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(57)【要約】
【課題】試料へのダメージを抑えつつ、偏光検出を利用
した欠陥検出感度向上とHaze計測を両立させる欠陥検査
方法および欠陥検査装置を提供する。
【解決手段】試料に対し、エネルギの吸収が小さい波長
帯域を有するレーザビームを発振する光源と、前記光源
から発振されたレーザビーム照射により、欠陥から発生
する欠陥散乱光を検出する欠陥検出光学系と、ウエハ表
面荒れから発生するラフネス散乱光を検出するHaze検出
光学系の二つを独立に備え、前記二つの検出光学系で検
出した散乱光に対し独立に偏光検出を行い、前記二つの
異なる検出信号に基づき欠陥判定および、Haze計測を行
うことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエハ表面の欠陥を含む表面状態を検査する欠陥検査方法であって、
　前記ウエハ表面に照射するレーザビームを所望の偏光状態に変換する工程と、
　変換された前記レーザビームを前記ウエハ表面に照射する工程と、
　該レーザビームが照射された前記ウエハ上の被照射領域内から発生する散乱光を、前記
ウエハ上の欠陥から発生する第１の散乱光と前記ウエハの表面荒れから発生する第２の散
乱光とに分離する工程とを有し、
　前記散乱光の分離は、光路分割光学素子を用いて前記第１および第２の散乱光を概略同
時のタイミングで行い、各散乱光の検出が前記第１および第２の散乱光の光学属性に基づ
いて行われることを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項２】
　請求項１記載の欠陥検査方法であって、
　前記レーザビームは、前記ウエハの材質に対する浸透深度が１００ｎｍ以上となる波長
を有することを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項３】
　請求項１記載の欠陥検査方法であって、
　前記散乱光の分離は、振幅分割、あるいは波長分割、あるいは偏光分割のいずれかの分
割手段を用いて行われることを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項４】
　請求項１記載の欠陥検査方法であって、
　前記レーザビームは、波長の異なる複数の光源より放射されることを特徴とする欠陥検
査方法。
【請求項５】
　請求項３記載の欠陥検査方法であって、
　前記分割手段を用いて分離されたそれぞれの散乱光の検出散乱光量は、前記分割手段に
おける分離率を変化させることにより、調整可能であることを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の欠陥検査方法であって、
　前記ウエハ表面に対して概略垂直方向からレーザビームを照射することを特徴とする欠
陥検査方法。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の欠陥検査方法であって、
　前記ウエハ表面に対して斜方からレーザビームを照射することを特徴とする欠陥検査方
法。
【請求項８】
　ウエハ表面の欠陥を含む表面状態を検査する欠陥検査方法であって、
　前記ウエハを互いに独立して回転・併進できるステージ上に載置する工程と、
　前記ステージの回転・併進を繰り返しながら、レーザビームを前記ウエハ表面の所望の
範囲内に照射する工程と、
　前記レーザビームが照射された前記ウエハの被照射領域内から発生する散乱光を用いて
前記ウエハ上の欠陥判定と、前記ウエハの表面の粗さ状態を判定する表面荒れ判定をする
工程とを有し、
　前記レーザビームの前記ウエハ上に照明されたビームスポット形状は、前記ステージの
回転方向に対する第１のビーム径が、前記ステージの併進方向に対する第２のビーム径よ
り短くなるように設定されていることを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項９】
　請求項８記載の欠陥検査方法であって、
　信号分離手段と、前記信号分離手段と同期して前記散乱光の透過を制御するフィルタと
を備え、
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　前記第１のビーム径に相当する距離を前記ビームスポットが移動する時間内に、前記欠
陥判定を取得する欠陥信号と前記表面荒れ判定を取得するHaze信号とを交互に切り替えて
、前記フィルタを通過する前記ウエハ上の被照射領域内から発生した散乱光を、前記ウエ
ハ上の欠陥から発生する第１の散乱光と前記ウエハの表面荒れから発生する第２の散乱光
とに分離することを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の欠陥検査方法であって、
　前記第２のビームの径が、前記ステージの回転・併進を繰り返しながら前記ウエハ表面
の同一領域にレーザビームが複数回照射されるように設定されていることを特徴とする欠
陥検査方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の欠陥検査方法であって、
　前記同一領域内に存在する欠陥から発生する散乱光をそれぞれの回において検出する第
１の検出工程と、
　前記同一領域内の表面荒れから発生する散乱光をそれぞれの回において検出する第２の
検出工程と、
　前記第１の検出工程において検出された複数の信号を加算又は平均化する第１の算出工
程と、
　前記第２の検出工程において検出された複数の信号を加算又は平均化する第２の算出工
程と、
　前記第１の算出工程の結果に基づき欠陥判定を行う欠陥判定処理工程と、
　前記第２の算出工程の結果に基づき試料表面の粗さ状態を判定する表面荒れ判定工程と
、を有し、
　前記第１の検出工程と前記第２の検出工程が概略同一のタイミングで行われることを特
徴とする欠陥検査方法。
【請求項１２】
　ウエハ表面の欠陥を含む表面状態を検査する欠陥検査装置であって、
　前記ウエハ表面に照射するレーザビームを所望の偏光状態に変換する手段と、
　変換された前記レーザビームを前記ウエハ表面に照射する光学系と、
　該レーザビームが照射された前記ウエハ上の被照射領域内から発生する散乱光を、前記
ウエハ上の欠陥から発生する第１の散乱光と前記ウエハの表面荒れから発生する第２の散
乱光とに分離する手段と、を有し、
　前記散乱光の分離は、光路分割光学素子を用いて前記第１の散乱と前記第２の散乱光を
概略同一のタイミングで行い、各散乱光の検出が前記第１および第２の散乱光のそれぞれ
の光学属性に基づいて行われることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載の欠陥検査装置であって、
　前記第１の散乱光を検出する第１の検出光学系と、
　前記第２の散乱光を検出する第２の検出光学系と、
　前記第１の検出光学系で検出された前記第１の散乱光を信号に変換し、該信号に基づき
欠陥判定を行う第１の信号処理部と、
　前記第２の検出光学系で検出された前記第２の散乱光を信号に変換し、該信号に基づき
ウエハ表面の粗さ状態を解析する第２の信号処理部とを有することを特徴とする欠陥検査
装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３記載の欠陥検査装置であって、
　前記レーザビームは、前記ウエハの材質に対する浸透深度が１００ｎｍ以上となる波長
