｓ３０２）の前に重み演算工程（
Ｓ３０１）を追加した点以外は図３と同様である。その他、実施の形態２における装置構
成および試料検査方法或いは画像位置合わせ方法の各工程は、実施の形態１と同様である
。
【００６３】
　Ｓ３０１において、重み演算工程として、重み演算部３６０は、１次の線形補間による
重み付けを行なうための重み係数を演算する。そして、重み演算部３６０は、参照データ
の各階調値について、重み係数を乗算した値を演算する。
　図１２は、実施の形態２における１次の線形補間による重み付けを説明するための図で
ある。
　ここでは、周囲の４点で重み付けを行なう場合を説明する。例えば、ある画像データＰ
について、画素Ｐを周囲の４点（０，１，２，３）の画像データを用いて内挿すると、以
下の式（８）で定義することができる。
【００６４】
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【数８】

【００６５】
　すなわち、式（８）に示すように、参照データの階調値Ｕ（０）は、Ｕ（０）＝（１－
ｘ）（１－ｙ）Ｕで示すことができる。また、（１－ｘ）（１－ｙ）を重み係数Ｗ（０）

として表すとＵ（０）＝Ｗ（０）Ｕで示すことができる。また、参照データＵ（１）は、
Ｕ（１）＝ｘ（１－ｙ）Ｕで示すことができる。また、ｘ（１－ｙ）を重み係数Ｗ（１）

として表すとＵ（１）＝Ｗ（１）Ｕで示すことができる。また、参照データＵ（２）は、
Ｕ（２）＝ｘｙＵで示すことができる。また、ｘｙを重み係数Ｗ（２）として表すとＵ（

２）＝Ｗ（２）Ｕで示すことができる。また、参照データＵ（３）は、Ｕ（３）＝（１－
ｘ）ｙＵで示すことができる。また、（１－ｘ）ｙを重み係数Ｗ（３）として表すとＵ（

３）＝Ｗ（３）Ｕで示すことができる。このように重み付けされた参照データＵ（０）、
参照データＵ（１）、参照データＵ（２）、参照データＵ（３）を用いて相関行列を計算
すると、相関行列は式（９）のように示すことができる。
【００６６】

【数９】

【００６７】
　ここで、式（９）の各要素ａ～ｄは、以下の式（１０）のように示すことができる。
【００６８】
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【００６９】
　また、式（９）の各要素ｅ～ｈは、以下の式（１１）のように示すことができる。
【００７０】

【数１１】

【００７１】
　また、式（９）の各要素ｉ～ｌは、以下の式（１２）のように示すことができる。
【００７２】
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【数１２】

【００７３】
　また、式（９）の各要素ｍ～ｑは、以下の式（１３）のように示すことができる。
【００７４】

【数１３】

【００７５】
　また、式（９）の各要素Ａ～Ｄは、以下の式（１４）のように示すことができる。
【００７６】
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【数１４】

【００７７】
　また、式（９）の各要素Ａ’～Ｄ’は、以下の式（１５）のように示すことができる。
【００７８】

【数１５】

【００７９】
　以上のように、周囲の４点で重み付けを行なう場合、式（９）～式（１５）に示す相関
行列式を解くことにより、像強度変動率ε０（０）～εＮ（３）、位置ずれ量ｘ０（０）

