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(57)【要約】
【課題】ケラレの生じる領域に対しても検査を行うこと
ができるマスクパターンの検査方法を提供する。
【解決手段】ステージ上にマスクを載置し、マスクのパ
ターンが形成された検査領域に光を照射して得られる光
学画像を基準画像と比較し、両画像の差異が所定の閾値
を超えた個所を欠陥と判定する。マスクへの光の照射は
、オートフォーカス手段を作動させつつ行い、マスクに
ペリクルが装着されていない場合は第１の閾値を用い、
マスクにペリクルが装着されている場合は、ペリクルに
よってケラレの生じる領域と検査領域とが重複しない領
域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値を用い、
ペリクルによってケラレの生じる領域と検査領域とが重
複する領域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値
より相対的に感度の緩い第２の閾値を用いる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステージ上にマスクを載置し、前記マスクのパターンが形成された検査領域に光を照射
して、前記マスクを透過した光および前記マスクで反射した光の少なくも一方を対物レン
ズを通してセンサに結像して得られる光学画像を基準画像と比較し、両画像の差異が所定
の閾値を超えた個所を欠陥と判定するマスクパターンの検査方法であって、
　前記マスクへの光の照射を、前記対物レンズの焦点を前記マスクに合わせるオートフォ
ーカス手段を作動させつつ行い、
　前記マスクにペリクルが装着されていない場合は、前記所定の閾値として第１の閾値を
用い、
　前記マスクにペリクルが装着されている場合は、前記ペリクルによってケラレの生じる
領域と前記検査領域とが重複しない領域の光学画像と前記基準画像との比較に前記第１の
閾値を用い、前記ペリクルによってケラレの生じる領域と前記検査領域とが重複する領域
の光学画像と前記基準画像との比較に前記第１の閾値より相対的に感度の緩い第２の閾値
を用いることを特徴とするマスクパターンの検査方法。
【請求項２】
　ステージ上にマスクを載置し、前記マスクのパターンが形成された検査領域に光を照射
して、前記マスクを透過した光および前記マスクで反射した光の少なくも一方を対物レン
ズを通してセンサに結像して得られる光学画像を基準画像と比較し、両画像の差異が所定
の閾値を超えた個所を欠陥と判定するマスクパターンの検査方法であって、
　前記マスクへの光の照射を、前記対物レンズの焦点を前記マスクに合わせるオートフォ
ーカス手段を作動させつつ行い、
　前記マスクにペリクルが装着されていない場合は、前記基準画像として前記マスクのパ
ターンの設計データから生成された第１の参照画像を用い、
　前記マスクにペリクルが装着されている場合は、前記ペリクルによってケラレの生じる
領域と前記検査領域とが重複しない領域の光学画像と比較される基準画像として前記第１
の参照画像を用い、前記ペリクルによってケラレの生じる領域と前記検査領域とが重複す
る領域の光学画像と比較される基準画像として、前記第１の参照画像に前記ケラレによる
ぼやけを模擬した第２の参照画像を用いることを特徴とするマスクパターンの検査方法。
【請求項３】
　前記第２の参照画像は、前記第１の参照画像をフィルタ処理して生成されることを特徴
とする請求項２に記載のマスクパターンの検査方法。
【請求項４】
　前記第１の参照画像は、前記マスクのパターンの設計データからフィルタ処理を経て生
成され、
　前記第２の参照画像は、前記マスクのパターンの設計データから、前記第１の参照画像
を生成したときのフィルタ処理のフィルタ係数とは異なるフィルタ係数を用いて生成され
ることを特徴とする請求項２に記載のマスクパターンの検査方法。
【請求項５】
　前記ペリクルによってケラレの生じる領域と前記検査領域とが重複する領域に、所定精
度よりも高い精度が要求されるパターンがある場合は、検査を行っている際にリアルタイ
ムで警告を発して該パターンの検査を停止することを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載のマスクパターンの検査方法。
【請求項６】
　ステージ上にマスクを載置し、前記マスクのパターンが形成された検査領域に光を照射
して、前記マスクを透過した光および前記マスクで反射した光の少なくも一方を対物レン
ズを通してセンサに結像して得られる光学画像を基準画像と比較し、両画像の差異が所定
の閾値を超えた個所を欠陥と判定するマスクパターンの検査方法であって、
　前記マスクへの光の照射を、前記対物レンズの焦点を前記マスクに合わせるオートフォ
ーカス手段を作動させつつ行い、
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　前記マスクにペリクルが装着されていない場合は、前記所定の閾値として第１の閾値を
用い、
　前記マスクにペリクルが装着されている場合は、前記ペリクルによってケラレの生じる
領域と前記検査領域とが重複しない領域の光学画像と前記基準画像との比較に前記第１の
閾値を用い、前記ペリクルによってケラレの生じる領域と前記検査領域とが重複する領域
については、警告を発して、該重複する領域の光学画像と前記基準画像との比較に前記第
１の閾値を用いるか否かを判断することを特徴とするマスクパターンの検査方法。
【請求項７】
　前記重複する領域の光学画像と前記基準画像との比較に前記第１の閾値を用いないと判
断した場合は、前記第１の閾値に代えて、前記第１の閾値より相対的に感度の緩い第２の
閾値を用いることを特徴とする請求項６に記載のマスクパターンの検査方法。
【請求項８】
　前記重複する領域の光学画像と前記基準画像との比較に前記第１の閾値を用いないと判
断した場合は、前記検査領域を変えてから、前記第１の閾値を用いて、前記重複する領域
の光学画像と前記基準画像とを比較することを特徴とする請求項６に記載のマスクパター
ンの検査方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マスクパターンの検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大規模集積回路（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ；ＬＳＩ）の高集
積化および大容量化に伴い、半導体素子に要求される回路寸法は狭小化の一途を辿ってい
る。例えば、最近の代表的なロジックデバイスでは、数十ｎｍの線幅のパターン形成が要
求される状況となってきている。
【０００３】
　半導体素子の製造工程では、フォトリソグラフィ技術が用いられる。この技術では、ス
テッパまたはスキャナと呼ばれる縮小投影露光装置により、回路パターンが形成された原
画パターン（マスクまたはレチクルを指す。以下では、マスクと総称する。）がウェハ上
に露光転写される。多大な製造コストのかかるＬＳＩにとって、製造工程における歩留ま
りの向上は欠かせない。マスクパターンの欠陥は、半導体素子の歩留まりを低下させる大
きな要因となるので、これを検出する検査工程は重要である。
【０００４】
　半導体素子の歩留まりを低下させる要因には、マスクパターンの欠陥以外のものもあり
、なかでもマスクの表面に付着したゴミはその代表例である。マスク表面のゴミは、半導
体製造工程でマスクパターンとともにウェハに露光転写されて欠陥となるからである。
【０００５】
　そこで、マスクへのゴミの付着を防ぐため、マスクにペリクルを装着することが行われ
ている。ペリクルは、方形のフレームに透明なペリクル膜を取り付けてなるものであり、
マスクのパターン形成部分の周辺に接着等でフレームを固定することでマスクに装着され
る。ペリクルを使用することによって、ゴミはマスクではなくペリクルに付着するように
なる。一方、露光の際の焦点はマスクに形成されたパターンに合うように設定される。し
たがって、この方法によれば、ペリクルに付着したゴミがウェハに露光転写されるのを防
ぐことができる。
【０００６】
　マスクの検査工程では、まず、ペリクルを装着する前のマスクに対して欠陥の有無を検
査する。欠陥があれば修正工程に送って修正した後、ペリクルをマスクに装着する。この
とき、ペリクルにゴミが付着したり、フレームから発塵したりするので、ペリクルを装着
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した後のマスクに対しても検査が行われる。そして、必要であればペリクルを剥がし洗浄
等を行ってから、再度ペリクルを装着して検査を行う。
【０００７】
　マスクの検査は、次のようにして行われる。まず、ＸＹステージ上にマスクを載置して
所望の位置に移動させる。次いで、ＸＹステージをＸ方向に所定の速度で送りながら、マ
スクを対物レンズを介して所定の波長の光で照明し、センサでマスクパターンの光学画像
を取得する。このとき、対物レンズの焦点がマスクのパターン面に合うようオートフォー
カス手段が作動する。取得された光学画像は基準画像と比較され、その結果から、マスク
パターンにおける欠陥の有無が判定される。ここで、ダイ－トゥ－データベース方式によ
る検査方法の場合、マスクの光学画像と比較される基準画像は、描画データ（設計パター
ンデータ）をベースに作成された参照画像である。一方、ダイ－トゥ－ダイ方式による検
査方法の場合、基準画像は、検査の対象となる光学画像とは異なる光学画像になる。
【０００８】
　ところで、ペリクルを装着した状態でマスクを検査しようとすると、フレームの近傍に
おいて、マスクを照明すべき光の一部がフレームによって遮られたり、フレームの内壁を
照明したりする。これにより、照明光量が不足したり、内壁からの散乱光が迷光となった
りする現象（ケラレ）が発生する。すると、センサで明瞭な光学画像を得られず、正確な
検査を行うことができなくなる。
【０００９】
　また、検査工程において、ＸＹステージがマスクの一端のペリクルフレームの外から中
へＸ方向に移動していくと、オートフォーカススポットがペリクルのフレームを跨ぐこと
になる。ここで、オートフォーカススポットがフレームに差し掛かると、オートフォーカ
