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(57)【要約】
【課題】　ウエハの裏面欠陥をその表面に形成されたパ
ターンと関連して検出する。
【解決手段】表面に複数の回路パターンが形成されたウ
エハＷの裏面の欠陥を検査する検査装置ＳＴ２が、ウエ
ハＷの裏面を照明する裏面照明装置１２０と、裏面照明
装置１２０により照明された照明光の正反射光が入射し
ない位置に配置された裏面撮像装置１３０と、この裏面
撮像装置１３０により撮像されたウエハＷからの散乱光
に基づく画像からウエハＷの裏面における欠陥の存在お
よびその位置を検出する画像処理検査部５０とを有して
構成される。画像処理検査部５０は、ウエハの表面にお
いて回路のパターンを分割するダイシングラインの画像
を裏面撮像装置１３０により撮像されたウエハ裏面画像
に合成して合成画像を生成し、この合成画像に基づいて
欠陥の位置を各回路パターン位置と対応させて検出する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のパターンがそれぞれ予め定められた位置に形成された表面を有する被検基板の裏
面の欠陥を検査する基板検査装置であって、
　前記被検基板の裏面の欠陥の存在およびその位置を検出する裏面欠陥検出部と、
　前記裏面欠陥検出部により検出された欠陥の位置をその表面に形成された前記複数のパ
ターン位置と対応させる欠陥対応部とを備えたことを特徴とする基板検査装置。
【請求項２】
　前記裏面欠陥検出部が、前記被検基板の裏面を照明する照明部と、前記照明部により照
明された前記被検基板の裏面を撮像する撮像部と、前記撮像部により撮像された前記被検
基板の裏面の画像から欠陥の存在およびその位置を検出する画像処理検出部とを有して構
成されることを特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項３】
　前記画像処理検出部は、前記被検基板の表面において前記複数のパターンを分割する分
割ラインの画像を生成し、この分割ラインの画像を前記撮像部により撮像された前記被検
基板の裏面の画像に合成して合成画像を生成し、
　前記欠陥対応部は、前記合成画像に基づいて前記欠陥の位置を前記複数のパターン位置
と対応させることを特徴とする請求項２に記載の基板検査装置。
【請求項４】
　前記照明部により照明された前記被検基板の裏面からの正反射光の出射範囲から外れた
暗視野位置に前記撮像部が配置され、前記撮像部が前記照明部から前記被検基板の裏面に
照明された照明光のうちの正反射光以外の光を受光して前記被検基板の裏面を撮像し、前
記画像処理検出部は前記正反射光以外の光の撮像結果に基づいて欠陥の存在およびその位
置を検出することを特徴とする請求項２もしくは３に記載の基板検査装置。
【請求項５】
　表面に複数のパターンがそれぞれ予め定められた位置に形成される被検基板の裏面の欠
陥を検査する基板検査方法であって、
　前記被検基板の裏面の欠陥の存在およびその位置を検出する裏面欠陥検出ステップと、
　前記裏面欠陥検出部により検出された欠陥の位置をその表面に形成された前記複数のパ
ターン位置と対応させる欠陥対応ステップとを備えたことを特徴とする基板検査方法。
【請求項６】
　前記裏面欠陥検出ステップが、
　前記被検基板の裏面を照明する照明ステップと、
　前記照明部により照明された前記被検基板の裏面を撮像する撮像ステップと、
　前記撮像部により撮像された前記被検基板の裏面の画像から欠陥の存在およびその位置
を検出する画像処理検出ステップとを有することを特徴とする請求項５に記載の基板検査
方法。
【請求項７】
　前記画像処理検出ステップにおいては、前記被検基板の表面において前記複数のパター
ンを分割する分割ラインの画像を生成し、この分割ラインの画像を前記撮像部により撮像
された前記被検基板の裏面の画像に合成して合成画像を生成し、
　前記欠陥対応ステップにおいては、前記合成画像に基づいて前記欠陥の位置を前記複数
のパターン位置と対応させることを特徴とする請求項６に記載の基板検査方法。
【請求項８】
　前記撮像ステップにおいて前記被検基板の裏面を撮像する撮像装置が、前記照明部によ
り照明された前記被検基板の裏面からの正反射光の出射範囲から外れた暗視野位置に配置
され、
　前記撮像装置は前記照明部から前記被検基板の裏面に照明された照明光のうちの正反射
