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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被撮像体を撮像する第１の撮像系を有する第１の撮像装置と、
　前記第１の撮像系と異なる第２の撮像系を有し前記被撮像体を撮像する第２の撮像装置
と、
　前記被撮像体を照明するための複数個の光源と、
　前記第１の撮像装置によって前記被撮像体の撮像対象領域を撮像した撮像結果に基づい
て前記被撮像体の欠陥の位置を取得する第１の取得処理と、位置を取得した欠陥の高さ方
向の情報を前記第２の撮像装置によって取得する第２の取得処理とを実行する欠陥情報取
得装置と、を備え、
　前記第１の取得処理は、
　前記複数個の光源のうちの一の光源で前記被撮像体を照明し前記撮像対象領域を撮像す
る第１照明撮像処理と、
　前記第１照明撮像処理で得られた撮像結果に基づいて欠陥の数を計数する欠陥計数処理
と、
　欠陥の数が所定の数以下であると判別したことを条件に、前記複数個の光源のうちの前
記一の光源とは異なる他の光源で前記被撮像体を照明し前記撮像対象領域を撮像する第２
照明撮像処理と、
　計数した欠陥の数が所定の数より多いと判別したことを条件に、前記第２の取得処理を
実行せずに処理を中止する中止処理と、を含む欠陥測定装置。
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【請求項２】
　前記一の光源が前記被撮像体を照明する領域の形状が、前記他の光源が前記被撮像体を
照明する領域の形状と異なる請求項１に記載の欠陥測定装置。
【請求項３】
　前記撮像対象領域は、複数の撮像領域からなり、
　前記第１照明撮像処理及び前記第２照明撮像処理は、
　前記複数の撮像領域の各々を前記第１の撮像装置で別個に撮像して、前記複数の撮像領
域毎に撮像データを生成し、
　前記複数の撮像領域毎の前記撮像データを結合して前記撮像対象領域に対応する単一の
データを生成し、
　前記単一のデータに基づいて欠陥を検出する請求項１に記載の欠陥測定装置。
【請求項４】
　前記被撮像体は、前記撮像対象領域に基準マークを有し、
　前記第１照明撮像処理及び前記第２照明撮像処理は、
　前記複数の撮像領域の各々を前記基準マークを含めて撮像し、
　前記基準マークに基づいて前記撮像データを整合させて前記単一のデータに結合する請
求項３に記載の欠陥測定装置。
【請求項５】
　前記第２の撮像系は、前記被撮像体を撮像するための第１の対物レンズ及び第２の対物
レンズを有し、
　前記第１の対物レンズは第１の倍率を有し、
　前記第２の対物レンズは前記第１の倍率よりも高い第２の倍率を有し、
　前記第２の取得処理は、
　前記第１の対物レンズを用いて欠陥をセンタリングしたことを条件に、前記第２の対物
レンズを用いて欠陥をセンタリングし、
　前記第２の対物レンズを用いて前記欠陥の高さ方向の情報を取得する請求項１に記載の
欠陥測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被撮像体に存在する欠陥を測定する装置に関し、特に、金型などに存在する
欠陥を発見して測定する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、欠陥を検出したり欠陥の大きさや形状や測定したり装置が知られている。特に、
欠陥の深さや高さを正確に測定するために共焦点位置で測定するものがある（例えば、特
許文献１参照）。この装置は、焦点の合った部分だけを検出できるため、不要な散乱光の
影響を受けずに高解像度で高コントラストの画像を得ることができる。
【０００３】
　また、異なる角度から光を照射することで、方向性を有する欠陥を正確に検出できる装
置も提案されている（例えば、特許文献２参照）。この装置も、欠陥を正確に検出できる
が、欠陥を発見しながら欠陥を検出するたびに欠陥を測定するので、被撮像体の全体の欠
陥を取得するためには時間が長くならざるを得なかった。
【０００４】
　さらに、第１の受光素子で撮像したパターンと第２の受光素子で撮像したパターンとを
比較する装置も提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１６４５２７号公報
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【特許文献２】特開２０１０－１８１３１７号公報
【特許文献３】特開２０００－１３７００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献１に開示されている装置は、高解像度で欠陥を撮影できるので欠陥の
位置や形状を正確に取得することができる。しかしながら、被撮像体が大きい場合には、
被撮像体の全てを走査するのに時間が長くならざるを得なかった。
【０００７】
　また、特許文献２に開示されている装置は、方向性を有する欠陥であっても、互いに異
なる２方向からの光を照明することで欠陥の存在を正確に検出できる。しかしながら、欠
陥を発見しつつ欠陥を測定する被撮像体の全体の欠陥を取得するためには時間が長くなら
ざるを得なかった。さらに、特許文献３に開示されている装置は、互いに異なる２つの受
光素子でパターンを撮像して撮像結果を比較する装置である。これも同様に、欠陥の存在
を正確に検出できるが、被撮像体の全体を判断するためには同様に時間が長くならざるを
得なかった。
【０００８】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、短時間に
かつ的確に欠陥を測定したり判別したりできる欠陥検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による欠陥測定装置の実施態様は、
　被撮像体を撮像する第１の撮像系を有する第１の撮像装置と、
　前記第１の撮像系と異なる第２の撮像系を有し前記被撮像体を撮像する第２の撮像装置
と、
　前記被撮像体を照明するための複数個の光源と、
　前記第１の撮像装置によって前記被撮像体の撮像対象領域を撮像した撮像結果に基づい
て前記被撮像体の欠陥の位置を取得する第１の取得処理と、位置を取得した欠陥の高さ方
向の情報を前記第２の撮像装置によって取得する第２の取得処理とを実行する欠陥情報取
得装置と、を備え、
　前記第１の取得処理は、
　前記複数個の光源のうちの一の光源で前記被撮像体を照明し前記撮像対象領域を撮像す
る第１照明撮像処理と、
　前記第１照明撮像処理で得られた撮像結果に基づいて欠陥の数を計数する欠陥計数処理
と、
　欠陥の数が所定の数以下であると判別したことを条件に、前記複数個の光源のうちの前
記一の光源とは異なる他の光源で前記被撮像体を照明し前記撮像対象領域を撮像する第２
照明撮像処理と、
　計数した欠陥の数が所定の数より多いと判別したことを条件に、前記第２の取得処理を
実行せずに処理を中止する中止処理と、含む。
【００１０】
　上記の実施態様によれば、第１の撮像装置で欠陥の位置を取得し、この撮像結果に基づ
いて第２の撮像装置で欠陥の高さ方向の情報を取得するので、欠陥の位置を取得する処理
と、欠陥の高さ方向の情報を取得する処理とを別個に実行する。すなわち、被撮像体で欠
陥を検出するたびに欠陥の高さ方向の情報を測定するのではなく、まず、全ての欠陥を探
し、探した欠陥の位置で直ちに欠陥の高さ方向の情報を測定するので、処理を全体的に迅
速に進めることができる。さらに、欠陥の数が所定の数以下であると判別したことを条件
に、一の光源とは異なる他の光源で被撮像体を照明し撮像対象領域を撮像するので、光源
に対応する種類の欠陥を的確に検出できる。
【発明の効果】
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【００１１】
　短時間にかつ的確に欠陥を測定したり判別したりできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態による欠陥測定装置１００の全体の構成を示すブロック図である。
【図２】本実施の形態による欠陥測定装置１００の全体の概略を示す斜視図である。
【図３】本実施の形態による撮像系２００及び照明系４００の概略を示す斜視図である。
【図４】本実施の形態による欠陥測定装置１００の電気的な構成を示すブロック図である
。
【図５】欠陥検査動作処理を示すフローチャートである。
【図６】画像取得処理を示すフローチャートである。
【図７】欠陥検出処理を示すフローチャートである。
【図８】顕微鏡高さ測定処理を示すフローチャートである。
【図９】金型Ｄの上面を示す平面図である。
【図１０】第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々を点灯して検出できる欠陥の
種類を示す図である。
【図１１】第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々について抽出された欠陥のＸ
座標及びＹ座標を示すテーブルである。
【図１２】第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄを照明して検出した欠陥の全てをマ
ップ状に示す図である。