を有することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項１５】
　請求項１２記載の欠陥検査装置であって、
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　前記ウエハを保持し、回転機構および併進移動機構のそれぞれによりウエハを回転・併
進移動させるステージと、
　前記ウエハ表面での照明領域がウエハ上において長手方向に延在しその長手方向に直交
する方向に所定の幅を有する概略線状となるようにレーザビームを照射する照明光学系と
、
　前記照明によりウエハ被照射領域内から発生する散乱光を検出する検出光学系と、を有
し、
　前記回転機構によりステージが３６０度回転する期間に前記併進移動機構によりステー
ジが移動する距離が、前記ウエハ表面の概略線状照明領域の長手方向の長さの半分よりも
短い距離であることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項１６】
　請求項１３乃至１５のいずれか一つに記載の欠陥検査装置であって、
　前記検出光学系は、偏光検出フィルタを有し、
　前記偏光検出フィルタは、光軸を中心に回転することにより検出する偏光軸を調節可能
であることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項１７】
　請求項１３又は１５記載の欠陥検査装置であって、
　前記第１および第２の検出光学系を一組とする複数組の検出光学系を有することを特徴
とする欠陥検査装置。
【請求項１８】
　請求項１７記載の欠陥検査装置であって、
　前記複数組の検出光学系は、前記ウエハに対して互いに異なる仰角を有することを特徴
とする欠陥検査装置。
【請求項１９】
　請求項１７記載の欠陥検査装置であって、
　前記複数組の検出光学系は、前記ウエハに対して互いに異なる方位角を有することを特
徴とする欠陥検査装置。
【請求項２０】
　請求項１２記載の欠陥検査装置であって、
　前記第１および前記第２の散乱光をそれぞれ検出する第１および第２の検出光学系と、
　ユーザが検査に必要な情報を表示するインターフェースとを有し、
　前記インターフェースにおいて、ウエハの種類を選択する第１のサブウィンドウと、
前記ウエハを検査する時の前記第１および第２の検出光学系における検出偏光状態を表示
する第２のサブウィンドウとを有することを特徴とする欠陥検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、欠陥検査方法及び欠陥検査装置に係り、例えば、試料表面に存在する微小な
欠陥を高感度かつ高速に検査する表面欠陥検査方法および検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体基板や薄膜基板等の製造ラインにおいて、製品の歩留まりを維持・向上するため
に、半導体基板や薄膜基板等の表面に存在する欠陥の検査が行われている。従来技術とし
ては特開平9-304289号公報（特許文献１）、特開2000-162141号公報(特許文献２)が知ら
れている。微小な欠陥を検出するために試料表面上に数十μｍに集光したレーザビームを
照射して、欠陥からの散乱光を集光・検出し、数十ｎｍから数μｍ以上の寸法の欠陥を検
出している。
【０００３】
　半導体の微細化に伴い、要求される欠陥検出感度も微細化の一途を辿っており、散乱光
の偏光検出などの感度向上手法が用いられてきた（特許文献３）。偏光検出を行うことで
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、レーザ照射部の試料表面荒れから発生する散乱光（以後ラフネス散乱光と表記）を選択
的に抑制可能となり、検出感度を向上させることは可能である。
また近年では、欠陥検出感度以外にも試料表面荒れの状態をモニタリングするニーズも高
まっている。試料表面荒れはラフネス散乱光の大きさに基づき算出され、Haze（ヘイズ）
信号と呼ばれる。Haze信号をモニタリングすることで、プロセス管理を行っている（非特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平9-304289号公報
【特許文献２】特開平2000-162141号公報
【特許文献３】米国特許第6034776号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】December 2006 Yield Management Solutions、 http://www.kla-tencor
.com/company/magazine.html
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年LSI配線は急激に微細化しており、検出すべき欠陥のサイズは光学式検査の検出限
界に近づいている。半導体ロードマップによると2012年には36ｎｍノードのLSIの量産が
開始されようとしており、DRAMハーフピッチの程度の大きさを有する欠陥を検出する能力
が必要とされている。欠陥とはウエハ上に付着するパーティクルや結晶欠陥COP(Crystal 
Originated Particle)、研磨により生じるスクラッチなどである。
【０００７】
　欠陥に対してレーザで照明を行った時に発生する散乱光の大きさIは、欠陥の粒径をdと
すると、I∝d^6の関係があることが知られている。つまり欠陥サイズが小さくなると発生
する散乱光は急速に減少するため、微細欠陥から発生する散乱光を増大させる必要がある
。
発生する散乱光を大きくする方法として、レーザの高出力化が存在するが、上記手法では
被照射部の温度が上昇し、試料にダメージを与える恐れがある。
【０００８】
　試料表面の温度上昇を抑えて検出感度を向上させる手法として、偏光検出が有効である
ことは上述したが、偏光検出とHaze計測の両立は困難である。検査装置では、検出した散
乱光を電気信号に変換し、その電気信号に対し周波数帯域で分離を行っており、高周波成
分を欠陥信号、低周波成分をHaze信号として処理している。つまり偏光検出により、ラフ
ネス散乱光を抑制することで、Haze信号が大幅に低減されることになり、Haze計測の精度
や安定性が低下する恐れがある。
【０００９】
　以上のことより、（１）ウエハへのダメージを抑制すること、（２）偏光検出を利用し
た欠陥検出感度向上とHaze計測を両立させること、上記二点が課題となる。
本発明は、試料へのダメージを抑えつつ、偏光検出を利用した欠陥検出感度向上とHaze計
測を両立させる検査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】
　上記課題を解決すべく、本発明は試料に対し、エネルギの吸収が小さい波長帯域を有す
るレーザビームを発振する光源と、前記光源から発振されたレーザビーム照射により、欠
陥から発生する欠陥散乱光を検出する欠陥検出光学系と、ウエハ表面荒れから発生するラ
フネス散乱光を検出するHaze検出光学系の二つを独立に備え、前記二つの検出光学系で検
出した散乱光に対し独立に偏光検出を行い、前記二つの異なる検出信号に基づき欠陥判定
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および、Haze計測を行うことを特徴とする。ここで、エネルギの吸収が小さいということ
