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(57)【要約】
　本発明は、第１及び第２のプロセスレベルのウェーハ
表面の複数の点でのウェーハ形状値を取得すること、各
点でのウェーハ形状変化値を生成すること、各点での形
状変化の傾き値の組を生成すること、生成された形状変
化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの
組を計算すること、プロセスツールコレクタブルの組を
用いて各点での形状変化傾き残差値を計算することによ
って形状変化傾き残差（ＳＳＣＲ）の組を生成すること
、表面にわたって分散される複数のメトリック解析領域
を定義すること、及び各メトリック解析領域内の１つ以
上のＳＳＣＲに基づいて各メトリック解析領域に関する
１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成すること
を含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハ幾何形状メトリックを提供するための方法であって、
　第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれ
ぞれでのウェーハ形状値を取得すること、
　前記取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェーハ形
状値を用いて、前記第１のプロセスレベルと前記第２のプロセスレベルとの間のウェーハ
形状の変化に対応する、各点でのウェーハ形状変化値を生成すること、
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて前記各点での形状変化の傾きを計
算することによって、それぞれが前記ウェーハの表面の少なくとも１つの方向に沿ったウ
ェーハ形状の変化の傾きに対応する、形状変化の傾き値の組を生成すること、
　前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算
すること、
　前記プロセスツールコレクタブルの組を用いて前記各点での形状変化の傾き残差値を計
算することによって形状変化傾き残差（ＳＳＣＲ）の組を生成すること、
　前記ウェーハの表面にわたって分散され、それぞれが前記複数の点のうちの１つ以上の
点を包含する、複数のメトリック解析領域を定義すること、
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成すること、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値が、表側のウェーハ表面形状の変化又は裏
側のウェーハ表面形状の変化のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点の
それぞれでのウェーハ形状値を取得することが、
　実質的に自由状態のウェーハを受け入れること、
　第１のプロセスレベルのウェーハ上で、前記第１のプロセスレベルの前記ウェーハの表
面の複数の点のそれぞれでのトポグラフィを計測するように構成される、トポグラフィッ
ク計測の第１の組を行うこと、
　付加的なプロセスレベルのウェーハ上で、前記付加的なプロセスレベルの前記表面の複
数の点のそれぞれでのトポグラフィを計測するように構成される、トポグラフィック計測
の付加的な組を行うこと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて前記各点での形状変化の傾きを計
算することによって形状変化の傾き値の組を生成することが、前記各点の形状変化値を前
記各点に隣接する１つ以上の点に関連する１つ以上の形状変化値と比較することによって
前記各点での形状変化の傾き値を生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記基板の表面にわたって分散される複数のメトリック解析領域を定義することが、前
記基板の表面にわたって分散される複数のメトリック解析領域を定義することを含み、前
記各メトリック領域が幾何形状を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記幾何形状が、半径方向のバンド、半径方向のセクタ、又は矩形のうちの少なくとも
１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記基板の表面にわたって分散される複数のメトリック解析領域を定義することが、フ
ィールド寸法又はダイ寸法のうちの少なくとも１つに基づいて、前記基板の表面にわたっ
て分散される複数のメトリック解析領域を定義することを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　前記各メトリック解析領域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを用いて前
記ウェーハに関するグローバル形状変化傾き残差メトリックを生成することをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック
解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状変化
傾き残差平均メトリックを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック
解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状変化
傾き残差偏差メトリックを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック
解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状変化
傾き残差範囲メトリックを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック
解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状変化
傾き残差最大メトリックを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリ
ック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを生成することをさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記各メトリック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを用いて前
記ウェーハに関するグローバルオーバーレイ残差メトリックを生成することをさらに含む
、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリ
ック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを生成することが、前記各
メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリック解析
領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差平均メトリックを生成することを含む、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリ
ック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを生成することが、前記各
メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリック解析
領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差偏差メトリックを生成することを含む、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリ
ック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを生成することが、前記各
メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリック解析
領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差範囲メトリックを生成することを含む、請求項
１３に記載の方法。
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【請求項１８】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリ
ック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを生成することが、前記各
メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリック解析
領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差最大メトリックを生成することを含む、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ウェーハにわたる位置の関数として生成された１つ以上の形状変化傾き残差メトリ
ックのコンターマップを生成することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンターマップを用いて１つ以上のエクスカーション領域を識別することをさらに
含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記識別された１つ以上のエクスカーション領域における１つ以上のプロセスを制御す
ることをさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算
することが、前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてウェーハレベルのプロセスツ
ールコレクタブルの組、又は前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてフィールドレ
ベルのプロセスツールコレクタブルの組、のうちの少なくとも１つを計算することを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算
することが、前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてリニアプロセスツールコレク
タブルの組、又は前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてより高次のプロセスツー
ルコレクタブルの組、のうちの少なくとも１つを計算することを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項２４】
　ウェーハ幾何形状メトリックを提供するための方法であって、
　プロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれぞれでのウェーハ形状値を取得する
こと、
　前記取得したプロセスレベルのウェーハ形状値を用いて前記プロセスレベルの各点での
形状の傾き値を計算することによって形状の傾き値の組を生成すること、
　前記生成された形状の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算する
こと、
　前記プロセスツールコレクタブルの組を用いて前記各点での形状の傾き残差値を計算す
ることによって形状傾き残差（ＳＳＲ）の組を生成すること、
　前記基板の表面にわたって分散され、それぞれが前記複数の点のうちの１つ以上の点を
包含する、複数のメトリック解析領域を定義すること、
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域
に関する１つ以上の形状傾き残差メトリックを生成すること、
　を含む、方法。
【請求項２５】
　前記計算された各点での形状の傾き値が、表側のウェーハ表面形状の傾き又は裏側のウ
ェーハ表面形状の傾きのうちの少なくとも１つを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記各メトリック解析領域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを用いて前
記ウェーハに関するグローバル形状傾き残差メトリックを生成することをさらに含む、請
求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
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　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域
に関する１つ以上の形状傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック解析領
域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状傾き残差平均
メトリックを生成することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域
に関する１つ以上の形状傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック解析領
域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状傾き残差偏差
メトリックを生成することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域
に関する１つ以上の形状傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック解析領
域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状傾き残差範囲
メトリックを生成することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域
に関する１つ以上の形状傾き残差メトリックを生成することが、前記各メトリック解析領
域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて前記各メトリック解析領域に関する形状傾き残差最大
メトリックを生成することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３１】
　各メトリック解析領域内の１つ以上のオーバーレイ残差値に基づいて前記各メトリック
解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ残差メトリックを生成することをさらに含む、
請求項２４に記載の方法。
【請求項３２】
　前記生成された形状の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算する
ことが、前記生成された形状の傾き値の組を用いてウェーハレベルのプロセスツールコレ
クタブルの組、又は前記生成された形状の傾き値の組を用いてフィールドレベルのプロセ
スツールコレクタブルの組、のうちの少なくとも１つを計算することを含む、請求項２４
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記生成された形状の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算する
ことが、前記生成された形状の傾き値の組を用いてリニアプロセスツールコレクタブルの
組、又は前記生成された形状の傾き値の組を用いてより高次のプロセスツールコレクタブ
ルの組、のうちの少なくとも１つを計算することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３４】
　形状の傾きメトリックを用いてウェーハをソートするための方法であって、
　複数のウェーハを受け入れること、
　選択されたプロセスレベルの前記各ウェーハの表面からウェーハ形状値の組を取得する
こと、
　前記各ウェーハの複数の点のそれぞれでの形状傾き残差メトリックを計算することによ
って前記各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組を生成すること、
　チャックされた状態の前記各ウェーハの中立面を判定すること、
　前記判定された各ウェーハの中立面及び前記各ウェーハの複数のパターンに関連する複
数の位置を用いて前記各ウェーハに関する中立面因子（ＮＳＦ）を計算すること、
　前記各ウェーハの各点に関するＰＰＥ残差値が前記各ウェーハに関する少なくとも計算
されたＮＳＦと前記点に関する形状傾き残差メトリックと前記ウェーハの厚さとの積であ
る場合の、前記各ウェーハに関するパターン配置誤差（ＰＰＥ）残差値の組を求めること
、
　前記ＰＰＥ残差の組を１つ以上の選択されたレベルを下回るように維持するのに適した
形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を求めること、及び
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　前記求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を前記生成された前記各ウ
ェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって前記複数のウェーハ
を特徴付けること、
　を含む、方法。
【請求項３５】
　前記ＮＳＦが、前記中立面と前記ウェーハのパターン面との間の距離である、請求項３
４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記選択されたプロセスレベルが、ベアウェーハプロセスレベルである、請求項３４に
記載の方法。
【請求項３７】
　前記求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を前記生成された前記各ウ
ェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって前記複数のウェーハ
を特徴付けることが、前記求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を前記
生成された前記各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって
前記複数のウェーハをソーティングすることを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　前記求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を前記生成された前記各ウ
ェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって前記複数のウェーハ
をソーティングすることが、前記ウェーハに関連する前記形状残差メトリックの組と前記
求めた閾値との比較に従って前記各ウェーハをビンニングすることを含む、請求項３４に
記載の方法。
【請求項３９】
　前記求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を前記生成された前記各ウ
ェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって前記複数のウェーハ
を特徴付けることが、前記求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を前記
生成された前記各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって
前記複数の各ウェーハを監視することを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４０】
　前記複数の各ウェーハの監視に応答して、前記生成された前記各ウェーハに関する形状
傾き残差メトリックの組を１つ以上の閾値を下回るように維持するために１つ以上のプロ
セスを修正することをさらに含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記複数の各ウェーハの監視に応答して、前記生成された前記各ウェーハに関する形状
傾き残差メトリックの組を１つ以上の閾値を下回るように定めるために１つ以上のプロセ
スを識別することをさらに含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　プロセス一様性制御のための方法であって、
　第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれ
ぞれでのウェーハ形状値を取得すること、
　前記取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェーハ形
状値を用いて、前記第１のプロセスレベルと前記第２のプロセスレベルとの間のウェーハ
形状の変化に対応する、各点でのウェーハ形状変化値を生成すること、
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて１つ以上の形状変化傾き残差メト
リックを生成すること、及び
　前記生成された１つ以上の形状変化傾き残差メトリックに基づいて１つ以上のプロセス
ツールにプロセス制御を提供すること、
　を含む、方法。
【請求項４３】
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値が、表側のウェーハ表面形状の変化又は裏
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側のウェーハ表面形状の変化のうちの少なくとも１つを含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　オーバーレイ制御のための方法であって、
　第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれ
ぞれでのウェーハ形状値を取得すること、
　前記取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェーハ形
状値を用いて前記各点でのウェーハ形状変化値を計算することによってウェーハ形状変化
値の組を生成すること、
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて形状変化傾き残差の組を生成する
こと、
　前記形状（ｓｌｏｅ）変化傾き残差の組を用いて形状変化傾き残差メトリックの組を計
算すること、
　前記第１のプロセスレベルと前記付加的なプロセスレベルとの間で生じる位置ずれに関
連する、前記付加的なプロセスレベルの前記ウェーハの表面上の複数の点でのオーバーレ
イ値の組を取得すること、
　前記取得したオーバーレイ値の組を用いてオーバーレイ残差の組を生成すること、
　前記オーバーレイ残差の組を用いてオーバーレイ残差メトリックの組を計算すること、
　前記形状変化傾き残差メトリックの組を前記オーバーレイ残差メトリックの組と比較す
ることによって校正曲線を生成すること、及び
　前記生成された校正曲線に基づいて前記オーバーレイ残差を選択されたレベルを下回る
ように維持するのに適した形状変化傾き残差メトリックの組に関する閾値を求めること、
　を含む、方法。
【請求項４５】
　前記各ウェーハに関する形状変化傾き残差メトリックの組を生成すること及び前記取得
した形状変化傾き残差メトリックの組を前記求めた閾値と比較することによって、前記複
数のウェーハをソートすることをさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値が、表側のウェーハ表面形状の変化又は裏
側のウェーハ表面形状の変化のうちの少なくとも１つを含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　ウェーハ幾何形状メトリックを提供するためのシステムであって、
　第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれ
ぞれでのウェーハ形状値を取得するためにトポグラフィ計測の組を行うように構成される
トポグラフィシステムと、
　前記トポグラフィに通信可能に結合され、前記トポグラフィ計測の組を受信するように
構成される、１つ以上のコンピューティングシステムと、
　を備え、前記１つ以上のコンピューティングシステムが、
　前記取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェーハ形
状値を用いて前記各点でのウェーハ形状変化値を生成し、
　前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて前記各点での形状変化の傾きを計
算することによって形状変化の傾き値の組を生成し、
　前記生成された形状変化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算
し、
　前記プロセスツールコレクタブルの組を用いて前記各点での形状変化の傾き残差値を計
算することによって形状変化傾き残差（ＳＳＣＲ）の組を生成し、
　前記基板の表面にわたって分散される複数のメトリック解析領域を定義し、
　前記各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて前記各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成する、
　ようにさらに構成される、システム。
【請求項４８】
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　前記トポグラフィシステムが干渉法に基づくトポグラフィシステムを含む、請求項４７
に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記干渉法に基づくトポグラフィシステムがデュアルフィゾー型干渉計を含む、請求項
４７に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記トポグラフィシステムが、ウェーハの表面とウェーハの裏面を同時に計測するよう
に構成されるトポグラフィシステムを含む、請求項４７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、以下に列挙した出願（「関連出願」）に関連するものであり、且つ該出願か
らの最先の効力のある有効出願日の利益を主張するものである（例えば、特許仮出願以外
に対する最先の効力のある優先日を主張する又は特許仮出願に対する、関連出願のいずれ
かの及びすべての親、その親（ｇｒａｎｄｐａｒｅｎｔ）、そのまた親（ｇｒｅａｔ－ｇ
ｒａｎｄｐａｒｅｎｔ）出願などに対する３５ＵＳＣ§１１９（ｅ）の下での利益を主張
するものである）。
　関連出願
　ＵＳＰＴＯ法定外要件のため、本出願は、発明者としてＳａｔｈｉｓｈ　Ｖｅｅｒａｒ
ａｇｈａｖａｎ、Ｐｒａｄｅｅｐ　Ｖｕｋｋａｄａｌａ、及びＪａｙｄｅｅｐ　Ｋ．Ｓｉ
ｎｈａの名で２０１１年１０月１１日に出願された出願整理番号第６１／５４５，９４２
号の「ＯＶＥＲＬＡＹ　ＡＮＤ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＯＮ
ＴＲＯＬ　ＵＳＩＮＧ　Ａ　ＮＯＶＥＬ　ＷＡＦＥＲ　ＧＥＯＭＥＴＲＹ　ＭＥＴＲＩＣ
」と題する米国特許仮出願の通常の（非仮）特許出願を構成する。
【０００２】
　本発明は、一般に、ウェーハ幾何形状メトリックを提供するための方法及びシステム、
並びに半導体製造中の改善されたオーバーレイ及びプロセス制御を可能にするのに適した
ウェーハ幾何形状メトリックを提供するための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　論理デバイス及びメモリデバイスなどの半導体デバイスの製造は、典型的に、種々の特
徴及び複数のレベルの半導体デバイスを形成するために多数の半導体製造プロセスを用い
て半導体ウェーハなどの基板を加工することを含む。例えば、リソグラフィは、レチクル
から半導体ウェーハ上に配置されたレジストにパターンを転写することを含む半導体製造
プロセスである。半導体製造プロセスの付加的な例は、化学機械研磨（ＣＭＰ）、急速熱
処理（ＲＴＰ）、エッチング、堆積、及びイオン注入を含むがこれらに限定されない。複
数の半導体デバイスが、単一の半導体ウェーハ上の配置で製造され、次いで、個々の半導
体デバイスに分離されることがある。
【０００４】
　絶えず縮小していく集積回路ノードサイズにより、半導体ウェーハ幾何形状のキャラク
タライゼーションがますます重要となっている。ウェーハ幾何形状は、伝統的に、所与の
ウェーハにわたって低周波で変化するパラメータで分類されている。こうした特徴は、形
状及び／又は平坦度を含むことがある。形状は、典型的に、基準面からのウェーハの中心
面の偏差として定義され、ワープ又はバウなどのグローバルメトリックを用いて定量化さ
れる。平坦度は、裏面が完全に平坦であるとみなされる状態での基板の厚さ変動として定
義され、ＳＦＱＲ（ｓｉｔｅ　ｆｒｏｎｔ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｌｅａｓｔ　ｓｑｕａｒｅ
　ｆｉｔ　ｐｌａｎｅ　ｒａｎｇｅ）などのサイトベースのメトリックによって特徴付け
られる。
【先行技術文献】