【図１３】検出した欠陥に関して処理をした結果を示すテーブルである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、実施の形態について図面に基づいて説明する。
【００１４】
　本発明の第１の実施態様によれば、
　被撮像体を撮像する第１の撮像系を有する第１の撮像装置（例えば、後述するラインセ
ンサカメラ２１０など）と、
　前記第１の撮像系と異なる第２の撮像系を有し前記被撮像体を撮像する第２の撮像装置
（例えば、後述する共焦点顕微鏡２５０など）と、
　前記第１の撮像装置によって前記被撮像体の撮像対象領域を撮像した撮像結果に基づい
て前記被撮像体の欠陥の位置を取得する第１の取得処理（例えば、後述する図７の欠陥検
出処理など）と、位置を取得した欠陥の高さ方向の情報を前記第２の撮像装置によって取
得する第２の取得処理（例えば、後述する図８の顕微鏡高さ測定処理など）とを実行する
欠陥情報取得装置（例えば、後述する制御システム１００Ａ及び顕微鏡システム１００Ｂ
など）と、を備える欠陥測定装置が提供される。
【００１５】
　欠陥測定装置は、第１の撮像装置と第２の撮像装置と欠陥情報取得装置とを備える。第
１の撮像装置は第１の撮像系を有する。第１の撮像系は被撮像体を撮像する。
【００１６】
　第２の撮像装置は第２の撮像系を有する。第２の撮像系は第１の撮像系とは異なる。第
２の撮像系は被撮像体を撮像する。
【００１７】
　欠陥情報取得装置は、第１の取得処理と第２の取得処理とを実行する。第１の取得処理
は、被撮像体の欠陥の位置を取得する処理である。すなわち、第１の取得処理では、欠陥
の高さ方向の情報を取得する処理は実行せずに、被撮像体の欠陥の位置を取得する処理の
みを実行する。第１の取得処理では、第１の撮像装置で撮像した撮像結果を用いる。
【００１８】
　第２の取得処理は、第２の撮像装置を用いて欠陥の高さ方向の情報を取得する。第２の
取得処理では、第１の取得処理で得られた欠陥の位置を利用して、欠陥の高さ方向の情報
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を取得する。例えば、第１の取得処理で取得した欠陥の位置に第２の撮像装置を位置づけ
る。高さ方向の情報は、高さや深さのほかに、山（凸状の欠陥）や谷（凹状の欠陥）が広
がる傾向や度合いなども含まれる。第２の取得処理では、欠陥の位置という第１の取得処
理の結果を利用して、欠陥の高さ方向の情報を取得する。
【００１９】
　このように、第１の取得処理と第２の取得処理とを別個に実行する。第１の取得処理の
処理結果について判断ができるとともに、第１の取得処理での判断とは別個に、第２の取
得処理の処理結果について判断ができる。
【００２０】
　第１の取得処理の段階で許容できない結果が得られた場合には、第２の取得処理を開始
する前の時点で処理を中止できる。また、第２の取得処理の段階で許容できない結果が得
られた場合には、第２の取得処理を終了する前の段階で処理を中止できる。このように、
処理を中止できるタイミングを増やすことができ、許容できない結果が生じた場合には、
直ちに処理を中止することで、早い段階で処理を終え、次の被撮像体の処理を開始するこ
とができる。
【００２１】
　また、第１の撮像装置の撮像の分解能と、第２の撮像装置の撮像の分解能とが異なるも
のが好ましい。例えば、第１の撮像装置の分解能を低くし、第２の撮像装置の分解能を高
くすることで、第１の取得処理を速くするとともに、第２の取得処理の精度を高めること
ができる。第１の取得処理を速くできるので、早い段階で処理を中止するか否かを決定で
きる。また、各々の処理に必要な分解能にすることで処理を最適化することができる。
【００２２】
　本発明の第２の実施態様は、本発明の第１の実施態様において、
　前記被撮像体を照明するための複数個の光源をさらに備え、
　前記第１の取得処理は、
　前記複数個の光源を別個に点灯して前記被撮像体を照明し前記撮像対象領域を撮像する
点灯撮像処理と、
　前記点灯撮像処理で別個に撮像した撮像結果に基づいて前記被撮像体の欠陥の位置を取
得する欠陥位置取得処理と、を含む。
【００２３】
　被撮像体を照明するための複数個の光源をさらに備える。第１の取得処理は、点灯撮像
処理と欠陥位置取得処理とを含む。
【００２４】
　点灯撮像処理は、複数個の光源を別個に点灯し、点灯させた光源ごとに撮像対象領域を
撮像する処理である。光源ごとに撮像対象領域を撮像するので、欠陥の種類に適した光を
被撮像体に照射して撮像することができる。欠陥の種類には、凸状の欠陥やスジ状の欠陥
のほかに、凹状の欠陥や打痕などがある。
【００２５】
　欠陥位置取得処理は、別個に撮像した撮像結果に基づいて被撮像体の欠陥の位置を取得
する。別個に撮像した撮像結果に基づいて欠陥の位置を取得するので、光源に対応する種
類の欠陥を的確に検出できる。
【００２６】
　本発明の第３の実施態様は、本発明の第２の実施態様において、
　前記欠陥情報取得装置は、前記第１の取得処理で取得した撮像結果に基づいて欠陥の数
を種類ごとに計数し、計数した欠陥の数が所定の数より多いと判別したことを条件に、前
記第２の取得処理を実行せずに処理を中止する。
【００２７】
　第１の取得処理の段階で、欠陥の数が所定の数より多い場合には、第２の取得処理を開
始するよりも前の時点で処理を中止するので、第１の取得処理の段階で許容できないと判
断した場合には、第２の取得処理を実行することなく処理を終えることができる。
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【００２８】
　本発明の第４の実施態様は、本発明の第１の実施態様において、
　前記第１の撮像装置は、ラインセンサカメラを有し、前記撮像対象領域の少なくとも一
部を前記ラインセンサカメラで撮像し、
　前記第２の撮像装置は、共焦点顕微鏡と、前記被撮像体との距離を変更可能に前記共焦
点顕微鏡を移動する顕微鏡移動装置と、を有し、前記顕微鏡移動装置によって前記共焦点
顕微鏡を移動して欠陥の高さ方向の情報を取得する。
【００２９】
　第１の撮像装置は、ラインセンサカメラで撮像対象領域の少なくとも一部を撮像するの
で処理を速くすることができる。第１の撮像装置は、撮像対象領域の少なくとも一部を撮
像すればよく、撮像対象領域の全体を一度に撮像してもよい。また、共焦点顕微鏡で欠陥
の高さ方向の情報を取得するので、高さ方向の情報を正確に取得することができる。
【００３０】
　本発明の第５の実施態様は、本発明の第４の実施態様において、
　前記第２の撮像装置は、前記欠陥の高さ方向の情報が所定の大きさを超えたことを条件
に前記第２の取得処理を中止する。
【００３１】
　第２の取得処理を開始した後に、許容できない欠陥が存在する場合であっても、直ちに
、第２の取得処理を中止するので、処理を早めに終えることができる。
【００３２】
＜＜＜欠陥測定装置１００＞＞＞
【００３３】
　図１は、欠陥測定装置１００の全体的な構成を示すブロック図である。図２は、欠陥測
定装置１００の全体を示す斜視図である。図３は、駆動系３００及び照明系４００を拡大
した拡大斜視図である。図４は、欠陥測定装置１００の電気的な構成を示すブロック図で
ある。図５は、欠陥検査動作処理を示すフローチャートである。図６は、画像取得処理を
示すフローチャートである。図７は、欠陥検出処理を示すフローチャートである。図８は
、顕微鏡高さ測定処理を示すフローチャートである。図９は、金型Ｄの上面を示す平面図
である。
【００３４】
　欠陥測定装置１００は、被撮像体Ｔ、例えば金型Ｄ（図９参照）を撮像し、被撮像体Ｔ
の表面に存在する欠陥を検出し、欠陥の大きさや形状を測定する装置である。特に、欠陥
測定装置１００は、金型Ｄに存在する凸状の欠陥の高さを測定する装置である。
【００３５】
　図１に示すように、欠陥測定装置１００は、主に、撮像系２００と駆動系３００と照明
系４００とを有する。撮像系２００は、主に、ラインセンサカメラ２１０と共焦点顕微鏡
２５０とを有する。駆動系３００は、主に、Ｘステージ３１０ＸとＹステージ３１０Ｙと
Ｚステージ３１０Ｚとを有する。照明系４００は、主に、第１の光源４００Ａと第２の光
源４００Ｂと第３の光源４００Ｃと第４の光源４００Ｄとを有する。
【００３６】
　駆動系３００は、金型Ｄと撮像系２００との双方を所定の位置まで移動して位置づける
。照明系４００は、金型Ｄの表面を照明し、撮像系２００は、金型Ｄの表面を撮像する。
【００３７】
　第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄは、ラインセンサカメラ２１０が金型Ｄを撮
像するときに用いられる光源であり、共焦点顕微鏡２５０が金型Ｄを撮像するときには、
別のハロゲン光源（図示せず）が用いられる。
【００３８】
＜＜撮像系２００＞＞
　図１に示すように、撮像系２００はラインセンサカメラ２１０と共焦点顕微鏡２５０と
を有する。ラインセンサカメラ２１０は、金型Ｄの全体（上面の全面）を走査して金型Ｄ
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に存在する欠陥の位置を検出し記憶する。共焦点顕微鏡２５０は、ラインセンサカメラ２
１０によって検出された各々の欠陥の高さを測定する。このように、欠陥測定装置１００