、ｘ０（１）、ｘ０（２）、ｘ０（３）、ｙ０（０）、ｙ０（１）、ｙ０（２）、ｙ０（

３）、グレイレベルオフセットδ（０）～δ（３）といった４（Ｎ＋４）個の変数を得る
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ことができる。不定の解が存在する場合には、その解の個数分が除かれることは言うまで
もない。かかる各値を用いて、位置補正することによりフレーム内の局所的な位置ずれ等
を補正することができる。局所的な位置ずれの原因としては、（１）ＸＹステージの蛇行
、（２）実画像と参照画像の画素サイズの差異、（３）撮像素子の画素サイズの差異など
が考えられる。重み付けの手法は、かかる周囲の４点を用いる場合に限らず、１６点を用
いる双三次補間などを採用することも好適である。式（９）～式（１５）では、行列の各
値について一部記載を省略している。
【００８０】
　実施の形態３．
　上述した実施の形態１及び２では、位置合わせの手法として、次元判定を行ないパター
ン種別に応じて相関行列をランク落ちさせる最小二乗法による位置ずれ量演算により求め
た位置ずれ量を使用していた。実施の形態３では、上述した最小二乗法の他にさらにＳＳ
Ｄ（Ｓｕｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｑｕａｒｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）法を組合わせた位
置合わせの手法について説明する。特に、実施の形態３ではサブ画素単位ＳＳＤ演算を最
小二乗法位置ずれ演算と並列に行なう場合について説明する。
【００８１】
　図１３は、実施の形態３における位置合わせ回路の構成を示すブロック図である。
　図１３において、位置合わせ回路１４０は、参照データメモリ３０２、測定データメモ
リ３０４、欠陥画素判定回路３０６、画素単位ＳＳＤ（Ｓｕｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｑｕａ
ｒｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）演算回路３１０、サブ画素単位ＳＳＤ演算回路３２０、
最小二乗法位置ずれ演算回路３２２、演算データメモリ３３０、残差二乗和演算回路３２
４、判定回路３４０、位置補正回路３５０を備えている。位置合わせ回路１４０は、参照
回路１１２から参照データを、光学画像取得部１５０から測定データを入力し、位置合わ
せをした後、比較回路１０８に参照データと測定データを出力する。欠陥画素判定回路３
０６内の各構成と最小二乗法位置ずれ演算回路３２２内の各構成は、図２或いは図１０と
同様である。
【００８２】
　図１４は、実施の形態３における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図であ
る。
　図１４において、試料検査方法は、光学画像取得工程（Ｓ１０２）と、参照データ作成
工程（Ｓ１０４）と、位置合わせ工程と、比較工程（Ｓ４０４）という一連の工程を実施
する。そして、画像位置合わせ方法の一例となる位置合わせ工程として、記憶工程（Ｓ２
０２）、画素単位ＳＳＤ演算工程（Ｓ２０４）、欠陥画素判定工程（Ｓ２１０）、サブ画
素単位ＳＳＤ演算工程（Ｓ２２０）、最小二乗法位置ずれ演算工程（Ｓ３００）、残差二
乗和演算工程（Ｓ３０８）、判定工程（Ｓ４００）、位置補正工程（Ｓ４０２）という一
連の工程を実施する。図１４でも、図３と同様、測定データ（光学画像）の流れを実線で
示し、参照データの流れを点線で示している。
【００８３】
　Ｓ１０２からＳ２０２までの各工程については、実施の形態１或いは実施の形態２と同
様である。
【００８４】
　Ｓ２０４において、画素単位ＳＳＤ演算工程として、残差二乗和演算部の一例となる画
素単位ＳＳＤ演算回路３１０は、第１の仮の合わせ位置から画素単位でずらして、測定デ
ータの画素値と参照データの画素値との残差二乗和が最小となる位置への位置ずれ量を演
算する。第１の仮の合わせ位置は、データ座標系においてとりあえず一致しているはずの
位置を採用すればよい点は、実施の形態１或いは実施の形態２と同様である。
【００８５】
　図１５は、実施の形態３におけるＳＳＤ演算手法を説明するための図である。
　まず、画素単位ＳＳＤ演算回路３１０は、位置回路１０７からの位置情報をベースにし
て、参照データメモリ３０２から、比較処理の単位となる所定の大きさの画像の領域（フ
