
JP 5715873 B2 2015.5.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料を撮像する装置及び前記試料を製造する工程に対応する分類レシピを用いて欠陥画像
を分類する欠陥分類方法であって、
第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスと同一の分類クラスを、前記第
一の画像撮像装置の分類レシピと同一の工程に対応する第二の画像撮像装置の分類レシピ
で定義するステップと、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から、前記第一の画像撮像装置の
分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示画像と同種の欠陥画像を特定するス
テップと、
前記特定された欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラ
スのうち、前記教示画像が登録された前記第一の画像撮像装置の分類クラスと同一の分類
クラスに登録するステップと、を有し、
前記特定するステップは、前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラス
に登録された教示画像を、前記第二の画像撮像装置で撮像された画像と類似するように画
像変換するステップを有し、さらに前記特定するステップでは、前記画像変換された画像
と前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像とを比較することにより、前記同種
の欠陥画像を特定することを特徴と
する欠陥分類方法。
【請求項２】
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請求項１記載の欠陥分類方法であって、
前記特定するステップでは、前記画像変換された画像から算出された特徴量と、前記第二
の画像撮像装置により撮像された欠陥画像から算出された特徴量とを比較することにより
、前記同種の欠陥画像を特定することを特徴とする欠陥分類方法。
【請求項３】
試料を撮像する装置及び前記試料を製造する工程に対応する分類レシピを用いて欠陥画像
を分類する欠陥分類方法であって、
第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスと同一の分類クラスを、前記第
一の画像撮像装置の分類レシピと同一の工程に対応する第二の画像撮像装置の分類レシピ
で定義するステップと、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から、前記第一の画像撮像装置の
分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示画像と同種の欠陥画像を特定するス
テップと、
前記特定された欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラ
スのうち、前記教示画像が登録された前記第一の画像撮像装置の分類クラスと同一の分類
クラスに登録するステップと、を有し、
前記特定するステップでは、前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラ
スに登録された教示画像と、前記第二の画像撮像装置で撮像された欠陥画像とを、第三の
画像撮像装置により撮像された画像と類似するように画像変換するステップを有し、
さらに前記特定するステップでは、前記教示画像を画像変換した画像と、前記欠陥画像を
画像変換した画像と、を比較することによって、前記同種の欠陥画像を特定することを特
徴とする欠陥分類方法。
【請求項４】
請求項３記載の欠陥分類方法であって、
前記特定するステップでは、前記教示画像を画像変換した画像から算出された特徴量と、
前記欠陥画像を画像変換した画像から算出された特徴量とを比較することにより、前記同
種の欠陥画像を特定することを特徴とする欠陥分類方法。
【請求項５】
試料を撮像する装置及び前記試料を製造する工程に対応する分類レシピを用いて欠陥画像
を分類する欠陥分類方法であって、
第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスと同一の分類クラスを、前記第
一の画像撮像装置の分類レシピと同一の工程に対応する第二の画像撮像装置の分類レシピ
で定義するステップと、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から、前記第一の画像撮像装置の
分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示画像と同種の欠陥画像を特定するス
テップと、
前記特定された欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラ
スのうち、前記教示画像が登録された前記第一の画像撮像装置の分類クラスと同一の分類
クラスに登録するステップと、を有し、
前記特定するステップでは、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像のうち未知欠陥と判定された未知欠陥
画像の中から、前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスに登録され
た教示画像と同種の欠陥画像を特定することを特徴とする欠陥分類方法。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかに記載の欠陥分類方法であって、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から特定された画像に対してマー
クを表示するステップを有することを特徴とする欠陥分類方法。 
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれかに記載の欠陥分類方法であって、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から特定された画像を、表示画面
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上の一つのウィンドウ内にまとめて表示するステップを有することを特徴とする欠陥分類
方法。
【請求項８】
請求項１記載の欠陥分類方法であって、
前記登録するステップでは、
前記画像変換した画像を、前記第二の画像撮像装置の分類レシピ内で定義された分類クラ
スのうち、前記教示画像が登録された前記第一の画像撮像装置の分類クラスと同一の分類
クラスに登録することを特徴とする欠陥分類方法。
【請求項９】
複数の画像撮像装置と通信手段を介して接続された欠陥分類システムであって、