は、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０という互いに異なる２種類の機能
の撮像装置が搭載されている。ラインセンサカメラ２１０は、制御システム１００Ａで制
御される。共焦点顕微鏡２５０は、顕微鏡システム１００Ｂで制御される。
【００３９】
　図２に示すように、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０は、共に、Ｙス
テージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚに搭載されている。このようにすることで、Ｙス
テージ３１０Ｙを移動させると、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０が共
に移動し、Ｚステージ３１０Ｚを移動させると、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕
微鏡２５０が共に移動する。
【００４０】
　なお、ラインセンサカメラ２１０及びＺステージ３１０ＺをＹステージ３１０Ｙに搭載
し、Ｚステージ３１０Ｚには共焦点顕微鏡２５０のみを搭載してもよい。このようにした
場合には、Ｙステージ３１０Ｙによって、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２
５０を共に移動させることができる。Ｚステージ３１０Ｚによって、共焦点顕微鏡２５０
のみを移動させる。
【００４１】
＜ラインセンサカメラ２１０＞
　ラインセンサカメラ２１０は、所定の数の画素、例えば、７０００画素×１画素のＣＣ
Ｄリニアイメージセンサ（図示せず）を有する。ＣＣＤリニアイメージセンサの１画素は
、約５μｍ×約５μｍの大きさを有する。図９に示すように、ラインセンサカメラ２１０
によって、撮像エリアＳで定まる範囲の金型Ｄの表面を撮像できる。撮像エリアＳは、ラ
インセンサカメラ２１０のＣＣＤリニアイメージセンサの大きさと形状に対応する。撮像
エリアＳの長手方向の長さΔＹが、ＣＣＤリニアイメージセンサの７０００画素に対応す
る実際の長さである。撮像エリアＳの短手方向の長さΔＸが、ＣＣＤリニアイメージセン
サの１画素に対応する実際の長さである。
【００４２】
　図２に示すように、ラインセンサカメラ２１０には対物レンズ２１２が設けられている
。撮像に必要な分解能に応じて対物レンズ２１２の倍率を定めることで、対物レンズ２１
２の倍率に応じて撮像エリアＳのΔＸ及びΔＹを決定できる。分解能は、欠陥の大きさや
種類や処理速度などによって適宜に決定すればよい。このように、撮像エリアＳは、ＣＣ
Ｄリニアイメージセンサの形状及び大きさと対物レンズ２１２の倍率とに応じた大きさ及
び形状を有する。
【００４３】
　図９は、金型Ｄの上面を示す平面図である。本実施の形態では、金型Ｄの上面は、図９
に示すように四角形の形状を有する。図９では、紙面の下方向が＋Ｘ方向であり、上方向
が－Ｘ方向であり、右方向が＋Ｙ方向であり、左方向が－Ｙ方向である。金型Ｄには、図
９に示すように、基準マークＭが形成されている。基準マークＭは、金型Ｄの基準位置や
基準角度を示すためのマークである。基準マークＭをともに撮像することで撮像データの
位置や角度を揃えることができる。
【００４４】
　図２に示すように、金型Ｄは、Ｘステージ３１０Ｘに載置される。なお、振動や衝撃な
どで金型ＤがＸステージ３１０Ｘ上で移動しないように、保持装置（図示せず）によって
、例えば、磁石などによってＸステージ３１０Ｘに金型Ｄを載置するのが好ましい。保持
装置は、金型ＤをＸステージ３１０Ｘに係止できるものであればよい。
【００４５】
　Ｘステージ３１０Ｘを移動させることで、金型ＤをＸ方向に移動させることができる。
また、Ｙステージ３１０Ｙを移動させることで、撮像系２００（ラインセンサカメラ２１
０及び共焦点顕微鏡２５０）をＹ方向に移動させることができる。Ｘステージ３１０Ｘ及
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びＹステージ３１０Ｙを移動させることで、金型Ｄの所望する位置を撮像できる。
【００４６】
　ラインセンサカメラ２１０による金型Ｄの撮像は、以下の手順で行う。まず、Ｘステー
ジ３１０Ｘ及びＹステージ３１０Ｙを移動させて、領域Ａ１の上端部ＵＴ（図９参照）の
上方にラインセンサカメラ２１０を位置づける。さらに、Ｚステージ３１０Ｚを移動させ
て、金型Ｄの表面にピントが合う位置にラインセンサカメラ２１０を位置づける。
【００４７】
　ラインセンサカメラ２１０の１回の撮像処理によって、撮像エリアＳで定まる範囲（Δ
Ｘ×ΔＹ）の金型Ｄの表面が撮像される。ラインセンサカメラ２１０によって撮像された
撮像データは制御装置３５０のＲＡＭ３５６（図４参照）に記憶される。
【００４８】
　１回分の撮像処理が終了すると、Ｘステージ３１０Ｘを－Ｘ方向にΔＸだけ移動させて
、金型ＤをΔＸだけ移動させる。金型ＤをΔＸだけ移動させることで、＋Ｘ方向に隣接す
る撮像エリアＳ（ΔＸ×ΔＹ）の金型Ｄの表面をラインセンサカメラ２１０で撮像できる
。
【００４９】
　例えば、Ｘステージ３１０ＸのＸステージ駆動モータ３１４Ｘ（図４参照）には、エン
コーダ（図示せず）が設けられている。Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘの位置を示すエン
コーダ信号がエンコーダから出力される。受信したエンコーダ信号に基づいてラインセン
サカメラ２１０による撮像エリアＳの撮像処理を実行する。ラインセンサカメラ２１０の
撮像処理が終了するとＸステージ３１０Ｘを移動させる制御信号をＸステージコントロー
ラ３１２Ｘ（図４参照）に出力する。この動作を繰り返すことで、図９に示す領域Ａ１の
全体を撮像エリアＳごとに順次に撮像できる。
【００５０】
　金型Ｄの＋Ｘ方向（図９の紙面の下方向）の下端部ＤＴまでＸステージ３１０Ｘを移動
させたことを条件に撮像を終了する。これにより、金型Ｄの長尺な形状の領域Ａ１の全体
を撮像し記憶することができる。
【００５１】
　次に、Ｙステージ３１０Ｙによって撮像系２００（ラインセンサカメラ２１０及び共焦
点顕微鏡２５０）を＋Ｙ方向にΔＹだけ移動させて、領域Ａ１の右隣りの領域Ａ２の上端
部ＵＴの上方にラインセンサカメラ２１０を位置づける。領域Ａ１のときと同様に金型Ｄ
を撮像することで、領域Ａ２の全体を撮像し記憶することができる。
【００５２】
　撮像系２００を右隣りの領域に移動するときには、隣り合う２つの領域の一部が重複す
るように位置づけるのが好ましい。例えば、領域Ａ１の端辺と領域Ａ２の端辺とが若干重
複するように位置づけるのが好ましい。具体的には、領域Ａ１を撮像したときの撮像デー
タには領域Ａ２の左側の端辺の全てが必ず撮像されるとともに、領域Ａ２を撮像したとき
の撮像データには領域Ａ１の右側の端辺の全てが必ず撮像されるようにし、領域Ａ１の右
側の端辺と領域Ａ２の左側の端辺とが、重複して撮像されるようにする。このようにする
ことで、撮像しない空白の領域が生ずることを防止でき、金型Ｄの全面を必ず撮像するこ
とができる。
【００５３】
　上述した処理を繰り返すことで、金型Ｄの領域Ａ１→Ａ２→・・・→Ａ６→Ａ７を次々
に撮像でき、金型Ｄの表面の全体を撮像できる。金型Ｄの表面の全体を撮像することで、
金型Ｄに欠陥が存在するか否かを判断することができる。欠陥が存在する場合には、欠陥
の位置（Ｘ、Ｙ）を記憶する。具体的な処理の詳細は後述する。
【００５４】
　上述した処理では、領域Ａ１の上端部ＵＴから下端部ＤＴまでを撮像し、次いで、隣り
の領域Ａ２の上端部ＵＴから下端部ＤＴまでを撮像するように、必ず、上端部ＵＴから一
方向に撮像を開始する場合を示した。このほかに、領域Ａ１の上端部ＵＴから下端部ＤＴ
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までを撮像した後に、隣りの領域Ａ２の下端部ＤＴから上端部ＵＴまでを撮像するように
、双方向に（往復しながら）撮像するようにしてもよい。ステージの移動時間を少なくし
て、処理を短時間にすることができる。
【００５５】
＜共焦点顕微鏡２５０＞
　共焦点顕微鏡２５０は、点光源から発せられた照明光を被撮像体に照射し、焦点位置の
情報がピンホールを通過して検出器に到達するようにし、焦点位置以外の光をピンホール
でカットして、深さ方向に分解能を生じさせて光学的な断層像を得ることができる顕微鏡
である。共焦点顕微鏡２５０は、被撮像体で焦点が合った部分の画像情報のみを取得し、
不要な散乱光などの影響を受けることなく、高解像度で高コントラストの画像を得ること
ができる。
【００５６】
　図２に示すように、共焦点顕微鏡２５０は、対物レンズ２５４を有する。対物レンズ２
５４は、２０倍の対物レンズと１００倍の対物レンズとの２種類のレンズからなる。まず
、２０倍の対物レンズを用いて、撮像領域の中央に欠陥が位置するように調整（粗調整）
した後に、１００倍の対物レンズに切り替えて、欠陥を拡大して撮像し、共焦点顕微鏡２
５０の撮像領域の中央に欠陥が位置するように調整（微調整）する。
【００５７】
　後述するように、Ｚステージ３１０Ｚには、ピエゾ素子３３０を介して共焦点顕微鏡２
