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(57)【要約】
【課題】独立的に調節可能な走査ピッチを有する走査ウ
ェーハ検査システムを提供する。
【解決手段】ウェーハ検査システム１００の走査ピッチ
は照射エリアに対して独立的に調節される。走査ピッチ
は、ウェーハ１０２全体にわたって所望の欠陥検出感度
が達成されるよう、調節される。また、走査ピッチはウ
ェーハ１０２の検査の間において調節される。１つの動
作例において、検査を受けるウェーハの走査ピッチは照
射エリアとウェーハ１０２の幾何学的中心との間の距離
の関数として連続的に調節される。さらに他の実施例に
おいて、走査ピッチは、ウェーハ１０２の損傷限界内で
欠陥検出感度が最大化されるよう、調節される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射エリア上におけるウェーハの表面にある量の放射を供給するよう動作可能な照明源
と、
　走査ピッチにより特徴付けられる走査移動において前記ウェーハを移動させるためのウ
ェーハ位置決めシステムであって、
　　前記照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節するよう動作可能な移動制御器
　を含むウェーハ位置決めシステムと、
を含み、
　前記照射エリアは、前記ウェーハの幾何学的中心と前記ウェーハの表面上の前記照射エ
リアの位置との間の距離によらずに一定であり、かつ、前記走査ピッチは、検査トラック
の隣接部分間の距離であって、前記ウェーハの幾何学的中心と前記ウェーハの表面上の前
記照射エリアの位置との間の距離に少なくとも部分的に基づいて調節される、ウェーハ検
査システム。
【請求項２】
　前記走査ピッチは前記ウェーハの一部分上で第１走査ピッチから第２走査ピッチへと連
続的に調節される、請求項１に記載のウェーハ検査システム。
【請求項３】
　前記走査移動は、同時に前記ウェーハの幾何学的中心の周りを前記ウェーハを回転させ
ることと前記ウェーハの前記幾何学的中心を平行移動させることとを含み、前記ウェーハ
の回転速度に対する前記ウェーハの平行移動速度は前記走査ピッチを決定する、請求項１
に記載のウェーハ検査システム。
【請求項４】
　前記走査ピッチは、所望の欠陥検出感度に少なくとも部分的に基づいて調節される、請
求項１に記載のウェーハ検査システム。
【請求項５】
　前記走査ピッチは、前記所望の欠陥検出感度が前記ウェーハ全体に対する最大検査速度
で前記ウェーハ全体にわたり維持されるよう調節される、請求項４に記載のウェーハ検査
システム。
【請求項６】
　前記走査ピッチは前記ウェーハの損傷限界内における最大欠陥検出感度に調節される、
請求項４に記載のウェーハ検査システム。
【請求項７】
　照射エリアにおいてウェーハの表面を照射することと、
　前記照射エリアに対して走査ウェーハ検査システムの走査ピッチを独立的に調節するこ
とと、
を含み、
　前記照射エリアは、前記ウェーハの幾何学的中心と前記ウェーハの表面上の前記照射エ
リアの位置との間の距離によらずに一定であり、かつ、前記走査ピッチは、検査トラック
の隣接部分間の距離であって、前記ウェーハの幾何学的中心と前記ウェーハの表面上の前
記照射エリアの位置との間の距離に少なくとも部分的に基づいて調節される、ウェーハ検
査の方法。
【請求項８】
　前記走査ウェーハ検査システムの前記走査ピッチの前記調節は前記ウェーハを走査する
間に前記走査ピッチを調節することを含む、請求項７に記載のウェーハ検査の方法。
【請求項９】
　前記走査ウェーハ検査システムは、同時にウェーハの幾何学的中心の周りを前記ウェー
ハを回転させるよう且つ前記ウェーハの前記幾何学的中心を平行移動させるよう動作可能
であり、前記走査ピッチの前記調節は前記ウェーハの回転速度に対する前記ウェーハの平
行移動速度を変化させることを含む、請求項７に記載のウェーハ検査の方法。
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【請求項１０】
　前記走査ピッチの前記調節は、所望の欠陥検出感度を維持することに少なくとも部分的
に基づく、請求項７に記載のウェーハ検査の方法。
【請求項１１】
　前記走査ピッチの前記調節は、前記ウェーハ全体に対する最大検査速度で前記ウェーハ
全体にわたり所望の欠陥検出感度を維持することに少なくとも部分的に基づく、請求項１
０に記載のウェーハ検査の方法。
【請求項１２】
　前記走査ピッチの前記調節は、前記ウェーハの損傷限界内で欠陥検出感度を最大化する
ことに少なくとも部分的に基づく、請求項１０に記載のウェーハ検査の方法。
【請求項１３】
　走査ウェーハ検査システムであって、
　照射エリア上におけるウェーハの表面にある量の放射を供給するよう動作可能な照明源
と、
　前記照射エリアに対して前記走査ウェーハ検査システムの走査ピッチを独立的に調節す
ることをコンピュータに実行させるコードを含む、非一時的なコンピュータ可読媒体と、
を含み、
　前記照射エリアは、前記ウェーハの幾何学的中心と前記ウェーハの表面上の前記照射エ
リアの位置との間の距離によらずに一定であり、かつ、前記走査ピッチは、検査トラック
の隣接部分間の距離であって、前記ウェーハの幾何学的中心と前記ウェーハの表面上の前
記照射エリアの位置との間の距離に少なくとも部分的に基づいて調節される、走査ウェー
ハ検査システム。