ス手段は、対物レンズの焦点がフレーム面に合うよう動作し、マスクのパターン面には合
焦しなくなる。その後、ＸＹステージの移動とともに、オートフォーカススポットは、フ
レームから離れて再びマスクのパターン面に戻るが、オートフォーカス手段の動作がＸＹ
ステージの動作に追従できず、マスクのパターン面に合焦しない個所が生じる。対物レン
ズの焦点がマスクのパターン面に合わないと、上記と同様に、明瞭な光学画像が得られず
、正確な検査を行うことができない。
【００１０】
　ペリクル付マスクの検査における問題に対して、特許文献１には、ペリクル膜やフレー
ムの種類毎に、検査点とフレームの内壁がどれほど接近したら検査に支障をきたすかを予
め測定しておき、この情報に基づいて検査可能領域を設定する検査装置が開示されている
。また、特許文献２には、検査装置では検査できないペリクル近傍の領域をペリクルの大
きさや位置、検査装置の検査能力に関する情報から算出し、かかる領域を目視で観察する
ことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平５－１５０４４２号公報
【特許文献２】特開平８－３２０２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　特許文献１や２に見られるように、従来技術では、ケラレの生じる領域を特定して検査
装置の検査対象から除いている。除かれた領域にあるパターンは本来検査が必要であって
も検査されないか、あるいは、目視で検査されることとなるため、マスクの品質保証のレ
ベルが全体に低下したり、検査工程に要する時間が長くなったりするという問題がある。
【００１３】
　本発明は、こうした点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、ケラ
レの生じる領域に対しても検査を行うことができるマスクパターンの検査方法を提供する
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ことにある。
【００１４】
　本発明の他の目的および利点は、以下の記載から明らかとなるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様は、ステージ上にマスクを載置し、マスクのパターンが形成された検査
領域に光を照射して、マスクを透過した光およびマスクで反射した光の少なくも一方を対
物レンズを通してセンサに結像して得られる光学画像を基準画像と比較し、両画像の差異
が所定の閾値を超えた個所を欠陥と判定するマスクパターンの検査方法であって、
　マスクへの光の照射を、対物レンズの焦点をマスクに合わせるオートフォーカス手段を
作動させつつ行い、
　マスクにペリクルが装着されていない場合は、所定の閾値として第１の閾値を用い、
　マスクにペリクルが装着されている場合は、ペリクルによってケラレの生じる領域と検
査領域とが重複しない領域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値を用い、ペリクル
によってケラレの生じる領域と検査領域とが重複する領域の光学画像と基準画像との比較
に第１の閾値より相対的に感度の緩い第２の閾値を用いることを特徴とするものである。
【００１６】
　本発明の別の態様は、ステージ上にマスクを載置し、マスクのパターンが形成された検
査領域に光を照射して、マスクを透過した光およびマスクで反射した光の少なくも一方を
対物レンズを通してセンサに結像して得られる光学画像を基準画像と比較し、両画像の差
異が所定の閾値を超えた個所を欠陥と判定するマスクパターンの検査方法であって、
　マスクへの光の照射を、対物レンズの焦点をマスクに合わせるオートフォーカス手段を
作動させつつ行い、
　マスクにペリクルが装着されていない場合は、基準画像としてマスクのパターンの設計
データから生成された第１の参照画像を用い、
　マスクにペリクルが装着されている場合は、ペリクルによってケラレの生じる領域と検
査領域とが重複しない領域の光学画像と比較される基準画像として第１の参照画像を用い
、ペリクルによってケラレの生じる領域と検査領域とが重複する領域の光学画像と比較さ
れる基準画像として、第１の参照画像にケラレによるぼやけを模擬した第２の参照画像を
用いることを特徴とするものである。
【００１７】
　第２の参照画像は、第１の参照画像をフィルタ処理して生成されることが好ましい。
【００１８】
　第１の参照画像は、マスクのパターンの設計データからフィルタ処理を経て生成され、
　第２の参照画像は、マスクのパターンの設計データから、第１の参照画像を生成したと
きのフィルタ処理のフィルタ係数とは異なるフィルタ係数を用いて生成されることが好ま
しい。
【００１９】
　ケラレの生じる領域は、オートフォーカス手段がマスクのパターン面に正常に合焦動作
しない領域とすることが好ましい。
【００２０】
　ケラレの生じる領域は、対物レンズの開口数とペリクルを構成するフレームの高さを用
いて特定されることが好ましい。
【００２１】
　ペリクルによってケラレの生じる領域と検査領域とが重複する領域に、所定精度よりも
高い精度が要求されるパターンがある場合は、検査を行っている際にリアルタイムで警告
を発してこのパターンの検査を停止することが好ましい。
【００２２】
　本発明の他の態様は、ステージ上にマスクを載置し、マスクのパターンが形成された検
査領域に光を照射して、マスクを透過した光およびマスクで反射した光の少なくも一方を
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対物レンズを通してセンサに結像して得られる光学画像を基準画像と比較し、両画像の差
異が所定の閾値を超えた個所を欠陥と判定するマスクパターンの検査方法であって、
　マスクへの光の照射を、対物レンズの焦点をマスクに合わせるオートフォーカス手段を
作動させつつ行い、
　マスクにペリクルが装着されていない場合は、所定の閾値として第１の閾値を用い、
　マスクにペリクルが装着されている場合は、ペリクルによってケラレの生じる領域と検
査領域とが重複しない領域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値を用い、ペリクル
によってケラレの生じる領域と検査領域とが重複する領域については、警告を発して、該
重複する領域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値を用いるか否かを判断すること
を特徴とするものである。
【００２３】
　重複する領域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値を用いないと判断した場合は
、第１の閾値に代えて、第１の閾値より相対的に感度の緩い第２の閾値を用いることが好
ましい。
【００２４】
　重複する領域の光学画像と基準画像との比較に第１の閾値を用いないと判断した場合は
、検査領域を変えてから、第１の閾値を用いて、重複する領域の光学画像と基準画像とを
比較することが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のマスクパターンの検査方法によれば、ケラレの生じる領域に対しても検査を行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施の形態１における検査装置の概略構成図である。
【図２】光学画像の取得手順を説明する図である。
【図３】ペリクルのフレームが照明光を遮る様子の説明図である。
【図４】ケラレが生じる領域を説明する図である。
【図５】実施の形態１による検査方法の一例を示すフローチャートである。
【図６】実施の形態１による検査方法の別の例を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態２による検査方法の一例を示すフローチャートである。
【図８】実施の形態２による検査方法の別の例を示すフローチャートである。
【図９】ペリクルが装着された状態のマスクの断面模式図である。
【図１０】ペリクルが装着されたマスクの模式的な上面図である。
【図１１】実施の形態１による検査方法の他の例を示すフローチャートである。
【図１２】実施の形態２による検査方法の他の例を示すフローチャートである。
【図１３】実施の形態３による検査方法の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
実施の形態１．
　図１は、本実施の形態のマスクパターンの検査方法で使用される検査装置の概略構成図
である。尚、図１では、本実施の形態で必要な構成部を記載しているが、検査に必要な他
の公知の構成部が含まれていてもよい。
【００２８】
　本発明の検査方法は、ダイ－トゥ－データベース（Ｄｉｅ　ｔｏ　Ｄａｔａｂａｓｅ）
比較方式、ダイ－トゥ－ダイ（Ｄｉｅ　ｔｏ　Ｄｉｅ）比較方式、セル（Ｃｅｌｌ）比較
方式、および、１つの画像内で注目する画素とその周辺の画素とを比較する方式のいずれ
であってもよく、また、等倍テンプレートの検査のように、検査装置の光源波長では解像
できないパターンの検査にも適用できる。以下では、ダイ－トゥ－データベース比較方式
を例にとり説明する。この方式では、検査対象となるパターンの設計データから作成され
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た参照画像が基準画像、すなわち、欠陥検出を目的として上記パターンの光学画像と比較
される画像となる。
【００２９】
　図１に示すように、検査装置１００は、光学画像取得部となる構成部Ａと、構成部Ａで
取得された光学画像を用いて検査に必要な処理などを行う構成部Ｂとを有する。
【００３０】
　構成部Ａは、光源１０３と、水平方向（Ｘ方向、Ｙ方向）および回転方向（θ方向）に
移動可能なＸＹθステージ１０２と、透過照明系を構成する照明光学系１７０と、オート
フォーカス手段によって自動的に焦点調整がなされるように構成された拡大光学系１０４
と、フォトアレイセンサ１０５と、センサ回路１０６と、レーザ測長システム１２２と、
オートローダ１３０とを有する。
【００３１】
　構成部Ａでは、検査対象となるマスク１０１の光学画像、すなわち、測定データが取得