(9) JP 2014-534631 A 2014.12.18

10

20

30

40

50

【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７，２０９，８５７号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０１８４０３８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　形状のキャラクタライゼーションは、ウェーハの全表面にわたる大きな変動を計測する
方法を用いて行われる。ウェーハ形状の低周波成分に加えて、基板の局所的な領域に制限
され、一般にワープ及びバウなどのグローバル形状メトリックを用いて満足に特徴付ける
ことができない、より高次の形状コンポーネントを定量化することが有利である。デフォ
ーカス及びオーバーレイの予算に対する需要の増大に伴い、高次の形状キャラクタライゼ
ーションの重要性が増加し続けている。加えて、ウェーハへの半導体プロセスの適用は、
ウェーハ形状のようなウェーハトポグラフィに影響を及ぼすことがある。ウェーハ形状に
おけるこれらの変化は、ウェーハの面内の歪み並びに面外の歪みを引き起こす。
【０００７】
　オーバーレイ計測は、一般に、第１のパターン形成された層が、その上に又は下に配置
される第２のパターン形成された層に対してどれくらい正確に位置合わせされるか、又は
第１のパターンが、同じ層上に配置される第２のパターンに対してどれくらい正確に位置
合わせされるかを規定する。オーバーレイ誤差は、伝統的に、半導体ウェーハの１つ以上
の層上に形成された構造体を有するオーバーレイ対象と共に判定される。２つの層又はパ
ターンが適正に形成される場合、１つの層又はパターン上の構造体が他の層又はパターン
上の構造体に対して位置合わせされる傾向がある。２つの層又はパターンが適正に形成さ
れない場合、１つの層又はパターン上の構造体が他の層又はパターン上の構造体に対して
オフセットされる又はその位置がずれる傾向がある。オーバーレイ誤差は、半導体集積回
路製造の異なる段階で用いられるパターンのいずれかの間の位置ずれである。
【０００８】
　ウェーハ形状の変化によって生じる面内の歪みは、結果的に、パターン形成された層間
の計測されたオーバーレイ誤差として現れる、順次パターン形成ステップにおける特徴間
のミスレジストレーションをもたらす。したがって、改善されたウェーハ形状及びウェー
ハ形状変化キャラクタライゼーションに対する必要性がある。したがって、これらの識別
された欠陥を改善する方法及びシステムを提供することが有利である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ウェーハ幾何形状メトリックを提供するための方法が開示される。一態様では、方法は
、第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれ
ぞれでのウェーハ形状値を取得すること、取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプ
ロセスレベルの各点でのウェーハ形状値を用いて、第１のプロセスレベルと第２のプロセ
スレベルとの間のウェーハ形状の変化に対応する、各点でのウェーハ形状変化値を生成す
ること、前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて前記各点での形状変化の傾
きを計算することによって、それぞれがウェーハの表面の少なくとも１つの方向に沿った
ウェーハ形状の変化の傾きに対応する、形状変化の傾き値の組を生成すること、生成され
た形状変化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算すること、プロ
セスツールコレクタブルの組を用いて各点での形状変化の傾き残差値を計算することによ
って形状変化傾き残差（ｓｌｏｐｅ　ｓｈａｐｅ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｓｉｄｕａｌ：Ｓ
ＳＣＲ）の組を生成すること、ウェーハの表面にわたって分散され、それぞれが複数の点
のうちの１つ以上の点を包含する、複数のメトリック解析領域を定義すること、各メトリ
ック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて各メトリック解析領域に関する１つ以上
の形状変化傾き残差メトリックを生成することを含むことがあるがこれに限定されない。
【００１０】
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　別の態様では、方法は、プロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれぞれでのウ
ェーハ形状値を取得すること、取得したプロセスレベルのウェーハ形状値を用いてプロセ
スレベルの各点での形状の傾き値を計算することによって形状の傾き値の組を生成するこ
と、生成された形状の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算するこ
と、プロセスツールコレクタブルの組を用いて各点での形状の傾き残差値を計算すること
によって形状傾き残差（ｓｌｏｐｅ　ｓｈａｐｅ　ｒｅｓｉｄｕａｌ：ＳＳＲ）の組を生
成すること、基板の表面にわたって分散され、それぞれが複数の点のうちの１つ以上の点
を包含する、複数のメトリック解析領域を定義すること、各メトリック解析領域内の１つ
以上のＳＳＲに基づいて各メトリック解析領域に関する１つ以上の形状傾き残差メトリッ
クを生成することを含むことがあるがこれに限定されない。
【００１１】
　形状の傾きメトリックを用いてウェーハをソートするための方法が開示される。方法は
、複数のウェーハを受け入れること、選択されたプロセスレベルの各ウェーハの表面から
ウェーハ形状値の組を取得すること、各ウェーハの複数の点のそれぞれでの形状傾き残差
メトリックを計算することによって各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組を生
成すること、チャックされた状態の各ウェーハの中立面を判定すること、判定された各ウ
ェーハの中立面及び各ウェーハの複数のパターンに関連する複数の位置を用いて各ウェー
ハに関する中立面因子（ｎｅｕｔｒａｌ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｆａｃｔｏｒ：ＮＳＦ）を計
算すること、各ウェーハの各点に関するＰＰＥ残差値が各ウェーハに関する少なくとも計
算されたＮＳＦと前記点に関する形状傾き残差メトリックとウェーハの厚さとの積である
場合の、各ウェーハに関するパターン配置誤差（ｐａｔｔｅｒｎ　ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　
ｅｒｒｏｒ：ＰＰＥ）残差値の組を求めること、ＰＰＥ残差の組を１つ以上の選択された
レベルを下回るように維持するのに適した形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾
値を求めること、及び求めた形状残差メトリックの組に関する１つ以上の閾値を生成され
た各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって複数のウェー
ハを特徴付けることを含むことがあるがこれに限定されない。
【００１２】
　プロセス一様性制御のための方法が開示される。方法は、第１のプロセスレベル及び付
加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれぞれでのウェーハ形状値を取得
すること、取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェー
ハ形状値を用いて、第１のプロセスレベルと第２のプロセスレベルとの間のウェーハ形状
の変化に対応する、各点でのウェーハ形状変化値を生成すること、生成された各点でのウ
ェーハ形状変化値を用いて１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成すること、及び
生成された１つ以上の形状変化傾き残差メトリックに基づいて１つ以上のプロセスツール
にプロセス制御を提供することを含むことがあるがこれに限定されない。
【００１３】
　オーバーレイ制御のための方法が開示される。方法は、第１のプロセスレベル及び付加
的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそれぞれでのウェーハ形状値を取得す
ること、取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェーハ
形状値を用いて各点でのウェーハ形状変化値を計算することによってウェーハ形状変化値
の組を生成すること、生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて形状変化傾き残差
の組を生成すること、形状（ｓｌｏｅ）変化傾き残差の組を用いて形状変化傾き残差メト
リックの組を計算すること、第１のプロセスレベルと付加的なプロセスレベルとの間で生
じる位置ずれに関連する、付加的なプロセスレベルのウェーハの表面上の複数の点でのオ
ーバーレイ値の組を取得すること、取得したオーバーレイ値の組を用いてオーバーレイ残
差の組を生成すること、オーバーレイ残差の組を用いてオーバーレイ残差メトリックの組
を計算すること、形状変化傾き残差メトリックの組をオーバーレイ残差メトリックの組と
比較することによって校正曲線を生成すること、及び生成された校正曲線に基づいてオー
バーレイ残差を選択されたレベルを下回るように維持するのに適した形状変化傾き残差メ
トリックの組に関する閾値を求めることを含むことがあるがこれに限定されない。
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【００１４】
　ウェーハ幾何形状メトリックを提供するためのシステムが開示される。一態様では、シ
ステムは、第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェーハの表面の複数の
点のそれぞれでのウェーハ形状値を取得するためにトポグラフィ計測の組を行うように構
成されるトポグラフィシステムと、トポグラフィに通信可能に結合され、トポグラフィ計
測の組を受信するように構成される、１つ以上のコンピューティングシステムとを含むこ
とがあるがこれに限定されず、１つ以上のコンピューティングシステムは、取得した第１
のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウェーハ形状値を用いて各点で
のウェーハ形状変化値を生成し、前記生成された各点でのウェーハ形状変化値を用いて前
記各点での形状変化の傾きを計算することによって形状変化の傾き値の組を生成し、生成
された形状変化の傾き値の組を用いてプロセスツールコレクタブルの組を計算し、プロセ
スツールコレクタブルの組を用いて各点での形状変化の傾き残差値を計算することによっ
て形状変化傾き残差（ＳＳＣＲ）の組を生成し、基板の表面にわたって分散される複数の
メトリック解析領域を定義し、各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて
各メトリック解析領域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックを生成するように
さらに構成される。
【００１５】
　上記の概要と以下の詳細な説明との両方は、単なる例示及び解説であって、特許請求さ
れる本発明を必ずしも制限するものではないことが理解される。本明細書に組み込まれ及
びその一部をなす付属の図面は、本発明の実施形態を例証し、概要と共に本発明の原理を
解説するのに役立つ。
【００１６】
　添付の図面を参照することで、本開示の多数の利点が当業者により良く理解されるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るウェーハ形状変化によって生じるオーバーレイ誤差の概念図である
。
【図２Ａ】本発明に係るウェーハメトリックを提供するためのシステムのブロック図であ
る。
【図２Ｂ】本発明に係るデュアルフィゾー型干渉計のデュアルフィゾー型キャビティの概
略図である。
【図３Ａ】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリック生成の機能ブロック図である。