前記複数の画像撮像装置により撮像された欠陥画像を分類する分類手段と、
分類のための情報を格納した分類レシピを管理する分類レシピ管理手段と、
を有し、
前記分類レシピ管理手段は、 
前記複数の画像撮像装置の一つである第一の画像撮像装置における分類レシピの分類クラ
スに登録された教示画像と同種の欠陥画像を、同一の工程に設置された前記複数の画像撮
像装置の一つである第二の画像撮像装置より撮像された欠陥画像の中から特定する対応欠
陥特定部と、
前記教示画像を、画像変換によって前記第二の画像撮像装置から得られた欠陥画像と類似
するように変換する画像変換部と、
を有し、
前記分類手段は、分類レシピに分類クラスが定義されていない未知欠陥を判定する未知欠
陥判定手段を有し、
前記分類レシピ管理手段は、さらに、
前記教示画像と同種の欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の
中で分類レシピに分類クラスが定義されていない未知欠陥であると前記未知欠陥判定手段
により判定された欠陥画像の中から特定することを特徴とする欠陥分類システム。
【請求項１０】
請求項９記載の欠陥分類システムであって、
前記分類レシピ管理手段は、さらに、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から特定された画像がマーク表示
されるように、表示画面を有する入出力部にデータを出力することを特徴とする欠陥分類
システム。
【請求項１１】
請求項９に記載の欠陥分類システムであって、
前記分類レシピ管理手段は、さらに、
前記第二の画像撮像装置から撮像された画像の中から特定された画像を、表示画面上の一
つのウィンドウ内にまとめて表示することを特徴とする欠陥分類システム。
【請求項１２】
試料を撮像する装置及び前記試料を製造する工程に対応する分類レシピを用いて欠陥画像
を分類する欠陥分類方法であって、
第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスと同一の分類クラスを、前記第
一の画像撮像装置の分類レシピと同一の工程に対応する第二の画像撮像装置の分類レシピ
で定義するステップと、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から、前記第一の画像撮像装置の
分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示画像と同種の欠陥画像を特定するス
テップと、
前記特定された欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラ
スのうち、前記教示画像が登録された前記第一の画像撮像装置の分類クラスと同一の分類
クラスに登録するステップと、を有し、
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前記特定するステップでは、前記第二の画像撮像装置で撮像された画像を、前記第一の画
像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示画像と類似するよう画
像変換するステップを有し、さらに前記特定するステップでは、前記画像変換された画像
と前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示画像と
を比較することにより、前記同種の欠陥画像を特定することを特徴とする欠陥分類方法。
【請求項１３】
複数の画像撮像装置と通信手段を介して接続された欠陥分類システムであって、
前記複数の画像撮像装置により撮像された欠陥画像を分類する分類手段と、
分類のための情報を格納した分類レシピを管理する分類レシピ管理手段と、
を有し、
前記分類レシピ管理手段は、 
前記複数の画像撮像装置の一つである第一の画像撮像装置における分類レシピの分類クラ
スに登録された教示画像と同種の欠陥画像を、同一の工程に設置された前記複数の画像撮
像装置の一つである第二の画像撮像装置より撮像された欠陥画像の中から特定する対応欠
陥特定部と、
前記教示画像を、画像変換によって前記第二の画像撮像装置から得られた欠陥画像と類似
するように変換する画像変換部と、
を有し、
前記第一の画像撮像装置における分類レシピの分類クラスに登録された教示画像を、前記
第二の画像撮像装置より撮像された画像と類似するように画像変換し、
前記画像変換された画像と前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像とを比較す
ることにより、前記同種の欠陥画像を特定することを特徴とする欠陥分類システム。
【請求項１４】
請求項１３記載の欠陥分類システムであって、
前記分類手段は、分類レシピに分類クラスが定義されていない未知欠陥を判定する未知欠
陥判定手段を有し、
前記分類レシピ管理手段は、さらに、
前記教示画像と同種の欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の
中で分類レシピに分類クラスが定義されていない未知欠陥であると前記未知欠陥判定手段
により判定された欠陥画像の中から特定することを特徴とする欠陥分類システム。
【請求項１５】
請求項１３又は１４記載の欠陥分類システムであって、
前記分類レシピ管理手段は、さらに、
前記第二の画像撮像装置により撮像された欠陥画像の中から特定された画像がマーク表示
されるように、表示画面を有する入出力部にデータを出力することを特徴とする欠陥分類
システム。
【請求項１６】
請求項１３あるいは１４に記載の欠陥分類システムであって、
前記分類レシピ管理手段は、さらに、
前記第二の画像撮像装置から撮像された画像の中から特定された画像を、表示画面上の一
つのウィンドウ内にまとめて表示することを特徴とする欠陥分類システム。
【請求項１７】
複数の画像撮像装置と通信手段を介して接続された欠陥分類システムであって、
前記複数の画像撮像装置により撮像された欠陥画像を分類する分類手段と、
分類のための情報を格納した分類レシピを管理する分類レシピ管理手段と、
を有し、
前記分類レシピ管理手段は、 
前記複数の画像撮像装置の一つである第一の画像撮像装置における分類レシピの分類クラ
スに登録された教示画像と同種の欠陥画像を、同一の工程に設置された前記複数の画像撮
像装置の一つである第二の画像撮像装置より撮像された欠陥画像の中から特定する対応欠
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陥特定部と、
前記教示画像を、画像変換によって前記第二の画像撮像装置から得られた欠陥画像と類似
するように変換する画像変換部と、
を有し、
前記第二の画像撮像装置で撮像された画像を、前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定
義された分類クラスに登録された教示画像と類似するよう画像変換し、前記画像変換され