される。測定データは、マスク１０１の設計パターンデータに含まれる図形データに基づ
く図形が描画されたマスクの画像である。例えば、測定データは、８ビットの符号なしデ
ータであって、各画素の明るさの階調を表現するものである。
【００３２】
　マスク１０１は、オートローダ１３０により、ＸＹθステージ１０２上に載置される。
【００３３】
　尚、検査装置１００は、ペリクルが装着されたマスクおよびペリクルが装着されていな
いマスクのいずれをも検査することが可能であるが、本実施の形態では、前者、すなわち
、マスク１０１にペリクルが装着されている状態を想定して説明する。図９は、ペリクル
が装着された状態のマスク１０１の断面模式図である。ペリクルは、方形のフレームと、
フレームに取り付けられたペリクル膜とを有する。マスク１０１へのペリクルの装着は、
マスク１０１のパターン形成部分の周辺に接着剤等でフレームを固定することによって行
われる。検査工程では、マスク１０１のパターン形成部分が検査領域となる。
【００３４】
　オートローダ１３０は、オートローダ制御回路１１３によって駆動される。また、オー
トローダ制回路１１３は、制御計算機１１０によって制御される。マスク１０１がＸＹθ
ステージ１０２の上に載置されると、マスク１０１に形成されたパターンに対し、ＸＹθ
ステージ１０２の上方に配置された光源１０３から光が照射される。より詳しくは、光源
１０３から照射される光束が、照明光学系１７０を介してマスク１０１に照射される。
【００３５】
　マスク１０１の下方には、拡大光学系１０４、フォトアレイセンサ１０５およびセンサ
回路１０６が配置されている。マスク１０１を透過した光は、拡大光学系１０４を介して
、フォトアレイセンサ１０５に光学像として結像する。
【００３６】
　拡大光学系１０４の焦点は、オートフォーカス手段によって、マスク１０１のパターン
面に合わせられる。オートフォーカス手段としては公知のものを用いることができる。具
体的には、マスク１０１の高さ位置を検出し、この位置が拡大光学系を構成する対物レン
ズの焦点位置に保たれるようにサーボをかける。マスク１０１の高さ方向の駆動には、例
えば、微少駆動できるピエゾ素子が用いられる。
【００３７】
　マスク１０１の高さ検出には、マスク１０１に焦点位置合わせ用の光を照射し、その反
射光の光軸変動を検出する方法が用いられる。例えば、マスク１０１に対して斜めから光
を照射し、反射光の光軸変動を２分割センサ等の位置センサで検出してマスク１０１の高
さを求める。そして、サーボ回路によって、このマスク高さ信号が一定となるようマスク
１０１を上下に微動する。
【００３８】
　尚、検査装置１００では、透過照明系に代えて反射照明系としてもよい。例えば、マス
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ク１０１の下方から光を照射し、マスク１０１で反射した光を拡大光学系を介してフォト
アレイセンサに導く構成とすることができる。また、透過照明系と反射照明系の両方を備
えた構成としてもよく、この構成によれば、マスク１０１を透過した光とマスク１０１で
反射した光による各光学画像を同時に取得することが可能である。
【００３９】
　ペリクルを装着した状態でマスク１０１を検査しようとすると、フレームの近傍におい
て、マスク１０１を照明すべき光の一部がフレームによって遮られたり、フレームの内壁
を照明したりする。これにより、照明光量が不足したり、内壁からの散乱光が迷光となっ
たりする現象（ケラレ）が発生し、明瞭な光学画像を得られなくなる。すなわち、取得さ
れる光学画像は明るさが不足したものとなる。
【００４０】
　また、ＸＹθステージ１０２がマスクの一端のペリクルフレームの外から中へＸ方向に
移動していくと、オートフォーカススポットがペリクルのフレームを跨ぐことになる。そ
して、オートフォーカススポットがフレームに差し掛かると、オートフォーカス手段は、
拡大光学系１０４の焦点がフレーム面に合うよう動作するので、マスク１０１のパターン
面には合焦しなくなる。その後、ＸＹθステージ１０２の移動とともに、オートフォーカ
ススポットは、フレームから離れて再びマスク１０１のパターン面に戻るが、オートフォ
ーカス手段の動作がＸＹθステージ１０２の動作に追従できず、マスク１０１のパターン
面に合焦しない個所が生じる。拡大光学系１０４の焦点がマスク１０１のパターン面に合
わないと、光学画像は明瞭でなくぼやけたものとなって、正確な検査を行うことができな
い。
【００４１】
　図１０は、ペリクルが装着されたマスク１０１の模式的な上面図である。尚、説明のた
めに、ペリクル膜は省略されている。この図の検査領域のうちでフレーム近傍部分は、ケ
ラレの影響と、オートフォーカス手段がフレームの表面に合焦するよう動作する影響や、
オートフォーカス手段がＸＹθステージ１０２に追従できないことによる影響によって、
明瞭な光学画像が得られない部分である。それ以外の部分、すなわち、フレームの近傍以
外の検査領域は、ケラレの影響を受けず、明瞭な光学画像が得られる部分である。
【００４２】
　フォトアレイセンサ１０５上に結像したマスク１０１のパターン像は、フォトアレイセ
ンサ１０５によって光電変換され、さらにセンサ回路１０６によってＡ／Ｄ（アナログデ
ジタル）変換される。フォトアレイセンサ１０５には、複数の受光素子（図示せず）が配
置されている。このセンサの例としては、ＴＤＩ（Ｔｉｍｅ　Ｄｅｌａｙ　Ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｉｏｎ）センサなどが挙げられる。この場合、ＸＹθステージ１０２が連続的に移動
しながら、ＴＤＩセンサによってマスク１０１のパターンが撮像される。ここで、光源１
０３、拡大光学系１０４、フォトアレイセンサ１０５およびセンサ回路１０６により高倍
率の検査光学系が構成される。
【００４３】
　構成部Ｂでは、検査装置１００全体の制御を司る制御部としての制御計算機１１０が、
データ伝送路となるバス１２０を介して、位置回路１０７、比較回路１０８、参照回路１
１２、展開回路１１１、展開回路１４０、オートローダ制御回路１１３、ステージ制御回
路１１４、保存部の一例となる磁気ディスク装置１０９、ネットワークインターフェイス
１１５およびフレキシブルディスク装置１１６、液晶ディスプレイ１１７、パターンモニ
タ１１８並びにプリンタ１１９に接続されている。ＸＹθステージ１０２は、ステージ制
御回路１１４によって制御されたＸ軸モータ、Ｙ軸モータおよびθ軸モータによって駆動
される。これらの駆動機構には、例えば、エアスライダと、リニアモータやステップモー
タなどとを組み合わせて用いることができる。
【００４４】
　図１で「～回路」と記載したものが、プログラムにより構成される場合、プログラムは
、磁気ディスク装置１０９に記録されることができる。例えば、オートローダ制御回路１
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１３、ステージ制御回路１１４、展開回路１１１、展開回路１４０、参照回路１１２、比
較回路１０８および位置回路１０７の各回路は、電気的回路で構成されてもよく、制御計
算機１１０によって処理することのできるソフトウェアとして実現されてもよい。また、
電気的回路とソフトウェアの組み合わせによって実現されてもよい。
【００４５】
　制御計算機１１０は、ステージ制御回路１１４を制御して、ＸＹθステージ１０２を駆
動する。ＸＹθステージ１０２の移動位置は、レーザ測長システム１２２により測定され
て位置回路１０７に送られる。
【００４６】
　また、制御計算機１１０は、オートローダ制御回路１１３を制御して、オートローダ１
３０を駆動する。オートローダ１３０は、マスク１０１を自動的に搬送し、検査終了後に
は自動的にマスク１０１を搬出する。
【００４７】
　マスク１０１の光学画像は、次のようにして取得される。
【００４８】
　図２は、マスク１０１に形成されたパターンの欠陥を検出するための光学画像の取得手
順を説明する図である。この図において、マスク１０１は、図１のＸＹθステージ１０２
に載置されているものとする。
【００４９】
　マスク１０１上の検査領域は、図２に示すように、短冊状の複数の検査領域、すなわち
、ストライプ２０１，２０２，２０３，２０４，・・・に仮想的に分割されている。各ス
トライプは、例えば、幅が数百μｍであって、長さがマスク１０１のＸ方向またはＹ方向
の全長に対応する１００ｍｍ程度の領域とすることができる。
【００５０】
　光学画像は、ストライプ毎に取得される。すなわち、図２で光学画像を取得する際には
、各ストライプ２０１，２０２，２０３，２０４，・・・が連続的に走査されるように、
ＸＹθステージ１０２の動作が制御される。例えば、ＸＹθステージ１０２が図２の－Ｘ
方向に移動しながら、マスク１０１の光学画像が取得される。そして、図１のフォトアレ
イセンサ１０５に、図２に示されるような走査幅Ｗの画像が連続的に入力される。
【００５１】
　上記例を詳しく説明すると、まず、第１のストライプ２０１における画像を取得する。
次いで、第２のストライプ２０２における画像を取得する。このとき、ＸＹθステージ１
０２が－Ｙ方向にステップ移動した後、第１のストライプ２０１における画像の取得時の
方向（－Ｘ方向）とは逆方向（Ｘ方向）に移動しながら光学画像を取得して、走査幅Ｗの
画像がフォトアレイセンサ１０５に連続的に入力される。第３のストライプ２０３におけ
る画像を取得する場合には、ＸＹθステージ１０２が－Ｙ方向にステップ移動した後、第
２のストライプ２０２における画像を取得する方向（Ｘ方向）とは逆方向、すなわち、第
１のストライプ２０１における画像を取得した方向（－Ｘ方向）に、ＸＹθステージ１０
２が移動する。尚、図２の矢印は、光学画像が取得される方向と順序を示しており、斜線
部分は、光学画像の取得が済んだ領域を表している。
【００５２】
　図１のフォトアレイセンサ１０５上に結像したパターンの像は、フォトアレイセンサ１
０５によって光電変換され、さらにセンサ回路１０６によってＡ／Ｄ（アナログデジタル
）変換される。その後、光学画像は、センサ回路１０６から比較回路１０８へ送られる。
【００５３】
　尚、Ａ／Ｄ変換されたセンサデータは、画素毎にオフセット・ゲイン調整可能なデジタ
ルアンプ（図示せず）に入力される。デジタルアンプの各画素用のゲインは、キャリブレ
