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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターン形成ずみの基板を画像化する方法であって、
　前記基板から帯電粒子経由で基板の第１の領域の複数の画像を捕捉するステップであっ
て、前記基板の第１の領域を含んでいる前記基板の第２の領域をプリチャージし、前記基
板を横切る帯電粒子ビーム装置の帯電粒子ビームを走査することによって前記基板の第１
の領域を画像化し、前記帯電粒子ビーム装置の動作パラメータは、走査される基板の第１
の領域に対して最適化されるように選択され、前記第２の領域を帯電させることと、前記
第１の領域の複数の画像を捕捉するように前記第１の領域を画像化することとを交互に行
うことによって、前記複数の画像の各々は捕捉されるステップと、
　前記複数の画像を平均化し、前記第１の領域の平均の捕捉画像を取得するステップとを
備えた方法。
【請求項２】
　前記動作パラメータは、前記第１の領域の大きさ、走査速度、ビーム照射量、ビーム電
流、ビームエネルギー、ビームスポットサイズ、ウェーハチャックバイアス電圧、帯電制
御板バイアス電圧、エネルギーフィルタ電圧、および回路パターンに対する走査方向の一
つ以上を含んでいる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基板の前記第２の領域をプリチャージすることは、前記帯電粒子ビーム装置のフラ
ッドビームで前記第２の領域を走査することを含む請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記帯電粒子ビームは、前記フラッドビームが活性化されるときオフになる請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記帯電粒子ビームは、前記基板の前記第２の領域をプリチャージし、前記基板の第１
の領域を走査するのに用いられる請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は帯電粒子ビームを用いた半導体ウェーハなどのパターン形成ずみ基板の欠陥
の検出に関する。より詳細にいうと、この発明は帯電粒子ビーム利用の欠陥検査装置の形
成する画像の均一性及び電圧コントラストを改善することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この出願は1997年７月15日提出の同時出願中の米国特許出願第08/892,734号、1997年１
月13日提出の同米国特許出願第08/782,740号、1998年１月23日提出の同米国特許出願第09
/012,227号、この出願と同日付の米国特許出願第09/226,962号「微小構造欠陥の検出」、
同米国特許出願第09/227,747号「形状特徴を利用した欠陥検出」、および同米国特許出願
第09/226,967号「パターン形成した基板の欠陥の検出」に関連し、これら出願をここに参
照して、それぞれの内容をこの明細書に組み入れる。
【発明の概要】
【０００３】
　欠陥検出は半導体デバイスの製造における重要な側面である。多数の製造工程の初めの
段階で欠陥を検出できれば、欠陥の根元を把握でき、多数のウェーハに影響が及ぶ前にそ
の欠陥を除去できる。現在、インライン欠陥検査の大部分はKLA-Tencor社製21XXシリーズ
ウェーハ検査装置など光学式検査装置を用いて行っている。しかし、これら光学式の欠陥
検査装置は、焦点深度が小さいことおよび回折による画像の鮮明度低下のためにその性能
が制限される。これら光学式の検査装置の焦点深度の小さいことは、サブミクロンの特徴
形状の画像化に必要な大口径対物レンズに付きものの制約である。デバイス表面にない欠
陥は実質的に焦点はずれになり、したがって検出不可能である。デバイス表面よりも下が
った位置にある欠陥の例として、多結晶シリコンゲート短絡、バイアホールおよびコンタ
クト断線、金属ストリンガーなどが挙げられる。また、光学式検査装置における回折に起
因する解像度低下は微小な表面欠陥の画像を不鮮明にし、最小臨界寸法（CD）0.25マイク
ロメートル以下ではそれら表面欠陥を検出不可能にする。それら欠陥の例として、0.1マ
イクロメートル程度の粒子や最小CDまたはそれ以下の欠けた形状または余分の形状などが
ある。
【０００４】
　荷電粒子ビーム利用による欠陥検査は、高度に進歩した半導体製造における重要技術の
一つになると思われる。慣用の走査電子顕微鏡（SEM）、集束イオンビーム顕微鏡（FIB）
および電子ビーム（Ｅビーム）欠陥検出システムなどを含む荷電粒子ビーム利用による欠
陥検査装置は光学式の装置よりもずっと高い解像度を有し、より微小な欠陥を検出できる
。Ｅビーム検出システムは、基板表面下の欠陥、すなわち切断型および短絡型の欠陥の検
出をその欠陥の電気的効果に起因する電圧コントラスト変化の測定によって可能にする。
詳細については、例えば、Journal of Vacuum Science and Technology誌B8(6)（1990年1
1/12月）第2041－2044頁所載のT.Aton他の論文「電荷の誘起した電圧コントラストによる
集積回路微小構造の検査」、30th Annual Proceeding Reliability Physics 1992, IEEE
（1992年３/４月）第304－308頁所載のK.Jenkins他の論文「非接触電子ビーム帯電による
シリサイドプロセス欠陥の分析」、J.Thong編の専門書「電子ビーム検査技術」第41頁、
およびKLA Yield Management Seminar（1996年）第506-2乃至506-11頁所載のT.Cassの論
文「プロセス中のウェーハ上の電気的欠陥の自動的検出のための電圧コントラスト効果の



(3) JP 5539294 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

利用」を参照されたい。
【０００５】
　シュルンベルジェ社のＥビーム欠陥検出技術は正極性電圧コントラストモードまたは負
極性電圧コントラストモードで動作する。いずれのモードでも、検査対象のウェーハ上の
浮いた導電体を帯電粒子（すなわち電子）によるウェーハ表面のプリチャージにより特定