た画像と前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスに登録された教示
画像とを比較することにより、前記同種の欠陥画像を特定することを特徴とする欠陥分類
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウェーハ上の欠陥等を分類する欠陥分類方法及び欠陥分類システムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体の製造プロセスにおいて、歩留まりを向上させるため、半導体ウェーハ上の欠陥
の発生原因を早急に究明することが重要となっている。現状、半導体製造現場においては
、欠陥検査装置と欠陥観察装置を用いて欠陥の解析を行っている。
【０００３】
　欠陥検査装置とは光学的な手段もしくは電子線を用いてウェーハを観測し、検出された
欠陥の位置座標を出力する装置である。欠陥検査装置は広範囲を高速に処理することが重
要であるため、可能な限り取得する画像の画素サイズを大きく（つまり低解像度化）する
ことによる画像データ量の削減を行っており、多くの場合、検出した低解像度の画像から
は欠陥の存在は確認できても、その欠陥の種類（欠陥種）を詳細に判別することは困難で
ある。
【０００４】
　そこで、欠陥種の判別には欠陥観察装置が用いられる。欠陥観察装置とは、欠陥検査装
置の出力情報を用い、ウェーハの欠陥座標を高解像度に撮像し、画像を出力する装置であ
る。半導体製造プロセスは微細化が進み、それに伴い欠陥サイズも数十ｎｍのオーダに達
していることもあり、欠陥を詳細に観察するためには数ｎｍオーダの分解能が必要である
。
【０００５】
　そのため、近年では走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）を用いた欠陥観察装置（レビューＳＥＭ）が広く用いられてい
る。レビューＳＥＭは、欠陥検査装置が出力した欠陥座標を用いて、ウェーハ上の欠陥の
高解像度画像（欠陥画像）を自動収集するＡＤＲ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｅｆｅｃｔ　
Ｒｅｖｉｅｗ）機能を有する。
【０００６】
　近年、レビューＳＥＭのＡＤＲのスループットが向上していることから、収集された多
量の欠陥画像より、欠陥種を判別する作業を自動化することが望まれている。レビューＳ
ＥＭは、欠陥画像から欠陥種を自動的に判別し、分類するＡＤＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　
Ｄｅｆｅｃｔ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）機能を搭載している。
【０００７】
　欠陥画像を欠陥種ごとに自動分類する方法として、例えば、欠陥画像を画像処理して欠
陥部位の外観特徴量を定量化し、ニューラルネットワークを用いて分類する方法が特許文
献１に記載されている。また、分類すべき欠陥の種類（欠陥種）が多い場合においても容
易に対応可能な方法として、例えば、ルールベース分類手法と教示分類手法を組み合わせ
て分類する方法が、特許文献２に記載されている。
【０００８】
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　欠陥画像の自動分類では、分類レシピに基づいて分類を行う。分類レシピには、画像処
理パラメータなどの各種パラメータや、分類すべき欠陥種の情報（分類クラス）、各分類
クラスに属する欠陥画像（教示画像）などが含まれる。分類レシピは、製造プロセスの変
動などによって新出の欠陥種が発生した際、新出の欠陥用の分類クラスが追加され、更新
される。欠陥画像の自動分類の際、新出の欠陥を分類クラス不明な欠陥（未知欠陥）とし
て判定し、分類レシピに新分類クラスを追加して更新する方法が特許文献３に記載されて
いる。なお、未知欠陥には、ユーザの教示間違いなどによって発生する、分類レシピ内で
定義された分類クラス外の欠陥も含む。
【０００９】
　従来、欠陥画像の分類は人が欠陥観察装置の前で手動にて行っていたという経緯もあり
、欠陥観察装置は機能の一部として、欠陥画像の自動分類機能を備えているのが一般的で
ある。しかし、半導体製品の生産量増加に伴い、半導体ウェーハの製造ラインにおいて複
数台の欠陥観察装置が導入されており、分類レシピの管理にかかるコストの増大が問題と
なってきている。この問題に対し、複数台の画像検出装置と情報処理装置とをネットワー
クで接続し、撮像した画像を情報処理装置に転送し、情報処理装置にて画像に現れる異常
の有無の判定を行うこと方法が特許文献４に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平８－２１８０３号公報
【特許文献２】特開２００７－２２５５３１号公報
【特許文献３】特開２０００－５７３４９号公報
【特許文献４】特開２００４－２２６３２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述したＡＤＣ機能（自動欠陥分類機能）は、撮像したＳＥＭ画像から、欠陥部位の大
きさや形などの各種の特徴を特徴量として計算し、計算された特徴量からその欠陥を事前
に定義された複数の欠陥クラスに分類する機能である。現在、レビューＳＥＭは幾つかの
メーカより市場投入されているが、各社とも、このＡＤＣ機能を、自社のレビューＳＥＭ
とセットで販売する欠陥分類システム（欠陥分類装置）に搭載し提供している。この欠陥
分類システムには、上述した欠陥画像の自動分類機能のみならず、その分類結果をユーザ
に提示するための表示機能や、ユーザからの入力を受け付けて、自動分類の結果を修正す
る機能、あるいは分類結果を、製造ラインに設置された、歩留まり管理用のデータベース
サーバ等に転送する機能も有している。
【００１２】
　ところで、半導体デバイス製造における歩留まり管理作業では、複数の異なる型式の観
察装置を用いることが頻繁に発生する。この理由としては、例えば、観察作業の信頼性向
上や装置稼働率の向上などが挙げられる。複数台の欠陥観察装置を用いて画像を撮像する
ことでデータ数を増やし、信頼性および装置稼働率を向上させることができる。また、装
置の購入と装置メーカからの装置供給のタイミングが合わないことにより、複数の異なる
型式の装置を活用せざるをえない場合もある。なお、異なる型式の装置には、異なる複数
メーカの装置の場合も、同一メーカの異なる型式の装置の場合も含まれる。
【００１３】
　装置の型式が異なる場合は、その性能や特性が異なる場合が多いことから、そのような
性能や特性の異なる複数の装置を使いこなすことが、歩留まり管理業務には求められる。
このニーズは、レビューＳＥＭ及びそれに付随する欠陥分類システムについても当てはま
る。即ち、型式の異なる複数のレビューＳＥＭの画像を分類する欠陥分類システムへのニ