ーション工程で決定される。例えば、透過光用のキャリブレーション工程においては、セ
ンサが撮像する面積に対して十分に広いマスク１０１の遮光領域を撮影中に、黒レベルを
決定する。次いで、センサが撮像する面積に対して十分に広いマスク１０１の透過光領域
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を撮影中に、白レベルを決定する。このとき、検査中の光量変動を見越して、例えば、白
レベルと黒レベルの振幅が８ビット階調データの約４％から約９４％に相当する１０～２
４０に分布するよう、画素毎にオフセットとゲインを調整する。
【００５４】
　ダイ－トゥ－データベース比較方式による検査の場合、欠陥判定の基準となるのは、設
計パターンデータから生成する参照画像である。次に、図１を参照しながら、参照画像の
生成方法を説明する。
【００５５】
　検査装置１００では、マスク１０１のパターン形成時に用いたパターンデータ（設計パ
ターンデータ）が磁気ディスク装置１０９に記憶される。
【００５６】
　展開回路１１１は、磁気ディスク装置１０９から制御計算機１１０を通してパターンデ
ータを読み出す。次いで、読み出したパターンデータを２値ないしは多値のイメージデー
タ（設計画像データ）に変換する。具体的には、展開回路１１１は、描画データを図形毎
のデータにまで展開し、その図形データの図形形状を示す図形コード、図形寸法などを解
釈する。そして、所定の量子化寸法のグリッドを単位とするマス目内に配置されるパター
ンとして、パターンデータを２値ないしは多値のイメージデータに展開する。さらに、セ
ンサ画素に相当する領域（マス目）毎に設計パターンにおける図形が占める占有率が演算
され、各画素内の図形占有率が画素値となる。
【００５７】
　展開回路１１１で変換されたイメージデータは、参照回路１１２に送られる。
【００５８】
　参照回路１１２は、図形のイメージデータであるパターンデータに適切なフィルタ処理
を施す。その理由は、次の通りである。
【００５９】
　マスク１０１に形成されたパターンは、その製造工程でコーナーの丸まりや線幅の仕上
がり寸法などが加減されており、設計パターンと厳密には一致しない。また、図１のセン
サ回路１０６から得られた光学画像は、拡大光学系１０４の解像特性やフォトアレイセン
サ１０５の各受光素子で生じるアパーチャ効果などによってぼやけた状態、言い換えれば
、空間的なローパスフィルタが作用した状態にある。そこで、検査に先だって検査対象と
なるマスクを観察し、その製造プロセスや検査装置の光学系による変化を模擬したフィル
タ係数を学習して、パターンデータに２次元のデジタルフィルタをかける。このようにし
て、参照画像に対して光学画像に似せる処理を行う。
【００６０】
　フィルタ係数の学習は、製造工程で決められた基準となるマスクのパターンを用いて行
ってもよく、また、検査対象となるマスク（本実施の形態ではマスク１０１）のパターン
の一部を用いて行ってもよい。後者であれば、学習に用いられた領域のパターン線幅やコ
ーナーの丸まりの仕上がり具合を踏まえたフィルタ係数が取得され、マスク全体の欠陥判
定基準に反映されることになる。
【００６１】
　尚、検査対象となるマスクを使用してフィルタ係数の学習をする場合、製造ロットのば
らつきや、検査装置のコンディション変動といった影響を排除したフィルタ係数の学習が
できるという利点がある。しかし、マスク面内で寸法変動があると、学習に用いた個所に
対しては最適なフィルタ係数になるが、他の領域に対しては必ずしも最適な係数とはなら
ないため、疑似欠陥を生じる原因になり得る。そこで、面内での寸法変動の影響を受け難
いマスクの中央付近で学習することが好ましい。あるいは、マスク面内の複数の個所で学
習を行い、得られた複数のフィルタ係数の平均値を用いてもよい。
【００６２】
　フィルタ処理が施された参照画像は比較回路１０８へ送られ、マスク１０１の光学画像
における欠陥検査の基準として用いられる。尚、比較回路１０８へは、位置回路１０７か
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ら出力されたＸＹθステージ１０２上でのマスク１０１の位置を示すデータも送られる。
【００６３】
　上記したように、パターンデータに含まれる図形は、長方形や三角形を基本図形とした
ものである。磁気ディスク装置１０９には、例えば、図形の基準位置における座標（ｘ、
ｙ）、辺の長さ、長方形や三角形等の図形種を区別する識別子となる図形コードといった
情報であって、各パターン図形の形、大きさ、位置等を定義した図形データが格納される
。また、クラスタ（またはセル）を用いて階層化されたデータは、ストライプに配置され
るが、ストライプは、適当なサイズに分割されてサブストライプとなる。そして、光学画
像から切り出されたサブストライプと、光学画像に対応する参照画像から切り出されたサ
ブストライプとが、比較回路１０８内の比較ユニットに投入される。
【００６４】
　比較回路１０８に投入されたサブストライプは、さらに検査フレームと称される矩形の
小領域に分割される。そして、比較ユニットにおいてフレーム単位で比較されて欠陥が検
出される。比較回路１０８には、複数の検査フレームが同時に並列して処理されるよう、
数十個の比較ユニットが装備されている。各比較ユニットは、１つの検査フレームの処理
が終わり次第、未処理のフレーム画像を取り込む。これにより、多数の検査フレームが順
次処理されていく。
【００６５】
　比較ユニットでの処理は、具体的には次のようにして行われる。まず、光学画像と、参
照画像とを位置合わせする。このとき、パターンのエッジ位置や、輝度のピークの位置が
揃うように、センサ画素単位で平行シフトさせる他、近隣の画素の輝度値を比例配分する
などして、センサ画素未満の合わせ込みも行う。位置合わせを終えた後は、センサフレー
ム画像と参照フレーム画像との画素毎のレベル差を評価したり、パターンエッジ方向の画
素の微分値同士を比較したりするなどして、適切な比較アルゴリズムにしたがって欠陥を
検出していく。尚、図１の構成であれば、透過画像同士での比較となるが、反射光学系を
用いた構成であれば、反射画像同士での比較、あるいは、透過と反射を組み合わせた比較
判定アルゴリズムが用いられる。比較の結果、両者の差異が欠陥判定閾値を超えた場合に
は、その個所が欠陥と判定される。
【００６６】
　本実施の形態では、マスク１０１に装着されたペリクルによってケラレが生じる領域を
特定し、この特定した領域と検査領域とが重複する領域と重複しない領域とで欠陥判定閾
値を変えて検査を行う。この点について、以下で詳細に説明する。
【００６７】
　上述した通り、拡大光学系１０４（具体的には対物レンズ）の焦点は、オートフォーカ
ス手段によって、マスク１０１のパターン面に合わせられる。例えば、マスク１０１に対
して斜めから光を照明し、反射光の光軸変動を２分割センサ等の位置センサで検出してマ
スク１０１の高さを求める。そして、サーボ回路によって、このマスク高さ信号が一定と
なるようマスク１０１を上下に微動する。この場合、位置センサとしての２分割センサは
、２つのダイオードからなり、光は両者に跨って入射する。一方の出力をα、他方の出力
をβとすると、光軸の移動によってαとβの割合が変わるため、
 

の値を求めることで、光の位置を検知することができる。ここで、マスク１０１の傾きや
撓みの影響を受けないようにするために、光はセンサの視野内で照明される必要がある。
【００６８】
　ところで、ペリクルを装着した状態でマスクを検査しようとすると、図３に示すように
、フレームの近傍において、マスクを照明すべき光の一部がフレームによって遮られたり
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、フレームの内壁を照明したりする。これにより、照明光量が不足したり、内壁からの散
乱光が迷光となったりする現象（ケラレ）が発生する。すると、センサで明瞭な光学画像
を得られず、正確な検査を行うことができなくなる。
【００６９】
　また、オートフォーカス手段をペリクルが装着されたマスク１０１に対して作動させた
状態でＸＹθステージ１０２がマスクの一端のペリクルフレームの外から中へＸ方向に移
動していくと、オートフォーカススポットがペリクルのフレームを跨ぐことになる。そし
て、オートフォーカススポットがフレームに差し掛かると、オートフォーカス手段は、拡
大光学系１０４（具体的には対物レンズ）の焦点がフレーム面に合うよう動作するので、
マスク１０１のパターン面には合焦しなくなる。その後、ＸＹθステージ１０２の移動と
ともに、オートフォーカススポットは、フレームから離れて再びマスク１０１のパターン
面に戻るが、オートフォーカス手段の動作がＸＹθステージ１０２の動作に追従できず、
マスク１０１のパターン面に合焦しない個所が生じる。
【００７０】
　図３の例では、領域Ｒにおいて、ケラレが発生して、センサで明瞭な光学画像が得られ
なくなる。また、オートフォーカス手段がフレームの表面に合焦するよう動作したり、オ
ートフォーカス手段がＸＹθステージ１０２に追従できなくなったりするのも、領域Ｒで
ある。つまり、領域Ｒでは、マスク１０１のパターン面が拡大光学系１０４の焦点位置か
ら大きくずれる結果となる。このように、ケラレが生じる領域は、オートフォーカス手段
がマスク１０１のパターン面に正常に合焦動作しないところ、詳しくは、ペリクルフレー
ム横断直後のフォーカスサーボ信号が通常とは極端に異なる値を示すところと考えること
ができる。フォーカス機構に斜め入射光と反射光を用いる、図３の例であれば、上述の追
従遅れによる観測をするまでもなく、オートフォーカス手段自身による信号処理で、領域
Ｒをケラレが生じる領域と認識できる。
【００７１】
　オートフォーカス手段は、上記例に限られず、例えば、パターン投影方式によるもので
あってもよい。この方法では、まず、照明光学系によってマスクに照明光が垂直に入射し
、焦点位置検出用のパターンがマスクに投影される。このとき、パターンは、対物レンズ
の合焦面に結像されるよう投影される。また、２つのセンサが、焦点位置検出用パターン
の結像面を挟み、光軸に沿って前後にずれた位置に合焦面が来るように配置される。すな