５０が搭載されている。ピエゾ素子３３０によって共焦点顕微鏡２５０を±Ｚ方向（上下
方向）に微動させることができる。欠陥に焦点を合わせ、共焦点顕微鏡２５０を微動させ
ることで焦点が合う位置を徐々に変える。欠陥と焦点が合う最下位置及び欠陥と焦点が合
う最上位置を検出することができ、欠陥の最下位置に対応するピエゾ素子３３０の位置と
、欠陥の最上位置に対応するピエゾ素子３３０の位置との差に基づいて欠陥の高さを測定
することができる。
【００５８】
　共焦点顕微鏡２５０には、エリアカメラであるＣＣＤカメラ３４０が設けられており、
欠陥の像をＣＣＤカメラ３４０で撮像することができる。
【００５９】
＜＜駆動系３００＞＞
　図１に示すように、駆動系３００は、制御システム１００Ａの駆動系３００Ａと、顕微
鏡システム１００Ｂの駆動系３００Ｂとを有する。制御システム１００Ａと顕微鏡システ
ム１００Ｂとは、通信回線（図示せず）によって互いに通信可能に接続されている。
【００６０】
＜駆動系３００Ａ＞
　制御システム１００Ａの駆動系３００Ａは、図１に示すように、主に、制御装置３５０
と、Ｘステージコントローラ３１２Ｘと、Ｙステージコントローラ３１２Ｙと、Ｚステー
ジコントローラ３１２Ｚと、Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘと、Ｙステージ駆動モータ３
１４Ｙと、Ｚステージ駆動モータ３１４Ｚとを有する。
【００６１】
　制御装置３５０は、図４に示すように、主に、ＣＰＵ３５２、ＲＯＭ３５４、ＲＡＭ３
５６、Ｉ／Ｆ（インターフェース）３５８を有する。ＣＰＵ３５２、ＲＯＭ３５４、ＲＡ
Ｍ３５６、Ｉ／Ｆ３５８は、アドレスバスやデータバス（図示せず）によって接続されて
いる。ＣＰＵ３５２、ＲＯＭ３５４、ＲＡＭ３５６は、後述する図５～図７に示すフロー
チャートに従ったプログラムを実行する。これらのプログラムは、ＲＯＭ３５４に予め記
憶されている。
【００６２】
　Ｉ／Ｆ３５８には、Ｘステージコントローラ３１２Ｘと、Ｙステージコントローラ３１
２Ｙと、Ｚステージコントローラ３１２Ｚとが接続されている。Ｘステージコントローラ
３１２Ｘと、Ｙステージコントローラ３１２Ｙと、Ｚステージコントローラ３１２Ｚとは
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、モータドライバを含み、ＣＰＵ３５２から出力された制御信号から駆動信号を生成し、
Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘと、Ｙステージ駆動モータ３１４Ｙと、Ｚステージ駆動モ
ータ３１４Ｚとに駆動信号を送信する。Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘと、Ｙステージ駆
動モータ３１４Ｙと、Ｚステージ駆動モータ３１４Ｚとは、駆動信号に応じた回転方向や
回転速度などで駆動される。
【００６３】
　Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚは、いわゆるリニア
ステージであり、ガイドレールに移動可能に置いたテーブルを直線移動させることができ
ればよい。Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚの駆動方式
は、リニアモータによる駆動や、回転モータ及びボールねじによる駆動のほか、エア駆動
などでもよい。いずれも、ガイドレールに沿ってテーブルを移動させることができればよ
い。なお、測定する対象物に応じて、回転可能な回転ステージを含めてもよい。
【００６４】
　Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘを駆動することでＸステージ３１０Ｘを所定の速度で＋
Ｘ方向又は－Ｘ方向に移動することができる。Ｘステージ３１０Ｘに金型Ｄが載置され、
Ｘステージ３１０Ｘの移動により金型Ｄを移動させることができる。
【００６５】
　Ｙステージ駆動モータ３１４Ｙを駆動することでＹステージ３１０Ｙを所定の速度で＋
Ｙ方向又は－Ｙ方向に移動することができる。Ｙステージ３１０Ｙには、Ｚステージ３１
０Ｚが搭載されており、Ｚステージ３１０Ｚを所望する位置に位置づけることができる。
【００６６】
　Ｚステージ駆動モータ３１４Ｚを駆動することでＺステージ３１０Ｚを所定の速度で＋
Ｚ方向又は－Ｚ方向に移動することができる。Ｚステージ３１０Ｚには、ラインセンサカ
メラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０が搭載されており、Ｚステージ３１０Ｚを移動するこ
とで、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０の各々を所望する位置に位置づ
けることができる。
【００６７】
＜駆動系３００Ｂ＞
　顕微鏡システム１００Ｂの駆動系３００Ｂは、図１に示すように、主に、制御装置３７
０と、ピエゾ素子３３０と、対物レンズ駆動モータ３２０とを有する。
【００６８】
　制御装置３７０は、図４に示すように、主に、ＣＰＵ３７２、ＲＯＭ３７４、ＲＡＭ３
７６、Ｉ／Ｆ（インターフェース）３７８を有する。ＣＰＵ３７２、ＲＯＭ３７４、ＲＡ
Ｍ３７６、Ｉ／Ｆ３７８は、アドレスバスやデータバス（図示せず）によって接続されて
いる。ＣＰＵ３７２、ＲＯＭ３７４、ＲＡＭ３７６は、後述する図８に示すフローチャー
トに従ったプログラムを実行する。プログラムはＲＯＭ３７４に予め記憶されている。
【００６９】
　Ｉ／Ｆ３７８には、ピエゾ素子３３０、対物レンズ駆動モータ３２０及び共焦点顕微鏡
２５０に接続されているＣＣＤカメラ３４０が接続されている。
【００７０】
　ピエゾ素子３３０は、ＣＰＵ３７２から出力された制御信号によって駆動される。Ｚス
テージ３１０Ｚには、ピエゾ素子３３０を介して共焦点顕微鏡２５０が搭載されている。
ピエゾ素子３３０の駆動によって、Ｚステージ３１０Ｚ上で共焦点顕微鏡２５０を上下方
向（±Ｚ方向）に移動させる。共焦点顕微鏡２５０が下方向（－Ｚ方向）に移動すること
で、共焦点顕微鏡２５０はＸステージに載置されている金型Ｄに近づく。共焦点顕微鏡２
５０が上方向（＋Ｚ方向）に移動することで、共焦点顕微鏡２５０はＸステージに載置さ
れている金型Ｄから離れる。
【００７１】
　Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚの移動により、共焦
点顕微鏡２５０のＸ方向、Ｙ方向及びＺの位置を粗調整及び微調整することができる。粗
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調整及び微調整については、後で詳述する。ピエゾ素子３３０を駆動することで、共焦点
顕微鏡２５０をＺ方向の位置に微動させて欠陥の高さを測定できる。
【００７２】
　ピエゾ素子３３０の駆動で共焦点顕微鏡２５０を微動させ、欠陥と焦点が合う位置を徐
々に変える。共焦点顕微鏡２５０を微動させることで、欠陥と焦点が合う最下位置と最上
位置とを決定できる。欠陥の最下位置に対応するピエゾ素子３３０の位置と、欠陥の最上
位置に対応するピエゾ素子３３０の位置との差に基づいて欠陥の高さを決定することがで
きる。
【００７３】
　対物レンズ駆動モータ３２０は、ＣＰＵ３７２から出力された制御信号によって駆動さ
れる。対物レンズ駆動モータ３２０の駆動によって対物レンズ２５４が選択される。対物
レンズ２５４は、２０倍の対物レンズと１００倍の対物レンズとからなる。ＣＰＵ３７２
から出力された制御信号によって、２０倍の対物レンズ又は１００倍の対物レンズのいず
れか一方が選択されて、共焦点顕微鏡２５０の撮像可能な状態に位置づけられる。
【００７４】
　２０倍の対物レンズが選択されている状態では、Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１
０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚの位置の粗調整をする。１００倍の対物レンズが選択されて
いる状態では、Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚの位置
の微調整をする。
【００７５】
　Ｘステージ３１０Ｘ及びＹステージ３１０Ｙの粗調整及び微調整によって、共焦点顕微
鏡２５０の撮像領域の中央に欠陥が位置づけられる。さらに、Ｚステージ３１０Ｚの粗調
整及び微調整によって、欠陥に焦点を合わせることができる範囲に共焦点顕微鏡２５０を
位置づける。
【００７６】
　エリアカメラであるＣＣＤカメラ３４０は、共焦点顕微鏡２５０に設けられており、焦
点信号や撮像信号を出力する。ＣＣＤカメラ３４０から出力される焦点信号や撮像信号は
、Ｉ／Ｆ３７８を介して制御装置３７０に入力される。制御装置３７０は、入力された焦
点信号に基づいて制御信号を出力し、ピエゾ素子３３０を駆動する。また、制御装置３７
０は、入力された撮像信号によって、金型Ｄを撮像した撮像データを生成し、ＲＡＭ３７
６に記憶させる。
【００７７】
＜＜照明系４００＞＞
　図１に示すように、照明系４００は、第１の照明系と第２の照明系と第３の照明系と第