ーズが高い。
【００１４】
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　通常、半導体ウェーハの製造は複数のプロセス（以下、工程）からなっており、工程の
違いにより発生する欠陥種が異なるため、各工程に適した分類レシピを作成するのが一般
的である。また、同一の工程のウェーハに対してメーカや型式の異なる装置を適用する場
合、性能や特性が異なることから、分類に適切なパラメータが異なる場合が多い。また、
メーカ型番が同じ場合でも、装置間の性能差（機差）によって撮像される画像の画質が異
なる。そのため、分類レシピを欠陥観察装置及び工程の組合せ毎に作成することが必要と
なる。
【００１５】
　ここで、複数の欠陥観察装置が特許文献４で述べた様にネットワークで接続され、同一
の工程のウェーハ上の欠陥を観察している場合を想定する。図１は、従来のシステム構成
例を示しており、画像撮像装置１０１、１０１’が対応する分類モジュール１０３、１０
３’と接続し、分類モジュール１０３、１０３’にはそれぞれ対応する分類レシピ１０４
、１０４’が接続されている。また、これら分類モジュール１０３、１０３’は、ネット
ワークなどの通信手段１０６を通じて歩留まり管理用データベースサーバ１０５と接続し
ている。分類の手順は、まず、複数台の画像撮像装置（図１では画像撮像装置１、画像撮
像装置２の２台）から得られた画像に対し、それぞれの装置に対応する分類モジュール１
０３、１０３’によってそれぞれ欠陥分類を行う。分類モジュール１０３、１０３’はそ
れぞれの分類レシピ１０４、１０４’を基に分類を行い、分類結果は通信手段１０６を介
して歩留まり管理用データベースサーバ１０５に送信されて保存される。ここで、画像撮
像装置１０１、１０１’は上述の欠陥観察装置に対応するものであり、分類モジュール１
０３、１０３’はＡＤＣを実行可能な装置を示す。
【００１６】
　画像処理装置１および画像処理装置２が同一の工程のウェーハを撮像している場合、そ
れぞれの装置から得られた欠陥画像は同一の分類クラスで分類されることが望ましい。そ
のためには、分類レシピ１および分類レシピ２の分類クラスを同一にし、各分類クラスに
同種の欠陥が撮像された画像（以下、同種の欠陥画像）を登録する必要がある。以下、複
数の分類レシピの分類クラスが同一、かつ全ての分類クラスに登録された欠陥画像がそれ
ぞれ同一の分類クラスにおいて同種の欠陥画像である場合、分類定義が同一であるとする
。なお、同一の分類クラスは、その分類クラスで分類したい欠陥種が同一であることを意
味し、分類したい欠陥種が同じであるならば分類クラスの名称などが異なっていても同一
の分類クラスと呼ぶ。
【００１７】
　ここで、従来のシステム構成例では、分類レシピ自体は画像撮像装置毎に別々に存在す
るため、それぞれ個別に分類レシピを設定した場合、分類レシピ１０４毎に分類定義が同
一に保たれない可能性があるといった課題がある。例えば、図１の場合において、特許文
献３の説明で述べたように、新出の欠陥が発生し、一つの画像撮像装置１０１に対応する
分類モジュール１０３内の分類レシピ１０４が更新された場合を考える。この場合、もう
一つの画像撮像装置１０１’に対応する分類モジュール１０３’内の分類レシピ１０４’
は、分類レシピ１０４と独立であって更新されず、結果として、前述の個別に分類レシピ
を設定した場合と同様、分類レシピ毎に分類定義に差が発生する可能性がある。
【００１８】
　前述の通り、特許文献３、４では、同一の工程で複数のメーカや型式の異なる欠陥観察
装置が運用される場合に生じる上記課題は認識されておらず、これを解決すべく分類定義
を同一に保つような方法については何ら記載されていなかった。
【００１９】
　そこで、本発明は、上記課題を解決し、同一の工程で複数の異なる欠陥観察装置が運用
されている場合でも、分類定義を同一に保つようにして統計的プロセス管理の信頼性を向
上させる欠陥分類システム及び欠陥分類方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
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　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の通
りである。
（１）試料を撮像する装置及び前記試料を製造する工程に対応する分類レシピを用いて欠
陥画像を分類する欠陥分類方法であって、第一の画像撮像装置の分類レシピで定義された
分類クラスと同一の分類クラスを、前記第一の画像撮像装置の分類レシピと同一の工程に
対応する第二の画像撮像装置の分類レシピで定義するステップと、前記第二の画像撮像装
置により撮像された欠陥画像の中から、前記第一の画像撮像装置の分類レシピで定義され
た分類クラスに登録された教示画像と同種の欠陥画像を特定するステップと、前記特定さ
れた欠陥画像を、前記第二の画像撮像装置の分類レシピで定義された分類クラスのうち、
前記教示画像が登録された前記第一の画像撮像装置の分類クラスと同一の分類クラスに登
録するステップと、を有することを特徴とする欠陥分類方法である。
（２）複数の画像撮像装置と通信手段を介して接続された欠陥分類システムであって、前
記複数の画像撮像装置により撮像された欠陥画像を分類する分類手段と、分類のための情
報を格納した分類レシピを管理する分類レシピ管理手段と、を有し、前記分類レシピ管理
手段は、前記複数の画像撮像装置の一つである第一の画像撮像装置における分類レシピの
分類クラスに登録された教示画像と同種の欠陥画像を、同一の工程に設置された前記複数
の画像撮像装置の一つである第二の画像撮像装置より撮像された欠陥画像の中から特定す
る対応欠陥特定部と、前記教示画像を、画像変換によって前記第二の画像撮像装置から得
られた欠陥画像と類似するように変換する画像変換部と、を有することを特徴とする欠陥
分類システムである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、上記した課題を解決し、同一の工程に対応する複数の分類レシピにお
ける分類定義が同一に保たれることにより統計的プロセス管理の信頼性を向上させる欠陥
分類方法及び欠陥分類システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来の欠陥分類システムにおける画像撮像装置および分類モジュールのシステム
構成例を示す図である。
【図２】実施例１の欠陥分類システムの構成例を示すである。
【図３】実施例１の画像撮像装置の構成例を示す図である。
【図４】実施例１の欠陥分類システムの分類処理の処理フローを示す図である。
【図５】実施例１の欠陥分類システムの分類レシピ作成処理の処理フローを示す図である
。
【図６】実施例１の欠陥分類システムの分類クラス設定処理の処理フローを示す図である