わち、これらのセンサは、対物レンズの合焦面に対し、前側にマスク面がずれたとき（前
ピン）、または、後側にマスク面がずれたとき（後ピン）に、焦点位置検出用のパターン
のコントラスト値が最大となるような位置に配置される。そして、２つのセンサのそれぞ
れで検出されたパターンのコントラスト値の大小関係によって、マスクの合焦位置からの
ずれ量とずれの方向が検出されるようになっている。マスクは、検出された結果に基づい
て、対物レンズの合焦面に位置するようサーボ回路によって高さ調整される。
【００７２】
　パターン投影方式によるオートフォーカス手段の場合にも、ペリクルのフレーム近傍で
は照明光が遮られるため、上記と同様に、照明光量が不足したり、フレームの内壁からの
散乱光が迷光となったりして、センサで明瞭な光学画像が得られなくなるという問題が生
じる。また、オートフォーカス手段がフレームの表面に合焦するよう動作したり、オート
フォーカス手段がＸＹθステージに追従できなくなったりして、明瞭な光学画像が得られ
なくなるのも同様である。したがって、この場合のケラレが生じる領域も、上述したよう
に、フォーカスサーボ系による制御信号が異常値を示すことによって特定できる。
【００７３】
　また、本実施の形態では、ケラレが生じる領域を次のようにして求めることもできる。
【００７４】
　対物レンズの開口数ＮＡは、照明光の周縁光線が光軸となす角度をθとすると、式（２
）に示すように、θの正弦で表される。
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【００７５】
　図４において、フレームの高さをＨとすると、マスク１０１に形成されたパターンとフ
レームとの距離がＤ以下になると、対物レンズに入射する光の一部にケラレが生じる。そ
の結果、照明光量が不足したり、内壁からの散乱光が迷光となったりして、センサで明瞭
な光学画像が得られず、正確な検査を行うことができなくなる。したがって、この場合は
、フレームから距離Ｄまでの範囲が、ケラレが生じる領域である。尚、距離Ｄは、式（３
）で与えられる。
 

 
【００７６】
　上記のようにして、ケラレが生じる領域を求めた後は、かかる領域が検査領域と重なる
か否かを判定する。両者が重ならない場合には、検査領域全体について、閾値Ｓ１（第１
の閾値）を用いて欠陥判定を行う。すなわち、検査領域で取得した全ての光学画像につい
て、各光学画像に対応する参照画像との比較を行い、それぞれの差異を求める。差異が閾
値Ｓ１を超えた場合、その個所は欠陥と判定される。
【００７７】
　一方、ケラレが生じる領域と検査領域とが重なる場合、重なった領域における欠陥判定
閾値Ｓ２（第２の閾値）は、閾値Ｓ１よりも相対的に感度が緩く設定される。これは、次
の理由による。
【００７８】
　ケラレが生じる領域では、フォトアレイセンサ１０５で明るい光学画像を得ることが難
しく、また、オートフォーカス手段がマスク１０１のパターン面に正常に合焦動作しない
ため、取得される光学画像はぼやけたものとなる。したがって、厳しい欠陥判定閾値を適
用すると、欠陥と判定される個所が続出するおそれがあり実用的でない。
【００７９】
　ところで、マスク１０１には、通常、用途に応じた様々な種類のパターンが混在して形
成されている。これらのパターンは、必ずしもその全てが高い精度で形成される必要はな
い。例えば、半導体集積回路に使用されるメインパターンの類は、デバイスの品質に影響
するため高い精度で形成される必要がある。一方、周辺回路の電源パターンや描画精度を
調整するためのダミーパターン、基板情報や半導体製造工程で必要とされる情報を反映す
るパターンは、メインパターンほどの精度は必要とされない。こうした情報パターンとし
ては、例えば、作業者がマスクを目視で判別するためのＩＤパターン、半導体製造工程で
使用される各装置がマスクを判別するためのバーコードパターン、社名のロゴパターン、
ステッパによる露光時にマスクの方向を確認するための矢印パターン、および、エッチン
グの終了時点を確認するためのエンドマークパターンなどが挙げられる。
【００８０】
　高い精度での形成が必要とされるメインパターンについては、パターン形成時における
精度とともに、検査工程での検出精度も重要となる。すなわち、極めて小さな欠陥であっ
ても検出される必要がある。これに対し、高い精度での形成がそれほど必要とされないパ
ターンについては、ある程度までの大きさの欠陥であれば検出しないこととしても問題は
ない。
【００８１】
　一般に、高い精度での形成が必要とされるメインパターンは、マスク１０１の中央付近
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に配置される。これに対して、高い精度での形成が必要とされないパターンは、マスク１
０１の周辺部分に配置される。ここで、ケラレが生じる領域は、マスク１０１のパターン
形成部分の周辺にペリクルのフレームが固定されることからして、マスク１０１のパター
ン形成部分の周辺である。したがって、ケラレが生じる領域に重複する検査領域の欠陥判
定閾値を緩く設定しても、この領域におけるパターンは、高い精度での形成が要求されな
いことから、実用上問題がないことが多い。
【００８２】
　以上より、閾値Ｓ２を閾値Ｓ１より緩く設定しても検査に問題はなく、また、このよう
にすることで、フォトアレイセンサ１０５で得られる光学画像が明瞭度の劣るものであっ
ても、これを用いての検査が可能となる。つまり、本実施の形態によれば、従来技術で検
査装置の検査対象から除かれていたケラレの生じる領域を検査することができる。
【００８３】
　ケラレが生じる領域に関する情報、例えば、（１）フォーカスサーボ系による制御信号
が異常値を示す位置や、（２）理論上、照明光の周縁光線がケラレる領域の算出根拠とな
る、対物レンズの開口数ＮＡやペリクルのフレームの高さＨなどは、図１の磁気ディスク
装置１０９に記憶される。展開回路１４０は、磁気ディスク装置１０９から制御計算機１
１０を通して、上記の情報から、ケラレが生じる領域、検査領域、両者が重なる領域とい
った領域データを読み出す。そして、各領域データの感度指定情報を取得する。例えば、
ケラレが生じる領域と検査領域とが重なる領域であれば、感度指定情報はレベル１、両者
が重ならない領域であれば、感度指定情報はレベル２というように定義される。
【００８４】
　尚、検査領域は、さらに細かい領域データにされて、それぞれに対応する感度指定情報
が定義されてもよい。例えば、検査領域に設けられた回路パターンを詳しく見ると、重要
度が異なる数種のパターンからなっている。例えば、ＬＳＩとして動作する際のクロック
信号線として使用されるパターンは、線幅誤差やエッジラフネスが小さいことが要求され
る重要度の高いパターンであり、高い感度で検査される必要がある。一方、ダミーやシー
ルドのパターンについては、多少の寸法変動や欠陥の存在は問われないため、重要度の低
いパターンと言え、低い感度の検査でよい。さらに、電源に使用されるパターンの重要度
は、クロックのパターンと、ダミーやシールドのパターンの中間程度であり、検査感度も
これらの間となる。そこで、例えば、クロック信号線として使用されるパターンの領域デ
ータであれば、感度指定情報はレベル２－３、電源として使用されるパターンの領域デー
タであれば感度指定情報はレベル２－２、シールドとして使用されるパターンの領域デー
タであれば感度指定情報はレベル２－１というように定義する。そして、各領域データに
応じた閾値を展開回路１４０で設定する。このようにすることで、疑似欠陥の発生を抑制
して検査時間の短縮を図ることができる。
【００８５】
　また、ケラレが生じる領域と検査領域とが重なる領域に、重要度が高く、高い精度での
形成が必要とされるパターンがあることも考えられる。こうした場合には、両者が重なる
領域を重要度に応じた複数の領域データにし、領域データ毎に感度指定情報を定義するこ
とが好ましい。例えば、重要度が低く、閾値Ｓ２による検査で問題のないパターンの領域
データについては、感度指定情報をレベル１－１とする。一方、重要度が高く、閾値Ｓ２
では実質的な検査が困難となるパターンの領域データについては、感度指定情報をレベル
１－２とする。
【００８６】
　パターンの重要度情報は、その位置情報とともに、例えば、磁気ディスク装置１０９に
記憶される。この場合、磁気ディスク装置１０９には、さらに、パターンの重要度情報と
感度指定情報の相関関係を示す換算表が記憶されていることが好ましい。展開回路１４０
は、磁気ディスク装置１０９に記憶させた換算表を用いて、領域データの感度指定情報を
取得する。
【００８７】
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　次に、展開回路１４０は、領域データを領域画像データに展開する。領域画像データは
、画素に相当するマス目内に多値の値が設定されたものであり、各画素の値は、設計パタ
ーンにおける図形が占める占有率となる。
【００８８】
　次いで、展開回路１４０は、パターン展開された領域画像データを合成する。例えば、
参照画像と光学画像の比較単位の大きさで合成してもよく、マスク１枚分で合成してもよ
い。
【００８９】
　ここで、領域データが示す領域は、該当するパターン寸法にマージンが付加された寸法
となっているので、中には領域同士が重複してしまう場合があり得る。つまり、展開回路
１４０には、領域が重複する複数の領域データが入力される場合があり得る。こうした場
合には、次のようにして、合成後の領域画像データを作成することが好ましい。
【００９０】
　ケラレが生じる領域と検査領域が重なる領域の領域データと、これらの領域が重ならな
い領域の領域データとが重複する場合、展開回路１４０は、領域が重複する複数の領域デ
ータを合成した領域を示す領域画像データを作成する。そして、合成後の領域画像データ
が示す重複する領域に、欠陥判定閾値としてＳ２が適用されるようにする。ここで、欠陥
判定閾値としてＳ１を適用すると、不明瞭な光学画像に対して厳しい閾値で判定すること
になるので、疑似欠陥が続出して実質的な検査ができなくなるおそれがある。Ｓ２を閾値
とすることで、かかる事態を防ぐことができる。尚、上述した合成後の領域画像データが
示す重複する領域に、欠陥判定閾値としてＳ２を適用して検査する際には、検査装置１０
０から警告が発せられるようにしてもよい。