【請求項１４】
　前記走査ウェーハ検査システムの前記走査ピッチは、前記ウェーハが走査される間、調
節される、請求項１３に記載の走査ウェーハ検査システム。
【請求項１５】
　前記走査ウェーハ検査システムは、同時に前記ウェーハの幾何学的中心の周りを前記ウ
ェーハを回転させるよう且つ前記ウェーハの前記幾何学的中心を平行移動させるよう動作
可能であり、前記走査ピッチは前記ウェーハの回転速度に対する前記ウェーハの平行移動
速度を変化させることにより調節される、請求項１３に記載の走査ウェーハ検査システム
。
【請求項１６】
　前記走査ピッチは、所望の欠陥検出感度を維持することに少なくとも部分的に基づいて
調節される、請求項１３に記載の走査ウェーハ検査システム。
【請求項１７】
　前記走査ピッチは、前記ウェーハ全体に対する最大検査速度で前記ウェーハ全体にわた
り前記所望の欠陥検出感度を維持することに少なくとも部分的に基づいて調節される、請
求項１３に記載の走査ウェーハ検査システム。
【請求項１８】
　前記走査ピッチは前記ウェーハの損傷限界内で欠陥検出感度を最大化することに少なく
とも部分的に基づいて調節される、請求項１３に記載の走査ウェーハ検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本特許出願は、２０１１年３月１０日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ
　Ｐｉｔｃｈ　Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｉｎ　ＳＳＩＳ　ｆｏｒ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔ
ｙ　ａｎｄ　Ｔ－ｐｕｔ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ」を発明の名称とする米国仮特許出
願第６１／４５１，５９２号の優先権を米国特許法第１１９条の下で主張し、その主題を
本願に引用して援用する。
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【０００２】
　本明細書で説明される実施形態はウェーハ検査のためのシステムに関し、さらに詳細に
は、ウェーハ検査におけるスキャニングモダリティに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ロジックデバイスおよびメモリデバイス等の半導体デバイスは、通常、基板またはウェ
ーハに適用される一連の処理ステップにより製造される。半導体デバイスの様々な特徴お
よび複数の構造レベルはこれらの処理ステップにより形成される。例えば、とりわけリソ
グラフィは、半導体ウェーハ上にパターンを生成することを含む１つの半導体製造プロセ
スである。半導体製造プロセスの追加的な例は、化学機械研磨、エッチング、蒸着、イオ
ン注入を含むが、これらに限定されない。複数の半導体デバイスは、単一の半導体ウェー
ハ上に製造され、次いで個々の半導体デバイスに分割され得る。
【０００４】
　検査プロセスは、半導体製造プロセスの間の様々なステップにおいてウェーハ上の欠陥
を検出してより高い歩留まりを促進するために用いられる。設計ルールおよび処理ウィン
ドウが寸法において縮小し続けるため、検査システムは高い処理能力を保持しつつウェー
ハ表面上でより広範囲の物理的欠陥を捕捉することが要求される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２６０３７６号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／０２２４１８０号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００４／００７６３２２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　１つの係る検査システムは、検査の間において固定比率でウェーハを平行移動および回
転させるスピンウェーハ検査システムである。その固定比率は、検査を受けるウェーハ全
体にわたって所望の欠陥検出感度が提供されるよう、選択される。スピンウェーハ検査シ
ステムに対する改善が、所望の欠陥検出感度を維持することおよび処理能力を向上させる
ことの両方のために、望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　独立的に調節可能な走査ピッチを有する走査ウェーハ検査システムと、関連する動作方
法とが提供される。走査ピッチはウェーハの表面上の照射エリアに対して独立的に調節さ
れ得る。いくつかの実施例において、照射エリアは一定に保持されつつ走査ピッチが調整
される。いくつかの実施形態において、欠陥検出感度は、追加的な光学的調節を実施する
ことなくウェーハの回転速度に対してウェーハの平行移動速度を調節することにより、調
節される。
【０００８】
　いくつかの実施例において、走査ピッチは、ウェーハ全体にわたり所望の欠陥検出感度
が達成されるよう、調節される。走査ピッチを調節することにより、欠陥検出感度は、複
雑な光学的作動で実施するのではなく、移動制御器内のパラメータ調節により制御され得
る。
【０００９】
　他の実施例において、走査ピッチは、欠陥検出感度および処理能力が最適化されるよう