。
【図７】実施例１の欠陥分類システムの同種の欠陥画像を特定するＧＵＩの一例を示す図
である。
【図８】実施例１の画像撮像装置による取得画像例を示す図である。
【図９】実施例１の画像撮像装置において欠陥断面と検出器の配置の例を示す図である。
【図１０】実施例１の画像撮像装置において検出器の配置と検出陰影方向を説明する図で
ある。
【図１１】実施例１の画像撮像装置において陰影検出画像の例を示す図である。
【図１２】実施例１の欠陥分類システムの同種の欠陥画像を特定する処理の処理フローを
示す図である。
【図１３】実施例２の欠陥分類システムの分類クラス設定処理の処理フローを示す図であ
る。
【図１４】実施例２の欠陥分類システムの構成例を示す図である。
【図１５】実施例２の欠陥分類システムの分類処理の処理フローを示す図である。
【図１６】実施例２の欠陥分類システムの分類レシピ更新処理の処理フローを示す図であ
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【図１７】実施例２の欠陥分類システムの分類クラス更新処理の処理フローを示す図であ
る。
【図１８】実施例２の欠陥分類システムの基準とする分類レシピを選択するＧＵＩの一例
を示す図である。
【図１９】実施例３の欠陥分類システムの分類クラス設定処理の処理フローを示す図であ
る。
【図２０】実施例３の欠陥分類システムの分類レシピ作成処理の処理フローを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態の例について、図を用いて詳細に説明する。なお、実施の形態
を説明するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り
返しの説明は省略する。また、本実施形態の例ではＳＥＭを備えた画像撮像装置で撮像し
た欠陥画像を分類する場合を対象に説明するが、本発明に関わる欠陥分類システムの入力
はＳＥＭ画像以外でも良く、光学式の手段やイオン顕微鏡などを用いて撮像した欠陥画像
でも良い。
【実施例１】
【００２４】
　本発明に係る欠陥分類システムの第一の実施形態について、図２を用いて説明する。第
一の実施形態の欠陥分類システム２０１は、Ｎ台（Ｎ≧２）の画像撮像装置２００-１～
２００-ｎと、ネットワークなどの通信手段２０４を介して接続される構成となっている
。ここで、画像撮像装置２００（２００-１～２００-ｎ）は、該当部位の画像を取得する
装置であり、その詳細な構成は後述する。
【００２５】
　欠陥分類システム２０１は、複数台の画像撮像装置で得られた欠陥画像の入力を受け、
これらを分類し、分類結果を、操作者に対するデータの表示及び操作者からの入力を受け
付ける為のキーボード・マウス・ディスプレイ装置などを用いて構成される入出力部２１
７に出力する機能を持つ。この欠陥分類システム２０１の第一の実施形態の詳細について
、以下に説明する。
【００２６】
　欠陥分類システム２０１は、分類レシピの作成や更新処理を実行し、分類レシピや欠陥
画像、欠陥画像に付随した情報を保存するレシピ管理部２０２と、各画像撮像装置から入
力された欠陥画像を分類する分類モジュール２０３と、装置の動作を制御する全体制御部
２０５と、入出力部２１７や通信手段２０４を介した欠陥画像等のデータ転送のための入
出力I/F部２０６とを適宜用いて構成される。
【００２７】
　レシピ管理部２０２は、分類レシピに関連する処理を実行する処理部２０７と、情報を
記憶する記憶部２０８とを有し、記憶部２０８は、画像撮像装置２００により撮像された
欠陥画像を記憶する画像記憶部２１３と、画像撮像装置２００や工程毎に作成される分類
レシピを記憶する分類レシピ記憶部２１４と、欠陥画像と共に画像撮像装置から得られる
工程などの付随情報を欠陥画像毎に記憶する付随情報記憶部２１５とを適宜用いて構成さ
れる。また、処理部２０７は、各画像撮像装置２００から得られた欠陥画像について同種
の欠陥画像を特定する処理を行う対応欠陥特定部２０９と、分類レシピおよび欠陥画像毎
に撮像された装置および工程の情報を特定する情報特定部２１０と、分類レシピの作成や
分類クラスの更新などを行うレシピ更新部２１１と、画像処理によって画像の変換を行う
画像変換部２１２とを適宜用いて構成される。なお、情報特定部２１０は、分類レシピ特
定部２１４や付随情報記憶部２１５に記憶されている欠陥画像毎の工程情報を基に、同工
程の分類レシピを特定したり、画像記憶部２１３に記憶されている欠陥画像の工程情報や
撮像された装置の情報を特定する。処理部２０７の処理の手順や方法については後述する
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【００２８】
　分類モジュール１０３は、分類レシピに基づいて欠陥画像を分類する分類処理部２１６
を含んで構成される。この分類処理部２１６の処理の詳細については後述する。
  なお、図２で示した欠陥分類システム２０１の例は、一台の演算装置（以下、ＰＣ）内
で運用しても良いし、複数台のＰＣ内で分けて運用しても良い。複数のＰＣで運用する場
合は、例えば、レシピ管理部２０２を一台のＰＣにてレシピサーバとして運用する方法も
考えられる。また、図２で示した欠陥分類システム２０１の例では、分類モジュール２０
３が一つの例を示したが、複数の分類モジュールを用いて構成しても構わない。複数の分
類モジュールを有する場合はそれぞれ異なるＰＣで運用し、画像撮像装置毎に撮像した欠
陥画像を処理する分類モジュールを割り当てるなどの方法も考えられる。なお、ここで示
した変形例は後述の実施形態でも適用可能である。
【００２９】
　図３は、上述の画像撮像装置２００の詳細な構成例を示す図である。画像撮像装置２０
０は、ＳＥＭカラム３０１と、ＳＥＭ制御部３０８と、入出力I/F３０９と、記憶部３１
１と、付随情報作成部３１４とを適宜用いて構成され、これらは通信手段３１５を介して
互いに接続されている。入出力I/F３０９には、入出力部３１０が接続され、操作者に対
するデータの入出力が行われる。
【００３０】
　ＳＥＭカラム３０１は、電子源３０２と、試料ウェーハ３０７を載せるステージ３０６
と、電子源３０２から試料ウェーハ３０７に対して1次電子ビームを照射した結果、試料
ウェーハ３０７から発生する２次電子や後方散乱電子を検出する複数の検出器３０３、３
０４、３０５とを適宜用いて構成される。なお、図示しないが、ＳＥＭカラム３０１には
、この他、1次電子ビームを試料ウェーハ３０７の観察領域に走査するための偏向器や、
検出電子の強度をデジタル変換してデジタル画像を生成する画像生成部等も適宜含まれる
。
【００３１】
　記憶部３１１は、ＳＥＭ撮像条件である、加速電圧やプローブ電流、フレーム加算数（
同一箇所の画像を複数枚取得し、それらの平均画像を作成することでショットノイズの影
響を低減する処理に用いる画像の数）、視野サイズなどを記憶する撮像レシピ記憶部３１