４の照明系とを有する。これらの第１の照明系～第４の照明系は、ラインセンサカメラ２
１０で金型Ｄの表面を撮像するときに使用される。
【００７８】
　第１の照明系は、第１の光源４００Ａ及び第１のライトガイド４１０Ａを有する。第１
のライトガイド４１０Ａはストレートライトガイドである。第１の照明系は、主に、凸状
の欠陥を検出するための照明系である。
【００７９】
　第２の照明系は、第２の光源４００Ｂ及び第２のライトガイド４１０Ｂを有する。第２
のライトガイド４１０Ｂはストレートライトガイドである。第３の照明系は、第３の光源
４００Ｃ及び第３のライトガイド４１０Ｃを有する。第４の照明系は、第４の光源４００
Ｄ及び第４のライトガイド４１０Ｄを有する。第３のライトガイド４１０Ｃ及び第４のラ
イトガイド４１０Ｄは、ライン型のライトガイドである。第２～第４の照明系は、主に、
スジ状の欠陥や金型Ｄの上面内に広がる欠陥を検出するための照明系である。例えば、第
２～第４の照明系によって、異方性を有する欠陥などを検出することができる。
【００８０】
　第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄは、例えば、メタルハライドランプからなる
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。第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々には、光を出射する出射部（図示せず
）が形成されている。第１の光源４００Ａの出射部には、第１のライトガイド４１０Ａの
入射面（図示せず）が連結される。第２の光源４００Ｂの出射部には、第２のライトガイ
ド４１０Ｂの入射面（図示せず）が連結される。第３の光源４００Ｃの出射部には、第３
のライトガイド４１０Ｃの入射面（図示せず）が連結される。第４の光源４００Ｄの出射
部には、第４のライトガイド４１０Ｄの入射面（図示せず）が連結される。
【００８１】
　図３に示すように、第１のライトガイド４１０Ａの出射面４１２Ａ、第２のライトガイ
ド４１０Ｂの出射面４１２Ｂ、第３のライトガイド４１０Ｃの出射面４１２Ｃ、第４のラ
イトガイド４１０Ｄの出射面４１２Ｄは、Ｘステージ３１０Ｘ（金型Ｄ）に向かって配置
されている。図３では、第１のライトガイド４１０Ａの出射面４１２Ａ～第４のライトガ
イド４１０Ｄの出射面４１２Ｄの近傍のみを示し、第１のライトガイド４１０Ａ～第４の
ライトガイド４１０Ｄの出射面４１２Ｄに接続されている光ファイバを省略して示した。
【００８２】
　第１の光源４００Ａから発せられた光は、第１のライトガイド４１０Ａに案内され出射
面４１２Ａから出射されて金型Ｄを照明する。第２の光源４００Ｂから発せられた光は、
第２のライトガイド４１０Ｂに案内され出射面４１２Ｂから出射されて金型Ｄを照明する
。第３の光源４００Ｃから発せられた光は、第３のライトガイド４１０Ｃに案内され出射
面４１２Ｃから出射されて金型Ｄを照明する。第４の光源４００Ｄから発せられた光は、
第４のライトガイド４１０Ｄに案内され出射面４１２Ｄから出射されて金型Ｄを照明する
。
【００８３】
　上述したように、第１のライトガイド４１０Ａ及び第２のライトガイド４１０Ｂは、ス
トレートライトガイドであり、出射面は略円状に形成され、略円状の領域を照明する。第
３のライトガイド４１０Ｃ及び第４のライトガイド４１０Ｄは、ライン型のライトガイド
であり、出射面は長尺な長方形状に形成され、スリット光を発して略長方形状の領域を照
明する。
【００８４】
　金型Ｄを照明する方向や領域の形状や大きさなどの照明条件は、欠陥の種類や大きさや
形状に応じて第１のライトガイド４１０Ａ～第４のライトガイド４１０Ｄの各々に割り当
てられる。また、欠陥の種類や大きさや形状に応じて、光の波長や強度などの照明条件は
、第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々に割り当てることができる。上述した
ように、欠陥には、凸状の欠陥やスジ状の欠陥や金型Ｄの上面内に広がる欠陥のほかに、
凹状の欠陥や打痕などがある。第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄ及び第１のライ
トガイド４１０Ａ～第４のライトガイド４１０Ｄによって決定できる照明条件は、欠陥の
種類や大きさや形状に応じて定めればよい。第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄを
順次に切り替えて金型Ｄを照明して、金型Ｄを撮像することで、各種の欠陥を検出するこ
とができる。
【００８５】
　光源の数や光の波長やライトガイドの出射面の形状などは、検出すべき欠陥の種類や大
きさや形状によって適宜に決定すればよい。
【００８６】
＜＜＜制御処理＞＞＞
　以下では、欠陥測定装置１００の初期化などの起動処理は完了し、欠陥測定装置１００
は、定常に動作しているものとする。また、Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ、
Ｚステージ３１０Ｚのホームポジションを示す位置情報は、ＲＯＭ３５４やＲＡＭ３５６
などに予め記憶されている。また、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０の
Ｙステージ３１０Ｙ上における位置情報（オフセット情報など）もＲＯＭ３５４やＲＡＭ
３５６などに予め記憶されている。例えば、オフセット情報は、ラインセンサカメラ２１
０の中心と、共焦点顕微鏡２５０のＣＣＤカメラ３４０の中心との相対的な位置関係を示
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す情報である。
【００８７】
　図５は、欠陥検査動作処理を示すフローチャートである。図６は、画像取得処理を示す
フローチャートである。図７は、欠陥検出処理を示すフローチャートである。図８は、顕
微鏡高さ測定処理を示すフローチャートである。
【００８８】
　図５～図７は、制御装置３５０によって実行される。この処理によって、ラインセンサ
カメラ２１０で金型Ｄの全面の欠点が検出され、検出された全ての欠点の位置がＲＡＭ３
５６に記憶される。図８は、制御装置３７０によって実行される。この処理よって、ＲＡ
Ｍ３５６に記憶されている位置に共焦点顕微鏡２５０を位置づけ、欠陥の高さを測定する
。
【００８９】
　上述したように、ラインセンサカメラ２１０及び共焦点顕微鏡２５０は、互いに異なる
機能を有する別個の撮像装置である。図５～図７の処理は、ラインセンサカメラ２１０で
金型Ｄの欠点を検出して全ての欠点の位置を記憶する処理である。また、図８の処理は、
図５～図７の処理の結果を利用して、共焦点顕微鏡２５０で欠陥の高さを測定する処理で
ある。このように、共焦点顕微鏡２５０を用いる処理（図８）は、ラインセンサカメラ２
１０を用いる処理に従属する処理（図５～図７）である。
【００９０】
＜＜欠陥検査動作処理＞＞
　最初に、図６の画像取得処理を呼び出して、第１の光源４００Ａを点灯して金型Ｄを照
明し、画像を取得して欠陥を検出する処理を実行する（ステップＳ４１１）。第１の光源
４００Ａを点灯することで、主に、凸状の欠陥を検出できる。第１の光源４００Ａを点灯
することで、例えば、図１０Ａに示すような凸状の欠陥を検出できる。図１０Ａに示す例
では、５つの凸状の欠陥が金型Ｄの上面に存在することを示す。
【００９１】
　次に、ステップＳ４１１の処理で検出した欠陥の数が許容範囲内であるか否かを判断す
る（ステップＳ４１３）。この許容範囲とは、第１の光源４００Ａで検出できる種類の欠
陥の数を判断するための条件である。ステップＳ４１３の判断処理で、許容範囲を超えな
い場合には適切な金型Ｄと判別され、許容範囲を超えた場合には不適切な金型Ｄと判別さ
れる。
【００９２】
　ステップＳ４１３の判断処理で、欠陥の数が許容範囲内であると判別したときには、図
６の画像取得処理を呼び出して、第２の光源４００Ｂを点灯して金型Ｄを照明し、画像を
取得して欠陥を検出する処理を実行する（ステップＳ４１５）。第２の光源４００Ｂを点
灯することで、主に、スジ状の欠陥を検出できる。第２の光源４００Ｂを点灯することで
、例えば、図１０Ｂに示すような縦方向（±Ｘ方向）に延びるスジ状の欠陥を検出できる
。図１０Ｂに示す例では、金型Ｄの上面の左端部ＬＴ（図９参照）の近くに、縦方向（±
Ｘ方向）に延びる１本のスジ状の欠陥が存在することを示す。
【００９３】
　次に、ステップＳ４１５の処理で検出した欠陥の数及びサイズが許容範囲内であるか否
かを判断する（ステップＳ４１７）。この許容範囲とは、第２の光源４００Ｂで検出でき
る種類の欠陥の数及びサイズを判断するための条件である。サイズは、長さや面積などで
ある。ステップＳ４１７の判断処理で、許容範囲を超えない場合には適切な金型Ｄと判別
され、許容範囲を超えた場合には不適切な金型Ｄと判別される。
【００９４】
　ステップＳ４１７の判断処理で、欠陥の数及びサイズが許容範囲内であると判別したと
きには、図６の画像取得処理を呼び出して、第３の光源４００Ｃを点灯して金型Ｄを照明
し、画像を取得して欠陥を検出する処理を実行する（ステップＳ４１９）。第３の光源４