【００９１】
　また、設計者が設定したパターンの重要度に基づく領域データと、パターン形状を解析
する外部ソフトウェアによる領域データとが重複する場合、展開回路１４０は、設計者の
意図を反映して領域画像データを作成する。
【００９２】
　以上のようにして作成された領域画像データは、比較回路１０８に出力される。
【００９３】
　比較回路１０８は、展開回路１４０で作成された領域画像データを取り込み、領域画像
データによって定まる欠陥判定閾値Ｓ１またはＳ２を用い、領域画像データの画素毎に所
定のアルゴリズムにしたがって、光学画像と参照画像を比較する。そして、誤差が閾値を
超えた場合、その個所は欠陥と判断される。欠陥と判断されると、その座標と、欠陥判定
の根拠となった光学画像および参照画像とが、検査結果として磁気ディスク装置１０９に
格納される。
【００９４】
　ケラレが生じる領域と検査領域とが重なる領域に、高い精度での形成が必要とされるパ
ターンがあることを想定し、例えば、感度指定情報として上述したようなレベル１－１や
レベル１－２が定義されている場合は、検査装置１００から以下のようにして警告が発せ
られるようにしておくことが好ましい。
【００９５】
　例えば、比較回路１０８は、制御計算機１１０を通じて、磁気ディスク装置１０９に記
憶されたパターンの重要度情報を読み出す。また、比較回路１０８は、位置回路１０７か
ら出力されたＸＹθステージ１０２上でのマスク１０１の位置を示すデータを基に、検査
位置を把握する。そして、検査位置と、パターンの重要度情報のうちの位置情報とを突き
合わせ、レベル１－２で定義される領域であれば警告が発せられるようにする。警告は、
例えば、比較回路１０８から制御計算機を通じて、液晶ディスプレイ１１７に表示される
ようにすることができる。
【００９６】
　警告が発せられた領域については、一旦検査を停止し、その後、閾値を変えて再度検査
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を行ったり、目視による検査を併せて行ったりなどする。これにより、高い精度での形成
が必要とされるパターンに対する検査精度を高めることができる。尚、従来技術で行って
いた目視検査の領域がケラレを生じる領域の全体であったことを考えれば、この場合の目
視検査の領域がそれより狭いことは明白と考えられる。
【００９７】
　磁気ディスク装置１０９に格納された検査結果は、オペレータによってレビューされる
。レビューは、検出された欠陥が実用上問題となるものであるかどうかを判断する動作で
ある。オペレータは、例えば、欠陥判定の根拠となった参照画像と、欠陥が含まれる光学
画像とを見比べて、修正の必要な欠陥であるか否かを判断する。レビュー工程を経て判別
された欠陥情報も、磁気ディスク装置１０９に保存される。レビュー工程で１つでも修正
すべき欠陥が確認されると、マスク１０１は、欠陥情報リストとともに、検査装置１００
の外部装置である修正装置（図示せず）へ送られる。修正方法は、欠陥のタイプが凸系の
欠陥か凹系の欠陥かによって異なるので、欠陥情報リストには、凹凸の区別を含む欠陥の
種別と欠陥の座標が添付される。
【００９８】
　以上述べたように、比較回路１０８は、比較対象領域の欠陥判定閾値を領域画像データ
に応じて変更しながら欠陥判定する。つまり、ケラレの生じる領域であっても、緩い欠陥
判定閾値を用いることで、比較回路１０８での欠陥判定が可能になる。したがって、本実
施の形態によれば、ペリクルの装着されたマスクの全体を検査することが可能であり、ま
た、目視検査が必要であってもその領域を最小限にすることができるので、マスクの品質
保証のレベルの向上とともに、検査工程に要する時間の短縮を図ることが可能である。
【００９９】
　また、本実施の形態の検査装置１００は、２つの展開回路（１４０，１１１）を有する
。展開回路１１１は、マスク１０１のパターン形成時に用いたパターンデータを２値ない
しは多値のイメージデータ（設計画像データ）に変換する。一方、展開回路１４０は、ケ
ラレが生じる領域、検査領域、両者が重なる領域といった領域データを領域画像データに
変換し、欠陥判定閾値を決定する。このようにすることで、検査装置１００は、２つの変
換処理を並列しておこなうことができる。
【０１００】
　但し、本実施の形態は上記に限られるものではなく、展開回路１４０における処理を制
御計算機１１０で行ってもよい。この場合、決定された欠陥判定閾値は、磁気ディスク装
置１０９に格納される。検査の際には、制御計算機１１０が磁気ディスク装置１０９から
欠陥判定閾値を読み出す。そして、比較回路１０８は、この値を参照して光学画像と参照
画像を比較する。
【０１０１】
　図５は、本実施の形態によるマスクパターンの検査方法の一例を示すフローチャートで
ある。
【０１０２】
　まず、Ｓ１０１において、マスクロードが行われる。これは、例えば、次のような手順
で実行される。検査装置１００の液晶ディスプレイ１１７に示される操作画面上でオペレ
ータによりロードボタンが選択される。それにより、制御計算機１１０から指令信号が発
せられ、この指令信号に基づいてステージ制御回路１１４がＸＹθステージ１０２をロー
ドポジション（Ｘ，Ｙ）へ移動させる。
【０１０３】
　次に、Ｓ１０２において、マスク１０１全体の画像を撮像する。撮像した画像から、マ
スク１０１にペリクルが装着されているか否かを判定し（Ｓ１０３）、ペリクルが装着さ
れていない場合には検査を開始する。この場合の欠陥判定閾値は、例えばＳ１（第１の閾
値）とすることができる。
【０１０４】
　Ｓ１０３において、ペリクルが装着されていると判定された場合には、ケラレが生じる
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領域を特定した後、さらに検査領域と重複する領域を特定して、かかる領域の欠陥判定閾
値を緩和する。例えば、ケラレが生じない検査領域における欠陥判定閾値としてＳ１を用
いた場合には、上記重複領域における閾値としてＳ２を用いる。この手順は、具体的には
、Ｓ１０４～Ｓ１０８を通じて行われる。
【０１０５】
　まず、Ｓ１０４において、ＸＹθステージ１０２上でのマスク１０１の正確な位置合わ
せが行われる。続いて、上記で説明したキャリブレーションが行われた後（Ｓ１０５）、
ケラレが生じる領域Ａが特定される（Ｓ１０６）。領域Ａは、オートフォーカス手段にお
けるサーボ系の制御信号が異常値を示すところとしてもよく、また、照明光の周縁光線が
光軸となす角度θおよびフレームの高さＨから式（３）を用いて求めてもよい。尚、式（
２）に示すように、角度θの正弦は対物レンズの開口数ＮＡであるので、対物レンズの開
口数ＮＡとフレームの高さＨを用いて領域Ａを求めることもできる。
【０１０６】
　次に、Ｓ１０７において、領域Ａと検査領域Ｂとの重複の有無が判定される。これらの
領域に重複がなければ、欠陥判定閾値の緩和をすることなく検査を開始する。上記例であ
れば、閾値Ｓ１（第１の閾値）を用いる。
【０１０７】
　Ｓ１０７において、領域Ａと検査領域Ｂに重複があると判定された場合には、重複する
領域の欠陥判定閾値を緩和する（Ｓ１０８）。上記例であれば、閾値をＳ１からＳ２（第
２の閾値）に緩和して検査を行う。
【０１０８】
　Ｓ１０９の検査工程は既に述べた通りである。すなわち、マスク１０１の光学画像が取
得され、マスク１０１のパターンデータから生成された参照画像との比較が行われる。そ
して、例えば、これらの画像の差異が閾値Ｓ１または閾値Ｓ２を超えたとき、その個所は
欠陥と判定される。
【０１０９】
　図６は、本実施の形態によるマスクパターンの検査方法の別の例を示すフローチャート
である。
【０１１０】
　図６において、Ｓ２０１～Ｓ２０７は、図５のＳ１０１～Ｓ１０７と同じであるので説
明を省略する。
【０１１１】
　Ｓ２０７において、ケラレが生じる領域Ａと検査領域Ｂに重複があると判定された場合
には、Ｓ２０８に進み、この重複する領域に重要度が高いパターンがあるか否かを判定す
る。例えば、図１の磁気ディスク装置１０９に記憶されたパターンの重要度情報を参照す
る。重要度の高いパターンがなければ、Ｓ２０９で得られた緩和された閾値を用い、Ｓ２
１０に進んで検査を行う。
【０１１２】
　一方、重要度の高いパターンがある場合は、警告を発して検査を停止する。警告が発せ
られた領域については、例えば、検査装置１００による検査を終えた後に目視による検査
を行う。
【０１１３】
　Ｓ２１０の検査工程は既に述べた方法にしたがって行われる。すなわち、マスク１０１
の光学画像が取得され、マスク１０１のパターンデータから生成された参照画像との比較
が行われる。そして、例えば、これらの画像の差異が閾値Ｓ１または閾値Ｓ２を超えたと
き、その個所は欠陥と判定される。
【０１１４】
　図１１は、本実施の形態によるマスクパターンの検査方法の他の例を示すフローチャー
トである。
【０１１５】
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　図１１において、Ｓ５０１～Ｓ５０７は、図５のＳ１０１～Ｓ１０７と同じであるので
説明を省略する。
【０１１６】
　Ｓ５０７において、領域Ａと検査領域Ｂとの重複の有無が判定された結果、これらの領
域に重複がなければ、欠陥判定閾値は緩和されることなく検査が開始される。この場合、
例えば、閾値Ｓ１（第１の閾値）が用いられる。
【０１１７】
　一方、Ｓ５０７において、領域Ａと検査領域Ｂに重複があると判定されると、重複する
領域の欠陥判定閾値が緩和される（Ｓ５０８）。例えば、閾値はＳ１からＳ２（第２の閾
値）に緩和される。
【０１１８】
　図１１の例では、Ｓ５０８で閾値が緩和されると、検査装置１００が警告を発する（Ｓ
５０９）。次いで、第２の閾値Ｓ２を用いて検査を強行するか否かが判断される（Ｓ５１
０）。この判断は、例えば、図１の磁気ディスク装置１０９に記憶されたパターンの重要
度情報を読み出して、制御計算機１１０内の処理で行われる。例えば、重複領域に重要度
の高いパターンがなければ検査を強行し、重要度の高いパターンがあれば検査を強行しな
いと判断される。
【０１１９】
　検査を強行しない場合は、Ｓ５０８に戻って第２の閾値が再設定される。そして、パタ
ーンの重要度に応じた閾値になるまでＳ５０８～Ｓ５１０の工程が繰り返される。尚、閾