２と取得画像データを保存する画像メモリ３１３を適宜含んで構成される。
【００３２】
　付随情報生成部３１４は、画像データ各々に付随する情報、例えば、撮像時の加速電圧
、プローブ電流、フレーム加算数などの撮像条件、撮像装置を特定するＩＤ情報、画像生
成のために用いた検出器３０３～３０５の種類や性質、ウェーハのＩＤおよび工程、画像
を撮像した日付や時間などの付随情報を作成する機能を持つ。ウェーハのＩＤや工程の情
報は入出力部３１０などからユーザによって入力されても良いし、ウェーハの表面などか
ら読み込んだり、ウェーハが格納されている箱（図示せず）などから読み出してきても良
い。作成された付随情報は、入出力I/F３０９を介して画像データが転送される際に、そ
の画像データとあわせて転送される。
【００３３】
　ＳＥＭ制御部３０８は、画像取得などの、この画像撮像装置２００にて行う全ての処理
を制御する部位である。ＳＥＭ制御部３０８からの指示により、試料ウェーハ３０７上の
所定の観察部位を撮像視野に入れるためのステージ３０６の移動、試料ウェーハ３０７へ
の1次電子ビームの照射、試料ウェーハ３０７から発生した電子の検出器３０３～３０５
での検出、検出した電子の画像化及び画像メモリ３１３への保存、付随情報作成部３１４
での撮像画像に対する付随情報の作成等が行われる。操作者からの各種の指示や撮像条件
の指定などは、キーボード、マウスやディスプレイなどから構成される入出力部３１０を
通して実行される。
【００３４】
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　なお、図３で示した画像撮像装置２００の構成は一例であり、メーカや型番が異なる場
合、検出器３０３～３０５の構成・数が異なる場合がある。メーカや型番が異なると、同
一の欠陥を撮像した場合でも、検出器の構成や特性の違いにより得られる撮像画像自体が
異なったり、撮像画像の画質が異なるなどの差が発生する。これらの違いによって、撮像
されたままの状態では、異なる装置から得られた欠陥画像を比較することが困難である。
課題として上述したように、各画像撮像装置における分類レシピの分類定義を同一にする
ためには、異なる画像撮像装置により撮像された欠陥画像同士を比較し、同種の欠陥画像
を特定する必要がある。本発明では、これら撮像画像の違いを吸収し、異なる装置から得
られた欠陥画像の中から同種の欠陥画像を特定することが可能である。これら撮像画像の
違いや、これら違いを吸収して比較可能にする方法については図８～図１１を用いて後述
する。
【００３５】
　本発明に係る欠陥分類システムにおける、入力された欠陥画像を分類する処理フローに
ついて、図４を用いて説明する。欠陥画像を分類する処理は、分類モジュール２０３の分
類処理部２１６で実行される。
【００３６】
　まず、分類対象の欠陥画像を画像記憶部２１３から読み込む（Ｓ４０１）。つぎに欠陥
画像の付随情報を付随情報記憶部２１５から読み込む（Ｓ４０２）。ここで、付随情報と
は画像撮像時の条件であり、少なくとも欠陥画像を撮像した画像撮像装置を識別するため
のＩＤおよび撮像したウェーハの工程を識別するためのＩＤの情報を含む。また、撮像時
の加速電圧やプローブ電流、撮像視野サイズ、撮像日時、撮像座標などを記憶し、分類時
の情報として用いても良い。つぎに、情報特定部２１０にて、欠陥画像を撮像した画像撮
像装置及び撮像したウェーハの工程を特定する（Ｓ４０３）。処理Ｓ４０３の特定には、
処理Ｓ４０２において読み出した欠陥画像の付随情報に含まれる画像撮像装置ＩＤおよび
工程ＩＤを用いれば良い。もしくは画像記憶部２１３に階層構造（ディレクトリ構造）を
持たせ、画像撮像装置から送信された欠陥画像を画像撮像装置及び撮像された工程ごとに
階層（ディレクトリ）に分けて保存することで特定するようにしても良い。つぎに、分類
レシピ記憶部２１４から画像撮像装置および工程ごとにある分類レシピのうち、分類対象
の欠陥画像を撮像した撮像装置装置および工程に対応した分類レシピを読み込む（Ｓ４０
４）。分類レシピの生成方法については図５を用いて後述する。なお、ここでの分類レシ
ピとは分類処理における分類クラスの情報や、各分類クラスに属する教示画像、各分類ク
ラスに分類するための分類識別面の情報などを含む分類パラメータ、および欠陥画像から
欠陥領域を抽出する処理および特徴量を算出する処理のパラメータを含む。つぎに、読み
込んだ欠陥画像から欠陥領域の抽出を行う（Ｓ４０５）。つぎに、抽出した欠陥領域に対
して、欠陥に関する特徴を定量化した値（特徴量）を算出する（Ｓ４０６）。最後に、算
出された特徴量と、分類レシピに含まれる分類識別面を用いて画像を分類する（Ｓ４０７
）。欠陥の分類手法としては、ニューラルネットワークやＳＶＭ（Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｖｅ
ｃｔｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）などを用いても良いし、特許文献２に記載されているように
、ルール型分類器と教示型分類器を組み合わせて用いても良い。なお、以上は入力された
１欠陥の欠陥画像を分類する際の処理フローを示したが、複数の欠陥画像を分類するには
、欠陥画像の数だけＳ４０１～Ｓ４０７処理を繰り返し実行すればよい。
【００３７】
　次に、分類レシピを作成する方法の詳細について、図５を用いて説明する。ここでの分
類レシピとは欠陥画像の分類方法を定義した情報であり、欠陥の分類クラス（欠陥種）や
、画像処理パラメータ、各分類クラスに分類するための分類識別面などの情報を含む分類
パラメータが含まれる。前述の通り、分類レシピは画像撮像装置および工程毎に作成する
必要があり、分類レシピを作成する前提として、分類レシピを作成したい工程および装置
の組合せで撮像した欠陥画像が、画像記憶部２１３に保存されている必要がある。
【００３８】
　図５(a)は分類レシピを装置、工程毎に一つ一つ作成する従来の分類レシピ作成（単体
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の分類レシピ作成）方法を示し、図５(b)は本発明に係る分類レシピ作成方法を示してい
る。
  まず、図５(a)を用いて、従来手法である単体の分類レシピ作成方法を説明する。まず
、分類クラスの定義および教示画像を登録することによって分類クラスの設定を行う（Ｓ
５０１）。ここでは、分類クラスを定義し、それぞれの分類クラスに教示画像を登録する
。次に、欠陥画像中の欠陥領域や配線パターンなどを認識するための画像処理における画
像処理パラメータの設定を行い（Ｓ５０２）、分類パラメータを調整し（Ｓ５０３）、こ
のようにして作成した分類レシピを分類レシピ記憶部に保存する（Ｓ５０４）。画像処理
パラメータ設定処理Ｓ５０２では、処理Ｓ５０１にて登録された教示画像に対して適切な
画像処理結果が得られるように、画像処理パラメータの設定を行う。処理Ｓ５０３の分類