の電位に電位上昇させる。浮いた導電体と接地導電体とは互いに異なるコントラストを呈
するので、両者を区別できる。正極性電圧コントラストモードでは浮いた導電体を接地導
電体よりも高い正極性の電圧にプリチャージし、負極性電圧コントラストモードでは浮い
た導電体を接地導電体よりも大きい負極性の電圧にプリチャージする。集束した低電圧帯
電粒子（電子）ビームでそれらウェーハ上の導電体の帯電状態を精査する。ダイの電圧コ
ントラスト画像（または部分画像）と基準（例えば隣接ダイ）の対応画像とを比較するこ
とによって、そのダイにおける欠陥の位置特定が可能になる。この手法は欠陥の検出に電
圧コントラスト変化を利用しているので、(1)背景コントラストが均一な均一電圧コント
ラスト画像、(2)視野内の互いに異なる位置にある回路に対する均一な電圧コントラスト
、および(3)基板上の回路素子と下位にある接続線との間の明確なコントラスト（例えば
両者間の大きい差）を達成することが重要である。
【０００６】
　荷電粒子ビーム検査システムの一つの問題は、生成画像の品質が一定しないことである
。画像のトポグラフィ上のコントラストまたは電圧コントラストに不都合な変動が生ずる
ことが多い。電圧コントラストの不均一性はパターン形成ずみの基板（ウェーハまたはダ
イ）のプリチャージのむらが原因で起こり得る。基板表面の帯電は二次電子捕捉効率およ
び一次ビーム照射期間内に進行中の帯電プロセスに影響を及ぼし得る。Ｅビーム欠陥検出
システムは二つのクロスオーバー電圧、すなわち一次電子が一次電子電流よりも大きい二
次電子放射電流を誘発する電圧の間で動作する。すなわち、視野内（FOV）の浮き導電体
は正極性に帯電する。ウェーハに戻る未捕捉二次電子はFOVの周囲の領域を負極性に帯電
させて、「微小」減速電界（MRF）を生じさせる。MRFは表面帯電プロセスに影響を及ぼし
、画像の電圧コントラストにいくつかの問題を生じさせ得る。第１に、MRFは二次電子の
一部をウェーハのFOV領域に戻らせるように作用して正極性電圧コントラストを低下させ
ることがあり得る。第２に、システムの倍率を精査のために上げた場合は、MRFのために
正極性電圧コントラストモードが負極性電圧コントラストモードに切り替わることがあり
得る。大きい倍率の下では、MRFが強くなって大量の二次電子をFOVに戻し、FOV領域を負
極性に帯電させる。第３に、MRFは予測不可能な「ゴースト形状」を生じさせて、画像中
の位置によって互いに異なるコントラスト変動を生じさせる可能性がある。MRFはFOV端部
で非等方性を呈し、FOV端部での戻り二次電子の強度はFOV中心とは大幅に異なることがあ
り得る。そのために、浮いた構造物の帯電に不均一性が生ずる。また、FOV中心からの放
射二次電子とFOV端部からの放射二次電子との間で検出効率に大幅な差がでてくる。これ
らの問題のために誤りのコントラスト差が生じ、Ｅビーム欠陥検出システムの信頼性を著
しく低下させる。
【０００７】
　シュルンベルジェ社は不活性化ずみの集積回路（IC）の大ビーム電流における波形測定
に市販のIDS10000システムなどのＥビーム欠陥検査システムを1995年以来用いてきた。こ
の種のＥビーム欠陥検査システムは大面積をまず走査し、次に小領域を画像化する。大電
流ベクトル化ビームをパルス状に供給して、不活性化ずみICについて容量性AC波形を測定
する。大面積走査の前に小面積を画像化することによって、その小面積の領域における表
面帯電の不安定性を低下させ、それによってより安定で正確な電圧波形を生ずる（時間の
関数として）。測定は個々のダイの上の導電体の領域で行うので、画像の均一性やコント
ラストは問題にならない。この手法は電気的刺激源に接続した作動中のICのみに適用可能
であって未完成のパターン形成ずみ基板には適用できない。
【０００８】
　帯電粒子による欠陥検査装置からの測定値の改善を試行することは周知である。国際出
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願番号PCT/US98/00782（国際公表番号第WO98.32153号、1998年７月23日発行）はSEMを用
いた微小回路の寸法臨界値の測定を対象とする。小走査領域をSEMでマルチ走査すると暗
い画像が生じ、その領域の形状特徴が不鮮明になる。より大きい領域を走査すると画像は
明るくなる。しかし、この手法は画像を明るくするだけで、下方の互いに異なる接続線の
形状特徴の間の画像コントラストを強めることはない。また、一つの領域を明るくするだ
けでは画像の均一性を改善することにはならない。
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、パターン形成ずみ基板の欠陥の検出を機能強化するために、帯電粒子利用
の欠陥検査装置の生ずる画像の均一性およびコントラストの質を改善する必要がある。特
に、画像の電圧コントラストを強める必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の一つの実施例によると、パターン形成ずみの基板の欠陥を検出する方法であ
って、前記基板に帯電粒子ビームを向ける過程と、その基板を前記ビームで走査する過程
と、生成画像の均一性およびコントラストを改善するように前記ビームのパラメータを最
適化する過程とを含む方法を提供できる。この欠陥検出はデバイス製造工程の完了前に行
う。この方法は前記基板の第１の領域の少なくとも部分画像を捕捉する過程をさらに含む
。この過程は前記基板の第２の領域を帯電させることと前記第１の領域を画像化すること
とを含む。この第２の領域は前記第１の領域を取り囲む領域である。次に、形成した画像
を、前記パターン形成ずみ基板の欠陥の検出のために、基準画像と比較する（例えば、画
像の目視検査、またはプロセッサによる自動的検査により）。
【００１１】
　画像の電圧コントラスト品質は、走査領域の大きさ、走査速度、ビーム照射量、ビーム
電流、ビームエネルギー、ビームスポットサイズ（例えばレンズの焦点ずらしによる）、
ウェーハチャックバイアス電圧、帯電制御板バイアス電圧、エネルギーフィルタ電圧、お
よび回路パターンに対する走査方向の一つ以上を調節することによって最適化できる。第
１の領域の走査および第２の領域の走査について設定を同じにする必要はない。
【００１２】
　この発明のもう一つの実施例によると、前記米国特許出願第08/892,734号、同第08/782