値の再設定に代えて、検査領域Ｂが変更されるようにしてもよい。この場合は、Ｓ５１０
で検査を強行しないと判断した後、Ｓ５０７に戻る。検査領域Ｂが変更された結果、Ｓ５
０７で領域Ａと検査領域Ｂに重複がないと判定されれば、そのままＳ５１１に進んで検査
が行われる。
【０１２０】
　Ｓ５１１の検査工程は、上記で述べた通りである。すなわち、マスク１０１の光学画像
が取得され、マスク１０１のパターンデータから生成された参照画像との比較が行われる
。そして、例えば、これらの画像の差異が閾値Ｓ１または閾値Ｓ２を超えたとき、その個
所は欠陥と判定される。
【０１２１】
　図１１の例によっても、ペリクルの装着されたマスクの全体を検査することが可能であ
る。したがって、従来法でケラレの生じる領域が検査装置の検査対象から除かれたことに
よるマスクの品質保証のレベル低下を抑制することができる。
【０１２２】
　尚、上記例では、ダイ－トゥ－データベース比較方式を例に挙げて説明したが、ダイ－
トゥ－ダイ比較方式の場合も同様である。すなわち、ダイの一方にケラレが生じている場
合、ケラレの生じる領域に適用する欠陥判定しきい値を第１の閾値に代えて、第１の閾値
より相対的に感度の緩い第２の閾値とすることにより、ケラレの生じる領域であっても検
査をおこなうことができるようになる。
【０１２３】
実施の形態２．
　本実施の形態では、ダイ－トゥ－データベース方式による検査方法を対象とする。この
方式において、マスクの光学画像と比較される基準画像は、描画データ（設計パターンデ
ータ）をベースに作成された参照画像である。
【０１２４】
　実施の形態１では、マスクに装着されたペリクルによってケラレが生じる領域を特定し
、この特定した領域と検査領域とが重複する領域と重複しない領域とで欠陥判定閾値を変
えて検査を行った。これに対して、本実施の形態では、ダイ－トゥ－データベース検査方
式での参照画像を加工することによって、上記重複領域における検査を可能とする。
【０１２５】
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　本実施の形態の検査方法は、実施の形態１で説明した図１の検査装置１００を用いて実
施できる。また、検査工程も、実施の形態１の図５と略同じであるが、Ｓ１０８における
閾値の緩和に代えて参照画像の加工を行う点で異なる。すなわち、
（１）マスク１０１にペリクルが装着されていない場合、
（２）ペリクルが装着されているが、ケラレが生じる領域と検査領域が重複しない場合、
（３）ペリクルが装着されており、ケラレが生じる領域と検査領域とが重複する場合
とにおいて、（１）および（２）で用いる参照画像と、（３）で用いる参照画像とを変え
る。
【０１２６】
　実施の形態１で述べたように、マスク１０１のパターン形成時に用いたパターンデータ
（設計パターンデータ）が図１の磁気ディスク装置１０９に記憶され、展開回路１１１は
このパターンデータを読み出してイメージデータ（設計画像データ）に変換する。イメー
ジデータは参照回路１１２に送られた後、参照回路１１２でフィルタ処理が施されて、参
照画像が生成する。上記の（１）および（２）の場合は、この参照画像を用いて、比較回
路１０８で光学画像の欠陥検出を行う。
【０１２７】
　一方、（３）の場合、検査領域にケラレが生じるため、フォトアレイセンサ１０５で明
瞭な光学画像を得ることが難しくなる。ここで、（１）や（２）で用いる参照画像は、イ
メージデータに対し光学画像に似せるための処理（フィルタ処理）が行われて生成される
が、この際の光学画像は、明るくぼやけのない明瞭な画像である。したがって、明瞭な画
像を想定して生成された参照画像と、明瞭でない光学画像とを比較して欠陥判定を行おう
とすると、疑似欠陥が続出するおそれがあるため実用的でない。
【０１２８】
　そこで、本実施の形態では、ケラレの生じる領域で得られる光学画像に参照画像を似せ
る処理を行う。すなわち、（１）や（２）で用いた参照画像に対し、ケラレにより光学画
像が暗くなることや、オートフォーカス手段がフレームの表面に合焦したり、ＸＹθステ
ージ１０２に追従できなかったりして、光学画像がぼやけることを加味する加工を行う。
例えば、（１）や（２）で用いた参照画像（以下、第１の参照画像と称す。）に対応する
フィルタ処理後のイメージデータに対して、さらに、ケラレによるぼやけを模擬したフィ
ルタ係数を用いたフィルタ処理を行う。ケラレが生じると、黒レベルはキャリブレーショ
ン工程で決定されたレベルより上がり、白レベルはキャリブレーション工程で決定された
レベルより下がるので、これを基に、（３）の場合に適した参照画像（以下、第２の参照
画像と称す。）を生成することが可能である。あるいは、展開回路１１１から参照回路１
１２に送られたイメージデータに対し、第１の参照画像を生成するときとは異なるフィル
タ係数、具体的には、製造プロセスや検査装置の光学系による変化に加えて、ケラレによ
るぼやけを模擬したフィルタ係数を学習し、次いで、パターンデータに２次元のデジタル
フィルタをかけることにより、第２の参照画像を生成してもよい。尚、いずれの方法であ
っても、第２の参照画像の生成は、図１の参照回路１１２で行うことができる。
【０１２９】
　図７は、本実施の形態による検査方法の一例を示すフローチャートである。
【０１３０】
　図７において、Ｓ３０１～Ｓ３０７は、図５のＳ１０１～Ｓ１０７と同じであるので説
明を省略する。
【０１３１】
　図７のＳ３０７では、ケラレが生じる領域Ａと検査領域Ｂとの重複の有無が判定される
。これらの領域に重複がなければ、上記の（１）または（２）に該当すると言えるので、
Ｓ３０９に進み、第１の参照画像を用いて検査を行う。
【０１３２】
　一方、Ｓ３０７において、領域Ａと検査領域Ｂに重複があると判定された場合には、第
１の参照画像を加工して第２の参照画像を生成する（Ｓ３０８）。第２の参照画像は、第
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１の参照画像にケラレにより光学画像がぼやけることが加味されたものである。
【０１３３】
　第２の参照画像を生成したのちは、Ｓ３０９に進んで検査を行う。Ｓ３０９の検査工程
は、実施の形態１で述べた通りである。すなわち、マスク１０１の光学画像が取得され、
マスク１０１のパターンデータから生成された参照画像との比較が行われる。このとき、
ケラレが生じる領域Ａと重複しない検査領域Ｂでは、第１の参照画像が用いられ、ケラレ
が生じる領域Ａと重複しない検査領域Ｂでは、第２の参照画像が用いられる。比較の結果
、光学画像と参照画像との差異が所定の閾値を超えたとき、その個所は欠陥と判定される
。
【０１３４】
　図８は、本実施の形態による検査方法の別の例を示すフローチャートである。
【０１３５】
　図８において、Ｓ４０１～Ｓ４０７は、図５のＳ１０１～Ｓ１０７と同じであるので説
明を省略する。
【０１３６】
　Ｓ４０７において、ケラレが生じる領域Ａと検査領域Ｂに重複がないと判定された場合
は、Ｓ４１０に進み、第１の参照画像を用いて検査を行う、
【０１３７】
　一方、領域Ａと検査領域Ｂに重複があると判定された場合には、Ｓ４０８に進み、この
重複する領域に重要度が高いパターンがあるか否かを判定する。例えば、図１の磁気ディ
スク装置１０９に記憶されたパターンの重要度情報を参照する。重要度の高いパターンが
なければ、Ｓ４０９で参照画像の加工を行い、ケラレにより光学画像がぼやけることが加
味された第２の参照画像を生成する。その後、Ｓ４１０に進み、第２の参照画像を用いて
検査を行う。
【０１３８】
　一方、重要度の高いパターンがある場合は、警告を発して検査を停止する。警告が発せ
られた領域については、例えば、検査装置１００による検査を終えた後に目視による検査
を行う。
【０１３９】
　Ｓ４１０の検査工程は、図７のＳ３０９と同様である。
【０１４０】
　以上のようにして得られた検査結果は、例えば、図１の磁気ディスク装置１０９に格納
された後、オペレータによってレビューされる。レビューは、検出された欠陥が実用上問
題となるものであるかどうかを判断する動作である。オペレータは、例えば、欠陥判定の
根拠となった第１の参照画像または第２の参照画像と、欠陥が含まれる光学画像とを見比
べて、修正の必要な欠陥であるか否かを判断する。
【０１４１】
　レビュー工程を経て判別された欠陥情報も、磁気ディスク装置１０９に保存されること
ができる。レビュー工程で１つでも修正すべき欠陥が確認されると、マスク１０１は、欠
陥情報リストとともに、検査装置１００の外部装置である修正装置へ送られる。修正方法
は、欠陥のタイプが凸系の欠陥か凹系の欠陥かによって異なるので、欠陥情報リストには
、凹凸の区別を含む欠陥の種別と欠陥の座標が添付される。
【０１４２】
　検査装置１００における検査結果は、共通サーバ（図示せず）に保存される。尚、検査
装置１００内の保存部（例えば、図３の磁気ディスク装置１０９）に保存されてもよい。
【０１４３】
　オペレータは、レビュー装置（図示せず）を用いて、共通サーバから検査結果を読み出
し、検出された欠陥が修正の必要なものであるか否かを判断する。そして、レビュー工程
を経て判別された欠陥情報は、レビュー結果として共通サーバに保存される。
【０１４４】
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　レビュー装置で１つでも修正すべき欠陥が確認されると、マスク１０１は修正装置（図
示せず）に送られる。修正装置は、共通サーバからレビュー結果を読み出し、それにした
がって必要な修正を行う。修正方法は、欠陥のタイプが凸系の欠陥か凹系の欠陥かによっ
て異なるので、レビュー結果には、凹凸の区別を含む欠陥の種別と欠陥の座標が含まれる
。
【０１４５】
　図１２は、本実施の形態による検査方法の他の例を示すフローチャートである。
【０１４６】
　図１２において、Ｓ６０１～Ｓ６０７は、図５のＳ１０１～Ｓ１０７と同じであるので
説明を省略する。
【０１４７】
　Ｓ６０７において、ケラレが生じる領域Ａと検査領域Ｂに重複がないと判定された場合
は、Ｓ６１１に進んで検査が行われる。検査で用いられる参照画像（第１の参照画像）は
、マスクのパターンデータが変換されたイメージデータに対し光学画像に似せるための処