パラメータの調整には、例えば、処理Ｓ５０１で登録した教示画像を分類モジュール内の
分類処理部に教示し、分類識別面を作成するなどの手法によって行えば良く、分類クラス
毎に教示画像が存在すれば自動で行うことが可能である。
【００３９】
　次に、図５(b)を用いて、本発明に係る分類レシピ作成法を説明する。図５(b)の処理は
レシピ更新部２１１により処理される。本発明に係る分類レシピの作成方法（図５(b)）
では、同一工程における複数の画像撮像装置の分類レシピを一括で作成することが可能で
あり、加えて作成する全分類レシピについて分類定義を同一にすることが可能である。ま
ず、複数の画像撮像装置の分類レシピにおける共通の分類クラスの設定を行う（Ｓ５１１
）。ここでは、全分類レシピで共通の分類クラスを定義し、それぞれの分類クラスに同種
の欠陥画像を教示画像として登録する。本発明における処理Ｓ５１１の詳細については、
図６および図７を用いて後述する。次に、処理Ｓ５１２によって、以下の処理Ｓ５１３～
Ｓ５１５を、処理Ｓ５１１で共通の分類クラス設定を行った同一工程のＮ台の画像撮像装
置（Ｎ≧２）に対応する分類レシピ対して実行する。処理Ｓ５１１で共通の分類クラス設
定を行った分類レシピに対応する同一工程の画像撮像装置を装置i（１≦i≦Ｎ）とする。
続いて、装置iの分類レシピの画像処理パラメータの設定を行い（Ｓ５１３）、装置iの分
類レシピの分類パラメータを調整し（Ｓ５１４）、作成した装置iの分類レシピを分類レ
シピ記憶部２１４に保存する（Ｓ５１５）。処理Ｓ５１３～Ｓ５１５は処理の対象が装置
iの分類レシピであるが、前述の処理Ｓ５０２～５０４とそれぞれ同一の手法で実行すれ
ば良い。
【００４０】
　なお、処理Ｓ５０２および処理Ｓ５１３の画像処理パラメータの設定は、 予め定義さ
れたテーブルなどから読みこんでも良いし、ユーザがマニュアルで定義しても良い。本実
施形態において、画像処理パラメータを予め定義されたテーブルから読み込む場合は、ユ
ーザは処理Ｓ５１１のみを実行するだけで同工程のＮ台の分類レシピを作成することがで
きる。
【００４１】
　また、処理Ｓ５１３については、１番目の装置1(i=１)についてのみユーザがマニュア
ルで画像処理パラメータを設定し、他の装置については装置１で設定された画像処理パラ
メータを後述する画像処理パラメータ変換テーブルなどを用いて変換し、その値を用いて
も良い。ここで、画像処理パラメータ変換テーブルとは、画像処理パラメータ変換の装置
（ここでは、装置１）の画像処理パラメータから変換したい装置iなどの組合せ毎に、画
像変換処理パラメータの対応する値や変換用の計算式が定義されたテーブルである。画像
処理パラメータ変換テーブルを用いる場合、ユーザは処理Ｓ５１１および装置１に対して
処理Ｓ５１３を行うだけで、同工程のＮ台の装置の分類レシピを作成することができる。
【００４２】
　図６は、本発明に係る欠陥分類システムにおける、分類レシピ作成における共通の分類
クラスの設定時の処理フローの一例であり、図５の処理Ｓ５１１の詳細を示す図である。
図６に示す処理フローによって、同一の工程の複数の画像撮像装置に対応する複数の分類
レシピにて、共通の分類クラスを定義し、それぞれの分類クラスに同種の欠陥画像を教示
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画像として登録することでき、全分類レシピで分類定義を同一にすることができる。なお
、図６を含め、本願における図を用いた処理フローの説明では、画像撮像装置を装置、撮
像したウェーハの工程を工程と適宜略して説明する。また、装置１の工程Ａについて撮像
された欠陥画像を分類するための分類レシピを、装置１・工程Ａの分類レシピ、装置１の
工程Ａから撮像された欠陥画像を装置１・工程Ａの欠陥画像（あるいは、装置１・工程Ａ
の画像）などと略し、装置２や工程Ｂなど、装置や工程が異なっても同様の略称で説明す
る。
【００４３】
　図６では、装置が２台（装置１、装置２）の場合において、工程Ａの分類レシピを作成
する場合について説明する。分類クラスを設定する前提として、分類クラスを設定したい
工程（工程Ａ）と装置（装置１、装置２）の組合せで撮像した欠陥画像が、画像記憶部２
１３に保存されている必要がある。
【００４４】
　まず、画像記憶部２１３に格納されている工程Ａの欠陥画像について、情報特定部２１
０にて撮像した装置を特定する（Ｓ６０１）。工程Ａの欠陥画像について、撮像した装置
の特定方法としては、付随情報記憶部２１５などに記憶されている欠陥画像毎の付随情報
などから判定しても良いし、入出力部２１７からユーザが指定しても良い。
【００４５】
　次に、工程Ａの各装置（装置１、装置２）における分類レシピを作成し、各装置に共通
の分類クラスを定義する（Ｓ６０２）。この時点で、装置１・工程Ａの分類レシピと装置
２・工程Ａの分類レシピの分類クラスは同一の定義とすることができる。そして、装置１
・工程Ａの分類レシピの各分類クラスに、画像記憶部２１３に保存されている装置１・工
程Ａの欠陥画像の一部あるいは全てを教示画像として登録する（Ｓ６０３）。処理Ｓ６０
２および処理Ｓ６０３の分類クラスおよび教示画像の登録には、入出力部２１７にてユー
ザが指定しても良いし、ファイル等に定義されている分類クラスや登録する欠陥画像の情
報を読み込んでそれら情報を元に登録しても良い。次に、処理Ｓ６０６にて、装置２・工
程Ａの分類レシピの各分類クラスについて画像記憶部２１３に保存されている装置２・工
程Ａの欠陥画像を登録する。処理Ｓ６０６では、まず、対応欠陥特定部２０９にて、装置
２・工程Ａの欠陥画像のうち、処理Ｓ６０３にて装置１・工程Ａの分類レシピの分類クラ
スに教示画像として登録した欠陥画像と同種の欠陥が撮像された画像（同種の欠陥画像）
を特定する（Ｓ６０４）。同種の欠陥画像の特定方法としては、装置１・工程Ａの各分類
クラスに教示画像として登録した欠陥画像を装置２から撮像された画像に画像変換し、そ
れらの画像の特徴量などを比較することで、装置２・工程Ａの欠陥画像の中から教示画像
と同種の欠陥画像を特定する。同種の欠陥画像を特定することによって、ユーザは、装置
１・工程Ａの分類レシピにのみ教示画像を登録すれば良く、装置２・工程Ａの分類レシピ
へに対する教示画像の登録は自動で行うことことが可能である。この特定方法の更なる詳
細については、図１２を用いて後述する。最後に、処理Ｓ６０４で特定した装置２・工程
Ａの欠陥画像を、装置２・工程Ａの分類レシピの対応する分類クラスにそれぞれ登録する
（Ｓ６０５）。図６では装置が装置１及び装置２の２台の場合を例として説明したが、装
置が３台以上ある場合についても、処理Ｓ６０６を装置の数だけ実行することによって本
処理フローを適用可能である。
【００４６】
　図７は、本発明に係る欠陥分類システムにおいて、図６で述べた分類クラスの設定時の