、ウェーハ検査の間において調節される。ウェーハ走査の間において走査ピッチを調節す
ることにより、欠陥検出感度は、ウェーハ上の全位置にわたってウェーハ表面のノイズシ
グニチャに合致し得、その結果、処理能力が改善されることとなる。
【００１０】
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　さらに他の実施例において、走査ピッチは、検査を受けるウェーハの損傷限界内で欠陥
検出感度が最大化されるよう、調節される。走査ピッチを調節することにより、比較的大
きいビーム寸法を利用しつつ欠陥検出感度が増強され得る。ビーム寸法が大きいほどウェ
ーハ表面上のパワー密度が小さくなり、その結果、熱的損傷または光化学的損傷の危険が
小さくなる。
【００１１】
　以上は概要であり、故に、必要上、簡略化、一般化、および詳細の省略が含まれる。そ
のため、当業者は上記の概要が例示のみを意図するものであり、いかなる点においても限
定的でないことを理解するであろう。本明細書に記載される装置および／またはプロセス
の他の態様、特徴、および利点は、本明細書に述べる非限定的で詳細な説明の中で明らか
になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】スピンウェーハ検査システム１００を示す図である。
【図２】検査を受けるウェーハ１０２と照射エリア１０２ａとを示す簡略図である。
【図３】カリフォルニア州サンノゼのＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製のＳｕｒｆｓｃａｎ（登
録商標）ＳＰ３ウェーハ検査システムに対してトラックピッチの関数として欠陥検出感度
を示すプロット３１０を示す図である。
【図４】走査ピッチにおける変化の関数として正規化された虚偽カウント開始閾値のシミ
ュレーションを示すプロット３２０を示す図である。
【図５】ウェーハレベルにおける異なるビーム寸法のビーム強度プロファイルを示すシミ
ュレーション結果を強調するプロット３３０を示す図である。
【図６】固定ビーム寸法に対する走査ピッチ調節に基づくトラック縁部におけるビーム強
度の変化を示すシミュレーション結果を強調するプロットを示す図である。
【図７】走査半径の関数として強度および走査ピッチを示すシミュレーション結果を強調
するプロット３４０を示す図である。
【図８】いくつかの例示的シナリオに対して図７に示す方法でウェーハ半径の関数として
走査ピッチを大きくすることに起因し得る処理能力改善を示すシミュレーション結果のプ
ロット３５０を示す図である。
【図９】走査ウェーハ検査システムの照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節する
方法４００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】
【００１３】
　本発明の背景的な実施例およびいくつかの実施形態についてここで詳細に参照する。な
お、これらの実施例は添付の図面において示される。
【００１４】
　図１は典型的なウェーハ検査システム１００の簡略化された概略図である。簡略化のた
めに、照射ビームをウェーハに誘導する構成要素等の本システムのいくつかの光学構成要
素は省略されている。ウェーハ１０２は１つまたは複数の照明源１０１により生成された
垂直入射ビーム１０４および傾斜入射ビーム１０６のうちのいずれかにより照射される。
ウェーハ１０２上で１つまたは両方のビーム１０４、１０６により照射されるエリアまた
はスポット１０２ａはビーム（単数または複数）からの放射を散乱させる。ウェーハの表
面に垂直な線１１６に近接する方向に沿ってエリア１０２ａにより散乱され且つエリア１
０２ａを通過する放射は、レンズ集光器１１８により集光および合焦され、光電子増倍管
（ＰＭＴ）１２０へと誘導される。散乱された放射を垂直方向に近接する方向に沿ってレ
ンズ１１８が集光するため、係る集光チャネルは本明細書においてナローチャネルと呼称
され、ＰＭＴ１２０は暗視野ナローＰＭＴと呼称される。所望により、１つまたは複数の
偏光器１２２が、ナローチャネルにおいて集光された放射の経路に配置されてもよい。
【００１５】
　１つまたは両方のビーム１０４、１０６により照射され、垂直方向１１６から離脱する
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方向に沿ってウェーハ１０２のスポット１０２ａにより散乱された放射は、楕円集光器１
２４により集光され、アパーチャ１２６および任意の偏光器１２８を通って暗視野ＰＭＴ
１３０に合焦される。楕円集光器１２４は散乱された放射をレンズ１１８よりも垂直方向
１１６からより広い角度に集光するため、係る集光チャネルはワイドチャネルと呼称され
る。検出器１２０、１３０の出力は、信号を処理し、異常の有無とそれら異常の特性とを
判定するために、コンピュータ１３２に供給される。
【００１６】
　表面検査システムの様々な側面については、米国特許第６，２７１，９１６号および米
国特許第６，２０１，６０１号に記載され、これらの特許の両方は参照することにより本
明細書に援用される。代表的な表面検査システムは本願の譲受人であるカリフォルニア州
サンノゼのＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社から入手可能である。
【００１７】