光以外の光を受光して前記被検基板の裏面を撮像し、
　前記画像処理検出ステップにおいては、前記撮像装置による前記正反射光以外の光の撮
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像結果に基づいて欠陥の存在およびその位置を検出することを特徴とする請求項６もしく
は７に記載の基板検査方法。
【請求項９】
　表面に複数のパターンがそれぞれ予め定められた位置に形成される被検基板の裏面の欠
陥の存在およびその位置を検出する裏面欠陥検出部の作動制御と、前記裏面欠陥検出部に
より検出された欠陥の位置をその表面に形成された前記複数のパターン位置と対応させる
欠陥対応部による作動制御を行うプログラムであって、
　前記裏面欠陥検出部により前記被検査前記被検基板の裏面の欠陥の存在およびその位置
を検出させ、前記裏面欠陥検出部により検出された欠陥の位置をその表面に形成された前
記複数のパターン位置と対応させて検出するように構成された基板検査プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハ等に代表される表面に複数のパターンが形成された被検基板の
裏面を検査する検査装置、方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハ（以下、ウエハとも称する）は種々の製造工程を経て表面に複数の回路パ
ターンが形成され、最終的に回路パターン毎に分割切断されて半導体チップ（ＩＣチップ
等）が作られる。このとき各製造工程においてその表面に欠陥が存在すると、回路パター
ンからなる半導体チップ（以下、チップとも称する）の所期の性能が得られなくなる等の
影響が生じるため、ウエハ製造工程等における表面の欠陥検査は非常に重要である。その
ため、ウエハ表面の欠陥検査を行う装置は従来から種々のものが知られている。このよう
な装置として、例えば、ウエハの表面から出射される回折光の強度変化を利用して回路パ
ターンを検査する表面検査装置がある。この表面検査装置によれば、回路パターンを形成
するための露光装置のデフォーカスや露光量不良に基づく線幅不良、回路パターンの断面
形状不良等を検出することができる。
【０００３】
　このような露光工程における回路パターンの線幅不良等、ウエハの製造工程における表
面欠陥の発生は、ウエハ裏面に存在する傷やゴミの付着等の裏面欠陥に関連することが多
いと考えられ、これに伴ってウエハ裏面の欠陥検査が重要となってきている。このような
裏面検査装置として、ウエハの裏面に存在する欠陥からの散乱光を検出してウエハの裏面
を検査する裏面検査装置が知られている（特許文献１を参照）。なお、この裏面検査装置
ではウエハ裏面における欠陥の数とおおまかな欠陥位置を検出するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０‐９２８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述のようにウエハ表面には複数の回路パターンが形成されているが、ウエ
ハ表面に欠陥がなくてもウエハの裏面に欠陥が存在する場合に、特にこの欠陥と表裏関係
の位置にある回路パターンが、ウエハ製造工程等においてこの欠陥の影響を受け、この回
路パターンを用いて構成される製品すなわち半導体チップ等の性能に悪影響を及ぼすおそ
れがあると考えられる。すなわち、ウエハの表面に回路パターンを形成した後にこのウエ
ハを回路パターン毎に切断分割して半導体チップを製造するのであるが、この半導体チッ
プの表面の回路パターンは欠陥がなく正常であったとしても、その裏面に欠陥が存在する
場合、製造工程においてこの欠陥の影響を受けて完成後の半導体チップの性能が低下した
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り、損なわれたりするおそれがあると考えられる。
【０００６】
　このことに鑑みれば、ウエハ裏面の欠陥検査においては、欠陥の存在および位置を検出
する際に、その位置がウエハ表面に形成された回路パターンとどのような表裏位置関係に
あるかを検出することが重要である。ところが従来の裏面検査装置では、ウエハ裏面の欠
陥位置および数を検出しているだけで、この欠陥とウエハ表面に形成されたパターン位置