【図３Ｂ】本発明に係るプロセスツールコレクタブルを用いる形状変化傾き残差メトリッ
ク計算の機能ブロック図である。
【図３Ｃ】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリック生成の機能ブロック図である。
【図４】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリックを用いるウェーハソーティングの機能
ブロック図である。
【図５】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリックを用いるプロセスフィードバック制御
の機能ブロック図である。
【図６】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリックを用いるオーバーレイ制御の機能ブロ
ック図である。
【図７】本発明に係るウェーハメトリックを提供することに関するプロセスフロー図であ
る。
【図８】本発明に係るウェーハメトリックを提供することに関するプロセスフロー図であ
る。
【図９Ａ】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリックを用いる複数のウェーハのソートに
関するプロセスフロー図である。
【図９Ｂ】本発明に係るウェーハの中立面及び中立面因子（ＮＳＦ）の概念図である。
【図１０】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリックを用いるプロセス制御に関するプロ
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セスフロー図である。
【図１１】本発明に係るウェーハ幾何形状メトリックを用いるオーバーレイ制御に関する
プロセスフロー図である。
【図１２】本発明に係るオーバーレイ残差及び形状変化傾き残差の校正曲線を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　付属の図面で例証される開示された主題への言及をここで詳細に行う。
【００１９】
　図１Ａ～図１２を概して参照すると、本開示に係るウェーハ幾何形状メトリックを提供
するためのシステム及び方法が説明される。本発明は、半導体ウェーハトポグラフィ技術
（例えば、フィゾー干渉法）を用いて取得されるウェーハ形状データから導出される１つ
以上のウェーハ幾何形状メトリックを提供するための方法及びシステムに向けられる。こ
れに関して、本発明の種々の実施形態は、選択されたプロセスレベルでのウェーハ形状又
は第１のプロセスレベル（例えば、ベアウェーハ（ｗａｒｅ）レベル）と付加的なプロセ
スレベルとの間のウェーハ形状の変化を定量化するように作用することができる。一態様
では、本発明は、「ウェーハ形状変化の傾き」データの組を提供するのにこれらのウェー
ハ形状計測値を用いることができる。代替的態様では、本発明はまた、ウェーハ形状計測
値から導出される「形状の傾き」データの組を提供することができる。１つ以上のプロセ
スツールコレクタブルルーチンと共にウェーハ形状変化の傾き（本明細書では「形状変化
傾き」と呼ばれる）データ及び／又は形状の傾き（本明細書では「形状傾き」と呼ばれる
）データを用いて、種々のウェーハ幾何形状メトリックを生成することができる。生成さ
れたウェーハメトリックは、次に、多くの改善された製造技術及びプロセス制御技術を提
供するのに用いることができる。本発明は、ｉ）ウェーハをソートするための方法及びシ
ステム、ｉｉ）プロセス一様性制御のための方法及びシステム、及びｉｉｉ）オーバーレ
イ制御のための方法及びシステムにさらに向けられる。
【００２０】
　本開示の全体を通して用いられる場合の「ウェーハ」という用語は、概して半導体又は
非半導体材料で形成された基板を指す。例えば、半導体又は非半導体材料は、単結晶シリ
コン、ガリウムヒ素、及びインジウムリンを含むことがあるがこれらに限定されない。ウ
ェーハは、１つ以上の層を含むことがある。例えば、こうした層は、レジスト、誘電体材
料、導体材料、及び半導体材料を含むことがあるがこれらに限定されない。多くの異なる
タイプのこうした層が当該技術分野では公知であり、本明細書で用いられる場合のウェー
ハという用語は、その上にすべてのタイプのこうした層が形成され得るウェーハを包含す
るように意図される。
【００２１】
　典型的な半導体プロセスは、ロットごとのウェーハ加工を含む。本明細書で用いられる
場合の「ロット」は、一緒に加工されるウェーハのグループ（例えば、２５個のウェーハ
のグループ）である。ロットの各ウェーハは、リソグラフィ加工ツール（例えば、ステッ
パ、スキャナなど）からの多くの露光フィールドからなる。各フィールド内に複数のダイ
が存在することがある。ダイは、最終的に単一のチップとなる機能ユニットである。ウェ
ーハ上に形成される１つ以上の層は、パターン形成される又はパターン形成されないこと
がある。例えば、ウェーハは、それぞれが繰返し可能なパターン形成された特徴を有する
、複数のダイを含むことがある。こうした材料の層の形成及び加工が、最終的に完成した
デバイスをもたらすことができる。多くの異なるタイプのデバイスがウェーハ上に形成さ
れることがあり、本明細書で用いられる場合のウェーハという用語は、その上に当該技術
分野では公知の任意のタイプのデバイスが製造されているウェーハを包含するように意図
される。
【００２２】
　本開示の全体を通して、「形状」は、一般に、自由状態で計測される場合のウェーハ（
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又は基板）の中心面として定義される。典型的に、形状は、ワープ又はバウなどのグロー
バルメトリックによって特徴付けられる。加えて、形状のより高次の成分が計算されるこ
とがある。ウェーハの局所的な領域に関連する、ウェーハ形状のより高次の成分は、典型
的に、グローバル形状メトリックに影響を及ぼさない。形状・傾きメトリックを用いてよ
り高次の形状（ｈｉｇｈｅｒ　ｏｒｄｅｒ　ｓｈａｐｅ：ＨＯＳ）が定量化されることが
あり、これは、ウェーハにわたる位置の関数としての形状の変化の尺度である。高次の形
状を計測するための形状・傾きの使用は、参照により本明細書に組み込まれる２０１１年
１１月２２日に発行された「Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｇｅｏｍｅｔｒ
ｙ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ」と題するＶｅｅｒａｒａｇｈａｖａｎ他による
米国特許第８，０６５，１０４号で詳述されている。
【００２３】
　図１は、ウェーハ形状の歪みによって生じるオーバーレイ誤差の概念図を示す。ウェー
ハ加工及び／又はウェーハチャッキングから生じるウェーハ形状変化は、ウェーハ内の面
内の歪み（ｉｎ－ｐｌａｎｅ　ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ：ＩＰＤ）を引き起こすことがあり
、これは、第１のパターン形成ステップ（Ｎ）とその後のパターン形成ステップ（Ｎ＋１
）との間のオーバーレイ誤差をもたらすことがある。ウェーハチャッキング手順は、図１
のステップ１０２とステップ１０４との間で示されるようにウェーハの裏側を平坦化する
ように作用し、結果的にウェーハを曲げ、剪断変形を生じることがあることが当業者に認
識されるであろう。ウェーハ加工は、ＣＭＰ、ＲＴＰ、エッチング、及び薄膜堆積などの
当該技術分野では公知の任意のウェーハ加工技術を含むことがあるがこれらに限定されな
いことが本明細書で注目される。図１に示すように、パターン形成ステップＮ（ステップ
１０２）で最初のウェーハを自由状態で受け入れることができる。最初の自由状態におい
て、ウェーハは、パターンの組間の特性長Ｌを有し得る。次いで、ウェーハをチャックす
ることができ、ウェーハ上に特徴をパターン形成することができる（ステップ１０４）。
チャッキング及びパターン形成ステップＮが、特性長の変化ΔＬＮを生じる。これは、結
果的に、パターン形成された特徴間の全長であるＬ＋ΔＬＮをもたらす。次いで、ウェー
ハは、ウェーハの形状を変化させるように作用し得る薄膜堆積後プロセスを受けることが
できる（ステップ１０６）。次に、ウェーハは、チャックされた状態でその後のパターン
形成ステップＮ＋１を受けることができる（ステップ１０８）。第２のチャッキング及び
パターン形成ステップＮ＋１は、特性長の付加的な変化ΔＬＮ＋１を生じ、Ｌ＋ΔＬＮ＋
ΔＬＮ＋１の全長をもたらすことがある。ステップＮとステップＮ＋１との間で起こるウ
ェーハ形状変化に起因して、パターン形成ステップＮでのチャッキング中に生じるウェー
ハの弾性歪みは、パターン形成ステップＮ＋１でのチャッキング中に生じる歪みとは異な
る。異なるステップでのチャッキング中の面内の歪みにおける対応する差異は、Ｎパター
ンとＮ＋１パターンとの間のオーバーレイ誤差として現れることがある。ウェーハ形状変
化とオーバーレイ誤差との間の関係性は、参照により本明細書にその全体が組み込まれる
、Ｋ．Ｔｕｒｎｅｒ他、「Ｐｒｅｄｉｃｔｉｎｇ　Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｏ
ｖｅｒｌａｙ　Ｅｒｒｏｒｓ　Ｄｕｅ　ｔｏ　Ｗａｆｅｒ　Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄ
ｕｒｉｎｇ　Ｃｈｕｃｋｉｎｇ　ｏｎ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｃａｎｎｅｒｓ」、
Ｊ．Ｍｉｃｒｏ／Ｎａｎｏｌｉｔｈ、ＭＥＭＳ　ＭＯＥＭＳ　８（４）、０４３０１５、
（２００９年１０月～１２月）で詳細に説明される。さらに、チャッキングによって生じ
るウェーハ形状変化及び面内の歪みは、参照により本明細書にその全体が組み込まれる、
２０１０年５月１１日に出願された「Ｓｉｔｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｔｏｐｏｇｒａｐｈｙ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｒｅｌａｔ
ｉｏｎ　ｔｏ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　Ｄｅｆｏｃｕｓ　ａｎｄ　Ｏｖｅｒｌａｙ」と
題するＶｅｅｒａｒａｇｈａｖａｎ他の米国特許出願第１２／７７８，０１３号で概して
説明される。
【００２４】
　図２Ａ～図２Ｂは、本発明の一実施形態に係るウェーハ幾何形状メトリックを提供する
ためのシステム２００を示す。一態様では、システム２００は、ウェーハ２０４の１つ以
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上のトポグラフィック計測を行うように構成されるトポグラフィ計測システム２０２を含
んでもよい。一実施形態では、トポグラフィ計測システム２０２は、ウェーハ２０４の表
側のトポグラフィとウェーハ２０４の裏側のトポグラフィを同時に計測するのに適したデ
ュアルフィゾー型干渉計２２０を含んでもよい。別の態様では、システム２００は、トポ
グラフィック計測システム２０２に通信可能に結合され、計測システム２０２からトポグ
ラフィ計測値を受信するように構成される、１つ以上のコンピューティングシステム２０
６を含んでもよい。
【００２５】
　図２Ｂは、本発明に係るデュアルフィゾー型キャビティの概念図を示す。図２Ｂに示す
ように、デュアルフィゾー型キャビティは、ウェーハ２０４を実質的に直立に保持するよ
うに構成されてもよい。例えば、デュアルフィゾー型キャビティ２１６は、ウェーハを受
け入れ、これを実質的に自由状態で実質的に直立に保持するように構成される点接触デバ
イス（図示せず）の組を含んでもよい。干渉計のための基準面として役立つ２つの基準平
面２１８ａ及び２１８ｂを用いて、デュアルフィゾー型干渉計は、ウェーハ２０４に関連
する種々のパラメータ、並びに基準平面２１８ａ及び２１８ｂとのその空間的関係性を解
析することができる。
【００２６】
　デュアルフィゾー型干渉計２２０を用いて、トポグラフィシステム２０２は、ウェーハ
２０４の表面と裏面との両方の高さ変動を同時に計測することができる。次いで、表面及
び／又は裏面の計測される各点での形状値を、これらの点で計測される高さ変動を用いて
計算することができる。ウェーハの表面上のＸ－Ｙ位置の関数としてのウェーハの形状で
あるｓ（ｘ，ｙ）は、以下のように表すことができる。
【数１】