,740号および同第09/012,227号記載のとおり帯電制御装置を用いた電圧コントラスト品質
最適化の方法を提供できる。ウェーハ表面と垂直な電界を、画像形成用走査（小領域走査
）およびプリチャージ用走査の期間中に表面帯電を制御するようにウェーハを挿んだ二つ
の電極へのバイアス印加によって、発生できる。画像形成走査およびプリチャージ用走査
の両期間中の電界強度は互いに異なっても差し支えない。電圧コントラスト画像は、慣用
のＥビーム利用欠陥検出手順に従って、小領域走査の期間中におけるエネルギーフィルタ
電圧の調節によっても改善できる。
【００１３】
　この発明のさらにもう一つの実施例によると、パターン形成ずみの基板の欠陥を検出す
る方法であって、前記基板に帯電粒子ビームを向ける過程と、その基板を前記ビームで走
査する過程と、生成電圧コントラスト画像を改善するように前記ビームのパラメータを最
適化する過程とを含む方法を提供できる。前記ビームのパラメータを最適化する過程は動
作マトリクスを形成することを含む。この方法は、フラッドガンからの投光照明型ビーム
で基板の第１の領域を帯電させることと、前記第２の領域の電圧コントラスト画像を得る
ように基板の前記第１の領域に取り囲まれた第２の領域を一次電子銃からの集束ビームで
精査することとを含む。次に、ここに得られた電圧コントラスト画像を基準と比較してパ
ターン形成ずみ基板の中のあらゆる欠陥を検出する。
【００１４】
　さらにもう一つの実施例によると、帯電粒子ビームを制御するパラメータの上限および
下限を算定する過程を含む電圧コントラスト画像および画像捕捉速度の最適化方法を提供
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できる。上記上限は最良の電圧コントラスト像を生ずる第１の領域のサイズおよびビーム
線量の上限値を定義し、上記下限は画像捕捉速度を最適化する第１の領域のサイズおよび
ビーム線量を定義する。最良の電圧コントラスト画像は、互いに異なる下位接続を伴う回
路相互間で非常に大きいコントラスト差を呈する。また、同一の下位接続の回路について
は視野全体を通じて電圧コントラストが一様で首尾一貫している。この方法は、電圧コン
トラスト品質と各第１領域サイズおよびビーム線量での帯電動作の所要時間とを指示する
動作マトリクスを生成する過程と、所望の電圧コントラスト品質に基づき前記動作マトリ
クスから特定の第１領域サイズおよびビーム線量を選択する過程とをさらに含む。
【００１５】
　この発明のさらにもう一つの実施例によると、パターン形成ずみの基板の欠陥を検出す
る欠陥検出装置であって、帯電粒子ビームカラムと、検出器と、少なくとも一つのプロセ
ッサとを含む欠陥検出装置を提供できる。帯電粒子ビームでパターン形成ずみの基板を照
射し、その基板の第１の領域を帯電させ、前記第１の領域よりも小さい第２の領域を走査
してその第２の領域の画像を形成する。この走査器は、前記帯電粒子ビームが第１の領域
を走査しているときはより小さい振幅で動作する。この帯電粒子ビームは、均一コントラ
ストの画像の生成のために、第２の領域の走査の前に第１の領域を帯電させる。検出器は
基板からの二次電子信号を検出する。これらの信号を第２の領域の画像の形成に用い、前
記少なくとも一つのプロセッサがその形成画像を基準画像と比較して前記パターンずみ基
板の欠陥を検出する。
【００１６】
　この発明のさらにもう一つの実施例によると、パターン形成ずみ基板の欠陥を検出する
欠陥検出装置であって、帯電粒子ビームカラムと、機械式ステージと、検出器と、少なく
とも一つのプロセッサとを含む欠陥検出装置が得られる。前記ステージがパターン形成ず
み基板を前記カラムに対して位置づけする。カラムは、レンズ内フラッドガンなどのエレ
クトロンフラッドガンと、一次電子銃と、主電界性能および副電界性能を備える大視野レ
ンズなどの走査器とを含む。フラッドガンは基板の第１の領域を帯電させるためのフラッ
ド型すなわち投光照明型ビームを発生し、一次電子銃は第１の領域よりも小さい第２の領
域を走査するための集束ビームを発生して第２の領域の画像を形成する。投光照明型ビー
ムは集束ビームによる第２の領域の走査の前に第１の領域を帯電させ、一様な電圧コント
ラストの画像を生ずる。ビーム走査器は、投光照明型ビームによる第１の領域の帯電のと
きは大振幅で動作し、集束ビームによる第２の領域の走査のときは小振幅で動作する。検
出器の検出した二次電子信号はフレーム同期装置に送り、第２の領域の画像を形成する。
大視野対物レンズの場合は、ステージ移動の必要が生ずる前に基板の互いに異なる部分に
ついて多数の画像を形成できる。次の領域へ動く前に一つの領域をプリチャージすること
によって、前の領域の画像化に伴う加工物を回避できる。上述の過程を反復することによ
って、各プリチャージ過程相互間で一つ以上の画像を形成できる。上記少なくとも一つの
プロセッサは、形成した画像と一つ以上の基準画像とを比較して、パターン形成ずみ基板
の中の欠陥を検出する。
【００１７】
　したがって、この発明は、基板上のコンタクトや未充填バイアホールなどの導電性領域
または非導電性領域の検査により、完成前のパターン形成ずみ基板の中の欠陥を検出する
方法及び装置を提供する。特に、この発明は画像の均一性およびコントラストを改善し、
それによって欠陥を検出しやすくする。良好な電圧コントラスト画像は、画像全体にわた
る均一の背景コントラストと、視野内の互いに異なる領域に位置する回路についての首尾
一貫したコントラストと、互いに異なる下位接続のデバイス相互間で明確に区別される電
圧コントラストとを備える。良好な電圧コントラスト画像と基準画像（例えば別のダイま
たは事前蓄積ずみの画像）との比較から誤った欠陥検出に導かれる可能性は少ない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明による帯電粒子ビーム利用欠陥検査装置の概略図。
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【図２】図１の欠陥検出装置の概略的説明図。
【図３】未捕捉二次電子により画像形成領域の外に形成された負極性帯電領域を示すウェ
ーハの部分的平面図。
【図４Ａ】0.05mm視野の周りの負極性帯電の効果を示すウェーハのコンピュータシュミレ
ーション図。
【図４Ｂ】0.5mm視野の周りの負極性帯電の効果を示すウェーハのコンピュータシュミレ