との位置関係については考慮されておらず、この位置関係を検出していなかった。このた
め従来では、ウエハ裏面の欠陥とウエハ表面の回路パターンの位置との表裏での対応位置
関係は分からず、ウエハ裏面の欠陥の存在は検出できても、この欠陥の影響を受ける表面
の回路パターンとの関係については考慮されていなかった。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みたものであり、裏面欠陥を表面に形成されたパターンと
関連して検出することができる検査装置、方法およびプログラム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】
【０００８】
　このような目的を達成するため、本発明に係る検査装置は、複数のパターンがそれぞれ
予め定められた位置に形成された表面を有する被検基板の裏面の欠陥を検査する基板検査
装置であって、前記被検基板の裏面の欠陥の存在およびその位置を検出する裏面欠陥検出
部と、前記裏面欠陥検出部により検出された欠陥の位置をその表面に形成された前記複数
のパターン位置と対応させる欠陥対応部とを備えて構成される。
【０００９】
　上記基板検査装置において、前記裏面欠陥検出部が、前記被検基板の裏面を照明する照
明部と、前記照明部により照明された前記被検基板の裏面を撮像する撮像部と、前記撮像
部により撮像された前記被検基板の裏面の画像から欠陥の存在およびその位置を検出する
画像処理検出部とを有して構成されるのが好ましい。
【００１０】
　また、上記基板検査装置において、前記画像処理検出部は、前記被検基板の表面におい
て前記複数のパターンを分割する分割ラインの画像を生成し、この分割ラインの画像を前
記撮像部により撮像された前記被検基板の裏面の画像に合成して合成画像を生成し、前記
欠陥対応部は、前記合成画像に基づいて前記欠陥の位置を前記複数のパターン位置と対応
させるようにしても良い。
【００１１】
　また、上記基板検査装置において、前記照明部により照明された前記被検基板の裏面か
らの正反射光の出射範囲から外れた暗視野位置に前記撮像部が配置され、前記撮像部が前
記照明部から前記被検基板の裏面に照明された照明光のうちの正反射光以外の光を受光し
て前記被検基板の裏面を撮像し、前記画像処理検出部は前記正反射光以外の光の撮像結果
に基づいて欠陥の存在およびその位置を検出するようにしても良い。
【００１２】
　一方、本発明に係る基板検査方法は、表面に複数のパターンがそれぞれ予め定められた
位置に形成される被検基板の裏面の欠陥を検査する基板検査方法であって、前記被検基板
の裏面の欠陥の存在およびその位置を検出する裏面欠陥検出ステップと、前記裏面欠陥検
出部により検出された欠陥の位置をその表面に形成された前記複数のパターン位置と対応
させる欠陥対応ステップとを備える。
【００１３】
　上記基板検査方法において、前記裏面欠陥検出ステップが、前記被検基板の裏面を照明
する照明ステップと、前記照明部により照明された前記被検基板の裏面を撮像する撮像ス
テップと、前記撮像部により撮像された前記被検基板の裏面の画像から欠陥の存在および
その位置を検出する画像処理検出ステップとを有するのが好ましい。
【００１４】
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　また、上記基板検査方法における前記画像処理検出ステップにおいては、前記被検基板
の表面において前記複数のパターンを分割する分割ラインの画像を生成し、この分割ライ
ンの画像を前記撮像部により撮像された前記被検基板の裏面の画像に合成して合成画像を
生成し、前記欠陥対応ステップにおいては、前記合成画像に基づいて前記欠陥の位置を前
記複数のパターン位置と対応させるようにしても良い。
【００１５】
　また、前記撮像ステップにおいて前記被検基板の裏面を撮像する撮像装置が、前記照明
部により照明された前記被検基板の裏面からの正反射光の出射範囲から外れた暗視野位置
に配置され、前記撮像装置が前記照明部から前記被検基板の裏面に照明された照明光のう
ちの正反射光以外の光を受光して前記被検基板の裏面を撮像し、前記画像処理検出ステッ
プにおいては、前記撮像装置による前記正反射光以外の光の撮像結果に基づいて欠陥の存
在およびその位置を検出するようにしても良い。
【００１６】