【００２７】
　式中、ｄＡ（ｘ，ｙ）は、キャビティ２２６の基準平面Ａ　２２８ａとウェーハの第１
の側２３０（例えば、表側）との間のキャビティ距離を表し、ｄＢ（ｘ，ｙ）は、キャビ
ティ２２６の基準平面Ｂ　２２８ｂとウェーハの第２の側２３２（例えば、裏側）との間
のキャビティ距離を表し、Ｔｉｌｔは、デュアルフィゾー型キャビティ２２６内のウェー
ハ２０２のチルトを表す。式１の関係性を用いて、ウェーハ２０４上の複数の位置での形
状を計算することによって形状の二次元Ｘ－Ｙマップが構築されてもよい。例えば、干渉
法システム２２０で取得した高さ変動計測値と、ウェーハ上の計測される各点での対応す
る形状値とを用いて、およそ５００μｍの横方向の分解能を有する形状マップが構築され
てもよい。さらなる実施形態では、１つ以上のコンピューティングシステム２０６が、ト
ポグラフィシステム２０２から受信した干渉法データに形状計算アルゴリズム（例えば、
式１）を適用することによって複数の選択された計測点での形状を計算するように構成さ
れる予めプログラムされたアルゴリズムを実行してもよい。ウェーハの表側及び裏側トポ
グラフを計測するのに適したデュアルフィゾー型干渉法は、参照により本明細書にその全
体が組み込まれる、Ｋｌａｕｓ　Ｆｒｅｉｓｃｈｌａｄ他、「Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔ
ｒｙ　ｆｏｒ　Ｗａｆｅｒ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ」、Ｐｒｏｃ
．ＳＰＩＥ　６６７２、１（２００７）で詳細に説明される。さらに、両面干渉法は、２
００５年１月２５日に発行された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ
　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｈｐｅ　ａｎｄ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　Ｖａｒｉａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｉｓｈｅｄ　Ｏｐａｑｕｅ　Ｐｌａｔｅｓ」と題するＦｒｅｉｓ
ｃｈｌａｄ他の米国特許第６，８４７，４５８号、及び２０１１年１１月２９日に発行さ
れた「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｓｈ
ａｐｅ　ｏｒ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｓｕｂｓｔｒ
ａｔｅ」と題するＴａｎｇ他の米国特許第８，０６８，２３４号で概して説明され、これ
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らの両方とも参照により本明細書にその全体が組み込まれる。
【００２８】
　さらなる実施形態では、トポグラフィシステム２０２は、指定された計測方式を実行す
るためにシステム２００の別のサブシステムから命令を受けるように構成されてもよい。
例えば、トポグラフィシステム２０２は、システム２００の１つ以上のコンピューティン
グシステム２０６から命令を受けてもよい。コンピューティングシステム２０６から命令
を受信すると、トポグラフィシステム２０２は、提供された命令で識別される半導体ウェ
ーハ２０４の１つ以上の面（例えば、表面又は裏面）にわたる種々の場所又は点でトポグ
ラフィック計測（すなわち、ウェーハ幾何形状計測）を行ってもよい。
【００２９】
　別の態様では、１つ以上のコンピューティングシステム２０６は、ロットの１つ以上の
ウェーハのサンプリングプロセスにおいてトポグラフィシステム２０２によって行われる
計測の組を受信するように構成されてもよい。トポグラフィシステム２０２から１つ以上
のサンプリングプロセスの結果を受信すると、１つ以上のコンピューティングシステム２
０６は、次いで、本明細書でさらに論じられる予めプログラムされたウェーハ幾何形状メ
トリックアルゴリズム２１１によって、１つ以上のウェーハ幾何形状メトリック（例えば
、形状変化傾きメトリック又は形状傾きメトリック）を生成してもよい。さらなる実施形
態では、システム２００は、種々のプロセス制御特徴に関する幾何形状メトリックを用い
てもよい。例えば、システム２００は、ウェーハソーティングアルゴリズム２１２、プロ
セス制御アルゴリズム２１３、及び／又はオーバーレイ補正アルゴリズム２１５を実行す
るようにさらに構成されてもよい。
【００３０】
　図３Ａは、本発明の一実施形態に係るウェーハ幾何形状メトリックアルゴリズム２１１
を用いる１つ以上の形状変化傾きウェーハ幾何形状メトリックの生成を表す高レベル機能
ブロック図３００を示す。トポグラフィシステム２０２は、第１のプロセスレベルと付加
的なプロセスレベルとの両方に関する形状計測の組を行ってもよい３０２。プロセスレベ
ルは、半導体ウェーハ製造プロセスにおける任意のプロセスレベルを含んでもよい。例え
ば、プロセスレベル（すなわち、第１のプロセスレベル又は付加的なプロセスレベル）は
、ベアウェーハ加工、化学機械平坦化（ＣＭＰ）、急速熱処理（ＲＴＰ）、エッチング、
薄膜堆積などのうちのいずれか１つを含んでもよい。
【００３１】
　次に、システム２００のコンピューティングシステム２０６は、第１のプロセスレベル
（例えば、レベルＮ）及び付加的なプロセスレベル（例えば、レベルＮ＋１）に関する計
測値を受信し３０２、Ｘ方向及びＹ方向の第１のプロセスレベルと付加的なプロセスレベ
ルとの間の形状変化の傾きを計算してもよい３０４。形状変化の傾きの計算後に、プロセ
スツール（例えば、スキャナ）コレクタブル（例えば、リニアコレクタブル又はより高次
のコレクタブル）の組が、コンピューティングシステム２０６によって計算され、補正の
ために通信可能に結合されるプロセスツール（図示せず）に送られてもよい。次に、Ｘ方
向とＹ方向との両方に関する形状変化の傾き残差値が計算されてもよい３０８。計算した
形状変化の傾き残差値３０８を用いて、コンピューティングシステム２０６は、グローバ
ル形状変化傾きメトリック３１０、ローカル形状変化傾きメトリックの組３１２、及び／
又は形状変化傾き残差コンターマップ３１４をさらに生成してもよい。
【００３２】
　さらなる実施形態では、ウェーハ幾何形状メトリックアルゴリズム２１１は、ウェーハ
レベル又はフィールドレベルのプロセスツールコレクタブルを計算してもよい。図３Ｂは
、本発明の一実施形態に係るプロセスツールコレクタブルの計算３１７を表す高レベル機
能ブロック図を示す。形状変化の傾きの計算３０４後に、コンピューティングシステム２
０６は、ウェーハレベル又はフィールドレベルのコレクタブルのいずれかを計算してもよ
い。ウェーハレベル補正の場合、コンピューティングシステム２０６は、オーバーレイ残
差を計算するのに適した選択されたプロセスツール補正ルーチンに基づいてウェーハレベ
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ルのコレクタブルを計算してもよい。次いで、これらのコレクタブルを用いて、コンピュ
ーティングシステム２０６は、Ｘ方向及びＹ方向の形状変化の傾き残差を計算してもよい
３２４。フィールドレベル補正の場合、ユーザ又はユーザにより制御されるサブシステム
は、フィールドサイズを選択してもよい。次いで、コンピューティングシステム２０６は
、オーバーレイ残差を計算するのに適した選択されたプロセスツール補正ルーチンに基づ
いてフィールドレベルのコレクタブルを計算してもよい。
【００３３】
　次に、これらのコレクタブルを用いて、コンピューティングシステム２０６は、Ｘ方向
及びＹ方向の形状変化の傾き残差を計算してもよい３０８。さらなる態様では、コンピュ
ーティングシステム２０６は、次いで、１つ以上のグローバルメトリック３１０及び／又
は１つ以上のローカルメトリック３１２を計算してもよい。加えて、計算した形状変化の
傾き残差の組３０８を用いて、コンピューティングシステム２０６は、二次元グリッド上
の位置の関数としての形状変化の傾き残差を表すコンターマップ３１４を生成してもよい
。このマップ３１４は、次いで、ディスプレイ装置（図示せず）を介してユーザに提示さ
れてもよい。コンピューティングシステム２０６は、ユーザインターフェースデバイス（
例えば、マウス、キーボード、トラックパッド、タッチスクリーンなど）から入力を受信
して、ディスプレイ装置を介して表示されるコンターマップ３１４上の関心領域をユーザ
が「タグ付けする」又は識別することを可能にするようにさらに構成されてもよい。
【００３４】
　図３Ｃは、本発明の代替的実施形態に係るウェーハ幾何形状メトリックアルゴリズム２
１１の代替的実施形態を用いる１つ以上の形状傾きウェーハ幾何形状メトリックの生成を
表す高レベル機能ブロック図３５０を示す。システム２００は、選択されたプロセスレベ
ル（例えば、ベアウェーハプロセス）のウェーハの形状計測の組を行ってもよい３５２。
次いで、システムのコンピューティングシステム２０６は、これらの計測値を受信し、Ｘ
方向及びＹ方向の形状の傾きを計算してもよい３５４。形状の傾きの計算後に、プロセス
ツール（例えば、スキャナ）コレクタブル（例えば、リニアコレクタブル又はより高次の
コレクタブル）の組が、コンピューティングシステム２０６によって計算され、補正のた
めに通信可能に結合されるプロセスツール（図示せず）に送られてもよい。次に、Ｘ方向
とＹ方向との両方に関する形状の傾き残差値が計算されてもよい３５８。計算した形状の
傾き残差値３５８を用いて、コンピューティングシステム２０６は、グローバル形状傾き
メトリック３６０、ローカル形状傾きメトリックの組３６２、及び／又は二次元形状傾き
残差マップ３６４をさらに生成してもよい。形状傾き残差は、図３Ｂで表わされたものと
類似の様態でプロセスツールコレクタブルから計算され、したがって、図３Ｂの説明は、
図３Ｃにまで及ぶように解釈されるべきであることにさらに注目される。１つ以上の形状
傾きウェーハ幾何形状メトリック及び１つ以上の形状変化傾きメトリックの生成に関係し
た詳細が本明細書でさらに詳細に説明されることにさらに注目される。
【００３５】
　図４は、ウェーハソーティングアルゴリズム２１２を用いるウェーハのソーティングを
表す高レベル機能ブロック図４００を示す。一態様では、システム２００は、図３Ｃに関
して既に説明したように形状の傾きメトリックを用いてウェーハのグループをソートして
もよい。システム２００は、選択されたプロセスレベル（例えば、ベアウェーハプロセス
レベル）のウェーハ４０２のグループのそれぞれからのトポグラフィ計測値の組４０４を
介してウェーハ形状値の組を取得してもよい。ウェーハ形状値は、本発明の全体を通して
説明される種々の様態のうちの１つで取得されてもよいことに注目される。次いで、コン
ピューティングシステム２０６は、各ウェーハ４０２に関する形状傾き残差メトリック４
０６の組を計算してもよい。各形状傾き残差メトリックの計算は、本明細書で既に説明し
たのと類似の様態で実施されてもよく、これは本明細書でさらに詳細に説明される。次に
、システム２００は、解析的残差ＰＰＥモデル４０８を用いてパターン配置誤差（ＰＰＥ
）残差値の組を求めてもよい。ＰＰＥ残差値の組を求める際に、システム２００は、チャ
ックされた状態のウェーハの中立面を判定し、次いで、各ウェーハに関する中立面及び各
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ウェーハのパターンの組に関連する位置の組を用いて各ウェーハに関する中立面因子（Ｎ
ＳＦ）を計算してもよい。出願人は、中立面及び中立面因子の概念が本明細書でさらに詳
細に説明されることを特筆する。各ウェーハに関するパターン配置誤差（ＰＰＥ）残差値
の組が計算されてもよい。これに関して、各ウェーハの各計測点に関するＰＰＥ残差値は
、各ウェーハに関する少なくとも計算されたＮＳＦと、前記点に関する形状傾き残差メト
リックと、ウェーハの厚さとの積を求めることによって計算されてもよい。次に、ＰＰＥ
残差の組を選択されたレベルを下回るように維持する、形状残差メトリックの組に関する
閾値４１０又は「仕様」を見出すことができる。次いで、ウェーハのグループは、各ウェ
ーハの計測された形状傾き残差４０６と、ＰＰＥ残差を選択されたレベル（特異的プロセ
ス又は技術の要件によって決まる選択されたレベル）を下回るように維持するのに必要な
閾値４１０に基づいてソート４１２されてもよい。本発明との関連でのウェーハソーティ
ングが本明細書でさらに詳細に説明されることが本明細書で注目される。
【００３６】
　図５は、本発明の一実施形態に係るプロセス制御アルゴリズム２１３を用いるプロセス
制御を表す高レベル機能ブロック図５００を示す。トポグラフィシステム２０２は、第１
のプロセスレベル５０２と付加的なプロセスレベル５０６との両方に関する形状計測の組
を行ってもよい。システム２００のコンピューティングシステム２０６は、第１のプロセ
スレベル（例えば、レベルＮ）及び付加的なプロセスレベル（例えば、レベルＮ＋１）に
関する計測値５０２及び５０６を受信し、Ｘ方向及びＹ方向の第１のプロセスレベルと付
加的なプロセスレベルとの間のプロセス５０４に関連する形状変化の傾き５０８（例えば
、表側の形状変化の傾き又は裏側の形状変化の傾き）を計算してもよい。形状変化の傾き
の計算後に、Ｘ方向とＹ方向との両方に関する形状変化の傾き残差値を求めてもよい。形
状変化の傾き残差値を用いて、コンピューティングシステム２０６は、１つ以上の形状変
化傾きメトリック５１０をさらに生成してもよい。形状変化傾きメトリック５１０は、本
開示の全体を通して論じられる種々の様態のうちのいずれかで生成されてもよいことが本