は、ウエハに照射されたエネルギがウエハ表面の極近傍のみで吸収されず、ウエハ内部ま
でエネルギが浸透する状態を示す。
【００１１】
　また、前記照明波長は405ｎｍ・488ｎｍ・532ｎｍのいずれかであることを特徴とする
。
【００１２】
　また、ウエハ被照射領域から発生した散乱光はハーフミラー・PBS（Polarized Beam Sp
litter）・ダイクロイックミラーなどで、振幅分離・偏光分離・波長分離された後に、欠
陥検出光学系とHaze検出光学系で検出されることを特徴とする。
【００１３】
　前記二つの異なる検出系において、独立検出を行うために振幅分離が用いられた場合に
は、透過率の異なる複数のハーフミラーを切り替えることで、欠陥検出光学系とHaze検出
光学系の検出散乱光量を調節可能とすることを特徴とする。
【００１４】
　前記二つの検出系において、独立検出を行うために波長分離が用いられた場合には、二
つの異なる波長を発振する光源を有し、一方の波長による照明で発生した散乱光を欠陥検
出光学系で検出し、他方の波長による照明で発生した散乱光をHaze検出光学系で検出する
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、一つの検出光学系を有し、信号分離機を用いて欠陥信号とHaze信号を時間的に分
離検出することで、欠陥信号とHaze信号を独立検出可能とすることを特徴とする。これに
より、振幅分離・偏光分離・波長分離は必要ない。
【００１６】
　また、前記偏光検出における透過偏光軸は、ユーザが検査する膜種を入力し、その膜種
とデータベースと比較することで、偏光軸を設定可能であることを特徴とする。ここでデ
ータベースとは、膜種毎に変化する欠陥散乱光とラフネス散乱光の偏光状態を事前にシミ
ュレーションにより計算し、欠陥・Hazeそれぞれの検出感度を最大化する検出条件を準備
したデータの集合である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ウエハ表面の上昇温度を抑制しつつ照射エネルギを増大させ、かつ偏
光検出による感度向上とHaze計測とを両立可能とする欠陥検査方法及び装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明であるウエハ表面検査装置の概略構成図である。
【図２】フィルタの概略構成図である。
【図３】検出信号の説明図である。
【図４】欠陥マップとHazeマップの一例である。
【図５】検出光学系が異なる方位角方向に複数存在する場合の概略構成図である。
【図６】本検査装置での検査フローである。
【図７】本発明であるウエハ表面検査装置における、２波長照明を行った場合の概略構成
図である。
【図８】浸透深度と上昇温度の関係の説明図である。
【図９】本発明であるウエハ表面検査装置における、時分割検出を行った場合の概略構成
図である。
【図１０】時分割検出を行う際の信号分離機におけるゲート回路切り替えのタイミングの
説明図である。
【図１１】本発明であるウエハ表面検査装置における、複数画素センサを用いた場合の概
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略構成図である。
【図１２】結像系の詳細な説明図である。
【図１３】同一欠陥に対して、複数回照明を行う検査方法の説明図である。
【図１４】同一欠陥に対して、複数回照明を行う信号処理部の説明図である。
【図１５】欠陥検出画素とHaze検出画素の説明図である。
【図１６】図１４記載のフォトダイオードを用いた場合の検査方法の説明図である。
【図１７】図１４記載のフォトダイオードを用いた場合の信号処理部の説明図である。
【図１８】ユーザインターフェースの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、図面を用いて実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２０】
　本発明の実施例の一例を図１で説明する。図１は概略、照明光学系101、検出光学系102
、ウエハステージ103および回路・信号処理部から構成される。該照明光学系101はレーザ
光源2、ビームエキスパンダ3、偏光素子4、ミラーｍ、集光レンズ6より構成される。レー
ザ光源2から射出されたレーザビーム200はビームエキスパンダ3でビーム径を所望の大き
さに調整され、偏光素子4で所望の偏光状態へ変換され、反射ミラーmを介し、集光レンズ
6でウエハ1の被検査領域に照明を行う。
【００２１】
　レーザ光源2としては、ウエハ1の表面極近傍（表面から100ｎｍ以下の深さ）に存在す
る欠陥の検出には、試料内部に浸透しにくい紫外、真空紫外のレーザビームを発振し、試
料内部（表面から100ｎｍ以上の深さ）の欠陥の検出には試料内部に浸透しやすい可視、
赤外のレーザビームを発振するする光源が用いられる。
【００２２】
　ビームエキスパンダ3はアナモフィック光学系であり、複数のプリズムから構成される
。光軸に互いに垂直な平面内における一方向のみに関してビーム径を変化させ、集光レン
ズ6を使ってウエハ1にスポット照明、または線状照明を行う。集光レンズ6とビームエキ
スパンダ3の組合せでなくても、シリンドリカルレンズを用いて線状照明を行っても構わ
ない。シリンドリカルレンズ単体を用いた場合はアナモフィック光学系を用いて光軸に互
いに垂直な平面内における一方向のみにビーム径を変化させずとも、ウエハ上に線状照明
を行うことが可能となるため、ビームエキスパンダ3を省略可能となり、光学系のスリム
化が図れる点で有効である。
【００２３】
　該検出光学系102は、欠陥検出光学系102aとHaze検出光学系102bから構成される。ウエ
ハ1におけるレーザ照射部から発生した散乱光は検出レンズ8で集光され、ビームスプリッ
タ9にて２つの光路に分割され、分割された該散乱光は集光レンズ10a、10b、およびフィ
ルタ11a、11bを介し、光電子増倍管12a、12bで検出される。
  該ビームスプリッタ9は、例えばハーフミラーやPBSであり、ウエハ1上におけるレーザ
照射部から発生し、検出レンズ8で集光された散乱光に対し、振幅分離、または偏光分離
を行うことで、欠陥検出光学系102aとHaze検出光学系102bにて、独立に散乱光を検出可能
とする。
【００２４】
　該フィルタ11aと11bは偏光板や液晶であり、検出する偏光軸を調節可能である。ウエハ
に照射されるレーザビーム200が、ある偏光特性を有していた場合には、そのレーザ照射
により欠陥から発生する散乱光や、ラフネスから発生する散乱光はそれぞれ特定の偏光状
態を有しており、前記偏光状態は照明条件と検出条件に依存して変化する。散乱光の偏光
状態はシミュレーションにより計算可能であり、照明条件・検出条件毎に欠陥散乱光のみ
を透過、またはカットしやすい偏光軸や、ラフネス散乱光のみを透過、またはカットしや
すい偏光軸を把握することは可能である。つまり、フィルタ11aは欠陥散乱光のみを通過
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させやすい偏光軸に調整し、フィルタ11bはラフネス散乱光のみを通過させやすい偏光軸
に調整することで、欠陥検出光学系102aでは、欠陥から発生した散乱光のみを高い感度で