　さらに、本発明に係る基板検査プログラムは、表面に複数のパターンがそれぞれ予め定
められた位置に形成される被検基板の裏面の欠陥の存在およびその位置を検出する裏面欠
陥検出部の作動制御と、前記裏面欠陥検出部により検出された欠陥の位置をその表面に形
成された前記複数のパターン位置と対応させる欠陥対応部による作動制御を行うプログラ
ムであって、前記裏面欠陥検出部により前記被検査前記被検基板の裏面の欠陥の存在およ
びその位置を検出させ、前記裏面欠陥検出部により検出された欠陥の位置をその表面に形
成された前記複数のパターン位置と対応させて検出するように構成される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、被検基板（ウエハ等）の裏面の欠陥が被検基板の表面のパターンとど
のような表裏位置関係となっているかを検出できるため、ウエハをその表面の回路パター
ン毎に分割して半導体チップを製造した場合、どのチップの裏面に欠陥があるかを把握で
き、この欠陥による製品に対する性能への影響等を評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る検査方法の内容を示すフローチャートである。
【図２】本発明を適用した基板検査装置の全体構成を示す図である。
【図３】この基板検査装置による検査対象となる半導体ウエハを模式的に示す説明図であ
る。
【図４】ウエハの裏面に欠陥ｄ１が存在する場合のウエハ裏面をその表面のダイシングラ
インと合成して示す説明図である。
【図５】ウエハの裏面に欠陥ｄ２が存在する場合のウエハ裏面をその表面のダイシングラ
インと合成して示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。本発明に係る基板
検査装置の一例を図２に示している。この基板検査装置１は、多数の回路パターンが形成
された半導体ウエハＷ（以下、単にウエハＷと称する）の表面を撮像する表面検査ステー
ジＳＴ１と、ウエハＷの裏面を撮像する裏面検査ステージＳＴ２と、各検査ステージＳＴ
１，ＳＴ２により撮像されたウエハＷの画像に基づいて欠陥検査を行う画像処理検査部５
０とを備えて構成される。
【００２０】
　まず、表面検査ステージＳＴ１におけるウエハＷの表面検査について説明する。表面検
査ステージＳＴ１は、表面を上に向けた状態でウエハＷを載置保持する表面検査用ホルダ
１０を備え、不図示のウエハ搬送装置により搬送されてくるウエハＷがこの表面検査用ホ
ルダ１０の上に載置され真空吸着等の手段を用いて固定保持される。このとき、ウエハＷ
は、ウエハ端部に形成された切欠部Ｎ（図３を参照）を基準に位置合わせされて表面検査
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用ホルダ１０に保持される。保持されたウエハＷはアライメント機構（不図示）で所定の
アライメントマークが検出され、アライメントマークの位置を基準とした座標系が設定さ
れる。
【００２１】
　表面検査用ホルダ１０は、このように固定保持したウエハＷの中心（表面検査用ホルダ
１０の中心）を通りウエハ表面に垂直な軸ＡＸ（以下、垂直軸ＡＸと称する）を回転軸と
してウエハＷを回転（ウエハＷの表面内での回転）可能に保持する。また、表面検査用ホ
ルダ１０は、ウエハ表面を通る軸を中心にウエハＷをチルト（傾動）させ、ウエハ表面に
対する検査用照明光の入射角θｉを調整可能である。
【００２２】
　表面検査ステージＳＴ１はさらに、表面検査用ホルダ１０に固定保持されたウエハＷの
表面に検査用照明光（以下、照明光と称する）を照射する照明光学系２０と、照明光学系
２０により照明光が照射されたウエハＷの表面を撮像する撮像光学系３０とを備えて構成
される。
【００２３】
　照明光学系２０は、水銀ランプ等の光源を有して照明光を出射する表面照明装置２１と
、表面照明装置２１から出射される照明光をウエハＷの表面に向けて反射させる照明系凹
面鏡２２とを主体に構成される。表面照明装置２１は、波長選択フィルタ（図示せず）を
有して構成され、ウエハ表面に形成された回路パターンに応じた特定の波長を有する照明
光を出射することができる。表面照明装置２１から出射された照明光は、照明光学系２０
の光軸を中心に広がり（発散して）照明系凹面鏡２２へ出射されるが、表面照明装置２１
の出射端が照明系凹面鏡２２の焦点位置に配置されているため、照明系凹面鏡２２により