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レーム）の参照データを読み出す。この際、画素単位ＳＳＤ演算回路３１０は、かかるフ
レームの参照データについて、画素単位で平行シフトした画像（ずらした画像）をそれぞ
れ作成する。図１５では、データ１、データ２、・・・データｎとして示している。かか
るフレームでの測定データと参照データとを比較することになる。例えば、１つのフレー
ムとして、５１２×５１２画素の領域とすると好適である。そして、画素単位でずらした
複数の参照データの各参照データを測定データメモリ３０４から読み出した同じ大きさの
領域の測定データとの間で、残差二乗和を演算する。残差二乗和は、参照データの各画素
値と測定データの各画素値との残差を二乗して、読み出した領域全体の和をとることで解
を得ることができる。そして、複数の参照データについてそれぞれ残差二乗和を演算し、
残差二乗和の最小値を演算する。そして、かかる最小値をとる位置に測定データと参照デ
ータとを位置合わせする。このようにして、画素単位でＸ，Ｙ方向に平行シフトした場合
に最も合った位置に位置合わせすることができる。かかる位置を第２の仮の合わせ位置と
して、以下、詳細な位置合わせを行なう。
【００８６】
　Ｓ２１０において、欠陥画素判定工程として、欠陥画素判定回路３０６は、以下に示す
ように所定の閾値を用いて欠陥画素を判定する。以下、欠陥画素判定内の各工程の詳細に
ついては、実施の形態１と同様である。
【００８７】
　Ｓ２０６において、サブ画素単位ＳＳＤ演算工程として、残差二乗和演算部の一例とな
るサブ画素単位ＳＳＤ演算回路３２０は、画素単位ＳＳＤ演算工程で仮合わせした測定デ
ータと参照データとの第２の仮の合わせ位置から、サブ画素単位でずらして、測定データ
の画素値と参照データの画素値との残差二乗和が最小となる位置（第１の位置）への位置
ずれ量（第１の位置ずれ量）を演算する。この際、欠陥画素判定工程で差分が閾値Δより
小さくならない大欠陥画素を除いて演算する。これにより、大欠陥に引きずられて参照デ
ータを合わせ込みすぎてしまうことを防止することができる。
【００８８】
　サブ画素単位ＳＳＤ演算手法は、図１５に説明した内容と同様である。第２の仮の合わ
せ位置をベースにして、上述した比較対象となる領域の大きさの参照データについて、サ
ブ画素単位で平行シフトした画像（ずらした画像）をそれぞれ作成する。図１５では、デ
ータ１、データ２、・・・データｎとして示している。例えば、サブ画素として、１画素
の１／８，１／１６，１／３２等を単位する。例えば、サブ画素として、１画素の１／８
を単位とする場合、Ｘ方向、Ｙ方向に、それぞれ±１／８画素，±２／８画素，±３／８
画素，±４／８画素，±５／８画素，±６／８画素，±７／８画素だけずらした所定の大
きさの領域の参照データ及びずらし量が０の参照データを作成する。すなわち、Ｘ方向に
１６通り、Ｙ方向に１６通りの組み合わせとなる２５６種の参照データを作成する。そし
て、各参照データと測定データとの間で、残差二乗和を演算する。残差二乗和は、参照デ
ータの各画素値と測定データの各画素値との残差を二乗して、読み出した領域全体の和を
とることで解を得ることができる。そして、複数の参照データについてそれぞれ残差二乗
和を演算し、残差二乗和の最小値を演算する。このようにして、かかる最小値をとる位置
への位置ずれ量を得ることができる。設定されたずらし量や演算された残差二乗和等のデ
ータは、演算データメモリ３３０に格納される。このようにして、サブ画素単位でＸ，Ｙ
方向に平行シフトした場合に最も合った位置に位置合わせするための位置ずれ量（ｘ０，
ｙ０）を得ることができる。
【００８９】
　Ｓ３００において、最小二乗法位置ずれ演算工程として、最小二乗法演算部の一例とな
る最小二乗法位置ずれ演算回路３２２は、測定データと参照データとの上述した第２の仮
の合わせ位置からの最小二乗法に基づく位置ずれ量（第２の位置ずれ量）を演算する。最
小二乗法に基づく位置ずれ量演算の内容については、実施の形態１或いは実施の形態２と
同様である。すなわち、大欠陥画素を０或いは除いて各要素が演算された正規行列を用い
て最小二乗法による位置ずれ量演算により位置ずれ量等を求める。言い換えれば、実施の
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形態１の手法によれば、像強度変動率ε０～εＮ、位置ずれ量ｘ０、ｙ０、グレイレベル
オフセットδといった（Ｎ＋４）個の変数を得ることができる。また、実施の形態２の手
法によれば、像強度変動率ε０（０）～εＮ（３）、位置ずれ量ｘ０（０）、ｘ０（１）