検出可能となり、Haze検出光学系102bでは、ラフネス散乱光のみを高い感度で検出するこ
とが可能となる。
【００２５】
　該フィルタ11a・11bは図２に示すように、複数のセグメントに分割され、それぞれが異
なる偏光軸を有していても構わない。図２(a)では１次元的に偏光軸が変化しているフィ
ルタ20の一例を、図２(b)では２次元的に偏光軸が変化しているフィルタ21の一例を示し
ている。また、該セグメントの分割数や分割の仕方、また偏光軸の方向にも制限はない。
該ビームスプリッタ9は、複数の異なる透過率を有するスプリッタを保持し、これを変更
することにより、欠陥検出光学系とHaze検出光学系の感度を調節可能である。例えば、欠
陥検出光学系102aへの透過率を50%、Haze検出光学系102bへの反射率を50%と設定し、欠陥
検出感度が必要な感度に達していない場合には、欠陥検出光学系102aへの透過率を90%、H
aze検出光学系102bへの反射率を10%に変更することで、欠陥検出光学系で検出可能な散乱
光が大きくなるため、欠陥検出感度を向上させることが可能となる。
【００２６】
　該光電子増倍管12a、12bは散乱光を受光し光電変換するために用いられるものであり、
TVカメラ、CCDカメラ、フォトダイオードやリニアセンサ、あるいはイメージインテンシ
ファイアをこれらと組み合わせた高感度なイメージセンサ、あるいはマルチアノード光電
子増倍管などを使用しても構わない。例えば二次元センサを用いることで、広い領域を一
度に検査することが可能となる。
【００２７】
　該光電子増倍管12a、12bは受光光量に応じた電気信号を発生させ、該電気信号はアナロ
グ回路150に導かれる。アナログ回路150で行われる処理に関して以下、説明する。
レーザ照射により、被照射部からは図３のような信号が検出される。表面荒れから発生す
るラフネス散乱光N0はレーザ照射期間中は常に発生しており、低周波なうねりとして検出
される（＜数kHz）。ラフネス散乱光N0が光電子増倍管に入射し光電変換される時に、ラ
ンダムな変動であるショットノイズn0が発生し、これも同時に検出される。一方、欠陥か
ら発生する欠陥散乱光S0は、幅数十μｍ程度のビームが欠陥の存在する位置を通過する間
の時間だけ、パルス状に発生するため、ラフネス散乱光と比較して高周波である（＞数kH
z）。つまり図３記載の検出信号がアナログ回路に導かれてきた際には、前記検出信号に
対し、ハイパスフィルタを適用することで欠陥信号を抽出でき、ローパスフィルタを適用
することでHaze信号を抽出可能となる。
【００２８】
　以上のことより、光電子増倍管12aで検出した欠陥散乱光に基づき発生した電気信号に
対してはハイパスフィルタがかけられ、光電子増倍管12bで検出したラフネス散乱光に基
づき発生した電気信号に対してはローパスフィルタがかけられる。アナログ回路150では
、さらに信号増幅、アナログ－デジタル変換を施される。前記検出信号に基づき、信号処
理部151では閾値処理による欠陥判定、およびレベル判定によるHaze処理が行われ、CPU15
2を介して、マップ出力部153で図４記載の欠陥マップ160およびHazeマップ161を表示する
。欠陥マップ160は検査時に取り込んだ欠陥信号と座標を基に表示され、Hazeマップ161は
検査時に取り込んだHaze信号と座標を基に表示される。また入力部154にはユーザインタ
ーフェースを含み、ユーザがレシピ設定などを行う。
【００２９】
　該ウエハステージ103はウエハ1を保持するチャックおよび高さ制御を行うZステージ（
図示せず）、ウエハを回転させるための回転ステージ14およびウエハを半径方向に移動さ
せるための併進ステージ15から構成される。該ウエハステージ103は回転走査および併進
走査を行うことによって、レーザビーム照射位置がウエハ全面を螺旋状に照明するように
走査を行う。また所望の領域を照明できるように、ステージ制御部155で回転速度、併進
速度を制御する。
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【００３０】
　図１では照明光学系101、検出光学系102が１つずつある例で説明を行ったが、ウエハに
対して低い仰角θｌから照明を行う斜方照明光学系、ウエハに対し概略垂直方向から照明
を行う垂直照明光学系、またウエハに対し低い仰角θsで検出を行う低角度検出光学系、
ウエハに対し前記低角度検出光学系より高い仰角で検出を行う高角度検出光学系のように
照明光学系、検出光学系が複数仰角方向に存在しても構わない（図示せず）。
【００３１】
　ウエハ上に付着するパーティクルに対しては、斜方照明光学系で照明を行った場合は、
垂直照明光学系よりも異物に対する散乱断面積を大きくすることができるため、欠陥から
発生する散乱光量が大きくなり、感度向上に効果がある。また数十ｎｍの大きさの欠陥か
らの散乱光は低仰角側に強く散乱し、百ｎｍ以上の大きさの欠陥からの散乱光は高仰角側
に強く散乱するため、微細な欠陥は低仰角検出光学系で検出し、比較的大きな欠陥は高仰
角検出光学系で検出することで、検出可能な欠陥サイズのレンジを大きくすることが可能
となる。
【００３２】
　一方、COPやスクラッチのようなウエハに対する凹み欠陥には、垂直照明光学系で照明
を行ったほうが、散乱断面積が大きくなるため、凹み欠陥に対する感度を向上させること
が可能となる。また凹み欠陥からの散乱光は高仰角側に強く散乱するため、高仰角検出光
学系を用いることで、さらに検出感度を向上させることが可能となる。
上記説明のように、欠陥の種類（パーティクル、COP、スクラッチなど）や大きさに応じ
て、欠陥から発生する散乱光の強度分布や仰角特性が変化するため、照明方向・検出方向
毎の信号を組み合わせて比較することで、欠陥分類精度や欠陥寸法算出精度を向上させる
ことが可能となる。
【００３３】
　図５は図１に示す実施例の平面図の一例である。図５のように異なる方位角方向φに複
数の検出光学系が存在しても構わない。ウエハ1、照明光学系101、検出光学系104a～104f
、照明スポット25を示している。検出光学系104a～104fはそれぞれ欠陥検出光学系102aと
Haze検出光学系102bで構成される。検出信号はアナログ回路150で増幅、ノイズ除去処理
、アナログ－デジタル変換を施され、検出光学系104a～104fにて概略同一領域が照明され
ている時に発生した散乱光信号同士を加算し、信号処理部151では該加算された信号に基
づき欠陥判定およびHaze判定処理が行われ、CPU152を介してマップ出力部153で欠陥マッ
プ160およびHazeマップ161を表示する。
【００３４】
　以上、複数方位角方向に検出光学系が存在する実施例を説明したが、複数方位角に検出
光学系が存在することの利点として、使用する検出光学系を選択、または各検出における
検出信号に重み付けをして使用することにより、欠陥検出感度を向上させることができる
点がある。ラフネス散乱光は、ウエハ表面の粗さ状態に依存して、方位角依存性が存在す
る。例えば、Siのように表面粗さが非常にスムースなウエハでは、レーザビーム200が入
射してきた方向、つまり検出光学系104e・104fが存在する方位角方向にラフネス散乱光が
強く発生する傾向があり、Alデポ膜のように表面粗さが大きいウエハでは、レーザビーム
200が進行していく方向、つまり検出光学系104b・104cが存在する方位角方向にラフネス
散乱光が強く発生する性質がある。ラフネス散乱光が弱く発生する方位角に存在する欠陥