００Ｃを点灯することで、主に、広がった欠陥を検出できる。第３の光源４００Ｃを点灯
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することで、例えば、図１０Ｃに示すような金型Ｄの上面内（Ｘ－Ｙ面内）に広がる欠陥
を検出できる。図１０Ｃに示す例では、金型Ｄの上面の左下側の領域に、金型Ｄの上面内
（Ｘ－Ｙ面内）に延在する欠陥が存在することを示す。
【００９５】
　次に、ステップＳ４１９の処理で検出した欠陥の数及びサイズが許容範囲内であるか否
かを判断する（ステップＳ４２１）。この許容範囲とは、第３の光源４００Ｃで検出でき
る種類の欠陥の数及びサイズを判断するための条件である。サイズは、長さや面積などで
ある。ステップＳ４２１の判断処理で、許容範囲を超えない場合には適切な金型Ｄと判別
され、許容範囲を超えた場合には不適切な金型Ｄと判別される。
【００９６】
　ステップＳ４２１の判断処理で、欠陥の数及びサイズが許容範囲内であると判別したと
きには、図６の画像取得処理を呼び出して、第４の光源４００Ｄを点灯して金型Ｄを照明
し、画像を取得して欠陥を検出する処理を実行する（ステップＳ４２３）。第４の光源４
００Ｄを点灯することで、主に、スジ状の欠陥を検出できる。第４の光源４００Ｄを点灯
することで、例えば、図１０Ｄに示すような横方向（±Ｙ方向）に延びるスジ状の欠陥を
検出できる。図１０Ｄに示す例では、金型Ｄの上端部ＵＴの近くに、横方向（±Ｙ方向）
に延びる１本のスジ状の欠陥が存在することを示す。
【００９７】
　次に、ステップＳ４２１の処理で検出した欠陥の数及びサイズが許容範囲内であるか否
かを判断する（ステップＳ４２５）。この許容範囲とは、第４の光源４００Ｄで検出でき
る種類の欠陥の数及びサイズを判断するための条件である。サイズは、長さや面積などで
ある。ステップＳ４２５の判断処理で、許容範囲を超えない場合には適切な金型Ｄと判別
され、許容範囲を超えた場合には不適切な金型Ｄと判別される。
【００９８】
　上述したステップＳ４１３、Ｓ４１７、Ｓ４２１及びＳ４２５の各々の許容範囲は、第
１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄから発せられた光を照明して検出できる欠陥の種
類や大きさなどによって定めればよい。
【００９９】
　上述したステップＳ４１３の判断処理で欠陥の数が許容範囲を超えていると判別した場
合や、ステップＳ４１７、Ｓ４２１又はＳ４２５の判断処理で欠陥の数及びサイズが許容
範囲を超えていると判別した場合には、直ちに本サブルーチンを終了して、欠陥の検査を
中止する。このようにすることで、欠陥の数が多すぎる場合や、欠陥のサイズが大きい場
合には、後述する図８の共焦点顕微鏡２５０の処理を実行するよりも前の時点で処理を中
断し、全体の処理時間を短くすることができる。すなわち、欠陥の数が多すぎる場合や、
欠陥のサイズが大きい場合には、欠陥の高さを測定するまでもなく不適切な金型Ｄであり
、共焦点顕微鏡２５０で欠陥の高さを測定することなく、処理を中断して全体の処理時間
を短くできる。
【０１００】
　次に、図７に示す欠陥検出処理のサブルーチンを呼び出して、第１の光源４００Ａ～第
４の光源４００Ｄで撮像したデータを結合した結合データを生成し、結合データから欠陥
の位置を取得する（ステップＳ４２６）。欠陥検出処理の詳細は、後述する。
【０１０１】
　次に、ステップＳ４２６の処理で取得した欠陥の位置データをＲＡＭ３５６から読み出
し、位置データに基づいてＸステージ３１０ＸとＹステージ３１０Ｙとを移動させて、共
焦点顕微鏡２５０を欠陥の場所に位置づける（ステップＳ４２７）。
【０１０２】
　次に、図８に示す顕微鏡高さ測定処理を呼び出して実行し欠陥の高さを測定する（ステ
ップＳ４２９）。顕微鏡高さ測定処理の詳細は、後述する。
【０１０３】
　次に、欠陥の高さが許容範囲内であるか否かを判断する（ステップＳ４３１）。
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【０１０４】
　欠陥の高さが許容範囲内であると判別したときには、全ての欠陥の高さを測定し終わっ
たか否かを判断する（ステップＳ４３３）。全ての欠陥の高さを測定し終わっていない判
別したときには、ステップＳ４２７に処理を戻す。
【０１０５】
　全ての欠陥の高さを測定し終わったと判別したときには、全ての欠陥の位置及び種類を
マップ状に、制御装置３５０のディスプレイ（図示せず）に表示し（ステップＳ４３５）
、本サブルーチンを終了する。金型に存在する欠陥の位置及び種類をディスプレイに表示
することができる。
【０１０６】
　例えば、図１２に示すように、第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄを照明して検
出した欠陥をディスプレイに表示することができる。図１２は、金型Ｄの上面の全面の状
態を示す図であり、四角が金型Ｄの輪郭を示す。図１２に示した例は、図１０Ａ～図１０
Ｄの各々に示した欠陥の全てを重ね合わせて表示したものである。このように表示するこ
とで、金型Ｄの上面に存在する欠陥の種類と位置と大きさや方向などを視認可能にマップ
状に表示することができる。なお、欠陥の種類に応じて色を異ならしめて欠陥をディスプ
レイに表示するのが好ましい。欠陥の種類と位置と大きさや方向などを明瞭に視認させる
ことができる。
【０１０７】
＜＜画像取得処理＞＞
　図６は、画像取得処理を示すフローチャートである。この処理は、ラインセンサカメラ
２１０で金型Ｄを撮像して欠陥を検出し、検出した欠陥の位置を特定するための処理であ
る。この処理は、図５のステップＳ４１１、Ｓ４１５、Ｓ４１９及びＳ４２３で呼び出さ
れて実行されるサブルーチンである。
【０１０８】
　最初に、点灯する光源を指定する（ステップＳ５１１）。本実施の形態では、第１の光
源４００Ａ～第４の光源４００Ｄのいずれか１つの光源を指定する。ステップＳ４１１の
処理で本サブルーチンが呼び出されたときには第１の光源４００Ａを指定する。ステップ
Ｓ４１５の処理で本サブルーチンが呼び出されたときには第２の光源４００Ｂを指定する
。ステップＳ４１９の処理で本サブルーチンが呼び出されたときには第３の光源４００Ｃ
を指定する。ステップＳ４２３の処理で本サブルーチンが呼び出されたときには第４の光
源４００Ｄを指定する。照明に用いる光源の数に応じて決定することができる。
【０１０９】
　次に、ステップＳ５１１で指定した光源を点灯する（ステップＳ５１３）。この処理に
より、点灯した光源に対応する領域で金型Ｄを照明する。
【０１１０】
　第１の光源４００Ａを点灯した場合には、第１のライトガイド４１０Ａの出射面から光
が出射され、金型Ｄの略円状の領域を照明する。第２の光源４００Ｂを点灯した場合には
、第２のライトガイド４１０Ｂの出射面から光が出射され、金型Ｄの略円状の領域を照明
する。第３の光源４００Ｃを点灯した場合には、第３のライトガイド４１０Ｃの出射面か
ら光が出射され、金型Ｄの略長方形状の領域を照明する。第４の光源４００Ｄを点灯した
場合には、第４のライトガイド４１０Ｄの出射面から光が出射され、金型Ｄの略長方形状
の領域を照明する。
【０１１１】
　次に、Ｙステージ３１０Ｙによってラインセンサカメラ２１０を撮像位置に位置づける
（ステップＳ５１５）。具体的には、まず、領域Ａ１の上端部ＵＴの上方にラインセンサ
カメラ２１０を位置づける。
【０１１２】
　ステップＳ５１５の処理は、ラインセンサカメラ２１０を画像取得開始位置に位置づけ
る処理である。画像取得開始位置は、ラインセンサカメラ２１０で画像の取得（撮像）を
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開始する位置である。上述した例では、上端部ＵＴを画像取得開始位置とした。画像取得
開始位置は、金型Ｄの上面の全体をラインセンサカメラ２１０で余すところなく撮像でき
る位置であればよい。
【０１１３】
　金型Ｄは、様々な大きさや形状を有することが想定される。このため、金型Ｄの大きさ
や形状に応じて画像取得開始位置を適宜に設定するのが好ましい。例えば、画像取得開始
位置をユーザが手動で入力して予め記憶させておくのが好ましい。金型Ｄの大きさや形状
に応じて画像取得開始位置を読み出せるように構成することで操作を簡便にすることがで
きる。
【０１１４】
　次に、ラインセンサカメラ２１０で撮像エリアＳを撮像し撮像データをＲＡＭ３５６に
記憶させる（ステップＳ５１７）。次に、領域Ａ１でＸステージ３１０ＸをΔＸだけ移動
させて、Ｘステージ３１０Ｘに載置されている金型Ｄを移動させる（ステップＳ５１９）
。
【０１１５】
　具体的には、上述したように、Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘの位置を示す信号がエン
コーダから出力される。この信号を受信したことを契機にラインセンサカメラ２１０によ
る撮像エリアＳの撮像処理を実行する。ラインセンサカメラ２１０の撮像処理が終了する
とＸステージ３１０Ｘを移動させる制御信号をＸステージコントローラ３１２Ｘに出力す
る。ステップＳ５１７及びＳ５１９の処理では、このような処理が実行される。
【０１１６】
　次に、Ｘステージ３１０Ｘが＋Ｘ方向の下端部ＤＴに達したか否かを判断する（ステッ