ーション図。
【図５】図５Ａ乃至図５Ｃは充填ずみコンタクトを含むウェーハの電圧コントラスト画像
であって、負極性コントラストモード、多重化なしの正極性コントラストモードおよび多
重化付きの正極性コントラストモードでそれぞれ形成した電圧コントラスト画像。
【図６】プリチャージ消去領域を含む図３のウェーハ部分の平面図。
【図７】図７Ａおよび図７Ｂは半導体ウェーハ上の多数のSRAMメモリセルについて多重化
つきおよび多重化なしでそれぞれ形成した正極性電圧コントラスト画像。
【図８】この発明と両立性ある帯電粒子ビーム利用の欠陥検査装置の最適化プロセスの流
れ図。
【図９】この発明と両立性ある欠陥検出プロセスの流れ図。
【図１０】この発明の帯電粒子ビーム利用欠陥検査装置の制御波形の波形図であって、一
次画像形成ビームと投光照明型ビームとの間の多重化を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　同一の構成要素には同一の参照数字を付けて示した図面を参照してこの発明の実施例を
説明する。
【００２０】
　図１はパターン形成ずみの（少なくとも部分的にでき上がりの）半導体ウェーハの検査
に適したこの発明による帯電粒子ビーム利用欠陥検査装置１０を示す。この装置１０は電
子光学カラム１２、Ｘ－Ｙステージ１４および真空チェンバ１６を備える。電子カラム１
２は、例えばジルコニウム－タングステン陰極付きの新型走査電子顕微鏡（SEM）の大部
分で現在使われている種類の熱電界エミッション（TFE）電子銃などの電子ビーム源を備
える。電子銃の中の高真空は、大部分の新型SEMの場合と同様に、差動ポンピング開口（
図示してない）によってカラム１２の残余の部分およびチェンバ１６から分離されている
。一次電子ビームの衝突エネルギーは、例えば500eV乃至1.5keVの範囲で調節できる。ウ
ェーハチャック２４に取り付けた試料またはウェーハ２２へのビーム電流は、電子ビーム
集束電子レンズ２６およびビーム制限開口（図示してない）などにより、例えば500pA乃
至10nAの範囲で、または25乃至50nAに至る範囲で0.1マイクロメートル以下のスポットサ
イズに調節できる。電子光学カラム１２とウェーハチャック２４は、バイアス源２８、お
よびバイアス源３２付きの帯電制御板３０を備えた局部帯電制御モジュール（LCCM）を構
成する。
【００２１】
　電子光学カラム１２は、周知の可変軸浸漬レンズ（VAIL）などの大視野（FOV）対物電
子レンズ３４を含む。対物レンズ３４は市販のシュルンベルジェ社ATEIDS5000型およびID
S1000型Ｅビーム欠陥検査システムに用いてあるものと同様のVAILレンズで構成できる。
このレンズは磁気浸漬型、すなわち試料を「磁気ボトル」内に保持して、強い捕捉用静電
界をかけることなくコリメーションと効率的二次電子捕捉とを可能にする形式のレンズで
ある。強力な捕捉電界は望ましくない。すなわち、強い捕捉電界は表面帯電を不安定にし
、電圧コントラスト向上のためのウェーハバイアス、抽出電圧およびエネルギーフィルタ
を互いに独立に最適化することを不可能にする可能性があるからである。レンズ３４は、
高解像度（例えば30－100nm）で大きいFOV（例えば直径0.25mm乃至1.5mm）を達成するよ
うに偏向前段コイルおよび偏向コイルの両方を設けることもできる。一つの実施例では直
径0.25mm乃至1.5mmのFOVを50nm以下の解像度で達成した。
【００２２】



(7) JP 5539294 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　対物レンズ３４には、「レンズ内」フラッドガン３６および投光照明型ビームの偏向電
極３８、すなわちウェーハ２２およびその表面導電体のプリチャージのための幅広の大電
流投光照明型電子ビームとウェーハ上の導電体の帯電状態の精査用の高速画像形成のため
の低電圧高解像度一次画像形成ビームとの間の高速多重化を可能にするフラッドガン３６
および偏向電極３８を備える。低電圧の一次画像形成ビームの方が好ましい。すなわち、
ウェーハ２２に損傷を与えないからである。また、低電圧ビームでは制御可能な帯電動作
を達成できる。例えば画素捕捉速度１MHz乃至100MHzで高速画像形成を行う。この実施例
に適したフラッドガンは上記米国特許出願第08/782,740号および同第09/012,227号に記載
してある。フラッドガン３６は、ウェーハチャック２４および帯電制御板３０並びにそれ
ぞれのバイアス源２８および３２と組み合わされてグローバル帯電制御モジュール（GCCM
）を構成する。代わりに、一次ビームをウェーハ導電体のプリチャージおよびウェーハ画
像形成の両方に用いることもできる。
【００２３】
　ウェーハ２２の表面を一次電子でラスタ走査するとその表面に二次電子が生ずる。これ
ら二次電子はレンズ電磁界で捕捉され、レンズ２６の孔を通って戻り、慣用の交叉電磁界
利用のWienフィルタ４０によって一次電子から分離される。分離された二次電子は、Evah
art-Thornley検出器としても知られるシンチレータ－PMT組合せなどの電子検出器４２で
検出する。これ以外の検出器組合せも利用できる。投光照明型ビーム使用時に生ずる強い
二次電子電流による損傷を防ぐために電子検出器４２に対する遮蔽部材を設けるのが好ま
しい。検出器４２は試料の走査領域の画像の形成に使える信号を供給する。
【００２４】
　図１においては、バイアス源３２から帯電制御板３０へ、バイアス源２８からウェーハ
チャック２４へ互いに独立のバイアス電圧をそれぞれ供給している。ウェーハチャック２
４に加えるバイアス電圧が実効的にウェーハの基板に印加される。これらバイアス電圧を
必要に応じてコンピュータ制御により互いに独立に設定して、画像形成中のウェーハの種
類および検出対象の欠陥の種類に応じた電圧コントラスト最適化を達成する。上記米国特
許出願第08/892,734号に詳述したとおり、このシステムは正極性または負極性のウェーハ
表面電圧を生ずるように動作できる。ウェーハ２２のバイアス電圧を変動させてウェーハ
表面へのビーム衝突エネルギーを独立に変動させることもできる。この手法は、例えばシ
リサイドなど薄層付きのウェーハにおいて帯電漏洩によるビーム貫通を防止するために、
解像度低下を伴うことなく低衝突エネルギーを用いる場合に必要となる。
【００２５】