ほぼ平行な光束に変換されて表面検査用ホルダ１０に保持されたウエハＷの表面全体にほ
ぼ等しい入射角で照射される。
【００２４】
　撮像光学系３０は、ウエハＷの表面からの検査光（正反射光もしくは回折光）を集光す
る撮像系凹面鏡３１と、撮像系凹面鏡３１により集光された検査光を受けてウエハＷの表
面の像を形成する表面撮像装置３５とを主体に構成される。撮像系凹面鏡３１は、正反射
光を検査光として検査を行う場合には、表面検査用ホルダ１０のチルト調整により、ウエ
ハＷの表面に入射角θｉで照射された検査用照明光がウエハＷの表面で正反射されて出射
角θｒ（＝入射角θｉ）を有して出射された正反射検査光を受光するように設定され、こ
のウエハＷの表面からの正反射検査光を反射して表面撮像装置３５に向かう収束光束に変
換（集光）する。また、回折光を検査光として検査を行う場合には、表面検査用ホルダ１
０のチルト調整により、ウエハＷの表面に入射角θｉで照射された検査用照明光がウエハ
Ｗの表面で反射されて出射角θｒ（回折角）を有して出射された回折光を受光するように
設定され、ウエハＷの表面からの回折光である検査光を反射して表面撮像装置３５に向か
う収束光束に変換（集光）する。
【００２５】
　このようにして撮像系凹面鏡３１により反射集光された検査光は、表面撮像装置３５の
結像レンズ３６を通って撮像素子３７に達し、ウエハＷの表面の像（正反射光による像も
しくは回折光による像）が撮像素子３７の撮像面に形成される。表面撮像装置３５の撮像
素子３７は、その撮像面に形成されたウエハ表面の像を光電変換して画像信号を生成し、
その画像信号を画像処理検査部５０に出力する。画像処理検査部５０には、図２に示すよ
うに、良品ウエハの画像（検査基準画像）やウエハマップ情報が予め記憶されたデータベ
ース部５１と、検査結果等を表示する画像表示装置５２とが電気的に接続されている。
【００２６】
　ところで、ウエハＷの表面には、図３に示すように、多数の回路パターン（露光ショッ
トパターン）が規則的に並んで形成されており、各々の回路パターンはウエハ表面を縦横
に延びて形成された複数のダイシングラインＤにより囲まれており、ダイシングラインＤ
に沿ってウエハを切断してそれぞれ回路パターンを有してなるチップＴが作られるように
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なっている。上記ウエハマップ情報は、このような各回路パターンからなるチップのサイ
ズ情報（上記ダイシングラインＤの位置情報）や、ウエハＷ上における切欠部Ｎを基準と
した座標位置情報などから構成される。なお、図３では詳細な図示を省略しているが、回
路パターンは実際には微細な素子や配線等から構成されている。一方、ウエハＷの裏面は
滑らかな面状に形成されている（すなわち回路パターン等が形成されていない）。
【００２７】
　画像処理検査部５０は、表面撮像装置３５の撮像素子３７から入力されたウエハ表面の
画像信号に基づいて、ウエハＷの表面のデジタル画像を生成する。そして、画像処理検査
部５０は、アライメントマークの位置を基準とした座標系でウエハ表面の画像（デジタル
画像）とデータベース部５１にある良品ウエハの画像（検査基準画像）とを比較して、欠
陥の有無を検査する。具体的には、ウエハ表面の画像における（輝度値に相当する）信号
強度を、良品ウエハの画像における信号強度と比較し、信号強度の変化量が予め設定した
閾値を超えたとき、欠陥があると判定する。そして、画像処理検査部５０による検査結果
およびそのときのウエハ表面の画像が画像表示装置５２に出力表示される。
【００２８】
　以上説明したように、表面検査ステージＳＴ１では、照明光学系２０により特定の波長
を有する照明光をウエハＷの表面に照射し、ウエハ表面からの検査光（正反射光もしくは
回折光）を表面撮像装置３５の撮像素子３７で受光してウエハ表面の画像信号を生成し、
その画像信号が画像処理検査部５０に送られる。そして、画像処理検査部５０において、
撮像素子３７からの画像信号に基づいて生成されたウエハ表面の画像と、良品ウエハの画
像（検査基準画像）とを比較して、検査基準画像との相違点の有無を検出する。そして、
例えば、検査対象となるウエハＷの表面にデフォーカスによる膜厚ムラ、パターン形状の
異常、異物の付着、傷等の欠陥が存在する場合には、その部分に検査基準画像との明暗差