　１つの実施形態において、ウェーハ位置決めシステム１２５は、ウェーハチャック１０
８、移動制御器１１４、回転ステージ１１０、および平行移動ステージ１１２を含む。ウ
ェーハ１０２はウェーハチャック１０８上に支持される。図２に示すように、ウェーハ１
０２は、その幾何学的中心１５０が回転ステージ１１０の回転軸に略整列した状態で、設
置される。このように、回転ステージ１１０はウェーハ１０２を許容誤差の範囲内で特定
の角速度ωでその幾何学的中心の周りをスピンさせる。加えて、平行移動ステージ１１２
は回転ステージ１１０の回転軸に略垂直な方向にウェーハ１０２を特定の速度ＶＴで平行
移動させる。移動制御器１１４は、回転ステージ１１０によるウェーハ１０２のスピンと
平行移動ステージ１１２によるウェーハ１０２の平行移動とを連係させ、それによりウェ
ーハ検査システム１００内におけるウェーハ１０２の所望の走査移動が達成される。
【００１８】
　ビーム１０４および１０６のうちのいずれかが、ウェーハ１０２の幾何学的中心から距
離Ｒに配置されたウェーハ１０２の照射エリア１０２ａを照射する。照射エリア１０２ａ
は、ウェーハ１０２の表面上へのビーム１０４および１０６のうちのいずれかの放射によ
り画成される（すなわち形状および寸法が決められる）。照射エリア１０２ａはウェーハ
検査システム１００のビームスポット寸法またはスポット寸法として交換可能に呼称され
得る。
【００１９】
　例示的な動作シナリオにおいて、検査は、ウェーハ１０２の幾何学的中心１５０に位置
する照射エリア１０２ａから開始され、次いで、ウェーハ１０２は、照射エリア１０２ａ
がウェーハ１０２の外周部に到達する（すなわちＲがウェーハ１０２の半径と等しくなる
）まで、回転および平行移動される。回転ステージ１１０および平行移動ステージ１１２
が連係して移動することにより、照射エリア１０２ａにより照射される点の軌跡はウェー
ハ１０２の表面上で螺旋経路をたどる。ウェーハ１０２の表面上における螺旋経路は検査
トラック１０３（図示せず）と呼称される。例示的な検査トラック１０３の部分１０３ａ
、１０３ｂ、および１０３ｃは、それぞれＴＲＡＣＫｉ＋１、ＴＲＡＣＫｉ、およびＴＲ
ＡＣＫｉ－１として図２に示される。検査トラックの隣接部分間の距離（例えば、ＴＲＡ
ＣＫｉ＋１とＴＲＡＣＫｉとの間の距離）はウェーハ検査システム１００の走査ピッチと
呼称される。
【００２０】
　通常、ウェーハ検査システムにおいては、動作の間において走査ピッチと照射エリアと
の間には固定的関係が用いられる。したがって、通常のウェーハ検査システムにおいて、
走査ピッチは照射エリアに対して独立的に調節されない。むしろ、通常のウェーハ検査シ
ステムにおいては、走査ピッチが調節されるとき、照射エリアは固定的関係にしたがって
変倍される。例えば、通常のウェーハ検査システムはいくつかの動作モード（例えば高速
・低解像度走査および低速・高解像度走査）を提供し得る。各モードは異なる走査ピッチ
を利用するが、各モードに対応する照射エリア（すなわちスポット寸法）も、スポット寸
法と走査ピッチとの間の固定的関係が各モードに対して保持されるよう、調節される。カ
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リフォルニア州サンノゼのＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製のＳｕｒｆｓｃａｎ（登録商標）Ｓ
Ｐ１ウェーハ検査システムは、照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節しないウェ
ーハ検査システムの１例である。
【００２１】
　１つの態様において、ウェーハ検査システム１００の走査ピッチは照射エリアに対して
独立的に調節される。１つの実施例において、走査ピッチは、ウェーハ１０２全体にわた
って所望の欠陥検出感度が達成されるよう、調節される。他の実施例において、走査ピッ
チはウェーハ１０２の検査の間において調節される。１つの動作例において、検査を受け
るウェーハの走査ピッチは照射エリア１０２ａとウェーハ１０２の幾何学的中心１５０と
の間の距離の関数として連続的に調節される。さらに他の実施例において、走査ピッチは
、ウェーハ１０２の損傷限界内で欠陥検出感度が最大化されるよう、調節される。
【００２２】
　図１を参照すると、ウェーハ検査システム１００はプロセッサ１４１と、ある量のコン
ピュータ可読メモリ１４２と、を含む。図１に示すように、例として、移動制御器１１４
がプロセッサ１４１およびメモリ１４２を含むが、プロセッサ１４１およびメモリ１４２
はウェーハ検査システム１００の他の構成要素内に含まれてもよい。プロセッサ１４１お
よびメモリ１４２はバス１４３上で通信し得る。メモリ１４２はある量のメモリ１４４を
含み、このメモリ１４４は、プロセッサ１４１により実行されると、平行移動ステージ１
１２の平行移動速度と回転ステージ１１０の回転速度との比率（すなわち走査ピッチ）が
調節されるよう、回転ステージ１１０および平行移動ステージ１１２の移動を連係させる
ことをプロセッサ１４１に実行させるプログラムコードを格納する。１つの実施例におい
て、平行移動ステージ１１２の平行移動速度と回転ステージ１１０の回転速度との間の比
率は照射エリア１０２ａとウェーハ１０２の幾何学的中心１５０との間の走査半径Ｒの関
数として調節される。
【００２３】