理（フィルタ処理）が施されて生成した画像である。ここで、手本となる光学画像は、明
るくぼやけのない明瞭な画像である。
【０１４８】
　一方、Ｓ６０７において、領域Ａと検査領域Ｂに重複があると判定された場合には、Ｓ
６０８に進む。Ｓ６０８では、第１の参照画像が加工されて第２の参照画像が生成される
。第２の参照画像は、第１の参照画像にケラレにより光学画像がぼやけることが加味され
たものである。
【０１４９】
　図１２の例では、Ｓ６０８で第２の参照画像が生成されると、検査装置１００が警告を
発する（Ｓ６０９）。次いで、第２参照画像を用いて検査を強行するか否かが判断される
（Ｓ６１０）。この判断は、例えば、図１の磁気ディスク装置１０９に記憶されたパター
ンの重要度情報を読み出して、制御計算機１１０内の処理で行われる。例えば、重複領域
に重要度の高いパターンがなければ検査を強行し、重要度の高いパターンがあれば検査を
強行しないと判断される。
【０１５０】
　検査を強行しない場合には、Ｓ６０８に戻って第１の参照画像が再加工される。そして
、パターンの重要度に応じた第２の参照画像となるまでＳ６０８～Ｓ６１０の工程が繰り
返される。尚、参照画像の再加工に代えて、検査領域Ｂを変更してもよい。この場合は、
Ｓ６１０で検査を強行しないと判断した後、Ｓ６０７に戻る。検査領域Ｂを変更した結果
、Ｓ６０７で領域Ａと検査領域Ｂに重複がないと判定されれば、そのままＳ６１１に進ん
で検査を行う。
【０１５１】
　Ｓ６１１の検査工程は、実施の形態１で述べた通りである。すなわち、マスク１０１の
光学画像が取得され、マスク１０１のパターンデータから生成された参照画像との比較が
行われる。このとき、ケラレが生じる領域Ａと重複しない検査領域Ｂでは、第１の参照画
像が用いられ、ケラレが生じる領域Ａと重複しない検査領域Ｂでは、第２の参照画像が用
いられる。比較の結果、光学画像と参照画像との差異が所定の閾値を超えたとき、その個
所は欠陥と判定される。
【０１５２】
　図１２の例によっても、ペリクルの装着されたマスクの全体を検査することが可能であ
る。したがって、従来法でケラレの生じる領域が検査装置の検査対象から除かれたことに
よるマスクの品質保証のレベル低下を抑制することができる。
【０１５３】
実施の形態３．
　実施の形態１では、ケラレが生じる領域と検査領域とが重複する領域の取り扱いについ
て述べた。すなわち、かかる重複領域に対しては、感度の緩い閾値Ｓ２が適用されるが、
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重複領域に高い精度での形成が必要とされるパターンがある場合、検査装置から警告が発
せられるようにするとした。ここで、警告は、検査を行っている際にリアルタイムで発せ
られる。例えば、図１において、比較回路１０８は、制御計算機１１０を通じて、磁気デ
ィスク装置１０９に記憶されたパターンの重要度情報を読み出す。また、比較回路１０８
は、位置回路１０７から出力されたＸＹθステージ１０２上でのマスク１０１の位置を示
すデータを基に、検査位置を把握する。そして、検査位置と、パターンの重要度情報のう
ちの位置情報とを突き合わせ、重要度の高いパターンのある領域であれば、警告を発して
検査を停止する。
【０１５４】
　これに対して、本実施の形態では、ケラレが生じる領域と検査領域とが重なる領域に対
し、ケラレの影響を受けない検査領域と同じ閾値（第１の閾値）を適用するか否かを、検
査を行う前に警告を発して判断する。以下、本実施の形態の検査方法について詳述する。
【０１５５】
　図１３は、本実施の形態によるマスクパターンの検査方法の一例を示すフローチャート
である。尚、この検査方法は、実施の形態１で説明した図１の検査装置１００を用いて実
施可能である。したがって、以下では、図１を参照しながら説明する。
【０１５６】
　まず、検査の前に、第１の閾値が決定される（Ｓ７０１）。その後、検査工程がスター
トする。検査工程では、まず、Ｓ７０２において、マスクロードが行われる。これは、例
えば、次のような手順で実行される。検査装置１００の液晶ディスプレイ１１７に示され
る操作画面上でオペレータによりロードボタンが選択される。それにより、制御計算機１
１０から指令信号が発せられ、この指令信号に基づいてステージ制御回路１１４がＸＹθ
ステージ１０２をロードポジション（Ｘ，Ｙ）へ移動させる。
【０１５７】
　次に、Ｓ７０３において、マスク１０１全体の画像を撮像する。撮像した画像から、マ
スク１０１にペリクルが装着されているか否かを判定し（Ｓ７０４）、ペリクルが装着さ
れていない場合には、Ｓ７１０に進んで検査を開始する。この場合の欠陥判定閾値は、第
１の閾値となる。
【０１５８】
　Ｓ７０４において、ペリクルが装着されていると判定された場合には、Ｓ７０５におい
て、ＸＹθステージ１０２上でのマスク１０１の正確な位置合わせが行われる。続いて、
実施の形態１で説明したキャリブレーションが行われた後（Ｓ７０６）、ケラレが生じる
領域Ａが特定される（Ｓ７０７）。
【０１５９】
　領域Ａは、オートフォーカス手段におけるサーボ系の制御信号が異常値を示すところと
してもよく、また、照明光の周縁光線が光軸となす角度θおよびフレームの高さＨから式
（４）を用いて求めてもよい。尚、フレームから距離Ｄまでの範囲をケラレが生じる領域
Ａとする。
 

 
【０１６０】
　さらに、式（５）に示すように、角度θの正弦は対物レンズの開口数ＮＡであるので、
対物レンズの開口数ＮＡとフレームの高さＨを用いて領域Ａを求めることもできる。
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【０１６１】
　次に、Ｓ７０８において、領域Ａと検査領域Ｂとの重複領域に第１の閾値を適用するか
否かが判断される。
【０１６２】
　Ｓ７０８において、重複領域に第１の閾値を用いて検査を強行すると決定された場合は
、Ｓ７１０に進んで検査が行われる。検査工程は、実施の形態１で述べた通りである。す
なわち、マスク１０１の光学画像が取得され、マスク１０１のパターンデータから生成さ
れた参照画像との比較が行われる。そして、例えば、これらの画像の差異が第１の閾値を
超えたとき、その個所は欠陥と判定される。尚、第１の閾値を適用することで疑似欠陥が
多発する可能性があるが、そうした場合は、改めて警告が発せられるようにしてもよい。
【０１６３】
　一方、Ｓ７０８において、検査を強行しないとの決定がされた場合は、Ｓ７０９におい
て、閾値を緩和して第２の閾値を設定する。その後、Ｓ７１０に進んで検査が行われる。
【０１６４】
　Ｓ７０８で検査を強行するか否かの判断は、例えば、図１の磁気ディスク装置１０９に
記憶されたパターンの重要度情報を参照して下すことができる。この場合、重複領域に重
要度の高いパターンがなければ、第１の閾値を用いての検査は強行せず、Ｓ７０９に進ん
で閾値を緩和する。
【０１６５】
　本実施の形態によっても、ペリクルの装着されたマスクの全体を検査することが可能で
ある。したがって、従来法でケラレの生じる領域が検査装置の検査対象から除かれたこと
によるマスクの品質保証のレベル低下を抑制することができる。また、検査を行う前に、
第１の閾値で検査を強行するか否かについて判断するので、第１の閾値で検査することに
よる疑似欠陥の多発を未然に防ぐことが可能である。
【０１６６】
　本実施の形態では、閾値の緩和に代えて、検査領域Ｂを変更することもできる。例えば
、検査を強行しないと判断した後、検査領域Ｂを変更して、領域Ａとの重複部分に重要度
の高いパターンがないようにする。その後、第１の閾値を用いて検査領域Ｂを検査する。
【０１６７】
　実施の形態１～３では、ペリクルが装着されたマスクの検査について述べた。ここで、
一般的なマスクの検査は、ペリクルの装着前後で行われる。例えば、まず、ペリクルを装
着する前のマスクに対して欠陥の有無を検査する（検査Ｉ）。欠陥があれば修正工程に送
って修正した後、ペリクルをマスクに装着する。このとき、ペリクルにゴミが付着したり
、フレームから発塵したりするので、ペリクルを装着した後のマスクに対しても検査が行
われる（検査ＩＩ）。そして、必要であればペリクルを剥がし洗浄等を行ってから、再度
ペリクルを装着して検査を行う（検査ＩＩＩ）。こうした場合、検査ＩＩおよび検査ＩＩ
Ｉに上記実施の形態１～３が適用できる。
【０１６８】
　尚、本発明は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲内で種々変形して実施することができる。
【０１６９】
　また、上記実施の形態では、装置構成や制御手法等、本発明の説明に直接必要としない
部分についての記載を省略したが、必要とされる装置構成や制御手法を適宜選択して用い
ることができることは言うまでもない。その他、本発明の要素を具備し、当業者が適宜設
計変更し得る全ての検査装置または検査方法は、本発明の範囲に包含される。
【０１７０】
　さらに、本明細書において、「～回路」または「～部」と記載したものは、コンピュー
タで動作可能なプログラムにより構成することができるが、ソフトウェアとなるプログラ
ムだけではなく、ハードウェアとソフトウェアとの組合せやファームウェアとの組合せに
よって実施されるものであってもよい。プログラムにより構成される場合、プログラムは
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、磁気ディスク装置などの記録装置に記録され得る。
【符号の説明】
【０１７１】
　　１００　検査装置
　　１０１　マスク
　　１０２　ＸＹθステージ
　　１０３　光源
　　１０４　拡大光学系
　　１０５　フォトアレイセンサ
　　１０６　センサ回路
　　１０７　位置回路
　　１０８　比較回路
　　１０９　磁気ディスク装置
　　１１０　制御計算機
　　１１１，１４０　展開回路
　　１１２　参照回路
　　１１３　オートローダ制御回路
　　１１４　ステージ制御回路
　　１１５　ネットワークインターフェイス
　　１１６　フレキシブルディスク装置
　　１１７　液晶ディスプレイ
　　１１８　パターンモニタ
　　１１９　プリンタ
　　１２０　バス
　　１２２　レーザ測長システム
　　１３０　オートローダ
　　１７０　照明光学系
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