プＳ５２１）。Ｘステージ３１０Ｘが＋方向の下端部ＤＴに達していないと判別したとき
には、ステップＳ５１７に処理を戻す。
【０１１７】
　Ｘステージ３１０Ｘが＋方向の下端部ＤＴに達したと判別したときには、ラインセンサ
カメラ２１０の撮像を終了する（ステップＳ５２３）。このようにして、領域Ａ１の全面
を撮像することができる。
【０１１８】
　上述したステップＳ５１７～Ｓ５２１の処理を繰り返し実行することによって、１つの
領域の全面を撮像できる。
【０１１９】
　次に、Ｙステージ３１０Ｙが＋Ｙ方向の右端部ＲＴに達したか否かを判断する（ステッ
プＳ５２５）。すなわち、Ｙステージ３１０ＹがＡ７まで到達したか否かを判断する。Ｙ
ステージ３１０Ｙが＋Ｙ方向の右端部ＲＴに達していないと判別したときには、ステップ
Ｓ５１５に処理を戻して、ラインセンサカメラ２１０をΔＹだけ移動させるとともに、上
端部ＵＴの上方に位置づける。すなわち、隣接する領域の上端部ＵＴの上方にラインセン
サカメラ２１０を位置づける。
【０１２０】
　ステップＳ５１５～Ｓ５２５の処理を繰り返し実行することによって、ラインセンサカ
メラ２１０を領域Ａ１→Ａ２→・・・→Ａ６→Ａ７の順に位置づけて、各々の領域を撮像
することができる。
【０１２１】
　Ｙステージ３１０Ｙが＋Ｙ方向の右端部ＲＴに達したと判別したときには、本サブルー
チンを終了する。
【０１２２】
＜欠陥検出処理＞
　図７は、欠陥検出処理を示すフローチャートである。この処理は、図５のステップＳ４
２６で呼び出されて実行される。この処理は、撮像データから欠陥を検出し欠陥の位置情
報を取得する処理である。
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【０１２３】
　最初に、撮像データから金型Ｄの基準マークＭを検索する（ステップＳ５２７）。この
時点で、Ａ１～Ａ７の各々に対して、第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々で
照明した撮像データがあり、合計で７×４個の撮像データがある。これらの全ての撮像デ
ータが適切に撮像されていれば、金型Ｄの基準位置及び基準角度を示す基準マークＭが撮
像されている。
【０１２４】
　次に、全ての撮像データに金型Ｄの基準マークＭが撮像されているか否かを判断する（
ステップＳ５２９）。金型Ｄの基準マークＭが撮像されていない撮像データが含まれてい
る場合には、直ちに本サブルーチンを終了する。金型Ｄの基準マークＭが撮像されていな
い場合には、画像データを適切に結合することができないので、本サブルーチンを終了す
る。
【０１２５】
　上述したように７×４個の撮像データがＲＡＭ３５６に記憶されている。ステップＳ５
２９の判断処理で、全ての撮像データに金型Ｄの基準マークＭが撮像されていると判別し
たときには、これらの撮像データをＲＡＭ３５６から読み出し、基準マークＭから角度及
び位置の補正をして、全ての撮像データを結合して、金型Ｄの全体の表面を示す画像デー
タを生成する（ステップＳ５３１）。
【０１２６】
　ステップＳ５３１の処理では、撮像されている基準マークＭが整合するように、撮像デ
ータの角度や位置の補正をして撮像データを結合した画像データを生成する。７×４個の
撮像データの各々は、撮像開始の位置がずれていたり傾いて撮像されていたりする場合が
ある。このため、撮像されている基準マークＭを用いて、全ての撮像データが揃うように
、撮像データの角度や位置を補正して撮像データを結合する。
【０１２７】
　上述したように、４種類の第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄがあり、第１の光
源４００Ａ～第４の光源４００Ｄごとに撮像データを結合する。すなわち、第１の光源４
００Ａを照明したときの７つの撮像データを結合して単一の画像データ（image_data_A）
を生成し、第２の光源４００Ｂを照明したときの７つの撮像データを結合して単一の画像
データ（image_data_B）を生成し、第３の光源４００Ｃを照明したときの７つの撮像デー
タを結合して単一の画像データ（image_data_C）を生成し、第４の光源４００Ｄを照明し
たときの７つの撮像データを結合して単一の画像データ（image_data_C）を生成する。こ
のようにして、第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々に対応する４つの画像デ
ータ（image_data_A～image_data_D）を生成する。
【０１２８】
　なお、第１の光源４００Ａを照明したときの単一の画像データ（image_data_A）によっ
て、図１０Ａに示すような画像を表示することができ、第２の光源４００Ｂを照明したと
きの単一の画像データ（image_data_B）によって、図１０Ｂに示すような画像を表示する
ことができ、第３の光源４００Ｃを照明したときの単一の画像データ（image_data_C）に
よって、図１０Ｃに示すような画像を表示することができ、第４の光源４００Ｄを照明し
たときの単一の画像データ（image_data_D）によって、図１０Ｄに示すような画像を表示
することができる。図１０Ａ～図１０Ｄは、金型Ｄの上面の全面の状態を示す図であり、
四角が金型Ｄの輪郭を示す。
【０１２９】
　結合した画像データには、撮像された全ての種類の欠陥の情報が含まれる。上述したよ
うに、欠陥には、凸状の欠陥やスジ状の欠陥などがあり、これらの種類の欠陥の情報が画
像データに含まれる。
【０１３０】
　次に、結合した画像データから欠陥を検出する（ステップＳ５３３）。欠陥は、画像デ
ータの色（色相、彩度、明度）が変化する箇所や、周囲と色が異なる範囲の大きさや形状
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などによって検出することができる。
【０１３１】
　次に、検出した欠陥の位置を記憶する（ステップＳ５３５）。例えば、検出した欠陥の
重心の位置を算出し、重心の位置を欠陥の代表的な位置として記憶する。ここで、欠陥の
位置は、画像データから取得できる画素数を単位にしても、実際の長さを単位にしてもよ
い。
【０１３２】
　次に、結合した画像データから金型Ｄの全面の検査を完了したか否かを判断する（ステ
ップＳ５３７）。金型Ｄの全面の検査を完了していないと判別した場合には、ステップＳ
５３３に処理を戻す。
【０１３３】
　ステップＳ５３７の判断処理で金型Ｄの全面の検査を完了したと判別した場合には、第
１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々に対応する４つの画像データ（image_data
_A～image_data_D）について検査をしたか否かを判断する（ステップＳ５３９）。全ての
画像データ（image_data_A～image_data_D）について検査をしていないと判別したときに
は、ステップＳ５３３に処理を戻す。全ての画像データ（image_data_A～image_data_D）
について検査をしたと判別したときには、本サブルーチンを終了する。
【０１３４】
　この処理により、第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々に対応する４つの画
像データ（image_data_A～image_data_D）のそれぞれについて、金型Ｄの全面に存在する
欠陥を抽出し、抽出した欠陥の位置を取得することができる。例えば、図１１に示すよう
に、第１の光源４００Ａ～第４の光源４００Ｄの各々について抽出された欠陥のＸ座標と
Ｙ座標とが制御装置３５０のＲＡＭ３５６に記憶される。
【０１３５】
＜＜顕微鏡高さ測定処理＞＞
　図８は、顕微鏡高さ測定処理を示すフローチャートである。この処理は、共焦点顕微鏡
２５０を用いて、欠陥の高さ方向の情報、例えば、欠陥の高さを測定するための処理であ
る。
【０１３６】
　なお、共焦点顕微鏡２５０で金型Ｄを撮像する場合には、同軸落射照明光（図示せず）
によってハーフミラーを介して金型Ｄを照明する。例えば、同軸落射照明光の光源として
ハロゲン光源を用いることができる。また、共焦点顕微鏡２５０には、エリアカメラとし
てＣＣＤカメラ３４０が撮像可能に設けられている。
【０１３７】
　最初に、共焦点顕微鏡２５０の対物レンズ駆動モータ３２０を駆動して２０倍の対物レ
ンズを選択する（ステップＳ６１１）。この時点では、共焦点顕微鏡２５０は通常の顕微
鏡として機能する。２０倍の対物レンズによって、ＣＣＤカメラ３４０（エリアカメラ）
で撮像できる領域が決定される。例えば、約２００μｍ×１５０μｍの領域を撮像するこ
とができる。対物レンズの倍率は、対象とする欠陥の大きさや形状に応じて決定すればよ
い。
【０１３８】
　次に、Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘ及びＹステージ駆動モータ３１４Ｙを駆動してＸ
ステージ３１０Ｘ及びＹステージ３１０Ｙを移動させることでセンタリングをする（ステ
ップＳ６１３）。センタリングは、測定対象の１つの欠陥を、共焦点顕微鏡２５０のＣＣ
Ｄカメラ３４０の撮像領域の中央に位置づける処理である。