　レンズ３４の孔には、バイアス電圧源４６付きのエネルギーフィルタメッシュとも呼ば
れる平板状フィルタ電極４４を設ける。電極４４は、上記シュルンベルジェ社IDS5000型
システムおよびIDS10000型システムの場合と同様に、減速電界電子エネルギースペクトロ
メータとして作用する。このエネルギーフィルタは、特定の減速電界またはエネルギー範
囲、例えば零乃至15eVの範囲のエネルギーでのウェーハからの二次電子を捕捉することに
よって特定の種類のウェーハについての電圧コントラストを最適化するのに用いることが
できる。
【００２６】
　Ｘ－Ｙステージ１４は、例えば直径300mmまでのウェーハの全表面の検査を可能にする
慣用の高速ウェーハステージである。ウェーハ２２は、慣用の静電型チャックなどのウェ
ーハチャック２４の上に支持する。ステージ１４は通常真空中での動作に適合していなけ
ればならない。ステージ１４は、(1)不要のビーム偏向およびレンズ干渉を最小化し、(2)
クリーンルーム基準を充足し、(3)所要精度を達成するように設計する。ステージ１４は
、できるだけ広範囲の欠陥を検出できるように、高速度動作および高精度走査動作および
歩進動作が可能である。例えば、このステージ１４は、設定時間0.3秒以下、直線速度100
ミリメートル／秒、位置精度検出用レーザ干渉計帰還0.1マイクロメートル以下の性能を
備える。ステージ１４の動作およびウェーハ２２の位置合わせの詳細についてはこの出願
の原出願と同日付の上記米国特許出願第09/226,967号を参照されたい。
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【００２７】
　検査装置１０の真空チェンバ１６はターボポンプ４８および油なし支援ポンプ（図示し
てない）によって直接に排気する。真空チェンバ１６を、環境振動を消去しステージ１４
の急加速および急減速による動きを予測消去する能動的振動分離プラットフォーム５０の
上に設置する。慣用のウェーハロードロックサブシステム５２をウェーハ詰替え時間の最
短化および主真空室の長時間にわたる高真空度維持（例えば１Ｅ－６Torr）のために備え
る。真空チェンバ１６の高真空度維持によってウェーハの炭化水素汚染を最小に抑える。
ウェーハロードロックサブシステム５２は、ウェーハカセット５４との間のウェーハ自動
ロード／アンロードのためにウェーハハンドリングロボットを通常備える。
【００２８】
　図２は帯電粒子ビーム利用欠陥検出装置１０のブロック図を示す。大部分が慣用の画像
処理サブシステム５６で画像位置合わせおよび画像比較のためのデータ処理を行う。マサ
チューセッツ州チェルムスフォード所在のマーキュリーコンピュータシステムズ社製マル
チプロセッサアレーコンピュータの適宜プログラムしたものなどから成る画像処理サブシ
ステム５６は、ビデオ入力ボード、ビデオ出力ボード、一連のプロセッサ、ランダムアク
セスメモリおよび大容量ディスク蓄積装置を備える。画像処理サブシステム５６は、例え
ば300MHzPowerPCプロセッサ32個のアレーと、４ギガバイトRAMと、基準画像および欠陥デ
ータ蓄積用の200ギガバイトディスク蓄積装置とを備える。画像処理サブシステム５６は
、蓄積のためのセル相互間比較、ランダム論理のためのダイ相互間比較およびダイ・基準
間比較、コンタクト間および層間認識のための形状特徴利用の比較など一連の慣用の画像
処理アルゴリズムを実行するようにプログラムできる。形状特徴利用の比較の詳細はこの
出願の原出願と同日付の上記米国特許出願第09/227,747号に記載してある。
【００２９】
　欠陥検出システム５８は、表示装置６２とWindows（登録商標）NTオペレーティングシ
ステムおよびシステム制御ソフトウェア（図示してない）搭載のPentium（登録商標）と
を有するパーソナルコンピュータなどの制御コンピュータ６０を備える。また、欠陥検出
システム５８は上記システム構成素子を動作させる信号を供給するコンピュータ６０によ
り制御を受ける制御電子回路６４を備える。欠陥検出システム５８には、マルチレベルの
使いやすいグラフィカルユーザインタフェース（図示してない）を備えて、予め画定ずみ
の蓄積欠陥検出レシピに基づく自動化製造ライン環境のオペレータによる使用、または研
究室もしくはプロセス開発環境の技術者による使用をサポートするようにするのが有利で
ある。システム制御、画像処理、自動ビームセットアップ、ビーム位置合わせ、自動焦点
合わせ、および非点収差自動補正などの機能のために慣用のソフトウェアを備えることも
できる。
【００３０】
　慣用の制御電子回路６４は、例えば、イオンポンプおよびTFE銃コントローラ６６、真
空シーケンサ６８、エアロボットコントローラ７０、真空ロボットコントローラ７２、ロ
ードロックコントローラ７４、ターボポンプコントローラ７６および粗ポンプコントロー
ラ７８を含む。
【００３１】
　画像処理サブシステム５６は、電子光学カラムコントローラ８２、ビデオディジタイザ
８４、機械的ステージコントローラ８６、機械的ステージ位置およびビーム位置帰還のた
めの干渉計コントローラ８８、画像信号を制御コンピュータ６０に送って表示させる画像
出力段９０、およびVxWorksなどの実時間オペレーティングシステムを有する実時間制御
コンピュータ９２を含む画像捕捉処理電子回路８０の一部を構成する。電子検出器４２（
図１）からの信号を低雑音画像増幅器に供給する。この増幅器は自動集束信号機能付きで
その出力信号をビデオディジタイザに供給する。
【００３２】
　前述のとおり、欠陥検出装置１０の動作中は、二次電子がウェーハ２２の表面に発生す
る。それら二次電子の一部はレンズ２６に再捕捉され電子検出器４２に検出される。電子
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検出器４２はウェーハの被走査領域の画像を形成するのに用いられる信号を生ずる。それ
以外の二次電子は、電極設定およびエネルギーフィルタ設定に応じてウェーハ表面に戻る
。これら戻った二次電子の一部は電子放出源１８からの一次電子ビームによる画像形成領
域の外側に落下する。図３は画像形成領域９６とこの領域９６の外側で未捕捉二次電子の
形成した負極性帯電領域９８とを含むウェーハの一部分を平面図で示す。画像形成領域９
６の周囲の領域を負極性に帯電させるこれら二次電子は、その画像形成領域のすぐ上に後
述のとおり「微小」減速電界を生じさせる。