　加えて、ウェーハ検査システム１００は、オペレータからの入力を受け入れるにあたり
有用である周辺装置（例えば、キーボード、マウス、タッチスクリーン等）および出力を
オペレータに対して表示するにあたり有用である周辺装置（例えば、ディスプレイモニタ
）を含み得る。オペレータからの入力コマンドは、回転ステージ１１０および平行移動ス
テージ１１２の連係移動プロファイルを生成するために、プロセッサ１４１により用いら
れ得る。結果として生成された連係移動プロファイルは、オペレータに対してディスプレ
イモニタ上でグラフィカルに表示され得る。
【００２４】
　所望の欠陥検出感度を達成することがウェーハ検査システムの主要な性能上の目的であ
る。欠陥検出感度は、ウェーハ検査システムの虚偽カウント開始に関して測定され得る。
１つの実施例において、虚偽カウント開始は、ウェーハ検査システムが、実際には欠陥が
存在しないウェーハ上の特定位置において欠陥を報告するときに生じる（例えば係る欠陥
はノイズアーチファクトである）。
【００２５】
　一般に、虚偽カウント開始を回避し欠陥検出感度を高めるために、ウェーハ検査システ
ムは、高い信号対雑音比（ＳＮＲ）で動作するべきである。所与のレーザパワーＰに対し
て、ウェーハ回転速度ωと、走査スポットからウェーハの幾何学的中心まで計測した径方
向走査距離ｒと、照射エリア１０２ａにおける信号対雑音比（ＳＮＲ）とは、式１に示す
ように評価され得る。なお式中、ＲＴは接線方向スポット寸法、ＲＲは径方向スポット寸
法である。
【数１】
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【００２６】
　式１に示す関係は、照射エリア１０２ａにおけるＳＮＲの感度を、スポット寸法（すな
わち、ＲＴおよびＲＲ）と、レーザパワーと、走査速度（すなわち、ωＲ）と、に対して
関連させる。スポット寸法、ビーム強度、およびスピン速度の調節に基づいて照射エネル
ギを管理するための例示的な技術は、米国特許出願公開第２００６／０２５６３２５（Ａ
１）号において出願者ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社による２００６年１１月１６日に公開され
た米国特許出願第１１／１２７，２８０号に記載され、これらの全体は参照することによ
り本明細書に援用される。
【００２７】
　しかし欠陥検出感度がウェーハ表面ノイズおよび他の検出ノイズにより制限される状況
に対して、発明者らは、欠陥検出感度が走査ピッチに強く関連することを見出した。発明
者らは、これらの状況下で虚偽カウント開始が特に検査トラックの縁部におけるＳＮＲに
起因することを見出した。ウェーハ上におけるガウシアンビームのエネルギ分布により、
走査ピッチにおける変化はトラック縁部におけるＳＮＲに対して顕著な影響を及ぼす。し
たがって、欠陥検出感度および処理能力は、ユーザ目的が満足されるよう、ウェーハ検査
の間に照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節することに基づいてさらに最適化さ
れ得る。
【００２８】
　発明者らは、虚偽カウント開始がトラック縁部付近に位置するウェーハ１０２の部分に
おいて最初に生じることを見出した。これらの虚偽カウントの出現に基づいて、実際には
欠陥がまったく存在しないにも関わらず欠陥が２つの隣接する走査トラック間の中間に存
在するかのように見える。トラック縁部（すなわち隣接するトラック位置の間）において
虚偽カウント開始が増強されるのは、トラック縁部に位置するウェーハ１０２の部分が典
型的なガウシアン放射源のピーク部よりもむしろガウシアン放射源の漸減部により照射さ
れることによるものである。この領域において、欠陥検出は、２つの隣接するトラック位
置の欠陥信号が組み合わされることに起因する。このように組み合わされることより、２
つの隣接するトラック位置の検出ノイズが複合される。その結果として、所与のノイズ背
景に対して、２つの中程度のノイズ事象が組み合わされて虚偽カウントの開始が生じる可
能性が高くなる。
【００２９】
　図３はカリフォルニア州サンノゼのＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製のＳｕｒｆｓｃａｎ（登
録商標）ＳＰ３ウェーハ検査システムに対してトラックピッチの関数として欠陥検出感度
を示すプロット３１０である。プロット３１０は虚偽カウント開始がトラック縁部におけ
る走査ピッチに関連することを示す。図３に示すように、ワイド検出チャネルおよびナロ
ー検出チャネルの両方に対する欠陥寸法はトラックピッチの関数としてプロットされる。
いずれの場合にも、ビーム寸法は一定に保たれた。基準走査ピッチ値の７０％から１１５
％の範囲の走査ピッチ値の範囲がテストされ、その結果が図３にプロットされた。図示の
ように、ワイドチャネル上での欠陥検出感度における１０％の変化と、ナローチャネル上
での欠陥検出感度における６％の変化とが、図示の範囲内で走査ピッチを調節することか
ら生じ得る。図３は１つの非限定的な実施例における走査ピッチに対する虚偽カウント開
始の感度を示すが、異なる感度を示す他の動作例も考えられ得る。
【００３０】
　図４は、走査ピッチにおける変化の関数として正規化された虚偽カウント開始閾値のシ
ミュレーションを示すプロット３２０である。２つのケースが図示される。一方のケース