明細書で注目される。次いで、生成されたウェーハ形状変化傾きメトリック５１０に基づ
いて、システム２００は、プロセスツールにフィードバックを提供し、これにより１つ以
上のプロセスツールにプロセス制御を提供してもよい。プロセスツールは、ＲＴＰシステ
ム、薄膜堆積システム、ＣＭＰシステム、及びエッチングシステムなどの当該技術分野で
は公知の任意のプロセスツールを含むことがあるがこれらに限定されない。
【００３７】
　図６は、本発明の一実施形態に係るオーバーレイ制御アルゴリズム２１５を用いるオー
バーレイ制御を表す高レベル機能ブロック図６００を示す。トポグラフィシステム２０２
は、第１のプロセスレベル６０４の、次いで第１のパターン形成ステップ６０２と第２の
パターン形成ステップ６１４との間の一連のプロセス（例えば、第１のプロセス６０６、
第２のプロセス６０８、及びＮ番目のプロセス６１０までの）の後の付加的なプロセスレ
ベル６１２のウェーハ上で形状計測の組を行ってもよい。システム２００のコンピューテ
ィングシステム２０６は、第１のプロセスレベル（例えば、レベルＮ）及び付加的なプロ
セスレベル（例えば、レベルＮ＋１）に関する計測値６０４及び６１２を受信し、Ｘ方向
及びＹ方向の第１のプロセスレベル６０４と付加的なプロセスレベル６１２との間のプロ
セスステップ６０６、６０８、及び６１０に関連する形状変化の傾き６１６（例えば、表
側の形状変化の傾き又は裏側の形状変化の傾き）を計算してもよい。形状変化の傾きの計
算後に、Ｘ方向とＹ方向との両方に関する形状変化の傾き残差値及び形状変化の傾き残差
メトリック６２２を求めてもよい。形状変化の傾き残差及び関連する形状変化の傾き残差
メトリック６２２は、本開示の全体を通して論じられる種々の様態のうちのいずれかで生
成されてもよいことが本明細書で注目される。さらに、システム２００は、付加的なプロ
セスレベル（すなわち、解析されている選択されたＮ個のプロセス後のプロセスレベル）
のウェーハの表面上の複数の計測点からオーバーレイ値の組６１６を取得してもよい。例
えば、システム２００は、ウェーハの計測対象の組に対してオーバーレイ計測を行うよう
に構成されるオーバーレイ計測ツール（図示せず）を含んでもよい。次に、これらのオー
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バーレイ計測値は、コンピューティングシステム２０６に伝送されてもよく、これにより
、コンピューティングシステム２０６は、オーバーレイ残差の組及び対応するオーバーレ
イ残差メトリック６１８の組を生成してもよい。オーバーレイ残差の計算は、当該技術分
野では公知の任意の様態（例えば、リニア方法論又はより高次の方法論）で行われてもよ
いことが認識される。オーバーレイ残差メトリック６１８は、本開示の全体を通して論じ
られる種々の様態のうちのいずれかで生成されてもよいことがさらに認識される。
【００３８】
　次に、コンピューティングシステム２０６は、所与の１つ以上の解析されるプロセスで
あるプロセス１～プロセスＮに関する校正曲線を形成するのに計算した形状変化傾き残差
メトリックの組及び計算したオーバーレイ残差メトリックの組を用いてもよい。校正曲線
は、オーバーレイ残差の組（又はオーバーレイ残差メトリック）をウェーハ形状変化傾き
残差の組（又はウェーハ形状変化傾きメトリック）と関係付けるように構成される。出願
人は、校正曲線の生成が本明細書でさらに詳細に説明されることを特筆する。校正曲線に
基づいて、オーバーレイ残差を選択されたレベルを下回るように（例えば、仕様を選択さ
れた距離を下回るように）維持するのに適する形状変化傾き残差閾値を見出すことができ
る。コンピューティングシステム２０６は、各ウェーハに関する形状変化傾き残差メトリ
ックの組を生成し、次いで、取得した形状変化傾き残差メトリックの組を求めた閾値と比
較することによってウェーハのグループをさらにソートしてもよい。このプロセスを用い
て、システム２００は、ウェーハ形状変化傾きメトリックを監視することによってリソグ
ラフィオーバーレイ残差プロセス仕様を満たすためにウェーハをソートするように作用す
ることができる。
【００３９】
　本開示の全体を通して説明される種々のステップは、単一のコンピュータシステム、又
は代替的に複数のコンピュータシステムによって実施されてもよいことを認識されたい。
さらに、トポグラフィシステム２０２などのシステム２００の異なるサブシステムは、上
記のステップの少なくとも一部を実施するのに適したコンピュータシステムを含んでもよ
い。したがって、上記の説明は、本発明に対する制限としてではなく単なる例証として解
釈されるべきである。さらに、１つ以上のコンピューティングシステム２０６は、本明細
書に記載の方法の実施形態のうちのいずれかの任意の他のステップを行うように構成され
てもよい。別の実施形態では、コンピュータシステム２０６は、当該技術分野では公知の
任意の様態でトポグラフィシステム２０２又はプロセスツール（図示せず）に通信可能に
結合されてもよい。例えば、１つ以上のコンピュータシステム２０６は、トポグラフィシ
ステム２０２のコンピュータシステム又はプロセスツールのコンピュータシステムに結合
されてもよい。別の例では、トポグラフィシステム２０２及びプロセスツールは、単一の
コンピュータシステムによって制御されてもよい。このように、システム２００のコンピ
ュータシステム２０６は、単一のトポグラフィ－プロセスツールコンピュータシステムに
結合されてもよい。さらに、システム２００のコンピュータシステム２０６は、ワイヤー
ライン部分及び／又は無線部分を含むことがある伝送媒体によって他のシステムからのデ
ータ又は情報（例えば、検査システムからの検査結果、付加的な計測システムからの計測
結果、又はＫＬＡ－ＴｅｎｃｏｒのＫＴ　Ａｎａｌｙｚｅｒなどのシステムから計算され
るプロセスツールコレクタブル）を受信及び／又は取得するように構成されてもよい。こ
のように、伝送媒体は、コンピュータシステム２０６とシステム２００の他のサブシステ
ムとの間のデータ・リンクとして役立つことができる。さらに、コンピュータシステム２
０６は、伝送媒体を介して外部システムにデータを送信してもよい。
【００４０】
　コンピューティングシステム２０６は、パーソナルコンピュータシステム、メインフレ
ームコンピュータシステム、ワークステーション、イメージコンピュータ、パラレルプロ
セッサ、又は当該技術分野では公知の任意の他のデバイスを含むことがあるがこれらに限
定されない。一般に、「コンピューティングシステム」という用語は、メモリ媒体から命
令を実行する１つ以上のプロセッサを有する任意のデバイスを包含するように広く定義さ
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れてもよい。本明細書に記載される方法などを実施するプログラム命令２０８は、搬送媒
体２１０上で伝送又は格納されてもよい。搬送媒体は、ワイヤ、ケーブル、又は無線伝送
リンクなどの伝送媒体であってもよい。搬送媒体はまた、読出し専用メモリ、ランダムア
クセスメモリ、磁気又は光ディスク、磁気テープなどの記憶媒体を含むことがある。
【００４１】
　図２に示されるシステム２００の実施形態は、本明細書で説明されるようにさらに構成
されてもよい。さらに、システム２００は、本明細書で説明される方法の実施形態のうち
のいずれかの任意の他のステップを行うように構成されてもよい。
【００４２】
　図７は、本発明のシステム２００による実装に適したウェーハ幾何形状メトリックを提
供するためのプロセス７００を示す。一態様では、１つ以上のコンピューティングシステ
ム２０６の１つ以上のプロセッサによって実行される予めプログラムされたアルゴリズム
によってプロセスフロー７００のデータ処理ステップを実施できることが認識される。以
下の説明はシステム２００との関連で提示されるが、本明細書では、システム２００の特
定の構造の態様は限定を表すものではなく単なる例示として解釈されるべきであると認識
される。
【００４３】
　ステップ７０２において、第１のプロセスレベル及び第２のプロセスレベルのウェーハ
の表面の複数の点のそれぞれでのウェーハ形状値が取得されてもよい。一実施形態では、
ウェーハ２０４の表面上の選択された数の計測点に対応するウェーハ形状値の組が、トポ
グラフィ計測システム２０２を用いて取得されてもよい。さらなる実施形態では、トポグ
ラフィ計測システム２０２は、実質的に直立した実質的に自由状態のウェーハ２０４を受
け入れてもよい。例えば、ウェーハを受け入れ、これを直立に保持するために、フィンガ
グリッパ（例えば、３つのフィンガグリッパ）が実装されてもよい。この意味では、トポ
グラフィシステム２０２は、ウェーハの裏面の形状がウェーハの表面の形状に影響を及ぼ
さないように「チャックされていない」自由状態のウェーハからデータを収集してもよい
。
【００４４】
　ウェーハ形状は、第１のウェーハプロセスレベル（例えば、ベアウェーハ状態）及び付
加的なプロセスレベル（例えば、第１のパターン形成レベル）のウェーハの表面にわたる
選択された数の点及び位置（例えば、ウェーハの表側又はウェーハの裏側）で定量化され
てもよい。一般的な意味では、ウェーハは、プロセスレベルＮ及びプロセスレベルＮ＋１
のウェーハの表面にわたって定量化されてもよい。本明細書で前述したように、トポグラ
フィシステム２０２は、デュアルフィゾー型干渉計２２０などの干渉法に基づくシステム
を含むことがあるがこれに限定されない。システム２００のデュアルフィゾー型干渉法シ
ステム２２０を用いて、システム２２０のデュアル干渉計は、ウェーハ２０４の表面と裏
面との両方の高さ変動を同時に計測してもよい。これらの点での計測された高さ変動及び
式１（又は式１に類似したもの）を用いて計算された各計測点での形状値を用いて二次元
形状マップ（ｘ，ｙ）が構築されてもよい。コンピューティングシステム２０６は、式１
を用いてウェーハ表面の点のグリッドのそれぞれでの形状の計算を実行し、次いで、計算
した各形状値を用いて形状マップ（例えば、数値プロットマップ又はコントラストマップ
）を形成してもよいことが本明細書で認識される。ウェーハの形状を計測するのに任意の
数の方法が存在することがあり、上記の方法論は、１つのこうした方法の単なる例証とし
て解釈されるべきであることがさらに認識される。
【００４５】
　代替的実施形態では、当該ウェーハの形状の値は、トポグラフィシステム２０２以外の
システムから受信されてもよい。出願人は、上記の説明は、システム２００を主にトポグ
ラフィシステム２００を含むものとして説明したが、プロセス７００で用いられるトポグ
ラフィ計測は、本開示の残りの部分で論じられる場合の形状変化、形状変化傾き、プロセ
スツールコレクタブルなどのその後の計算と同時に行われる必要はないことを特筆する。
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例えば、形状値は、遠隔のユーザ（図示せず）から受信されてもよい。別の例では、形状
値は、システム２００のメモリ（図示せず）から検索されてもよい。
【００４６】
　ステップ７０４において、ステップ７０２で見出されたウェーハ形状値の組を用いて第
１のプロセスレベル（例えば、レベルＮ）及び付加的なプロセスレベル（例えば、レベル
Ｎ＋１）のステップの点の組のうちの各点に関するウェーハ形状変化値が生成されてもよ
い。これに関して、各点でのウェーハ形状変化値は、第１のプロセスレベルと第２のプロ
セスレベルとの間のウェーハ形状の変化に対応する。一実施形態では、二次元（例えば、
Ｘ－Ｙ）形状変化マップを形成するのに計算した各点に関するウェーハ形状変化値が用い
られてもよい。各点で生成されるウェーハ形状変化値は、表面の変化又は裏面の変化を含
むことがあることが本明細書で注目される。
【００４７】
　ステップ７０６において、ステップ７０４で見出された前記生成された各点でのウェー
ハ形状変化値を用いて前記各点での形状変化の傾きを計算することによって形状変化の傾
き値の組が生成されてもよい。これに関して、各形状変化の傾き値は、ウェーハ２０４の
表面の少なくとも１つの方向（例えば、Ｘ方向又はＹ方向）に沿ったウェーハ形状の変化
の傾きに対応する。一実施形態では、各形状変化の傾き値は、ステップ７０４の二次元マ
ップの隣接する点の形状変化値を用いて計算されてもよい。他の実施形態では、形状変化
の傾き値の組は、表面の変化値の組又は裏面の変化値の組を含むことがある。
【００４８】
　ステップ７０８において、プロセスツールコレクタブルの組が計算されてもよい。一態
様では、プロセスツールコレクタブルの組は、ステップ７０６の変化傾き値の組を用いて
計算されてもよい。一実施形態では、プロセスツールコレクタブルの組は、ウェーハレベ
ルのプロセスツールコレクタブルを含んでもよい。別の実施形態では、プロセスツールコ
レクタブルの組は、フィールドレベルのプロセスツールコレクタブルを含んでもよい。フ
ィールドレベルのプロセスツールコレクタブルの場合、コレクタブルの組を計算する際に
用いられるフィールドサイズは、ユーザが定義できる。プロセスツールコレクタブルは、
リニア又はより高次であってもよいことにさらに注目される。ウェーハレベル一次補正の
場合、コレクタブルは、以下の形態をとることがある。
　ｄｘ＝Δｘ－θｘｙウェーハ＋ΔＭｘｘウェーハ　　　（式２）
　ｄｙ＝Δｙ＋θｙｘウェーハ＋ΔＭｙｙウェーハ　　　（式３）
【００４９】
　式中、ｄｘ及びｄｙは、それぞれｘ方向及びｙ方向の補正を表し、Δｘ及びΔｙは、そ
れぞれｘ方向及びｙ方向のシフトを表し、ΔＭｘ及びΔＭｙは、それぞれｘ方向及びｙ方
向の倍率補正を表す。さらに、フィールドレベル一次補正の場合、コレクタブルは、以下
の形態をとることがある。
　ｄｘ＝Δｘ－θｘｙウェーハ＋ΔＭｘｘウェーハ－φｘｙフィールド＋Δｍｘｘフィー