検出光学系で検出された検出信号のみを用いる、またはラフネス散乱光の大きさに応じた
重みをゲインとして検出信号に乗算して、処理することにより、欠陥検出感度を向上させ
ることが可能となる。
【００３５】
　検出光学系の配置について、図５では異なる方位角方向に６個の検出光学系を配置して
いる例を挙げたが、検出光学系の個数は６個である必要はなく、配置する方位角方向に制
限もない。また、概略同じ仰角θsに複数の検出光学系が配置されている必要もない。さ
らに概略同じ方位角に検出器が配置されている必要もない。
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【００３６】
　図５では照明の長手方向と平行な方向からレーザ照明を行っているが、照明の長手方向
とレーザを照射する方向は概略同じである必要はなく、異なる方向から照明を行っても構
わない。異なる方向から照明する利点として、スクラッチなど欠陥形状に方向性を有する
欠陥の分類性能を向上させることができる点がある。COPなど、方位角方向に対して概略
対称である欠陥から発生する散乱光には方位角依存性が存在せず、全方位角方向に概略均
等に発生する。一方、スクラッチなどのように方位角方向に対して対象でない欠陥から発
生する散乱光には方位角依存性が存在する。またスクラッチからの散乱光の方位角特性は
照明の入射する方位角にも依存するため、照明方向を能動的に変化させ、各方位角方向に
存在する検出系の信号を比較することで、欠陥分類精度や寸法算出精度を向上させること
が可能となる。
【００３７】
　複数方位角、複数仰角方向にある各検出器信号の処理方法に関して、各検出信に対して
加算、または平均化処理が行われる。加算することにより、検出光量が大きくなるため、
検出感度向上に効果があり、平均化することにより、センサのダイナミックレンジ内で検
出可能なサイズの幅が増えることになり、ダイナミックレンジ拡大に効果がある。
【００３８】
　次に、欠陥検出処理フローについて、図６を用いて説明する。まずレシピ設定で照明方
向・照射エネルギ・センサ感度などの検査条件を設定する。欠陥検出レシピだけでなく、
Haze計測レシピの設定もこれに含まれる（ステップ170）。ウエハをステージにセットし
（ステップ171）、検査を開始する（ステップ172）。検出信号に基づいて欠陥判定を行い
（ステップ173）、欠陥マップとHazeマップを表示する（ステップ174）。
【実施例２】
【００３９】
　本発明の第二の実施例を図７で説明する。図７は概略、照明光学系101、検出光学系102
、ウエハステージ103および回路・信号処理部から構成される。
該照明光学系101はλ1のレーザビームを発振する光源2aを有する照明光学系101aとλ1と
は異なる波長λ2のレーザビームを発振する光源2bを有する照明光学系101bから構成され
る。それぞれの光源から発振されたレーザビーム200a、200bはビームエキスパンダ3a・3b
でビーム径を所望の大きさに調整され、偏光素子4a・4bにて所望の偏光状態へ変換され、
ミラーmを介し、集光レンズ6a・6bでウエハ1の概略同一領域へ照射される。
該ビームスプリッタ9は、第二の実施例においてはダイクロイックミラーなど、波長分離
を行う素子を用いればよい。波長がλ1であるレーザビーム200aで照明され、欠陥より発
生した欠陥散乱光を欠陥検出光学系102aで検出し、波長がλ2であるレーザビーム200bで
照明され、表面荒れより発生したラフネス散乱光をHaze検出光学系102bで検出する。
【００４０】
　以下、２つの異なる波長で欠陥散乱光とラフネス散乱光を独立に検出する利点に関して
説明する。
  図８(a)はウエハ1にレーザビーム200が照射された際の、ウエハ1の内部に照射エネルギ
が吸収される様子を模式的に示している。ウエハ1に照明を行うと、照射エネルギの一部
は反射し201、残りのエネルギは透過光202としてウエハ1内部に侵入する。該侵入したエ
ネルギ202はウエハ1の内部へ侵入するにつれ、徐々に熱としてウエハ1に吸収される。こ
こで、前記透過光202のエネルギが（1/e）2まで減衰した時に侵入した距離d　31を浸透深
度と呼ぶ。浸透深度が小さければ、エネルギは表層のみで吸収され、浸透深度が大きけれ
ば、エネルギはウエハ1内部まで侵入することになる。
【００４１】
　図８(b)は浸透深度が異なる二つの材質を対照とした場合の、深さ方向と上昇温度の関
係を示している。曲線32は浸透深度が小さい材質の一例であり、ウエハ1表面近傍でエネ
ルギが吸収されるため、ウエハ1表面での上昇温度が大きくなることを示している。曲線3
3は浸透深度が大きい材質の一例であり、ウエハ1内部までエネルギが侵入するため、ウエ



(11) JP 2010-197352 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

ハ1表面での温度上昇は抑えることができる。つまり曲線32と曲線33の特性を示す材質に
、概略同一のエネルギを照射した場合、曲線32の特性を示す材質のほうがウエハ1表面で
の上昇温度は大きくなる。浸透深度は物質や照明波長に応じて変化する。
欠陥検出感度向上のためには照射エネルギの増大は有効な手法であり、上記浸透深度に関
する説明より、照射エネルギを増大させるためには、ウエハに対する浸透深度が大きい波
長を光源として用い、レーザ照射を行えばよいことがわかる。
Siウエハを対象に波長355ｎｍと波長532ｎｍで照明を行う場合を一例として説明する。Si
に波長355ｎｍで照明を行った場合は、浸透深度は約10ｎｍであるのに対し、532ｎｍで照
明を行った場合の浸透深度は約2μｍである。つまり浸透深度の観点より、波長532ｎｍで
照明を行ったほうが上昇温度を抑えつつ、照射エネルギを増大させることが可能となるの
は明白である。
【００４２】
　次にHaze計測と浸透深度の関係に関して説明する。
Haze計測のためには、概略表面荒れから発生するラフネス散乱光のみを検出することが望
ましい。浸透深度が大きい波長で照明を行った場合、サンプル内部に存在するCOPから発
生する散乱光も検出する可能性があり、Haze計測の精度や安定性が低下する恐れがある。
つまりHaze計測の精度向上や安定性を確保するためには、ウエハに対する浸透深度が小さ
い波長で照明を行い、概略表面荒れから発生するラフネス散乱光のみを検出することが望
ましいと言える。
【００４３】
　以上のことより、パーティクルの検出感度を向上させるためには浸透深度の大きい波長
で照明を行い、Haze計測の精度・安定性向上のためには浸透深度の小さい波長で照明を行
えばよいことがわかる。
Siに対し浸透深度の大きい波長としては、例えば405ｎｍ・488ｎｍ・532ｎｍなどであり
、浸透深度の小さい波長としては、例えば355ｎｍ・266ｎｍなどである。
【００４４】
　図７では照明光学系101aの入射仰角θ1と照明光学系101bのウエハへの入射仰角θ2が異
なっている例で説明を行ったが、前記2つの入射仰角に制約はない。また前記2つのレーザ
ビームの入射方位角に関しても、制約はない。
【００４５】
　また、検出光学系102が1つの例で説明を行ったが、検出光学系が複数あっても構わない
。また該複数の検出光学系の検出仰角や検出方位角にも制約はない。
【実施例３】
【００４６】
　本発明の第三の実施例を図９で説明する。図９は概略、照明光学系101、検出光学系105