【００３３】
　図４Ａおよび４ＢはFOV内の電圧コントラストおよび表面帯電に対する周囲領域の負極
性電荷の影響を示すウェーハのコンピュータシュミレーションを図解する。このシュミレ
ーションはウェーハの半径沿いの方向をｒとしカラム軸沿いの方向をｚとしてｒ－ｚ平面
内に等電位線を示す。ウェーハは接地したシリコン基板の上に厚さ0.75μmの二酸化シリ
コン層を形成したものである。このウェーハは未帯電FOV領域を取り巻く半径１mmの範囲
の周囲領域で負極性の表面電荷を有する。その周囲領域の電荷だけの影響の分析を単純化
するために、ウェーハチャックおよび帯電制御板は両方とも接地し、FOV領域を帯電させ
ないものとする。FOV領域は図４Ａでは半径0.05mm、図４Ｂでは半径0.5mmとし、周囲領域
電荷密度をそれぞれ－５×10－９Ｃ/cm２および－４×10－９Ｃ/cm２とする。いずれの場
合も、帯電領域の表面の電位は－１Ｖ以下である。
【００３４】
　これらのシュミレーション結果は、FOV領域の外側の電荷がFOVのすぐ上にMRFを生ずる
ことを示している。また、MRFはFOVが小さいほど強いことを示している。半径0.05mmのFO
V（図４Ａ）は－0.71ＶのMRFを生じ、半径0.5mmのFOV（図４Ｂ）は周囲領域委おける－１
Ｖの発生に至る－0.38ＶのMRFを生ずる。実際には、周囲領域における数Ｖ乃至10Ｖの発
生は頻繁に観測される。強いMRFが発生すると、二次電子の主要部分が減速され画像領域
９６に戻らされて、その領域を負極性により深く帯電させる。そのために正極性電圧コン
トラストが弱くなる。また、このMRFのために帯電が不均一になり得る。すなわち、シュ
ミレーションデータに示されるとおり、減速の強さがFOV全体にわたって一様ではないか
らである。高倍率動作の場合は、正極性電圧コントラストモードが負極性電圧コントラス
トモードに切り替わるほどMRFが強くなる。また、MRFは「ゴースト形状特徴」を生じさせ
る複雑な帯電電界を生じ得る。
【００３５】
　図５Ａおよび５ＢはMRFの悪影響を図解する。図５Ａは金属充填バイアホール付きの半
導体ウェーハのごく小さい部分の基準画像である。この画像は、帯電制御板を接地電位に
しウェーハチャックを＋７Ｖにして負極性電圧コントラストモードで形成したものである
。図５Ｂは、同一のウェーハにつき帯電制御板を接地電位にしウェーハチャックを－25Ｖ
にして正極性電圧コントラストモードで形成したものである。図５Ａおよび５Ｂの画像は
互いに異なる電圧コントラストモードで形成したものであるが、これら二つの画像は同様
の電圧コントラストを呈し、相違点は輝度だけである。強いMRFおよび高倍率画像形成の
ために、図５Ｂの電圧コントラスト画像は正極性電圧コントラスト画像から負極性電圧コ
ントラスト画像に切り替わっている。また、図５Ｂでは、MRFが表面帯電を変化させてコ
ントラストが一様でなくなっている。この状況はストリークとして現れ、画像下部に延び
る不都合は「ゴースト形状特徴」を含む背景で最も目立っている。
【００３６】
　荷電粒子ビーム利用の欠陥検出装置１０は、図５ＢのMRFに伴う問題を画像形成領域９
６からの画像形成の前にその領域９６の周囲の領域１００（図６）をプリチャージするこ
とによって軽減または解消する。図６に示すとおり、領域１００は領域９６よりも大きく
領域９６を包含する。領域１００のプリチャージによって前回の画像捕捉の際に生じてい
た負電荷を除去し、MRFの強さを消去または軽減するのである。図５Ｃは画像形成領域９
６からの画像形成前の領域１００のプリチャージによる電圧コントラスト画像の改善効果
を示す。図５Ｃの画像は、図５Ｂと同じ正極性電圧コントラストモード動作条件を用い、
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プリチャージ領域１００および走査領域９６の間を多重化することによって形成したもの
である。この画像は、一つの画像走査あたりプリチャージ走査10回を多重化して戻り二次
電子の影響を除去することによって形成した。プリチャージ領域１００は画像作成領域９
６の64倍の大きさである。図５Ｃの画像は「ゴースト特徴形状」なしの均一な正極性の電
圧コントラストを備えており好ましい画像となっている。大面積のプリチャージ領域１０
０によってMRFは無視できる程度に小さくなり、GCCMが負帰還機構を実効的に形成して表
面電位を所望電圧の上下数ボルト以下の範囲に収める。
【００３７】
　図７Ａおよび７Ｂはプリチャージ領域１００と画像形成領域９６との間の多重化による
画像の電圧コントラスト品質の改善の様子を図解する。図７Ａは、プリチャージ領域１０
０と画像形成領域９６との間の多重化により形成した半導体ウェーハ上の多数のSRAMメモ
リセルの正極性電圧コントラスト画像である。図７Ｂは同じメモリセルの上記多重化なし
による正極性電圧コントラスト画像である。図７Ａおよび７Ｂを参照すると、最も明るい
領域と最も暗い領域との間に高度の対照がある。また、図７Ｂの画像は下部のいくつかの
点が黒に切り替わっていて誤りのコントラストを呈している。
【００３８】
　これらの例は、MRFの軽減または消去のためのプリチャージ領域１００が通常の電圧コ
ントラスト問題に対する効果的な解決方法になっていることを示す。プリチャージ領域１
００と画像形成領域９６との間の多重化が電圧コントラストを最適化し、電圧コントラス
トの経時劣化を防止し、高倍率動作時における電圧コントラストモード切替りを防止し、
電荷誘起の「ゴースト」特徴形状を除去し、コントラストむらを除去することができる。
【００３９】
　領域１００のプリチャージ動作はいくつかの方法で達成できる。一つの実施例では、フ
ラッドガン３６からの投光照明型ビームで領域１００をプリチャージする。あるいは、電
子源１８の電子銃からの一次ビームで画像形成領域９６だけでなく領域１００もプリチャ
ージする。理論的には、領域９８の負極性帯電を軽減するために、領域１００をできるだ
け広く走査するのが望ましい。しかし、走査対象の領域１００を広くすると、電荷密度低
下のために走査にそれだけ長時間がかかり、スループット（例えば欠陥検出装置１０によ
る画像形成領域９６の画像の形成の速度）が低下する。
【００４０】
　この発明によると、帯電粒子ビーム利用による欠陥検出装置１０の最適化は、この装置
の動作マトリクスを形成することと、電圧コントラスト品質およびスループットを最大化