が検出されるため、欠陥が存在することが検出される。
【００２９】
　次に、裏面検査ステージＳＴ２におけるウエハＷの裏面検査について説明する。裏面検
査ステージＳＴ２は、図２に示すように、裏面を下方に露出させた状態でウエハＷを保持
する裏面検査用ホルダ１１０を備え、不図示のウエハ搬送装置により搬送されてくるウエ
ハＷがこの裏面検査用ホルダ１１０により裏面を下方に露出させて保持される。このとき
、ウエハＷは、切欠部Ｎ（図４を参照）を基準に位置合わせされて保持される。裏面検査
用ホルダ１１０は、例えばウエハＷの周縁部のみを支持する支持部材、もしくはウエハＷ
の裏面全体を支持する透明な支持部材により構成され、ウエハＷの裏面を下方に露出させ
た状態で保持することが可能になっている。
【００３０】
　裏面検査ステージＳＴ２はさらに、裏面検査用ホルダ１１０に保持されたウエハＷの裏
面に対して浅い（小さい）角度で検査用照明光Ｌｉ（以下、照明光Ｌｉと称する）を照射
する裏面照明装置１２０と、裏面照明装置１２０により照明光Ｌｉが照射されたウエハＷ
の裏面を撮像する裏面撮像装置１３０とを備えて構成される。
【００３１】
　裏面照明装置１２０によりウエハＷの裏面に照射された照明光Ｌｉは、ウエハＷの裏面
が滑らかな面状に形成されているため、ウエハ裏面において正反射されて正反射光Ｌｏ(1
)が図２に示すように出射する。裏面撮像装置１３０は、ウエハＷの裏面全体を一括視野
に捉え得る倍率の結像レンズ１３１および撮像素子１３２を有し、ウエハＷの裏面からの
正反射光Ｌｏ(1)が入射しない位置（本実施形態ではウエハＷの裏面と対向する位置）に
配置され、暗視野照明を利用してウエハＷの裏面を撮像するように構成されている。裏面
撮像装置１３０の撮像素子１３２は、その撮像面に形成されたウエハＷの裏面の像を画像
信号に変換して画像処理検査部５０に出力する。
【００３２】
　裏面撮像装置１３０によりウエハＷの裏面を撮像した場合、裏面撮像装置１３０には正
反射光Ｌｏ(1)が入射しないため、ウエハＷの裏面に傷やゴミの付着などがなく正常なウ
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エハＷであれば、撮像素子１３２からの画像信号に基づいて画像処理検査部５０により生
成される画像としては、真っ黒なウエハ裏面の画像が得られるだけである。しかしながら
、ウエハＷの裏面に欠陥ｄ（傷やゴミの付着など）が存在した場合には、ウエハ裏面に照
射された照明光Ｌｉがこの欠陥ｄで乱反射され、その乱反射光である散乱光Ｌｏ(2)の一
部が裏面撮像装置１３０にも入射する。このため、撮像素子１３２からの画像信号に基づ
いて画像処理検査部５０により生成されるウエハ裏面の画像には、欠陥ｄを示す輝点（所
定輝度よりも明るい輝度を有する部分）が現れ、これによりウエハＷの裏面における欠陥
ｄの存在を検出できる。
【００３３】
　画像処理検査部５０は、上述のように裏面撮像装置１３０の撮像素子１３２から入力さ
れたウエハ裏面の画像信号に基づいて、ウエハＷの裏面のデジタル画像を生成する。さら
に画像処理検査部５０は、このウエハ裏面の画像（デジタル画像）において、ウエハ裏面
の切欠部Ｎと外径を基準とした座標位置とウエハ表面に形成された各チップＴ（図３を参
照）の座標位置との対応づけを行う。具体的には、生成したウエハ裏面の画像に、データ
ベース部５１に記憶されたウエハマップ情報（チップサイズや位置座標情報）に基づいて
生成したダイシングラインＤを合成する画像処理を行う。これにより、ウエハ裏面の座標
位置がウエハ表面のどのチップＴに相当するかが対応づけられる。なお、ダイシングライ
ンＤに代えて、ウエハ表面に形成される回路パターン情報そのものを用いてウエハ裏面の
座標位置がウエハ表面のどのチップＴに相当するかを対応づけても良い。
【００３４】
　そして、画像処理検査部５０は、このウエハ裏面の合成画像における（輝度値に相当す
る）信号強度を測定し、信号強度が予め設定した閾値を超えたとき欠陥があると判定して
、ウエハ裏面における欠陥ｄの有無を検査する。さらに欠陥ｄが存在する場合に、画像処
理検査部５０は、その欠陥ｄに応じたウエハ裏面からの散乱光Ｌｏ(2)を受光した撮像素
子１３２の画素数をカウントするとともに各画素位置を特定し、その画素数および画素位
置に基づいて欠陥サイズおよび形状を特定する。また画像処理検査部５０は、その欠陥サ