、ｘ０（２）、ｘ０（３）、ｙ０（０）、ｙ０（１）、ｙ０（２）、ｙ０（３）、グレイ
レベルオフセットδ（０）～δ（３）といった４（Ｎ＋４）個の変数を得ることができる
。そして、実施の形態２の手法のように重み付け分割を行なった場合には合成して最も合
った位置に位置合わせするための位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）等を得ることができる。ここ
で、実施の形態１或いは２のいずれの手法においても、不定の解が存在する場合にはその
解の個数分が除かれることは言うまでもない。
【００９０】
　Ｓ３０８において、残差二乗和演算工程として、残差二乗和演算部の一例となる残差二
乗和演算回路３２４は、測定データと参照データとの上述した仮の合わせ位置から最小二
乗法位置ずれ演算回路３２２により演算された位置ずれ量（ｘ０，ｙ０）分ずらした位置
（ｘ－ｘ０，ｙ－ｙ０）（第２の位置）における測定データの画素値と参照データの画素
値との残差二乗和を演算する。ここでも欠陥画素判定工程で差分が閾値Δより小さくなら
ない大欠陥画素を除いて演算する。これにより、大欠陥に引きずられて参照データを合わ
せ込みすぎてしまうことを防止することができる。
【００９１】
　Ｓ４００において、判定工程として、判定部の一例となる判定回路３４０は、第１の位
置での残差二乗和と第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれが小さいかを判定する。
すなわち、サブ画素単位ＳＳＤ演算回路３２０により演算された結果得られた最小の残差
二乗和と残差二乗和演算回路３２４により演算された結果得られた残差二乗和とのうち、
いずれが小さいかを判定する。両方の値とも欠陥画素判定工程で差分が閾値Δより小さく
ならない大欠陥画素を除いて演算されるため、比較対象を合わせることができる。その結
果、高精度な判定を行なうことができる。
【００９２】
　Ｓ４０２において、位置補正工程として、位置補正部の一例となる位置補正回路３５０
は、判定回路３４０により判定された小さい方の残差二乗和が得られる位置に測定データ
と参照データとの合わせ位置を補正する。また、位置補正回路３５０は、最小二乗法位置
ずれ演算回路３２２により演算された像強度変動率εを用いて参照データの各画素の像強
度を補正しても好適である。例えば、判定回路３４０により残差二乗和演算回路３２４に
より演算された結果が採用された場合はもとより、サブ画素単位ＳＳＤ演算回路３２０に
より演算された結果が採用された場合でも最小二乗法位置ずれ演算回路３２２により演算
された像強度変動率εを用いて参照データの各画素の像強度を補正しても好適である。
【００９３】
　ここで、ＳＳＤ法と最小二乗法とは、それぞれ得意とするパターン種が存在する。例え
ば、ＳＳＤ法は、疎な図形密度のパターンの位置合わせに適している。他方、最小二乗法
は、密な図形密度のパターンの位置合わせに適している。そのため、本実施の形態のよう
に構成することで、最小二乗法の残差二乗和とサブ画素単位のＳＳＤの最小残差二乗和を
比較して、最小二乗法とサブ画素単位のＳＳＤで小さい方の補正方法を採用すれば、それ
ぞれ単独で補正する場合よりも良い結果が期待できる。
【００９４】
　つまり、疎なパターンからなる画像の場合には、最小二乗法による計算が不安定になる
ことがあり、その場合にはＳＳＤによる位置合わせを採用する。ＳＳＤ法と最小二乗法と
を併用することでかかる疎なパターンにおいても安定な補正を可能とすることができる。
【００９５】
　そして、かかる値を用いて、参照画像となる参照データ或いは光学画像（実画像）とな
る測定データを補正することにより測定データと参照データをより一致させることができ