では、走査ピッチおよびビーム寸法の両方が固定的関係でともに調節される。他方のケー
スでは、走査ピッチは照射エリアに対して独立的に調節される。さらに詳細には、走査ピ
ッチのみが調節され照射エリアは一定に保たれる。図４に示すように、基準走査ピッチの
－１０％から２０％の範囲内では、走査ピッチおよびビーム寸法の両方を変化させること
と比較して照射に対して走査ピッチを独立的に変化させることに基づく虚偽カウント開始
性能は実際的に同一である。換言すると、照射エリアを調節することに関する費用および
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複雑性は、走査ピッチの調節のみにより欠陥検出感度が制御される間に、回避され得る。
【００３１】
　同様に、特定状況において、処理能力は、欠陥検出感度における容認できない損失を生
じさせることなく、走査ピッチを大きくすることにより改善され得る。達成された検査欠
陥検出感度が所望の欠陥検出感度より大きい検査シナリオに対して、処理能力を改善する
ために走査ピッチを大きくしてもよい。いくつかの実施形態において、所望の欠陥検出感
度を保持しつつ照射エリアを変化させることなく（図４に示すように）走査ピッチを大き
くすることができる。このように、ただ単に、固定された照射エリアにてより大きい走査
ピッチで走査することにより、欠陥検出感度を犠牲にすることなく、処理能力を高めるこ
とができる。図４は基準走査ピッチの－１０％から２０％の範囲の走査ピッチ調節範囲を
示すが、他の動作範囲も考えられ得る。例えば、欠陥検出感度は、基準走査ピッチの－２
５％から２５％の範囲内で、照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節することによ
り、調整され得る。他の実施例において、欠陥検出感度は、基準走査ピッチの－５０％か
ら５０％の範囲内で、照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節することにより、調
整され得る。さらに他の実施例において、欠陥検出感度は、基準走査ピッチの－１００％
から１００％の範囲内で、照射エリアに対して走査ピッチを独立的に調節することにより
、調整され得る。
【００３２】
　図５はウェーハレベルにおける異なるビーム寸法のビーム強度プロファイルを示すシミ
ュレーション結果を強調するプロット３３０を示す。各ビームは全体で同一の照射パワー
を有し、照射エリアのみが異なる。例えば、ビーム強度プロファイル１５１は基準ビーム
寸法を表し、その一方で、ビーム強度プロファイル１５２および１５３は、それぞれ基準
ビーム寸法より３０％小さいビーム寸法、および３０％大きいビーム寸法を表す。各ビー
ム強度プロファイルはトラック中心からの距離の関数としてプロットされる。正規化され
たトラック位置はトラック縁部を表す位置に等しい。図示のように、ビーム寸法における
顕著な変化は、トラック縁部付近において（例えば、１に等しい正規化されたトラック位
置において）ビーム強度における比較的小さい変化を生じさせる。ガウシアン形状のビー
ムの漸減部におけるビーム強度はビーム寸法に対しては比較的依存しないため、全体的照
射パワーを変化させることなくビーム寸法を変化させることは、トラック縁部における虚
偽カウント開始に対して限定的な影響を及ぼすことが理解され得る。さらにビーム寸法の
正確な制御は、トラック縁部においては虚偽カウント開始に顕著な改善をもたらさない。
図６は、図５に示すビーム強度プロファイル１５１を示す。図示のように、走査ピッチに
おける小さい変化（例えば１０％）により、結果として生じたトラック縁部付近において
ビーム強度における顕著な変化が生じる。さらに、走査ピッチの正確な制御は、トラック
縁部において虚偽カウント開始に顕著な改善をもたらし得る。したがって、照射エリアに
対して走査ピッチを独立的に調節するウェーハ検査システム１００は、トラック縁部にお
ける虚偽カウント開始に関して欠陥検出感度を正確に制御することが可能である。
【００３３】
　ウェーハ検査システム１００のコストは、本明細書に説明される走査ピッチを調節する
ことに関するコストがビーム形成に必要となる正確な光学的サブシステムに関するコスト
よりも小さいため、削減され得る。特に、ウェーハ検査システム１００は、限定的な個数
の動作モード（例えば３つのモード）と、モードを変化させるときビーム形状のみを調節
するビーム形成調節機構と、を含み得る。その他の場合においては、特定モードで動作す
るとき、欠陥検出感度のすべての微調整は、ビーム形状を一定に保ちつつ走査ピッチを調
節することにより達成される。
【００３４】
　図９は、本明細書に提示される実施形態に係る走査ウェーハ検査システムの走査ピッチ
を調節する方法４００を示す。ブロック４０１において、ウェーハ表面は照射エリア上で
照射される。ブロック４０２において、走査ウェーハ検査システムの走査ピッチは照射エ
リアに対して独立的に調節される。多数の動作シナリオが、照射エリアに対して独立的に
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調節される走査ピッチを有する走査ウェーハ検査システムに基づいて考えられ得る。
【００３５】
　第１の実施例においては、走査ピッチは、特定のユーザ要件（例えば所望の欠陥検出感
度）を満たすよう、照射エリアに対して独立的に調節され得る。このようにして、ウェー