、ウエハステージ103および回路・信号処理部から構成される。
該検出光学系105は、検出レンズ8、集光レンズ10a、フィルタ11aから構成され、散乱光を
光電子増倍管12aで検出する。
該フィルタ11aは偏光板や液晶であり、欠陥散乱光のみを通過させやすい偏光軸に設定さ
れている。後述するが、フィルタ11aは信号分離器34と同期して、偏光軸の回転、または
フィルタリングの有無を切り替え可能な構成である。
信号分離器34ではゲート回路のON/OFFの切り替えにより、光電子増倍管12aの検出信号を
任意のタイミングで欠陥信号とHaze信号の２つの経路に切り替えることにより、分離検出
する。
【００４７】
　信号分離機での切り替えタイミングを図１０で説明する。図１０はウエハに照射された
照明スポット25が回転ステージ走査によりウエハ上を移動している様子と、信号処理部に
おける欠陥信号とHaze信号とのゲート回路切り替えのタイミングの関係を表している。R
軸は併進15ステージの進行方向であり、θ軸は回転ステージ14の回転方向を意味している
。照明スポット25が存在している領域の面積は数十μｍ２程度であり、直径300ｍｍのウ
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エハの面積に対し、極微小な領域であるため、R軸とθ軸が概略直行する説明図で問題な
い。線速vで回転しており、照明スポットの短手方向の長さ35を通過するのにT：（t1－t0
）の時間を要している。t0を基準に考え、Δt（＜T）の間だけ、ゲート回路切り替えによ
り、検出信号を欠陥信号として処理し、（T－Δt）の間だけゲート回路切り替えにより、
検出信号をHaze信号として処理する。その後も、t1、t2、t3からΔtの間だけ欠陥信号と
して、（T－Δt）の間だけHaze信号として処理する。ここで、Δtの大きさは、数百ｎｓ
～数μｓの間の時間である。上記タイミングでゲート回路を切り替えることで、非検査領
域を作ることなく、一つの検出系で欠陥検出光学系とHaze検出光学系の効果を再現するこ
とが可能となる。検出光学系を削減可能となるため、コスト低減・実装スペースの縮小が
可能となる。
【００４８】
　前記フィルタ11aは、欠陥散乱光のみを通過させやすい偏光軸を有しているため、Haze
信号取得時には表面ラフネスからの散乱光が大きくカットされる。信号分離器34が検出信
号をHaze信号として処理している間は、ゲート回路切り替えタイミングに同期して、サー
ボモータなどによりフィルタ11aの偏光軸を回転させ、表面ラフネスからの散乱光のみを
通過させやすい偏光状態に設定する。またHaze信号取得時にはフィルタリングを行わずに
、偏光検出を行わなくても構わない。
Δtの時間を長くすれば、欠陥検出信号は大きく、Haze検出信号は小さくなり、逆にΔtの
時間を短くすれば、欠陥検出信号は小さくなり、Haze検出信号は大きくなる。Δtの時間
を調節することで、欠陥検出信号とHaze検出信号の大きさを調節可能である。
【００４９】
　PMT12aは受光光量に応じた電気信号を発生させ、その電気信号は信号分離器34により、
欠陥検出信号とHaze検出信号に分離され、それぞれがアナログ回路150で必要な増幅、ノ
イズ除去処理、アナログ－デジタル変換を施され、信号処理部151で欠陥判定およびHaze
判定処理が行われ、CPU152を介して、マップ出力部153で欠陥マップ160およびHazeマップ
161を表示する。
検出光学系105が１つの例で説明を行ったが、検出光学系が複数あっても構わない。また
該複数の検出光学系の検出仰角や検出方位角にも制約はない。
【実施例４】
【００５０】
　本発明の第四の実施例を図１１で説明する。図１１は概略、照明光学系101、検出光学
系106、ウエハステージ103および回路・信号処理部から構成される。該照明光学系101は
レーザ光源2、ビームエキスパンダ3、偏光素子4、ミラーm、集光レンズ6より構成される
。レーザ光源2から射出されたレーザビーム200はビームエキスパンダ3でビーム径を所望
の大きさに調整され、偏光素子4で所望の偏光状態へ変換され、集光レンズ6でウエハ1の
被検査領域に線状照明を行う。
【００５１】
　ビームエキスパンダ3はアナモフィック光学系であり、複数のプリズムから構成される
。光軸に互いに垂直な平面内における一方向のみに関してビーム径を変化させ、集光レン
ズ6を使ってウエハ1にスポット照明、または線状照明を行う。集光レンズ6とビームエキ
スパンダ3の組合せでなくても、シリンドリカルレンズを用いて線状照明を行っても構わ
ない。シリンドリカルレンズ単体を用いた場合はアナモフィック光学系を用いて光軸に互
いに垂直な平面内における一方向のみにビーム径を変化させずとも、ウエハ上に線状照明
を行うことが可能となるため、ビームエキスパンダ3を省略可能となり、光学系のスリム
化が図れる点で有効である。
  検出光学系106は、結像光学系40と、フォトダイオードアレイ41から構成される。該検
出光学系106を詳細に示したものを図１２に示す。検出光学系106は集光レンズ42、イメー
ジインテンシファイア43、結像レンズ44およびフォトダイオードアレイ41で構成され、照
明スポット25から散乱される光を集光レンズ42で集光し、イメージインテンシファイア43
で散乱光を増幅させ、結像レンズ44を介してフォトダイオードアレイ41に結像する。フォ
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トダイオードは画素61a～61dを有する。
【００５２】
　このフォトダイオードアレイ41は受光光量に応じた電気信号を発生させ、該電気信号は
アナログ回路150で増幅、ノイズ除去処理、アナログ－デジタル変換を施され、信号処理
部151で欠陥判定およびHaze判定処理が行われ、CPU152を介して、マップ出力部153で欠陥
マップ160およびHazeマップ161を表示する。また入力部154ではユーザがレシピ設定を行
う。
【００５３】
　該ウエハステージ103はウエハ1を保持するチャックおよび高さ制御を行うZステージ（
図示せず）、ウエハを回転させるための回転ステージ14およびウエハを半径方向に移動さ
せるための併進ステージ15から構成される。該ウエハステージ103は回転走査および併進
走査を行うことによって、レーザビーム照射位置がウエハ全面を螺旋状に照明するように
走査を行う。また所望の領域を照明できるように、ステージ制御部155で回転速度、併進
速度を制御する。
【００５４】
　ステージは回転しながら半径方向(R方向)に概略一定速度で併進しており、概略一回転
した時点で半径方向に進む距離を送りピッチと呼ぶ。回転・併進を行うことで照明スポッ
トがウエハ全面を螺旋状に移動するように走査するのだが、照明スポット25の半径方向へ
の長さは送りピッチに対し概略同じであり、一つの欠陥に対して一度しか照明を行わない
ことが多い。
【００５５】
　本発明では線状照明を行い、照明スポット25の半径方向への長さを送りピッチの大きさ
より長くすることで同一欠陥に対して複数回照明を行うことを特徴としており、その検査
方法に関して説明を行う。
【００５６】
　図１３は照明スポット25の半径方向への長さが送りピッチ50の４倍の長さであり、欠陥
60に対し４回照明を行う場合の説明図であり、これを用いて複数回照明の説明を行う。時