、結果として欠陥検査の誤検出を防止し、実用的な感度の向上を図ることができる。以上
のように、参照画と実画の位置ずれおよび像強度変動を簡便に補正することにより、高感
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度な検査を実現することができる。
【００９６】
　ここで、判定工程において比較するのは残差二乗和に限定されるものではなく、一般に
ｐを正の数として残差のｐ乗和を採用してもよい。ＳＳＤはｐ＝２の場合に該当する。す
なわち、最小二乗法と並行してＳＳＤによる位置補正を行い、ｐを正数として実画と補正
された参照画の残差絶対値のｐ乗和を最小二乗法による補正とＳＳＤ法による補正とのそ
れぞれの場合について計算して、両者を比較して、残和絶対値のｐ乗和が最小となる補正
手法を選択してもよい。
【００９７】
　Ｓ４０４において、比較工程として、比較回路１０８は、フォトマスク１０１から得ら
れる透過画像に基づいてセンサ回路１０６で生成された被検査パターン画像となる測定デ
ータと、参照回路１１２で生成した検査基準パターン画像となる参照データとを、位置合
わせ回路１４０にて位置合わせした後に取り込む。そして、所定のアルゴリズムに従って
比較し、欠陥の有無を判定する。このように高精度な位置合わせが行なわれたデータ比較
を行うことにより欠陥の誤検出を抑制して擬似欠陥を低減し、高精度の検査を行うことが
できる。
【００９８】
　実施の形態４．
　実施の形態３ではサブ画素単位ＳＳＤ演算を最小二乗法位置ずれ演算と並列に行なう場
合について説明したが、特に、実施の形態４ではサブ画素単位ＳＳＤ演算を最小二乗法位
置ずれ演算と直列に行なう場合について説明する。実施の形態４における装置構成は、実
施の形態３と同様である。また、欠陥画素判定回路３０６内の各構成と最小二乗法位置ず
れ演算回路３２２内の各構成も、実施の形態３と同様、図２或いは図９と同様である。
【００９９】
　図１６は、実施の形態４における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図であ
る。
　図１４では、サブ画素単位ＳＳＤ演算工程（Ｓ２２０）と最小二乗法位置ずれ演算工程
（Ｓ３００）及び残差二乗和演算工程（Ｓ３０８）の組み合わせとが並列に構成していた
が、図１５では、サブ画素単位ＳＳＤ演算工程（Ｓ２２０）の後に、最小二乗法位置ずれ
演算工程（Ｓ３００）及び残差二乗和演算工程（Ｓ３０８）を行なう。その他は、図１４
と同様である。また、図１６でも、図３と同様、測定データ（光学画像）の流れを実線で
示し、参照データの流れを点線で示している。
【０１００】
　図１６におけるＳ１０４からＳ２２０までの各工程は、実施の形態３と同様である。
【０１０１】
　図１６におけるＳ３００において、最小二乗法位置ずれ演算工程として、最小二乗法演
算部の一例となる最小二乗法位置ずれ演算回路３２２は、測定データと参照データとの上
述した第１の位置からの最小二乗法に基づく位置ずれ量（第２の位置ずれ量）を演算する
。すなわち、サブ画素単位ＳＳＤ演算回路３２０により演算された結果得られた最小の残
差二乗和が得られた位置（第１の位置）からさらに合わせ込む。サブ画素単位ＳＳＤ演算
で得られた合わせ位置から合わせ込むことでより高精度な位置合わせを行なうことができ
る。最小二乗法に基づく位置ずれ量演算の内容については、実施の形態１或いは実施の形
態２と同様である。すなわち、実施の形態３と同様である。
【０１０２】
　そして、図１６におけるＳ３０８において、残差二乗和演算工程として、残差二乗和演
算部の一例となる残差二乗和演算回路３２４は、測定データと参照データとの上述した第
１の位置から最小二乗法位置ずれ演算回路３２２により演算された位置ずれ量（ｘ０，ｙ