ハ検査システム１００の欠陥検出感度はウェーハ走査全体に対して調節され得る。この方
法は、光学的調節を実施することなく、システム感度をユーザ要件に適合させるために用
いられ得る。走査ピッチは、本明細書に説明するように移動制御器１１４の動作により変
化され得る。さらに、多数の実施例において、光学的な調節（例えば、ズームまたはパワ
ー変化）は、所望の欠陥検出感度を達成するためには不要である。
【００３６】
　第２の実施例においては、走査ピッチは、感度が保持され処理能力が増大されるよう、
ウェーハ検査の間において調節され得る。図７に示すように、ウェーハの中心における基
本的感度は縁部における感度よりも高い。これは、接線方向走査速度が走査半径（すなわ
ち、照射エリア１０２ａとウェーハ１０２の幾何学的中心１５０との間の距離）および回
転ステージ１１０の達成可能な角速度により限定され得るために生じるものである。この
動作状態内において、感度は、低下された接線方向走査速度（式１参照）と、サンプル平
均化の実施の可能性が増加することと、により増加される。典型的な実施例において、接
線方向走査速度の限界は、適切な感度が維持されるよう到達され、この接線方向走査速度
はウェーハ１０２の外辺部に維持される。例えば、この限界は、通常、ウェーハ半径のお
よそ半分である走査半径において到達される。
【００３７】
　他の態様において、ウェーハ検査システム１００の走査ピッチは、接線方向走査速度が
ウェーハ１０２の中心に向かって小さくなるにつれて、大きくなる。過去において、ウェ
ーハの中心付近における感度上の利点が利用されることはなかった。しかし、感度プロフ
ァイルとともに変倍するウェーハ１０２の中心部分付近における走査ピッチの増加は、ウ
ェーハ全域において同様の感度を維持する傾向を有するであろう。これにより、製造感度
を損失することなく処理能力が増加する。図７に示すように、走査ピッチは、接線方向走
査速度が小さくなり始める走査半径（例えばウェーハ半径の１／２）からウェーハ１０２
の幾何学的中心へと一定の傾向で２０％大きくなる。したがって、一般的に、ウェーハ検
査システム１００の走査ピッチは、所望の欠陥検出感度を維持しつつ処理能力が高められ
るよう、ウェーハの幾何学的中心と照射エリアとの間の距離に少なくとも部分的に基づい
て照射エリアに対して独立的に調節される。
【００３８】
　図８は、いくつかの例示的シナリオに対して図７に示す方法でウェーハ半径の関数とし
て走査ピッチを大きくすることに起因し得る処理能力改善を示すシミュレーション結果を
示す。図示のように、２０％の走査ピッチ調節に対して、処理能力は２～３％増加され得
る。図８に示す結果は非限定的な具体例として提供される。異なるレベルの処理能力改善
をもたらす他の動作シナリオも考えられ得る。
【００３９】
　例示される実施例においては接線方向走査速度の限界は特定の走査半径（例えばウェー
ハ半径の１／２）において到達されるが、この実施例は限定的であることを意図するもの
ではない。システムパラメータに応じて、接線方向走査速度の限界は任意の走査半径にお
いて到達され得る。いくつかの実施例において、接線方向走査速度の限界にはまったく到
達されない場合もある。これらの実施例において、接線方向走査速度および走査ピッチは
ウェーハの全体にわたり走査半径の関数として連続的に変倍し得る。
【００４０】
　第３の実施例において、走査ピッチは、ウェーハの損傷限界内で感度が最大化されるよ
う、調節され得る。式１に示すように、ビーム寸法および接線方向走査速度が小さくなる
と、ウェーハ検査システム１００の感度は大きくなる。しかし、所与量の入射照射エネル
ギに対して、感度における追加的増加は、ビーム寸法または接線方向走査速度をさらに減
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少させることによって得られない。１つの理由は、ウェーハ表面がウェーハの損傷限界を
超える入射放射エネルギにより損傷され得ることである。例えば、材料および検査条件に
応じて、１ミリワット／μｍ２～１０ミリワット／μｍ２の範囲の入射パワー密度により
ウェーハ表面は損傷限界付近に達し得る。しかし、走査ピッチをより小さい値へと調節す
ることは、ウェーハ損傷の危険なしに感度を改善し得、それにより、入射エネルギがウェ
ーハ上でより均等に効果的に分配され得ることとなる。このようにして、欠陥検出感度は
、走査ピッチを小さくすることにより、さらに改善される。
【００４１】
　１つまたは複数の代表的な実施形態において、説明された機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェア
で実装された場合、これらの機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュ
ータ可読媒体上に格納され、または１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュー
タ可読媒体上で伝送され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラムを１つ
の場所から他の場所に転送することを容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体
および通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特殊用途コンピュー