刻t1に欠陥60に対し照明スポット25により一回目の照明を行い、欠陥から発生する散乱光
は画素61aで検出される。時刻t2でウエハが概略一回転し、照明スポット25は概略送りピ
ッチ50の距離だけ半径方向に進み、欠陥60を再度照明し、欠陥からの散乱光は画素61bで
検出される。以後時刻t3、時刻t4でウエハが概略一回転し、欠陥60に対し照明を行い、そ
れぞれ画素61c、画素61dで検出される。以上、図１３の場合では欠陥60を４回照明するこ
とができ、該検出された複数の散乱光はアナログ回路または信号処理部で加算処理、また
は平均化処理を行われる。なお、照明回数は４回である必要はなく、複数回照明であれば
何回でも構わない。加算回数を増加させることで、欠陥からの散乱光信号を増幅可能であ
るため、検出感度を向上できる。
またフォトダイオード41の画素数は４つである必要はない。
【００５７】
　信号処理部での加算処理方法に関して、図１４を用いて説明する。本発明においては、
ウエハが１周する毎に概略同一領域を検出している画素が１つずつシフトしていくと捉え
ることができるため、検出信号を蓄積するメモリを１周する毎にシフトさせる。１回転目
には画素61aの信号をメモリ65に蓄積し、それ以降は２回転目には画素61bの信号を、３回
転目には画素61cの信号を、４回転目には画素61dの信号をメモリ65に蓄積する。これによ
り、概略同一領域の信号を加算することが可能になる。
以上、本実施例では検出光学系106が１つの例で説明を行ったが、検出光学系が複数あっ
ても構わない。また該複数の検出光学系の検出仰角や検出方位角にも制約はない。
【００５８】
　また、イメージインテンシファイア43は、散乱光を増幅して微弱な散乱光を検出可能に
する目的で使用しているが、イメージインテンシファイアを使わずとも例えばEM-CCDやマ
ルチアノード光電子増倍管などのセンサ自体が高い増幅率を有するものを使用しても構わ
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ない。これらを用いた場合、検出光学系を小さいスペースに実装可能となるため、装置の
スリム化が図れる点で有効である。
  また、フォトダイオードアレイ41は、散乱光を受光し光電変換するために用いるもので
あり、TVカメラ、CCDカメラ、フォトダイオードやリニアセンサ、あるいはイメージイン
テンシファイアをこれらと組み合わせた高感度なイメージセンサ、あるいはマルチアノー
ド光電子増倍管などを使用しても構わない。
【実施例５】
【００５９】
　次に、第四の実施例の変形例を図１５で説明する。
フォトダイオード41の画素毎に検出可能な散乱光の偏光状態を変化させ、かつ信号処理部
において加算する蓄積メモリの切り替え方法を変化させる。図１５では４つの画素61a～6
1dを有するフォトダイオードアレイ41の場合を例に説明する。フィルタ74aとフィルタ74b
は偏光板であり、欠陥散乱光のみを通過させやすい偏光軸を有している。フィルタ75aと
フィルタ75bは偏光板であり、ラフネス散乱光のみを通過させやすい偏光軸を有している
。
【００６０】
　ここで、欠陥散乱光やラフネス散乱光のみを通過させやすい偏光軸の一例として、照明
方向と概略直行する検出方位角に存在する検出器において、欠陥散乱光を通過させやすい
偏光検出角度は、ウエハに垂直な偏光軸であり、ラフネス散乱光を通過させやすい偏光検
出角度は概略ウエハに垂直な方向から45°傾いた角度である。
【００６１】
　画素61aの受光面上にフィルタ74aが装着されることで、欠陥検出画素70aは構成されて
いる。フィルタ74aは欠陥散乱光のみを通過しやすい偏光軸を有しているため、欠陥検出
画素70aでは欠陥散乱光のみが検出されることとなる。欠陥検出画素70bも同様に画素61b
とフィルタ74bから構成され、欠陥散乱光のみを感度良く検出可能である。
画素61bの受光面上にフィルタ75aが装着されることで、Haze検出画素71aは構成されてい
る。フィルタ75aはラフネス散乱光のみを通過しやすい偏光軸を有しているため、Haze検
出画素70aではラフネス散乱光のみが検出されることとなる。Haze検出画素71bも同様に画
素61bとフィルタ75bから構成され、ラフネス散乱光のみを感度良く検出可能である。
以上、図１５の場合では、欠陥検出画素とHaze検出画素が交互に並んでいるフォトダイオ
ードアレイ72となる。
【００６２】
　次に上記フォトダイオード72を用いた場合の走査方法を図１６で説明する。図１６では
、照明スポット14の半径方向への長さが送りピッチ50の４倍の長さであり、欠陥60に対し
４回照明を行う場合である。時刻t1に欠陥60に対し照明スポット25により一回目の照明を
行い、欠陥や表面ラフネスから発生する散乱光は欠陥検出画素70aに集光される。欠陥検
出画素70aには欠陥散乱光のみを通過させやすいフィルタが装着されているために、ラフ
ネス散乱光はカットされ、欠陥信号が検出される。
【００６３】
　時刻t2にウエハは概略一回転し、欠陥60に対し照明スポット25により二回目の照明を行
い、欠陥や表面ラフネスから発生する散乱光はHaze検出画素71aに集光される。Haze検出
画素71aにはラフネス散乱光のみを通過させやすいフィルタが装着されているために、欠
陥散乱光はカットされ、Haze信号が検出される。
時刻t3にウエハは概略一回転し、欠陥60に対し照明スポット25により三回目の照明を行い
、欠陥や表面ラフネスから発生する散乱光は欠陥検出画素70bに集光される。欠陥検出画
素70bには欠陥散乱光のみを通過させやすいフィルタが装着されているために、ラフネス
散乱光はカットされ、欠陥信号が検出される。
【００６４】
　時刻t4にウエハは概略一回転し、欠陥60に対し照明スポット25により四回目の照明を行
い、欠陥や表面ラフネスから発生する散乱光はHaze検出画素71bに集光される。Haze検出
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画素71bにはラフネス散乱光のみを通過させやすいフィルタが装着されているために、欠
陥散乱光はカットされ、Haze信号が検出される。
【００６５】
　同一異物に対し複数回の照明を行い、該検出された複数の検出信号を加算する方式にフ
ォトダイオード72を使用した場合には、ウエハが一回転する毎に、欠陥散乱光とラフネス
散乱光が交互に検出されることになる。つまり一周分の検出信号を蓄積するメモリの切り
替え方法も変更する必要がある。
【００６６】
　信号処理部151における加算処理方法を図１７で説明する。信号処理部151には、欠陥信
号蓄積メモリ76とHaze信号蓄積メモリ77がある。
一回転目に欠陥検出画素70aで検出された信号は欠陥信号蓄積メモリ76に蓄積される。二
回転目にHaze検出画素71aで検出された信号はHaze信号蓄積メモリ77に蓄積される。三回
転目に欠陥検出画素70bで検出された信号は欠陥信号蓄積メモリ76に蓄積される。四回転
目にHaze検出画素71bで検出された信号はHaze信号蓄積メモリ77に蓄積される。
以上、欠陥検出画素70a・70bとHaze検出画素71a・71bの二つを有するフォトダイオードア
レイ72と、欠陥信号蓄積メモリ76とHaze信号蓄積メモリ77を有し、検出信号を前記二つの
メモリに蓄積することにより、偏光検出による欠陥検出感度向上とHaze計測の両立が可能
となる。
【００６７】