イズおよび形状とウエハ裏面の合成画像に基づいて、その欠陥ｄを有するウエハ表面のチ
ップＴを特定する。そして、画像処理検査部５０による検査結果およびそのときのウエハ
裏面の画像が画像表示装置５２で出力表示される。
【００３５】
　このように構成される裏面検査ステージＳＴ２によるウエハ裏面の検査方法について、
図１に示すフローチャートを参照して以下に説明する。まず、被検基板であるウエハＷの
裏面に照明光Ｌｉを照射する（ステップＳ２０１）。このとき、裏面照明装置１２０から
出射された照明光Ｌｉは、裏面検査用ホルダ１１０に保持されたウエハＷの裏面に対して
浅い（小さい）角度で照射される。
【００３６】
　ウエハＷの裏面に照明光Ｌｉが照射されると、鏡面状のウエハＷの裏面に傷やゴミの付
着などがなく正常なウエハＷであれば、ウエハＷの裏面から正反射光のみが発生する。一
方、ウエハＷの裏面に欠陥（傷やゴミの付着など）が存在した場合には、照明光Ｌｉがこ
の欠陥で乱反射され、ウエハＷの裏面から散乱光（乱反射光）も発生する。
【００３７】
　そこで次に、ウエハＷの裏面から出射された正反射光が到達しない方向からウエハＷの
裏面を撮像する（ステップＳ２０２）。すなわち、裏面撮像装置１３０はウエハＷの裏面
から出射された正反射光は裏面撮像装置１３０に入射しない位置に設けられており、ウエ
ハＷの裏面の暗視野画像を撮像する。但し、ウエハＷの裏面に欠陥が存在して、この欠陥
に照明光Ｌｉが当たって散乱光が出射された場合には、この散乱光の一部が裏面撮像装置
１３０の結像レンズ１３１を介して撮像素子１３２の撮像面上に結像する。このとき、裏
面撮像装置１３０の撮像素子１３２にはこの散乱光によるウエハ裏面の撮像を行い、その
撮像面上に形成されたウエハＷの裏面の像を光電変換して画像信号を生成し、その画像信
号を画像処理検査部５０に出力する。
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【００３８】
　そして、先のステップで撮像したウエハ裏面の画像において、ウエハ裏面の座標位置と
ウエハ表面に形成されたチップＴの座標位置との対応づけを行う（ステップＳ２０３）。
このとき、画像処理検査部５０は、裏面撮像装置１３０から入力された画像信号に基づい
てウエハ裏面のデジタル画像を生成し、生成したウエハ裏面の画像に、データベース部５
１に記憶されたウエハマップ情報（チップサイズや位置座標情報）に基づいて生成したダ
イシングラインＤを合成する画像処理を行う。これにより、ウエハ裏面の座標位置がウエ
ハ表面のどのチップＴに相当するかが対応づけられる。
【００３９】
　そして、先のステップで画像処理を行ったウエハ裏面の合成画像に基づいて、ウエハＷ
の裏面における欠陥の有無を検査する（ステップＳ２０４）。具体的には、画像処理検査
部５０は、ウエハ裏面の合成画像における（輝度値に相当する）信号強度を測定し、その
信号強度が予め設定した閾値を超えたときに欠陥があると判定して、ウエハＷの裏面にお
ける欠陥の有無を検査する。さらに、欠陥が存在する場合に、画像処理検査部５０は、ウ
エハ裏面からの散乱光を受光した裏面撮像装置１３０における撮像素子１３２の画像数を
カウントするとともにその画素位置を特定し、これら画像数および画素位置に基づいて欠
陥サイズおよび形状を検出する（ステップＳ２０５）。
【００４０】
　さらに、画像処理検査部５０は、その欠陥サイズとウエハ裏面の合成画像に基づいて、
その欠陥を有するウエハ表面のチップを検出する（ステップＳ２０６）。またこのとき、
画像処理検査部５０による検査結果およびそのときのウエハＷの裏面の画像（合成画像も
含む）が画像表示装置５２で出力表示され、ウエハＷの状態を目視確認することもできる
。なお、上記の方法において、ステップＳ２０３におけるウエハ裏面の座標位置とウエハ
表面に形成されたチップＴの座標位置との対応づけを、ステップＳ２０４もしくはＳ２０
５の後で行うようにしても良い。
【００４１】
　ここで、図４に、一例としての欠陥ｄ１が存在するウエハＷ１の裏面の画像および撮像
素子１３２に形成された欠陥ｄ１の像を示し、図５に別の例としての欠陥ｄ２が存在する
ウエハＷ２の裏面の画像および撮像素子１３２に形成された欠陥ｄ２の像を示す。撮像素
子１３２を構成する多数の画素１３２ａのサイズは、実際には欠陥ｄ１，ｄ２に対しても