するパラメータを選択することとを含む。図８は画像の電圧コントラスト及び装置スルー
プット（例えば画像形成速度）の最適化のために走査領域１００および電子照射量を調節
する手順の流れ図を例として示す。なお、電子照射量はスループットへの影響なしにビー
ムを強めることによって増加させることができる。第１のステップ１１０において、欠陥
検査装置１０はパターン形成ずみ基板またはウェーハの小さい領域の画像を形成する。ス
テップ１１２において、オペレータは、プリチャージ領域１００の大きさを画像形成領域
９６から電圧コントラスト画像の改善が無視できるようになるまで拡大することによって
電圧コントラストを評価する。この段階において、プリチャージ領域１００でのビーム照
射密度は低すぎてプリチャージ領域１００の電荷を実効的に消去することはできない。次
に、オペレータはプリチャージ領域１００の大きさを維持しながら電圧コントラスト画像
改善がそれ以上認められなくなるまでビーム照射量を増加させる。プリチャージ領域が大
きい場合は、オペレータはその領域全体の照射を確実にするため（細い走査線でなく）ス
ポットサイズを大きく選ぶこともできる。プリチャージビームの照射量の増加はビーム電
流の増加や走査時間（すなわちビームによる照射の時間）の増加によって達成する。この
例ではビーム電流は一定にしてある。上述の二つのステップを電圧コントラストの改善が
それ以上得られなくなるまで反復し、プリチャージ領域面積最大値およびビーム照射量を
記録する。その面積最大値およびビーム照射量が最適電圧コントラスト画像形成のための
上限を示す。
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【００４１】
　次のステップ１１４において、オペレータは装置１０のスループットを電圧コントラス
ト像の品質を犠牲にして最適化する。オペレータは上記プリチャージ領域面積最大値から
始めて、照射量を最大値に維持しながら、電圧コントラスト画像の品質劣化が受容不可能
になり始めるまでプリチャージ領域の面積を小さくする。このプリチャージ領域面積最小
値をオペレータは記録する。次にオペレータはプリチャージ領域の大きさを上記面積最大
値に戻し、電圧コントラスト画像の品質劣化が受容不可能になるまで照射量を最大値から
低下させ、その照射量最小値を記録する。
【００４２】
　プリチャージ領域面積およびビーム照射線量の各々の最大値および最小値をこのように
して把握すると、オペレータはステップ１１６において動作マトリクスを形成する。この
動作マトリクスは、プリチャージ領域の走査または帯電の所要時間およびその結果得られ
る電圧コントラスト品質をプリチャージ領域およびビーム照射量の各々の最小値から最大
値にわたって表示する。動作マトリクスの一例を表１に示す。所望の電圧コントラスト画
像品質に基づき、オペレータはステップ１１８においてこのマトリクスから適切な設定値
を選択する。いくつかの設定値で所望の電圧コントラスト画像品質を達成できる場合は、
オペレータはスループット最大化のためにプリチャージ所要時間最小の設定値を選択する
のが望ましい。例えば、表１に示した例では、特定の検査に高品質の電圧コントラスト画
像を必要とする場合は、オペレータはビーム照射量２×10－１０Ｃでプリチャージ領域面
積250×250マイクロメートルを選択しなければならない。
【００４３】
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【表１】

　動作マトリクス形成においては、表面帯電に影響を及ぼす上記以外の多数の「影響力あ
る」パラメータを捜査対象領域９６および１００について考慮しなければならない。それ
らのパラメータとしては、ビームエネルギー、ビーム電流、スポットサイズ（例えばビー
ムの焦点ずらしによる）、回路パターンに対する走査方向、および帯電制御モジュール（
例えば、ウェーハチャックバイアス電圧、帯電制御板バイアス電圧およびエネルギーフィ
ルタ電圧）などがある。多数のパラメータがあるのでそれらすべてを同時に調節すること
は不可能である。これらパラメータの調節を単純化する手順を次に述べる。まず、オペレ
ータはMRFの形成を回避または遅延させるに十分な遠点であって（コントラスト劣化状態
で検出できるように）しかも互いに異なる下位接続相互間のコントラスト評価を困難にす
るほどには遠くない遠点にズームして走査領域１００なしの画像を形成する。オペレータ
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は、上述のパラメータを一つずつ変えてコントラストを調べ、互いに異なる回路相互間の
良好なコントラストをもたらす値を選択する。さらに、オペレータはこのプロセスを上記
パラメータの各々について繰り返す。このようにして得られたひと組の値を基線とする。
また、オペレータは電圧コントラストへの影響の大きさでそれらパラメータをランク付け
する。
【００４４】
　次に、オペレータは、表１に示したような動作マトリクス手順を「影響力ある」パラメ
ータ（例えばビームエネルギー、ビーム電流など）微調節手順に一体化して電圧コントラ
スト品質を最適化する。オペレータは上記基線パラメータから始めて動作マトリクスを形
成する。このマトリクスの数値のいずれも電圧マトリクス品質を満足なレベルまで上げ得
ない場合は、オペレータは最良の結果をもたらすマトリクスパラメータ数値を選択する。
次にオペレータは「影響力ある」パラメータのリストの中で最も影響力あるものと特定ず
みのパラメータで微調節を行う。このパラメータを最良の結果をもたらす値に設定したあ
と、オペレータは上記リストの中の２番目に影響力あるパラメータについて上記手順を繰
り返す必要があろう。オペレータは上記手順をいくつかのパラメータについて繰り返して
最も満足できるパラメータ値に到達する。
【００４５】
　図９はパターン形成ずみ基板またはウェーハの欠陥の検出のために検査装置１０に用い
られるプロセスの流れ図である。上述のとおり、第１のステップ１２０は装置１０の出力
画像品質およびスループットを最適化するステップである。ステップ１２０において、検
査装置１０はパターン形成ずみの基板のプリチャージ領域１００を電子ビーム源１８から
の投光照明型ビームまたは一次ビームで走査する。検査装置１０がプリチャージ領域１０
０を走査するときは、カラム１２の中のひと組のＸ－Ｙ走査器およびビーム偏向器（図示