ルド　　（式４）
　ｄｙ＝Δｙ＋θｙｘウェーハ＋ΔＭｙｙウェーハ＋φｙｘフィールド＋Δｍｙｙフィー

ルド　　（式５）
【００５０】
　式中、φｘｙフィールド及びφｙｘフィールドは、回転フィールドレベル項を表し、Δ
ｍｘｘフィールド及びΔｍｙｙフィールドは、フィールドレベル倍率補正項を表す。ステ
ップ７１０において、ステップ７０８のプロセスツールコレクタブルの組を用いて各点で
の形状変化傾き残差値を計算することによって形状変化傾き残差（ＳＳＣＲ）の組が生成
されてもよい。
【００５１】
　ウェーハレベル及びフィールドレベルのプロセスツールコレクタブル並びにリニア及び
より高次のプロセスツールコレクタブルの計算、及び残差の一般的な計算は、参照により
その全体が本明細書に組み込まれる、２０１１年１月２５日に発行された米国特許第７，
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８７６，４３８号で説明される。
【００５２】
　ステップ７１２において、基板の表面にわたって分散される複数のメトリック解析領域
が定義されてもよい。一態様では、各メトリック解析領域は、複数の点のうちの１つ以上
の点を包含することがある。付加的な態様では、メトリック解析領域のサイズ、周波数、
及び位置は、ユーザが選択できる。例えば、ユーザは、選択された幾何形状を有するよう
に各領域を選択してもよい。例えば、複数のメトリック解析領域のうちの少なくともいく
つかは、矩形、半径方向のバンド、又は半径方向のセクタを含んでもよい。例えば、複数
のメトリック解析領域は、ウェーハの中央を中心とした複数の同軸の半径方向のバンドか
らなることがあり、各バンドは半径方向に沿って選択された厚さを有する。別の例として
、複数のメトリック解析領域は、ウェーハの中央付近に分布した複数の半径方向のセクタ
からなることがあり、各セクタは選択された角度によって定義される。
【００５３】
　別の例では、複数のメトリック解析領域は、グリッド状の様態でウェーハを中心として
分布した複数の長方形領域からなることがあり、各セクタはｘ方向及びｙ方向の厚さによ
って定義される。さらなる実施形態では、領域のサイズ及び周波数は、フィールド又はダ
イ寸法に基づいて選択されてもよい。例えば、所与の領域は、ウェーハ上の特異的なリソ
グラフィサイトのサイズに対応するおよそ２５ｍｍ×１０ｍｍのサイズを有してもよい。
これに関して、複数のメトリック解析領域の異なる領域は異なるサイズであってもよく、
当該集積回路のサイズに従って定められることに注目される。
【００５４】
　さらなる実施形態では、ステップ７１２は、ウェーハ表面にわたって分散される５０～
１０００個の解析領域を形成することを含んでもよい。出願人は、メトリック解析領域に
関する上記の幾何配置は限定するものではなく単なる例証として解釈されるべきであるこ
とを特筆する。当業者は、メトリック解析領域が種々の幾何形状、配置、及び周波数によ
って形成されてもよいことを認識するであろう。
【００５５】
　ステップ７１４において、各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＣＲに基づいて、
各メトリック解析領域に関する１つ以上の形状変化傾き残差メトリックが生成されてもよ
い。これに関して、該領域に関する形状変化傾き残差メトリックを計算するために、所与
のメトリック解析領域によって包含される形状変化傾き残差値が用いられてもよい。一実
施形態では、各領域内に含まれる形状変化傾き残差値に関する数学的平均を計算すること
によって、各領域に関する形状変化傾き残差平均メトリックが生成されてもよい。別の実
施形態では、各領域内に含まれる形状変化傾き残差値に関する数学的中心を見出すことに
よって、各領域に関する形状変化傾き残差中心メトリックが生成されてもよい。別の実施
形態では、各領域内に含まれる形状変化傾き残差値の組のうちの最大の又は最小の形状変
化傾き残差値を見出すことによって、各領域に関する最大／最小の形状変化傾き残差メト
リックが生成されてもよい。別の実施形態では、各領域内に含まれる形状変化傾き残差値
の範囲（例えば、最大と最小との間の差）を見出すことによって、各領域に関する形状変
化傾き残差範囲メトリックが生成されてもよい。別の実施形態では、各領域内に含まれる
形状変化傾き残差値の分布における偏差（例えば、標準偏差）を見出すことによって、各
領域に関する形状変化傾き残差偏差メトリックが生成されてもよい。
【００５６】
　さらなる実施形態では、単一のグローバル形状変化傾き残差ウェーハメトリックを形成
するのに複数の領域からのメトリック値が用いられてもよい。例えば、ウェーハ全体に関
するグローバル平均メトリック値を形成するために、各解析領域に関して計算される各平
均メトリック値が組み合わされてもよい。別の例として、グローバル範囲メトリックは、
上記で見出された形状変化傾き残差平均メトリックのうちの２つ以上を用いて形成されて
もよい。ある意味では、グローバル範囲メトリックは、各領域から得られる平均値の範囲
を用いて計測されてもよい。別の意味では、グローバル範囲メトリックは、領域に関して
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見出される最も小さい最小メトリックと、領域に関して見出される最も大きい最大メトリ
ックとを用いて計測されてもよい。一般的な意味では、グローバル形状変化傾き残差メト
リックを形成し、これによりウェーハレベルでの形状変化傾き残差を特徴付けるために、
個々の領域から得られるメトリックの任意の組み合わせが用いられてもよい。
【００５７】
　さらなるステップにおいて、プロセス７００は、ステップ７１４で見出される形状変化
傾き残差メトリックのコンターマップを生成してもよい。例えば、ステップ７１４におい
て計算されるメトリックは、「ｚ方向」に沿って表される選択された領域に関連する各メ
トリック値の大きさにより、二次元グリッド上にプロットされてもよい。別の例では、ス
テップ７１４で計算されるメトリックは、二次元マップ上に数値として表わされてもよい
。さらなる実施形態では、システム２００は、ディスプレイ装置（図示せず）を介してユ
ーザにコンターマップを提示してもよい。ユーザインターフェースデバイスを用いて、ユ
ーザは、ウェーハのエクスカーション領域を識別してもよい。次に、ユーザは、ウェーハ
上で見出される識別されたエクスカーション領域のうちの１つ又は複数にフラグを立てて
もよく、システム２００は、次いで、これらの識別された領域でのその後のプロセスを制
御してもよい。
【００５８】
　さらなるステップにおいて、プロセス７００は、各メトリック解析領域内の１つ以上の
オーバーレイ残差値に基づいて、各メトリック解析領域に関する１つ以上のオーバーレイ
残差メトリックを生成してもよい。これに関して、所与のメトリック解析領域によって包
含されるオーバーレイ残差値が、該領域に関するオーバーレイ残差メトリックを計算する
のに用いられてもよい。一実施形態では、各領域内に含まれるオーバーレイ残差値に関す
る数学的平均を計算することによって、各領域に関するオーバーレイ残差平均メトリック
が生成されてもよい。別の実施形態では、各領域内に含まれるオーバーレイ残差値に関す
る数学的中心を見出すことによって、各領域に関するオーバーレイ残差中心メトリックが
生成されてもよい。別の実施形態では、各領域内に含まれるオーバーレイ残差値の組のう
ちの最大の又は最小のオーバーレイ残差値を見出すことによって、各領域に関する最大／
最小のオーバーレイ残差メトリックが生成されてもよい。別の実施形態では、各領域内に
含まれるオーバーレイ残差値の範囲（例えば、最大と最小との間の差）を見出すことによ
って、各領域に関するオーバーレイ残差範囲メトリックが生成されてもよい。別の実施形
態では、各領域内に含まれるオーバーレイ残差の分布における偏差（例えば、標準偏差）
を見出すことによって、各領域に関するオーバーレイ残差偏差メトリックが生成されても
よい。
【００５９】
　さらなる実施形態では、単一のグローバルオーバーレイ残差ウェーハメトリックを形成
するのに複数の領域からのメトリック値が用いられてもよい。例えば、ウェーハ全体に関
するグローバル平均オーバーレイ残差メトリック値を形成するために、各解析領域に関し
て計算される各平均メトリック値が組み合わされてもよい。別の例として、グローバル範
囲メトリックは、上記で見出されたオーバーレイ残差平均メトリックのうちの２つ以上を
用いて形成されてもよい。ある意味では、グローバル範囲メトリックは、各領域から得ら
れる平均値の範囲を用いて計測されてもよい。別の意味では、グローバル範囲メトリック
は、領域に関して見出される最も小さい最小メトリックと、領域に関して見出される最も
大きい最大メトリックとを用いて計測されてもよい。一般的な意味では、グローバルオー
バーレイ残差メトリックを形成し、これによりウェーハレベルでのオーバーレイ残差を特
徴付けるために、個々の領域から得られるメトリックの任意の組み合わせが用いられても
よい。
【００６０】
　図８は、本発明のシステム２００による実装に適したウェーハ幾何形状メトリックを提
供するプロセス８００を示す。一態様では、１つ以上のコンピューティングシステム２０
６の１つ以上のプロセッサによって実行される予めプログラムされたアルゴリズムによっ
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てプロセスフロー８００のデータ処理ステップが実施されてもよいことが認識される。以
下の説明はシステム２００との関連で提示されるが、本明細書では、システム２００の特
定の構造の態様は限定を表すものではなく単なる例示として解釈されるべきであると認識
される。
【００６１】
　ステップ８０２において、選択されたプロセスレベルのウェーハの表面の複数の点のそ
れぞれでのウェーハ形状値が取得されてもよい。ウェーハ形状値は、本明細書で既に説明
したプロセスフロー７００のステップ７０２で説明したのと類似の様態で取得されてもよ
いことが本明細書で注目される。
【００６２】
　ステップ８０４において、ステップ８０２で見出された各点での生成されたウェーハ形
状値を用いて各点での形状の傾きを計算することによって形状の傾き値の組が生成されて
もよい。これに関して、各形状の傾き値は、ウェーハ２０４の表面の少なくとも１つの方
向（例えば、Ｘ方向又はＹ方向）に沿ったウェーハ形状の傾きに対応する。一実施形態で
は、各形状の傾き値は、ステップ８０２で取得したウェーハ形状を用いて形成された二次
元マップの隣接する点の形状値を用いて計算されてもよい。各点で生成されるウェーハ形
状傾き値は、表面の形状の傾き又は裏面の形状の傾きを含むことがあることが本明細書で
注目される。
【００６３】
　ステップ８０６において、プロセスツールコレクタブルの組が計算されてもよい。一態
様では、プロセスツールコレクタブルの組は、ステップ８０４の形状の傾き値の組を用い
て計算されてもよい。プロセスフロー７００と同様に、プロセスツールコレクタブルの組
は、ウェーハレベルのプロセスツールコレクタブル又はフィールドレベルのプロセスツー
ルコレクタブルを含んでもよい。プロセスツールコレクタブルの計算は、プロセスフロー
７００で説明したものと類似していることが本明細書で注目される。したがって、プロセ
ス７００のプロセスツールコレクタブル計算の説明は、プロセス８００のステップ８０６
にまで及ぶように解釈されるべきである。ステップ８０８において、ステップ８０６のプ