タによるアクセスが可能な任意の入手可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、係
るコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、もしくは他
の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または命令も
しくはデータ構造の形の所望のプログラムコード手段を担持または格納するために使用可
能であり、且つ汎用コンピュータもしくは特定用途コンピュータまたは汎用プロセッサも
しくは特定用途プロセッサによるアクセスが可能な任意の他の媒体を含み得る。また、任
意の接続もコンピュータ可読媒体として適切に呼称され得る。例えば、ソフトウェアが、
同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、ま
たは赤外線、無線、およびマイクロ波等のワイヤレス技術を用いてウェブサイト、サーバ
、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、
ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波等のワイヤレス技術は媒
体の定義に含まれる。本明細書で用いられる円板（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ
）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイディスクを含む。
なお、円板は、通常、磁気によりデータを再生する一方、ディスクはレーザを用いて光学
的にデータを再生するものである。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含ま
れるべきである。特定の実施形態が教示目的のために上記で説明されてきたが、本発明の
教示は一般的な適用範囲を有し、上記で説明した特定の実施形態に限定されない。１つの
実施例において、ウェーハ検査システム１００は１つまたは複数の光源（図示せず）を含
み得る。これら光源は異なる構成または同一の構成を有し得る。例えば、これらの光源は
、同一のまたは異なる時間に、同一のまたは異なる入射角で、同一のまたは異なる照射エ
リアにウェーハに誘導され得る、異なる特性を有する光を生成するよう構成され得る。こ
れら光源は、本明細書に説明した実施形態のうちのいずれかにしたがって構成され得る。
加えて、これら光源のうちの１つは本明細書に説明した実施形態のうちのいずれかにした
がって構成され、他の光源は当該技術分野において周知の他の任意の光源であり得る。他
の実施例において、ウェーハ検査システム１００はマルチスポットシステムであり得る。
いくつかの実施形態において、マルチスポットシステムは、２つ以上の照射エリア上でウ
ェーハを照射し得る。複数の照射エリアは空間的に重なり得る。複数の照射エリアは空間
的に異なり得る。いくつかの実施形態において、マルチスポットシステムは、異なる時間
において２つ以上の照射エリア上でウェーハを照射し得る。異なる照射エリアは一時的に
重なり得る（すなわち、いくつかの期間にわたり同時に照射される）。異なる照射エリア
は一時的に異なり得る。一般に、照射エリアの個数は任意であり、各照射エリアは、寸法
、方向、および入射角が等しいかまたは異なり得る。さらに他の実施例において、ウェー
ハ検査システム１００は、ウェーハ１０２の任意の移動に対して独立的に走査する１つま
たは複数の照射エリアを有する走査スポットシステムであり得る。いくつかの実施形態に
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おいて、照射エリアは、走査線に沿って反復されたパターンで走査するために、作られる
。走査線は、ウェーハ１０２の走査移動に対して整列する場合もあり、整列しない場合も
ある。本明細書に提示されるように、ウェーハ位置決めシステム１２５は回転運動および
平行移動運動を連係させることによりウェーハ１０２の移動を生成するが、さらに他の実
施例においては、ウェーハ位置決めシステム１００は、２つの平行移動運動を連係させる
ことによりウェーハ１０２の移動を生成し得る。例えば、移動ウェーハ位置決めシステム
１２５は、２つの直交する直線軸に沿った移動（例えばＸ－Ｙ移動）を生成し得る。係る
実施形態において、走査ピッチは、各移動軸に沿った、隣接する平行移動走査間の距離と
して規定され得る。係る実施形態において、ウェーハ検査システムは照明源およびウェー
ハ位置決めシステムを含む。照明源はある量の放射を照射エリア上のウェーハの表面に提
供する。ウェーハ位置決めシステムは走査ピッチにより特徴付けられる走査移動でウェー
ハを移動させる（例えば１つの方向において前後に走査し、垂直方向において走査ピッチ
に等しい量だけ進む）。ウェーハ位置決めシステムは、照射エリアに対して走査ピッチを
独立的に調節する移動制御器を含む。したがって、説明した実施形態の様々な特徴の様々
な修正例、適用例、および組合せが、請求項に説明される本発明の範囲から逸脱すること
なく実施され得る。

【図１】 【図２】

【図３】
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