　本実施例では４つの画素を有するセンサに関して、欠陥検出画素とHaze検出画素が交互
に２個ずつ配置されている例を示しているが、フォトダイオードの画素数、欠陥検出画素
とHaze検出画素の比率、配置の順番に制約はない。
例えば、欠陥検出画素が３つで、Haze検出画素が１つとした場合には、欠陥信号の検出回
数を３回に増加させることができ、欠陥検出感度向上に効果がある。
フィルタ74a・74bは欠陥散乱光を通過させやすい偏光軸に設定されている例で説明を行っ
たが、一方の偏光軸を欠陥散乱光が概略最も通過しやすい偏光軸に設定しなくても構わな
い。センサのダイナミックレンジには限界があるため、微小欠陥を検出するために感度を
高めている状態において、大異物から大きな散乱光が発生すると、センサ出力は飽和する
場合がある。検出光量に基づき、欠陥寸法を算出するため、センサ出力が飽和すると、欠
陥の寸法の算出精度が低下する。欠陥検出画素に装着されているフィルタの偏光軸を、欠
陥散乱光が概略最も通過しやすい偏光軸よりずらして設定することにより、大異物から大
きな散乱光が発生しても、センサ出力を飽和させずに検出することが可能になり、ダイナ
ミックレンジの拡大に効果がある。
【００６８】
　図１８は入力部154におけるユーザインターフェースの一例である。検査するウエハの
種類を指定するサブウィンドウ180と、各検出器における欠陥信号とHaze信号の抽出・分
離率を表示するサブウィンドウ181・182を構成要件とする。
本発明では、検出光学系の配置されている仰角方向と方位角方向は複数あることを特徴と
している。一方、欠陥からの散乱光の偏光状態と表面ラフネスからの散乱光の偏光状態は
、検出する仰角や方位角に依存して変化する。前記二つの散乱光の有する偏光状態の振動
方向が直行する検出条件もあり、また、前記二つの散乱光の有する偏光状態の振動方向が
概略同一の方向に偏光している条件も存在する。
【００６９】
　欠陥散乱光と表面ラフネス散乱光の偏光軸が互いに概略直行関係にある検出条件にある
検出系であれば、該検出散乱光の中より、欠陥散乱光と表面ラフネス散乱光を減衰させる
ことなく、それぞれ概略100%に近い純度で抽出可能となる。しかし、欠陥散乱光と表面ラ
フネス散乱光の偏光軸が概略同じである検出条件にある検出系では、原理的に欠陥散乱光
と表面ラフネス散乱光の分離検出は困難となる。
【００７０】
　以上のことより、検出方位角・仰角に依存して、欠陥散乱光とラフネス散乱光の分離可
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能な割合は概略一意に決定され、またその時の偏光検出条件も概略一意に決定することが
できる。検出方位角・仰角毎の欠陥散乱光とラフネス散乱光の偏光状態をシミュレーショ
ンにより事前に計算しておき、欠陥散乱光・ラフネス散乱光の分離率を最大化する検出条
件をデータベースとして保存しておくことで、レシピ作成の容易化や作成にかかる時間の
短縮が可能になる。
【００７１】
　検査するウエハの材質や表面粗さに応じて、表面ラフネスからの散乱光の偏光状態は変
化するため、膜種や表面粗さ毎に欠陥散乱光・ラフネス散乱光の分離率を最大化する検出
条件をデータベースとして保存しておくことで、レシピ作成の容易化や作成にかかる時間
の短縮が可能になる。
【００７２】
　偏光分離が困難な検出条件でも、信号処理部において周波数帯域別フィルタリングを行
うことで、高周波成分を欠陥検出信号、低周波成分をHaze検出信号として分離検出するこ
とは可能である。
サブウィンドウ180では、検査する膜種を入力することが可能であり、例えば、Si・Poly-
Si・Cu・Al・W・SiO2などがあり、プルダウンで選択可能である。これにより、各検出器
での偏光検出条件の初期値が設定され、サブウィンドウ181・182の表示に反映される。
【００７３】
　図１８におけるサブウィンドウ181・182では、検出器Aでは欠陥散乱光とラフネス散乱
光は偏光検出により減衰することなく分離することができ、概略100%の割合で分離できて
おり、検出器Bでは欠陥散乱光とラフネス散乱光とも偏光検出により20%程度減衰しており
、それぞれ概略80%の割合で分離している。
サブウィンドウ181・182の分離率はサブウィンドウ180の選択に応じて、初期値は設定さ
れるが、ユーザが指定することも可能である。例えば、サブウィンドウ181における欠陥
散乱光の分離率を80%と設定しても構わないし、サブウィンドウ182の欠陥散乱光分離率を
50%にしても構わない。ただし、原理上分離可能な最大の割合は検出条件毎に決まってお
り、サブウィンドウ内に点線で表示される。分離率をそれ以上に設定することはできない
。
入力方法は直接入力でもプルダウン方式でも構わない。
【００７４】
　以上のとおり、本発明の実施の形態によれば、偏光検出により欠陥検出感度を向上させ
、かつ表面ラフネスからの散乱光を減衰させることなく検出可能となり、欠陥検査とHaze
計測とを両立させることが可能となる。
浸透深度の大きい波長帯域のレーザビームを用いることで、ウエハにダメージを与えるこ
となく、照射エネルギの増大が可能となり、検出感度を向上させることが可能となる。
また本発明の実施例によれば、複数画素を有するフォトダイオードアレイを用いた場合、
各画素を欠陥検出画素とHaze検出画素に振り分けることで、偏光による検出感度向上とHa
ze計測を両立可能となる。
【符号の説明】
【００７５】
1…ウエハ、2,2a,2b…レーザ光源、3,3a,3b…ビームエキスパンダ、
4,4a,4b…偏光素子、m…ミラー、
6,6a,6b,10a,10b…集光レンズ、8…検出レンズ、9…ビームスプリッタ、
11a,11b,74a,74b,75a,75b…フィルタ、12a,12b…光電子増倍管、
20,21…偏光フィルタ、25…照明スポット、31…浸透深度、
32…浸透深度が小さい物質の特性、33…浸透深度が大きい物質の特性、
34…信号分離機、35…照明スポットの回転方向への長さ、
36…欠陥信号検出器のゲート回路の切り替えタイミング、
37…Haze信号検出器のゲート回路の切り替えタイミング、
40…結像系光学系、41,72…フォトダイオードアレイ、42…集光レンズ、
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43…イメージインテンシファイア、44…結像レンズ、50…送りピッチ、60…欠陥、
61a～61d…フォトダイオードアレイの画素、65…メモリ、
70a,70b…欠陥検出画素、71a,71b…Haze検出画素、
76…欠陥検出信号蓄積メモリ、77…Haze検出信号蓄積メモリ、
101,101a,101b…照明光学系、 102,104a～104f,105…検出光学系、
102a…欠陥検出光学系、
102b…Haze検出光学系、103…ウエハステージ、
150…アナログ回路、151…信号処理部、152…CPU、153…マップ出力部、
154…入力部、155…ステージ制御部、 160…欠陥マップ、161…Hazeマップ、
170～174…検査フロー、180～182…サブウィンドウ、
200,200a,200b…レーザビーム、201…正反射光、202…透過光。
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【図３】
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