ロセスツールコレクタブルの組を用いて各点での形状の傾き残差値を計算することによっ
て形状傾き残差（ＳＳＲ）の組が生成されてもよい。ステップ８１０において、基板の表
面にわたって分散される複数のメトリック解析領域が定義されてもよい。ステップ８１２
において、各メトリック解析領域内の１つ以上のＳＳＲに基づいて、各メトリック解析領
域に関する１つ以上の形状傾き残差メトリックが生成されてもよい。ステップ８０８～８
１２はプロセスフロー７００のステップ７１０～７１４と類似していることが本明細書で
注目される。したがって、ステップ７１０～７１４の説明は、プロセスフロー８００のプ
ロセスステップ８０８～８１２にまで及ぶように解釈されるべきである。
【００６４】
　図９Ａは、本発明のシステム２００による実装に適した形状の傾きメトリックを用いて
ウェーハをソートするためのプロセス９００を示す。一態様では、１つ以上のコンピュー
ティングシステム２０６の１つ以上のプロセッサによって実行される予めプログラムされ
たアルゴリズムによってプロセスフロー９００のデータ処理ステップが実施されてもよい
ことが認識される。以下の説明はシステム２００との関連で提示されるが、本明細書では
、システム２００の特定の構造の態様は限定を表すものではなく単なる例示として解釈さ
れるべきであると認識される。
【００６５】
　ステップ９０２において、ウェーハの組がシステム２００によって受け入れられてもよ
い。例えば、ベアウェーハの組が、システム２００によって受け入れられてもよい。ステ
ップ９０４において、選択されたプロセスレベル（例えば、ベアウェーハプロセスレベル
）の各ウェーハの表面からのウェーハ形状値の組が取得されてもよい。ステップ９０６に
おいて、各ウェーハの複数の点のそれぞれでの形状傾き残差メトリックを計算することに
よって、各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組が生成されてもよい。各点で生
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成されるウェーハ形状の傾き値は、表面の形状の傾き又は裏面の形状の傾きを含むことが
あることが本明細書で注目される。ステップ９０２～９０６は、本開示の全体を通して既
に説明されていることにさらに注目される。例えば、プロセスフロー８００において生成
される形状傾き残差メトリックは、プロセス９００の各ウェーハに関する形状傾き残差メ
トリックの組を見出すステップにまで及ぶように解釈されてもよい。
【００６６】
　ステップ９０８において、チャックされた状態の各ウェーハに関する中立面９５２が判
定されてもよい。ステップ９１０において、判定された各ウェーハの中立面及び各ウェー
ハの複数のパターンに関連する複数の位置を用いて各ウェーハに関する中立面因子（ＮＳ
Ｆ）が計算されてもよい。図９Ｂは、中立面９５２及び対応する中立面因子の概念図９５
０を示す。一実施形態では、中立面因子９５４は、中立面と複数のパターン特徴９５６が
配置されるウェーハ上のパターン面との間の距離として解釈されてもよい。ウェーハ形状
の変化によって生じる面内の歪みは、パターン配置誤差９５８を引き起こす。パターン配
置誤差は、ＮＳＦ９５４、点の組のそれぞれでの裏面の局所的な傾き、及び裏面９６０の
対応する傾きマップに基づいて導出されてもよい。中立面、中立面因子、及びパターン配
置誤差（又は「イメージ配置誤差）の計算は、Ｐｒａｄｅｅｐ　Ｖｕｋｋａｄａｌａ、「
Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ｔｏ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅ　ｆｏｒ　
Ｉｍａｇｅ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｅｒｒｏｒｓ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　ｄｕｒｉｎｇ　ＥＵ
ＶＬ　Ｍａｓｋ　Ｃｈｕｃｋｉｎｇ」、Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｗｉｓｃ
ｏｎｓｉｎ　－　Ｍａｄｉｓｏｎ　Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｓ　＆　Ｔｈｅｓｅｓ、Ｐ
ｒｏＱｕｅｓｔ　Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｓ　＆　Ｔｈｅｓｅｓ、ＩＳＢＮ９７８１１
２４３６７６４４（２０１０）で詳述されている。
【００６７】
　ステップ９１２において、各ウェーハの各点に関するＰＰＥ残差値が各ウェーハに関す
る少なくとも計算されたＮＳＦと前記点に関する形状傾き残差メトリックとウェーハの厚
さとの積である場合の、各ウェーハに関するパターン配置誤差（ＰＰＥ）残差値の組が求
められてもよい。これに関して、各点に関するパターン配置誤差残差値は、次式によって
表すことができ、
　ＰＰＥ残差＝ＮＳＦ×ＳｌｏｐｅＳｈａｐｅ残差×ｔｓ　　　（式６）
【００６８】
　式中、ＮＳＦは中立面因子であり、ＳｌｏｐｅＳｈａｐｅ残差は、本開示を通して説明
される種々の様態のうちのいずれかを通して求められる場合の所与の点に関する形状の傾
き残差値（又は形状の傾き残差メトリック）であり、ｔｓはウェーハの厚さである。
【００６９】
　ステップ９１４において、ＰＰＥ残差の組を選択されたレベルを下回るように維持する
のに適した形状残差メトリックの組に関する閾値が求められてもよい。これに関して、所
与のプロセス又は用途に必要とされるＰＰＥ残差値が選択されてもよい。この意味で、シ
ステム２００又はユーザは、所与のデバイスに不可欠な必要とされるＰＰＥ残差仕様を判
定してもよい。次に、選択されたＰＰＥ残差レベルを維持する又は上回る形状残差メトリ
ックに関する閾値が求められてもよい。これに関して、式６は、ＰＰＥ残差値を形状の傾
き残差値と互いに関連付けるものであり、この関係性を用いて、所与のプロセス又はデバ
イスによって決まるＰＰＥ残差に関する要件を満たすためにどのような閾値形状残差値が
必要かが判定されてもよい。
【００７０】
　ステップ９１６において、求めた形状残差メトリックの組に関する閾値を生成された各
ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較することによって、複数のウェーハ
が特徴付けられてもよい。さらなる実施形態では、ウェーハの組は、求めた形状残差メト
リックの組に関する１つ以上の閾値を生成された各ウェーハに関する形状傾き残差メトリ
ックの組と比較することによってソートされてもよい。これに関して、ウェーハの組のう
ちの各ウェーハは、所与のウェーハに関連する形状残差メトリックの組に従ってビンニン
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グされてもよい。
【００７１】
　別の実施形態では、ウェーハの組のそれぞれは、求めた形状残差メトリックの組に関す
る１つ以上の閾値を生成された各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組と比較す
ることによって監視されてもよい。複数のウェーハの監視に応答して、生成された各ウェ
ーハに関する形状傾き残差メトリックの組を１つ以上の閾値を下回るように維持するため
に１つ以上のプロセスが修正されてもよい。さらなる実施形態では、複数のウェーハの監
視に応答して、生成された各ウェーハに関する形状傾き残差メトリックの組を１つ以上の
閾値を下回るように定めるために１つ以上のプロセスが開発されてもよい。
【００７２】
　図１０は、本発明のシステム２００による実装に適した形状変化の傾きメトリックを用
いるプロセス一様性制御のためのプロセス１０００を示す。一態様では、１つ以上のコン
ピューティングシステム２０６の１つ以上のプロセッサによって実行される予めプログラ
ムされたアルゴリズムによってプロセスフロー１０００のデータ処理ステップが実施され
てもよいことが認識される。以下の説明はシステム２００との関連で提示されるが、本明
細書では、システム２００の特定の構造の態様は限定を表すものではなく単なる例示とし
て解釈されるべきであると認識される。
【００７３】
　ステップ１００２において、第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェ
ーハの表面の複数の点のそれぞれでのウェーハ形状値が取得されてもよい。ステップ１０
０４において、取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウ
ェーハ形状値を用いて各点でのウェーハ形状変化値が生成されてもよく、各点でのウェー
ハ形状変化値は、第１のプロセスレベルと第２のプロセスレベルとの間のウェーハ形状の
変化に対応する。ステップ１００６において、生成された各点でのウェーハ形状変化値を
用いて１つ以上の形状変化傾き残差メトリックが生成されてもよい。ステップ１００８に
おいて、生成された１つ以上の形状変化傾き残差メトリックに基づいて１つ以上のプロセ
スツールへのプロセス制御が提供されてもよい。これに関して、１つ以上のプロセスを制
御するのに２つ以上のプロセス（例えば、Ｎ及びＮ＋１）に関連する形状変化傾きメトリ
ックの監視が用いられてもよい。所与のプロセスツールは、コンピューティングシステム
２０６からフィードバックを受信してもよく、このフィードバックに応答して、プロセス
ツールは、所与のプロセスが、必要とされる仕様内に入るウェーハ形状変化（説明された
形状変化傾きメトリックのうちの１つを介して計測される場合の）を生じるように調整を
行ってもよい。形状変化傾きメトリックは、これらに限定されないがＣＭＰ、ＲＴＰ、エ
ッチング、及び薄膜堆積などの当該技術分野では公知の任意のプロセスを制御するのに用
いられてもよい。
【００７４】
　図１１は、本発明のシステム２００による実装に適した形状変化の傾きメトリックを用
いるプロセス一様性制御のためのプロセス１１００を示す。一態様では、１つ以上のコン
ピューティングシステム２０６の１つ以上のプロセッサによって実行される予めプログラ
ムされたアルゴリズムによってプロセスフロー１１００のデータ処理ステップが実施され
てもよいことが認識される。以下の説明はシステム２００との関連で提示されるが、本明
細書では、システム２００の特定の構造の態様は限定を表すものではなく単なる例示とし
て解釈されるべきであると認識される。
【００７５】
　ステップ１１０２において、第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルのウェ
ーハの表面の複数の点のそれぞれでのウェーハ形状値が取得されてもよい。ステップ１１
０４において、取得した第１のプロセスレベル及び付加的なプロセスレベルの各点でのウ
ェーハ形状値を用いて各点でのウェーハ形状変化値を計算することによって、ウェーハ形
状変化値の組が生成されてもよい。ステップ１１０６において、生成された各点でのウェ
ーハ形状変化値を用いて形状変化傾き残差の組が生成されてもよい。ステップ１１０８に
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おいて、形状（ｓｌｏｅ）変化傾き残差の組を用いて形状変化傾き残差メトリックの組が
計算されてもよい。
【００７６】
　ステップ１１１０において、付加的なプロセスレベルのウェーハの表面上の複数の点で