っと小さいが、明瞭な説明のため拡大して図４および図５に示している。ウエハ裏面にこ
れら欠陥ｄ１，ｄ２が存在する場合、裏面撮像装置１３０における撮像素子１３２からの
画像信号に基づいて画像処理検査部５０により生成されるウエハ裏面の画像には、この欠
陥ｄ1，ｄ２を示す輝点（所定輝度よりも明るい輝度を有する部分）が現れる。本実施形
態では暗視野照明を利用してウエハ裏面を撮像しているため、実際には真っ黒なウエハ裏
面の画像上に欠陥ｄ１，ｄ２を示す白い輝点が現れる。
【００４２】
　図４に示すようにウエハＷ１の裏面に欠陥ｄ１が存在する場合、この欠陥ｄ１を示す輝
点に応じてウエハ裏面からの散乱光を受光した撮像素子１３２における画像１３２ａの数
が４３個であり、これが欠陥ｄ１のサイズに相当する。また、この欠陥ｄ１のサイズ（画
素数４３個）と、ダイシングラインＤが合成処理されたウエハ裏面の画像とにより、例え
ばウエハの切欠部Ｎを基準にチップ座標（ｘ，ｙ）を図示のように設定すると、欠陥ｄ１
を有するチップＴが、チップ座標（５，２）に相当するチップＴ１であると検出（判断）
される。さらに、チップＴ１全体に対応する画素１３２ａの数が９９個であり、これに対
して欠陥ｄ１のサイズが画素１３２ａの数が４３個であることから、欠陥ｄ１はチップＴ
１にその約４３％を占めるサイズで存在していることが検出される。
【００４３】
　また、図５に示すようにウエハＷ２の裏面に欠陥ｄ２が存在する場合、この欠陥ｄ２に
応じて受光した撮像素子１３２における画像１３２ａの数が４３個であり、これが欠陥ｄ
２のサイズに相当する。また、この欠陥ｄ２のサイズと、ダイシングラインＤが合成処理
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されたウエハ裏面の画像とにより、上記同様にチップ座標（ｘ，ｙ）を設定すると、欠陥
ｄ２がチップ座標（４，３）に相当するチップＴ２、チップ座標（４，４）に相当するチ
ップＴ３、チップ座標（５，３）に相当するチップＴ４およびチップ座標（５，４）に相
当するチップＴ５の４つのチップに跨って存在していることが検出される。さらに、上記
同様に各チップ全体に対応する画素１３２ａの数が９９個であり、これに対して欠陥ｄ２
に応じて受光した画素１３２ａの数が、チップＴ２では６個、チップＴ３では２１個、チ
ップＴ４では３個、チップＴ５では１３個であることから、欠陥ｄ２は、チップＴ２の約
６％、チップＴ３の約２１％、チップＴ４の約３％およびチップＴ５の約１３％を占める
欠陥サイズで、４つのチップに跨って存在していることが検出される。
【００４４】
　以上においては、ウエハＷの裏面を散乱光を用いて検査する例を示したが、これに代え
て、ウエハＷの表面検査と同様な正反射光を用いた検査により欠陥の検出を行うようにし
ても良い。但し、ウエハＷの裏面には回路パターンは形成されておらず鏡面状態であるた
め、回折光を用いた検査は行うことができない。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態に係る基板検査装置を用いてウエハＷの欠陥検査を行
えば、ウエハＷの裏面の欠陥がその表面の回路パターンとどのような表裏位置関係となっ
ているかを検出できるため、ウエハＷをその表面の回路パターン毎に分割して半導体チッ
プを製造した場合、どのチップの裏面に欠陥があるか、さらにはどの程度の大きさの欠陥
があるかを把握でき、この欠陥による製品（半導体チップ）に対する性能への影響を統計
的に集計する等して評価することができる。これに応じて、例えば、裏面欠陥の大きさ、
種類、形状等に応じてどのような影響があるかを判断できるようになり、裏面欠陥に応じ
て悪影響のある製品を除去して不良、不具合の発生を未然に防止するというような対策を
とることもできるようになると考えられる。
【符号の説明】
【００４６】
ＳＴ１　表面検査ステージ　　　　　　　ＳＴ２　裏面検査ステージ
Ｗ　ウエハ　　　　　　　　　　　　　　１０　表面検査用ホルダ
２０　照明光学系　　　　　　　　　　　３０　撮像光学系
５０　画像処理検査部　　　　　　　　　５１　データベース部
１１０　裏面検査用ホルダ　　　　　　　１２０　裏面照明装置
１３０　裏面撮像装置
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