【０１３９】
　次に、Ｚステージ駆動モータ３１４Ｚを駆動してＺステージ３１０Ｚを移動させること
で、欠陥に焦点を合わせる（フォーカシング）（ステップＳ６１５）。この処理は、ＣＣ
Ｄカメラ３４０から出力される焦点信号に基づいてＺステージ３１０Ｚを移動させること
で焦点を欠陥に合わせる。このフォーカシングは、共焦点顕微鏡２５０の焦点が欠陥に合
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う範囲に共焦点顕微鏡２５０を位置づけるように、Ｚステージ３１０Ｚを移動させる処理
である。
【０１４０】
　上述したように、Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚの
移動は、制御システム１００Ａの駆動系３００Ａによって制御される。ステップＳ６１３
及びＳ６１５の処理は、Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０
Ｚを移動させるためのコマンドを顕微鏡システム１００Ｂから制御システム１００Ａに送
信し、駆動系３００ＡによってＸステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ
３１０Ｚを移動させる。
【０１４１】
　次に、動作が完了したか否かを判断する（ステップＳ６１７）。この処理は、センタリ
ング及びフォーカシングが完了したか否かの判断である。動作が完了していないと判別し
たときには、ステップＳ６１３に処理を戻す。
【０１４２】
　次に、動作が完了したと判別したときには、欠陥が存在するか否かを判断する（ステッ
プＳ６１９）。欠陥が存在しないと判別した場合には、直ちに本サブルーチンを終了する
。
【０１４３】
　欠陥が存在しないと判別する場合とは、ラインセンサカメラ２１０で撮像した時点では
欠陥と判別されたが、２０倍の対物レンズでセンタリング及びフォーカシングをしたとき
には、欠陥はでないと判別される場合である。例えば、ラインセンサカメラ２１０ではご
みが欠陥として撮像されたが、その後にごみが移動し２０倍の対物レンズではごみが検出
されない場合などである。
【０１４４】
　上述したステップＳ６１１～Ｓ６１９の処理を実行することで粗調整が行われる。
【０１４５】
　ステップＳ６１９の処理で欠陥が存在すると判別した場合には、共焦点顕微鏡２５０の
対物レンズ駆動モータ３２０を駆動して１００倍の対物レンズを選択する（ステップＳ６
２１）。この時点では、共焦点顕微鏡２５０は通常の顕微鏡として機能する。倍率を高く
することで欠陥を拡大して撮像することができる。
【０１４６】
　次に、Ｘステージ駆動モータ３１４Ｘ及びＹステージ駆動モータ３１４Ｙを駆動してＸ
ステージ３１０Ｘ及びＹステージ３１０Ｙを移動させることでセンタリングをする（ステ
ップＳ６２３）。１００倍の対物レンズで欠陥を撮像してセンタリングをすることで、測
定対象の１つの欠陥を、共焦点顕微鏡２５０のＣＣＤカメラ３４０の撮像領域の中央によ
り正確に位置づけることができる。
【０１４７】
　次に、Ｚステージ駆動モータ３１４Ｚを駆動してＺステージ３１０Ｚを移動させること
で、欠陥に焦点を合わせる（フォーカシング）（ステップＳ６２５）。この処理は、ステ
ップＳ６１５と同様の処理である。このようにすることで、Ｚ方向の所定の範囲内で常に
欠陥に焦点を合わせることができる。
【０１４８】
　上述したステップＳ６２３及びＳ６２５の処理は、ステップＳ６１３及びＳ６１５の処
理と同様に、Ｘステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚを移動さ
せるためのコマンドを顕微鏡システム１００Ｂから制御システム１００Ａに送信し、駆動
系３００ＡによってＸステージ３１０Ｘ、Ｙステージ３１０Ｙ及びＺステージ３１０Ｚを
移動させる。
【０１４９】
　次に、動作が完了したか否かを判断する（ステップＳ６２７）。動作が完了していない
と判別したときには、ステップＳ６２３に処理を戻す。
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【０１５０】
　動作が完了したと判別したときには、再び欠陥が存在するか否かを判断する（ステップ
Ｓ６２９）。欠陥が存在しないと判別した場合には、直ちに本サブルーチンを終了する。
【０１５１】
　欠陥が存在しないと判別する場合とは、２０倍の対物レンズでセンタリング及びフォー
カシングをした時点では欠陥と判別されたが、１００倍の対物レンズでセンタリング及び
フォーカシングをしたときには、欠陥はでないと判別される場合である。例えば、２０倍
の対物レンズではごみが欠陥として撮像されたが、その後にごみが移動し１００倍の対物
レンズではごみが検出されない場合などである。このように、実際の欠陥の高さを測定す
る直前まで欠陥が存在するか否かを判断することで、欠陥の高さを適切に測定することが
できる。
【０１５２】
　上述したステップＳ６２１～Ｓ６２９の処理を実行することで微調整が行われる。
【０１５３】
　欠陥が存在すると判別した場合には、共焦点顕微鏡２５０を、共焦点顕微鏡として機能
させて、ピエゾ素子３３０を駆動して焦点が合う位置を探して高さを測定し（ステップＳ
６３１）、本サブルーチンを終了する。
【０１５４】
　具体的には、撮像された画像のコントラストを検出しながら、ピエゾ素子３３０を往復
移動させる。例えば、ピエゾ素子３３０を１００μｍの範囲内で徐々に微動させる。焦点
が合う最も低い位置が欠陥の最低位置であり、焦点が合う最も高い位置が欠陥の最高位置
である。最高位置と最低位置との差を欠陥の高さと算出する。
【０１５５】
　１つの欠陥の高さの測定が終了するたびに、欠陥の外観を示す画像と、欠陥の断面の形
状を示すデータとが、顕微鏡システム１００Ｂから制御システム１００Ａに送信される。
制御システム１００Ａは、欠陥の高さに関するデータを順次に蓄積する。欠陥の種類や傾
向を分類し、欠陥の原因の解析を容易にできる。
【０１５６】
＜＜＜その他＞＞＞
　上述した例では、欠陥の高さを測定するために共焦点顕微鏡２５０を用いる場合を示し
たが、欠陥の高さ方向の情報を得るものであればよく、光干渉を用いて測定する装置やレ
ーザ光を用いて測定する装置のほか、触針で測定する装置でもよい。欠陥を検出するため
の装置とは別個に、欠陥の高さを測定する装置が設けられていればよい。欠陥の高さを測
定する装置は、測定する対象の材料や速度や精度に応じて適宜に定めればよい。
【０１５７】
　上述した例では、欠陥の高さを測定する場合を示したが、欠陥の高さ方向の情報を取得
するもの、例えば、欠陥の深さを測定するものでもよい。
【０１５８】
　また、上述した例では、金型Ｄの形状として四角形の形状を有するものを示したが、他
の形状、例えば、多角形や円状のほかに不規則な形状などの物体を対象にすることができ
る。いずれの場合も、基準マークＭが撮像可能に形成されていればよい。
【０１５９】
　欠陥の位置や高さのほかに、欠陥の面積や、欠陥が異方的な形状を有する場合には欠陥
の長さや向きや、谷又は山の傾きなどを記憶してもよい。このような欠陥の位置や高さや
、欠陥の面積や長さや向きや、谷又は山の傾きなどの情報で欠陥を分類したり（例えば、
図１３参照）、欠陥の大きさや形状や向きや分布などの統計的な処理をしたりして保存し
ておくのが好ましい。統計的な処理をすることで欠陥の原因究明を容易にすることができ
る。
【０１６０】
　例えば、被撮像体Ｔが金型Ｄである場合には、原型になる親の金型から子供の金型を複
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製し、さらに、子供の金型から孫の金型を複製するようにして、複数の世代に亘る金型を
生成する場合がある。このように、複数の世代の金型が存在する場合に、欠陥の数や位置
などの情報を世代ごとに保存しておくことで、どの世代で欠陥が生じたのかの検証や管理
を容易にすることができる。
【０１６１】
　また、金型Ｄを定期的に検査し、データベースに登録した過去のデータを比較すること
により、金型Ｄの経時変化を検出して金型Ｄの管理を容易にすることもできる。
【符号の説明】
【０１６２】
　１００　欠陥測定装置
　１００Ａ　制御システム
　１００Ｂ　顕微鏡システム
　２００　撮像系
　３００　駆動系
　４００　照明系
【要約】　　　（修正有）
【課題】短時間にかつ的確に欠陥を測定したり判別したりできる欠陥検出装置を提供する
。
【解決手段】被撮像体を撮像する第１の撮像系を有する第１の撮像装置（ラインセンサカ
メラ）２１０と、第１の撮像系と異なる第２の撮像系を有し被撮像体を撮像する第２の撮
像装置（共焦点顕微鏡）２５０と、第１の撮像装置２１０によって被撮像体の撮像対象領
域を撮像した撮像結果に基づいて被撮像体の欠陥の位置を取得する第１の取得処理と、位
置を取得した欠陥の高さ方向の情報を第２の撮像装置２５０によって取得する第２の取得
処理とを実行する欠陥情報取得装置と、を備える。
【選択図】図２
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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