のオーバーレイ値の組が取得されてもよく、オーバーレイ値の組は、第１のプロセスレベ
ルと付加的なプロセスレベルとの間で生じる位置ずれに関連する。ステップ１１１２にお
いて、取得したオーバーレイ値の組を用いてオーバーレイ残差の組が生成されてもよい。
ステップ１１１４において、オーバーレイ残差の組を用いてオーバーレイ残差メトリック
の組が計算されてもよい。
【００７７】
　ステップ１１１６において、形状変化傾き残差メトリックの組をオーバーレイ残差メト
リックの組と比較することによって校正曲線が生成されてもよい。図１２は、ウェーハか
ら得られるオーバーレイ残差が同じくウェーハから得られるウェーハ形状変化傾き残差の
組に関係付けられる１つのこうした校正曲線を示す。曲線は、オーバーレイ残差メトリッ
ク対形状変化傾き残差メトリックデータ１２００に当てはめられる公知の当てはめ関数（
ｆｉｔｔｉｎｇ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）（例えば、多項式の展開）からなることがあること
が本明細書で注目される。これに関して、校正曲線は、システム２００又はユーザが選択
されたオーバーレイ残差値を得るのに必要なウェーハ形状変化傾き残差の値を求めること
を可能にする。ステップ１１１８において、生成された校正曲線に基づいてオーバーレイ
残差を選択されたレベルを下回るように維持するのに適した形状変化傾き残差メトリック
の組に関する閾値が求められてもよい。図１２に示すように、３ｎｍ以下のオーバーレイ
残差値を達成するのに必要なウェーハ形状の傾き残差値がライン１２０６によって境界付
けられる。さらなる実施形態では、各ウェーハに関する形状変化傾き残差メトリックの組
を生成し、取得した形状変化傾き残差メトリックの組を上記で求めた閾値と比較すること
によって、複数のウェーハがソートされてもよい。
【００７８】
　本明細書で説明される方法のすべては、方法の実施形態の１つ以上のステップの結果を
記憶媒体に格納することを含んでもよい。結果は、本明細書で説明される結果のうちのい
ずれかを含んでもよく、当該技術分野では公知のあらゆる方法で格納されてもよい。記憶
媒体は、本明細書で説明されるあらゆる記憶媒体又は当該技術分野では公知の任意の他の
適切な記憶媒体を含んでもよい。結果が格納された後で、記憶媒体の中の結果にアクセス
し、本明細書で説明される方法又はシステムの実施形態のいずれかによって使用し、ユー
ザに表示するためにフォーマットし、別のソフトウェアモジュール、方法、又はシステム
などによって用いることができる。さらに、結果は、「永久に」、「半永久的に」、一時
的に、又は或る期間にわたって格納されてもよい。例えば、記憶媒体は、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）であってもよく、結果は、記憶媒体の中に必ずしも無期限に存在しな
いであろう。
【００７９】
　上記の方法の実施形態のそれぞれは、本明細書で説明される任意の他の方法（単数又は
複数）の任意の他のステップ（単数又は複数）を含んでもよいことがさらに考慮される。
加えて、上記の方法の実施形態のそれぞれは、本明細書で説明されるシステムのうちのい
ずれかによって行われてもよい。
【００８０】
　本明細書で説明されるプロセス、及び／又はシステム、及び／又は他の技術によっても
たらすことができる種々の手段（例えば、ハードウェア、ソフトウェア、及び／又はファ
ームウェア）が存在すること、及びプロセス、及び／又はシステム、及び／又は他の技術
が展開される状況と共に好ましい手段が変化することになることが当業者には分かるであ
ろう。例えば、実施者が速度と的確さが最優先事項であると判断する場合、実施者は、主
としてハードウェア、及び／又はファームウェア手段を選んでもよく、第二次的に、融通
性が最優先事項である場合、実施者は、主としてソフトウェア実装を選んでもよく、又は
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さらに第二次的に、実施者は、ハードウェア、ソフトウェア、及び／又はファームウェア
のうちの幾つかの組合せを選んでもよい。したがって、本明細書で説明されるプロセス、
及び／又はデバイス、及び／又は他の技術がもたらされる可能性がある幾つかの可能な手
段が存在し、用いられるべきあらゆる手段は、手段が展開されることになる状況と、実施
者の特定の関心事（例えば、速度、融通性、又は予測可能性）に応じた選択であるという
点で、そのどれもが他のものよりも本質的に優位というわけではなく、そのいずれも変化
する可能性がある。実装の光学的態様は、典型的に光学指向のハードウェア、ソフトウェ
ア、及び又はファームウェアを採用することになることを当業者は認識するであろう。
【００８１】
　デバイス及び／又はプロセスを本明細書に記載された様態で説明し、その後、こうした
説明されたデバイス及び／又はプロセスをデータ処理システムに統合するために工学的慣
例を用いることは当該技術分野では普通であることを当業者は認識するであろう。すなわ
ち、本明細書で説明されるデバイス及び／又はプロセスの少なくとも一部は、妥当な量の
実験を通じてデータ処理システムに統合することができる。典型的なデータ処理システム
は、一般に、システムユニットハウジング、ビデオディスプレイ・デバイス、揮発性及び
不揮発性メモリのようなメモリ、マイクロプロセッサ及びデジタル信号プロセッサのよう
なプロセッサ、オペレーティング・システム、ドライバ、グラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェース、及びアプリケーション・プログラムのような計算エンティティ、タッチパッ
ド又はスクリーンのような１つ以上の対話デバイス、及び／又はフィードバックループ及
び制御モータ（例えば、位置及び／又は速度を感知するためのフィードバック、コンポー
ネント及び／又は数量を動かす及び／又は調整するための制御モータ）を含む制御システ
ムのうちの１つ又は複数を含むことを当業者は理解するであろう。典型的なデータ処理シ
ステムは、データ・コンピューティング／通信、及び／又はネットワーク・コンピューテ
ィング／通信システムで典型的に見受けられるコンポーネントのようなあらゆる適切な市
販のコンポーネントを用いて実装されてもよい。
【００８２】
　本明細書で説明される主題は、時には、異なる他のコンポーネント内に含まれる又はこ
れと接続される異なるコンポーネントを例証する。こうした描かれたアーキテクチャは単
なる例示であって、実際には、同じ機能性を達成する多くの他のアーキテクチャを実装す
ることができることが理解される。概念的な意味で、同じ機能性を達成するためのコンポ
ーネントのあらゆる構成は、所望の機能性が達成されるように効果的に「関連付けられる
」。したがって、特定の機能性を達成するために組み合わされる本明細書のあらゆる２つ
のコンポーネントは、アーキテクチャ又は介在するコンポーネントに関係なく所望の機能
性が達成されるように互いに「関連付けられる」ように見えることがある。同様に、その
ように関連付けられたあらゆる２つのコンポーネントはまた、所望の機能性を達成するた
めに互いに「接続される」又は「結合される」ように見られることがあり、そのように関
連付けることができるあらゆる２つのコンポーネントはまた、所望の機能性を達成するた
めに互いに「結合可能」であるように見られることがある。結合可能の具体例は、物理的
に嵌め合わせることができる及び／又は物理的に相互作用するコンポーネント、及び／又
は無線で相互作用できる及び／又は無線で相互作用するコンポーネント、及び／又は論理
的に相互作用する及び／又は論理的に相互作用できるコンポーネントを含むがこれらに限
定されない。
【００８３】
　本明細書で説明される本発明の主題の特定の態様が示され説明されているが、本明細書
の教示に基づいて、本明細書で説明される主題及びそのより広い態様から逸脱することな
く変化及び修正が加えられてもよく、したがって、付属の請求項は、本明細書で説明され
る主題の真の精神及び範囲内にあるものとしてすべてのこうした変化及び修正をそれらの
範囲内に包含するものであることが当業者には明らかであろう。
【００８４】
　さらに、本発明は付属の請求項によって定義されることが理解される。
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【００８５】
　本発明の特定の実施形態が例証されているが、本発明の種々の修正及び実施形態が上記
の開示の精神及び範囲から逸脱することなく当業者によってなされてもよいことは明らか
である。したがって、本発明の範囲は、これに付属の請求項によってのみ制限されるべき
である。
【００８６】
　本開示及びその付随する利点の多くは、上記の説明によって理解されることになると考
えられ、開示された主題から逸脱することなく又はその材料の利点のすべてを犠牲にする
ことなく、コンポーネントの形態、構成、及び配置に種々の変化が加えられてもよいこと
は明らかであろう。説明された形態は、単なる説明的なものであり、こうした変化を包含
する及び含むことが以下の請求項の意図である。

【図２Ａ】 【図２Ｂ】



(29) JP 2014-534631 A 2014.12.18

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】



(30) JP 2014-534631 A 2014.12.18

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(31) JP 2014-534631 A 2014.12.18

【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図１０】 【図１１】



(32) JP 2014-534631 A 2014.12.18

【図１２】



(33) JP 2014-534631 A 2014.12.18

【図１】



(34) JP 2014-534631 A 2014.12.18

10

20

30

40

【国際調査報告】



(35) JP 2014-534631 A 2014.12.18

10

20

30

40



(36) JP 2014-534631 A 2014.12.18

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  ベーララガバン　サティシュ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　サンタ　クララ　ウォーバートン　アヴェニュー　１５６１　
            アパートメント　９
(72)発明者  シンハ　ジェイディープ　ケイ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　リバモア　カーネギー　ループ　５６９５
Ｆターム(参考) 2F065 AA01  AA06  AA21  AA24  AA47  CC19  FF51  QQ08  QQ13  QQ25 
　　　　 　　  2F069 AA01  AA31  AA42  AA54  BB15  GG07  NN05 
　　　　 　　  4M106 AA01  CA22  CA24  CA47  DJ14  DJ18  DJ19  DJ20  DJ23 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