０）分ずらした位置（ｘ－ｘ０，ｙ－ｙ０）（第２の位置）における測定データの画素値
と参照データの画素値との残差二乗和を演算する。
【０１０３】
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　そして、図１６におけるＳ４００において、判定工程として、判定部の一例となる判定
回路３４０は、第１の位置での残差二乗和と第２の位置での残差二乗和とのうち、いずれ
が小さいかを判定する。すなわち、サブ画素単位ＳＳＤ演算回路３２０により演算された
結果得られた最小の残差二乗和と残差二乗和演算回路３２４により演算された結果得られ
た残差二乗和とのうち、いずれが小さいかを判定する。以下、実施の形態３と同様である
。
【０１０４】
　以上のように、サブ画素単位ＳＳＤ演算で得られた合わせ位置から合わせ込むことで、
実施の形態３の精度をさらに高精度にすることができる。
【０１０５】
　上述した各実施の形態において、図１の構成では、スキャン幅Ｗの画素数（例えば２０
４８画素）を同時に入射するフォトダイオードアレイ１０５を用いているが、これに限る
ものではない。
　図１７は、別の光学画像取得手法を説明するための図である。
　図１７に示すように、ＸＹθテーブル１０２をＸ方向に定速度で送りながら、レーザ干
渉計で一定ピッチの移動を検出した毎にＹ方向に図示していないレーザスキャン光学装置
でレーザビームをＹ方向に走査し、透過光を検出して所定の大きさのエリア毎に二次元画
像を取得する手法を用いても構わない。
【０１０６】
　以上の説明において、「～部」、「～回路」或いは「～工程」と記載したものは、コン
ピュータで動作可能なプログラムにより構成することができる。或いは、ソフトウェアと
なるプログラムだけではなく、ハードウェアとソフトウェアとの組合せにより実施させて
も構わない。或いは、ファームウェアとの組合せでも構わない。或いは、ハードウェアに
より構成しても構わない。また、プログラムにより構成される場合、プログラムは、磁気
ディスク装置、磁気テープ装置、ＦＤ、或いはＲＯＭ（リードオンリメモリ）等の記録媒
体に記録される。例えば、演算制御部を構成するテーブル制御回路１１４、参照回路１１
２、比較回路１０８、位置合わせ回路１４０及び位置合わせ回路１４０内の各回路等は、
電気的回路で構成されていても良いし、制御計算機１１０によって処理することのできる
ソフトウェアとして実現してもよい。また電気的回路とソフトウェアの組み合わせで実現
しても良い。
【０１０７】
　以上、具体例を参照しつつ実施の形態について説明した。しかし、本発明は、これらの
具体例に限定されるものではない。例えば、各実施の形態では、透過光を用いているが、
反射光あるいは、透過光と反射光を同時に用いてもよい。参照画像は設計データから生成
しているが、フォトダイオードアレイ等のセンサにより撮像した同一パターンのデータを
用いても良い。言い換えれば、ｄｉｅ　ｔｏ　ｄｉｅ検査でもｄｉｅ　ｔｏ　ｄａｔａｂ
ａｓｅ検査でも構わない。
【０１０８】
　また、装置構成や制御手法等、本発明の説明に直接必要しない部分等については記載を
省略したが、必要とされる装置構成や制御手法を適宜選択して用いることができる。
【０１０９】
　その他、本発明の要素を具備し、当業者が適宜設計変更しうる全ての試料検査装置、試
料検査方法、画像位置合わせ方法、位置ずれ量推定方法は、本発明の範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】実施の形態１における試料検査装置の構成を示す概念図である。
【図２】実施の形態１における位置合わせ回路の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図である。
【図４】実施の形態１における光学画像の取得手順を説明するための図である。
【図５】実施の形態１における像強度変動率変動の一例を示す図である。
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【図６】実施の形態１における位置ずれ量変動の一例を示す図である。
【図７】実施の形態１におけるグレイレベルオフセット変動の一例を示す図である。
【図８】実施の形態１における位置合わせの様子を説明するための図である。
【図９】実施の形態２における２次元パターンの一例を示す図である。
【図１０】実施の形態２における位置合わせ回路の構成を示すブロック図である。
【図１１】実施の形態２における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図である
。
【図１２】実施の形態２における１次の線形補間による重み付けを説明するための図であ
る。
【図１３】実施の形態３における位置合わせ回路の構成を示すブロック図である。
【図１４】実施の形態３における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図である
。
【図１５】実施の形態３におけるＳＳＤ演算手法を説明するための図である。
【図１６】実施の形態４における試料検査方法の要部工程を示すフローチャート図である
。
【図１７】別の光学画像取得手法を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１０　参照データ
２０　測定データ
３０　大欠陥
１００　試料検査装置
１０１　フォトマスク
１０２　ＸＹθテーブル
１０３　光源
１０４　拡大光学系
１０５　フォトダイオードアレイ
１０６　センサ回路
１０７　位置回路
１０８　比較回路
１０９　磁気ディスク装置
１１０　制御計算機
１１２　参照回路
１１５　磁気テープ装置
１４０　位置合わせ回路
１５０　光学画像取得部
３０２　参照データメモリ
３０４　測定データメモリ
３０６　欠陥画素判定回路
３０７　Δ演算部
３０８　差分判定部
３１０　画素単位ＳＳＤ演算回路
３２０　サブ画素単位ＳＳＤ演算回路
３２２　最小二乗法位置ずれ演算回路
３３０　演算データメモリ
３２４　残差二乗和演算回路
３４０　判定回路
３５０　位置補正回路
３６０　重み演算部
３７０　正規行列要素演算部



(26) JP 4199786 B2 2008.12.17

３９０　位置ずれ量演算部
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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