してない）が大面積のプリチャージ領域１００を網羅するように大振幅で動作する。ステ
ップ１２４において検査装置１０はパターン形成ずみの基板の画像形成領域９６を一次ビ
ームで走査して領域９６の画像を形成する。上述のとおり、この一次ビームはウェーハ２
２への損傷を防止するために通常は500eV乃至1.5keVの低電圧で発生する。上記Ｘ－Ｙ走
査器は一次ビームによる領域９６の走査のときは小振幅で動作し、パターン形成ずみの基
板の高精度画像を形成するようにする。好ましい実施例では、投光照明型ビームのビーム
電流を一次ビームの少なくとも４倍にして、領域９６の少なくとも２倍のプリチャージ領
域を走査する。ステップ１２６において、パターン形成ずみの基板の欠陥を検出するよう
に形成ずみの画像を基準画像と比較する。ここで比較対照となる基準画像は、検査対象で
あるそのパターン形成ずみ基板の他の部分の画像でも、別個のパターン形成ずみ基板の画
像でも、データベース蓄積画像でも差し支えない。ステップ１２８において、欠陥検査装
置１０は最後の画像を形成したか否かを問い合わせる。装置１０が最後の画像をまだ捕捉
していない場合は、ステップ１３０において装置１０は次のFOVに移り、ステップ１２２
乃至１２８を検査プロセス全体の完了まで繰り返す。装置１０はステージ１４の駆動また
は大口径FOVレンズの画像走査シフトによって次のFOVに動く。
【００４６】
　常に画像捕捉の前に上記周囲領域をプリチャージするのが望ましいが、デバイスまたは
ウェーハ上の新たな位置で最初の画像を捕捉するときは上記領域をプリチャージする必要
はないであろう。すなわち、デバイスまたはウェーハ上のその新たな位置およびその周囲
の領域における全体の電位分布は著しく変化していないからである。その新たな位置にお
ける最初の画像の捕捉前に周囲領域のプリチャージを行うか否かの判定は最適化プロセス
の要素に入れる。
【００４７】
　電圧コントラスト画像の統計的雑音を軽減するために、同じ領域の多数回走査を行って
それら走査から得られた画像を平均化することが必要になることがある。しかし、各フレ
ーム走査が被走査領域の表面電位を変化させ、上記周囲領域に未捕捉二次電子を累積させ
、画像形成領域９６の電位をとくに高効率検査モードで急速に変動させるMRFを形成する
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。画像形成領域９６の表面電位およびMRFが変動すると、画像フレームデータの平均化で
は不十分になり結果的にプリチャージ領域１００の効果を無にしてしまう。
【００４８】
　上記表面電位の継続変動の問題に対する解決方法は、画像形成領域９６からの逐次的画
像形成の間に領域１００をプリチャージすることである。一つの実施例を図９および図１
０に示す。欠陥検査装置１０は、プリチャージ領域１００および画像形成領域９６をそれ
ぞれ走査するステップ１２２および１２４を多重化して、画像形成領域９６の多数の画像
を発生するように機能できる。図１０は制御波形図であり、欠陥検査装置１０が幅広の大
電流投光照明型ビームと高精細度一次ビームとを多重化して画像形成領域９６の複数画素
を生ずる様子を示している（横軸に時間をとって示す）。投光照明型ビームが活性化され
ると一次ビームは一時的にオフになり、その投光照明型ビームをパターン形成ずみ基板に
向けて偏向させる。投光照明型ビームと画像形成用一次ビームとのいずれが活性化されて
いるかによって（図示してない）、Ｘ－Ｙ走査器は大振幅または小振幅に切り替わる。な
お、ステップ１２２を各ステップ１２４の前に挿入する必要はなく、次の複数画像形成フ
レームに進む前の複数画像形成（ステップ１２４）の前に挿入することもできる。ここで
捕捉された複数の互いに連続した画像の平均出力をパターン形成ずみの基板の欠陥の検出
のために基準と比較することができる。代わりに、上記複数の画像の平均を単純算術でと
ることもできる。平均化処理ずみの画像はコントラスト改善を伴う高度に均一の画像にな
る。すなわち、パターン形成ずみの基板に対するMRFほかの非対称帯電を消去または軽減
するように装置１０が最適化されているからである。
【００４９】
　いくつかの特定の実施例を参照してこの発明を説明してきたが、この説明は例示のため
のものであって限定を意図するものではない。例えば、この発明を電圧コントラスト画像
について説明したが、慣用のSEMほかの帯電粒子利用の顕微鏡で形成した画像の品質改善
にもこの発明は適用できる。また、プリチャージ用の走査投光照明型ビームを用いる必要
はない。プリチャージ走査のために幅広の非走査ビーム発生用のフラッドガンを用いるこ
ともできる。特許請求の範囲の請求項に記載したこの発明の真意および範囲を逸脱するこ
となく多様な変形が当業者には想到されよう。この明細書に説明した方法はより均一な画
像の形成を可能にし、欠陥検出を容易にする。
【符号の説明】
【００５０】
&#9;１０&#9;欠陥検出装置
&#9;１２&#9;電子光学（電子ビーム）カラム
&#9;１４&#9;Ｘ－Ｙステージ
&#9;１６&#9;真空チェンバ
&#9;１８&#9;電子ビーム源
&#9;２０&#9;イオンポンプ
&#9;２２&#9;ウェーハ
&#9;２４&#9;ウェーハチャック
&#9;２６&#9;電子ビーム集束レンズ
&#9;２８，３２，４６&#9;バイアス電圧源
&#9;３０&#9;帯電制御板
&#9;３４&#9;大視野（FOV）電子ビーム対物レンズ
&#9;３６&#9;エレクトロンフラッドガン
&#9;３８&#9;投光照明型ビーム偏光電極
&#9;４０&#9;Wienフィルタ
&#9;４２&#9;電子検出器
&#9;４４&#9;平板状フィルタ電極
&#9;４８&#9;ターボポンプ
&#9;５０&#9;プラットフォーム
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&#9;５２&#9;ウェーハロードロックサブシステム
&#9;５４&#9;ウェーハカセット
&#9;５６&#9;画像処理サブシステム
&#9;５８&#9;欠陥検出システム
&#9;６０&#9;制御コンピュータ
&#9;６２&#9;表示装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】
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