処理Ｓ６０３～Ｓ６０５を実行するためのＧＵＩの一例である。図７でも、図６の説明時
と同様、装置が２台（装置１および装置２）で工程Ａの分類レシピを作成する場合を例に
とって説明する。
【００４７】
　図７において、７０１は工程Ａの欠陥画像が撮像された装置名や工程の情報を示してお
り、７０２は各装置において撮像された複数の欠陥画像を各装置に対応した表示領域にそ
れぞれ並べて表示している。７０３は表示する欠陥画像を選択するコンボボックスであり
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、例えば、検出器３０３～３０５で撮像された２次電子像や後方散乱電子像などを選択可
能である。７０４は装置１・工程Ａの欠陥についてユーザが同種の欠陥として選択した欠
陥画像を示しており、画像に枠や画像をハイライトするなどによってこれらの欠陥画像を
判定可能である。画像を選択するには入出力部２１７によってマウスやキーボード、ペン
タブレットなどを用いて選択しても良いし、ファイルに画像を特定する欠陥ＩＤなどの情
報を記述しておき、それらを読み込んで選択するのも良い。７０５は装置１・工程Ａにお
いて選択した画像を、処理Ｓ６０２にて定義した分類クラスに登録するボタンである（Ｓ
６０３）。画像を分類クラスに登録する方法は、画面上のボタンを押す形態に限らず、選
択後にマウスによるドラッグアンドドロップ動作によって登録する方法なども考えられる
。７０６は、装置１・工程Ａで各分類クラスに教示画像として登録された欠陥画像と同種
の欠陥画像を装置２・工程Ａの画像から特定するボタンである（Ｓ６０４）。７０７は処
理Ｓ６０４によって特定された同種の欠陥画像を示すマークである。画像を枠で囲む、画
像をハイライトするなどによって他の画像と判別できるようにしても良い。また、画像内
に分類クラスの名前や記号などを表示するのも良い。なお、同種の欠陥画像の特定は、分
類クラス毎に行っても良いし、複数の分類クラスについてまとめて行っても良い。７０８
は、処理Ｓ６０４によって特定された装置２・工程Ａの欠陥画像が装置１・工程Ａで教示
画像として登録した欠陥画像と同種でないとユーザが判定した場合、装置２・工程Ａの分
類クラスに登録する欠陥画像を修正・変更するボタンである。７０９は処理Ｓ６０４によ
って特定された装置２・工程Ａの欠陥画像を、装置２・工程Ａの分類レシピの対応する分
類クラスに登録するボタンである（Ｓ６０５）。なお、７０８のボタンによって特定され
た欠陥画像が変更された場合、変更された欠陥画像を装置２・工程Ａの分類レシピの対応
する分類クラスに登録する。
【００４８】
　処理Ｓ６０４にて、メーカや型式の異なる装置から得られた欠陥画像を比較し、同種の
欠陥画像を特定するためには、検出器の構成や特性の違いに起因する撮像画像自体の違い
や、撮像画像の画質の違いを考慮するとよい。以下、図８～１１を用いて説明する。
【００４９】
　図３に示した画像撮像装置２００は検出器を３つ備えており、この画像撮像装置２００
では、試料ウェーハ上の観察箇所の画像を３枚同時に取得することが可能である。図８は
、試料ウェーハ表面の異物について取得した３つの撮像画像の例である。図８(a)は、試
料ウェーハから発生する２次電子を検出器３０３にて検出することで取得した画像であり
、図８(b)(c)は、試料ウェーハから発生する後方散乱電子をそれぞれ、二つの検出器３０
４、３０５で取得した画像である。図８(a)を上方像、図８(b)(c)をそれぞれ左像、右像
と称することとする。図８(a)の上方像は、回路パターンや欠陥部位の輪郭が明瞭に観察
される像である。一方、図８(b)(c)の左・右像は、表面の凹凸状態に起因して発生する陰
影が観察できる画像である。このような画像の性質の違いは、検出器の配置、検出器がも
つ検出電子のエネルギーバンド、試料から発生電子の軌道に影響を与えるカラム内に与え
られる電磁界等によって生じる。また、画像の質は、撮像条件、例えば電子の加速電圧、
プローブ電流量、フレーム加算数等によっても変化する。
【００５０】
　ここで、検出器の特性の違いにより、得られる画像の性質が異なる事例として、後方散
乱電子の検出器３０４、３０５の方向と画像の陰影の関係について、図９～図１１を用い
て説明する。図９は、試料ウェーハ３０７上に突起状の欠陥９０１と、凹み状の欠陥９０
２が存在する場合の、試料ウェーハの断面と後方散乱電子の検出器３０４、３０５の位置
関係をそれぞれ図９(a)(b)に模式的に示している。図９で示すように、後方散乱電子の２
つの検出器が、試料ウェーハ３０７の斜め上にて、対向する位置に配置されている。１次
電子ビームは直上から入射される。観察部位から発生する後方散乱電子は、そのエネルギ
が強くかつ方向性を持つという特性があるため、一方の検出器の方向に発生した後方散乱
電子は、その逆側にある検出器にはほとんど達しない。この結果、図８(b)(c)に示したよ
うに、観察部位の凹凸状態に応じた陰影を観察可能な画像が取得できる。
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【００５１】
　なお、この陰影の方向は、検出器３０４、３０５の試料ウェーハ３０７に対する相対位
置が変わると変化する。図１０は、検出器の方向と取得される画像の陰影の方向を模式的
に示した図である。図１０(a)は、検出器が座標系のＸ方向に沿って配置された例である
。画像(a-1)(a-2)は、それぞれ検出器３０４及び３０５で得られる画像を模式的に示して
いる。図１０(a)では、検出器３０４及び３０５で得られる画像(a-1)(a-2)上の明領域と
暗領域の位置は図に示すようにＸ方向に陰影が発生している。ここで明領域とは、この画
像上で明度が高い領域である。明領域は、その部位で発生した後方散乱電子が多く検出器
で検出されていることを意味し、一方、暗領域とは、その部位で発生した後方散乱電子が
、その検出器では検出されない領域である。このように明暗が現れるのは、後方散乱電子
は方向性を持つため、各部位における後方散乱電子の発生方向と、後方散乱電子を検出す
る検出器の位置・方向に依存して、画像上の明暗が決定されるからである。 図１０(b)は
図１０(a)に対し、検出器の方向を、時計回りに４５度回転させた場合を示したものであ
る。図１０(b)の配置の検出器により得られる画像(b-1)(b-2)の陰影の方向は検出器の回
転に対応して回転している。同様に、図１０(c)は図１０(a)に対し反時計回りに４５度回
転させた位置に検出器を配置した場合である。同様に、図１０(c)の配置の検出器により
得られる画像(c-1)(c-2)の陰影の方向は検出器の回転に対応して回転している。このよう
に、検出器の方向が変われば陰影の方向が変わる。
【００５２】
　一方、対象の凹凸状態によっても陰影の方向が変わることに注意が必要である。即ち、
図９(a)(b)に示した凸状の欠陥と凹状の欠陥では、陰影の方向が逆になることに注意が必
要である。よって、例えば図１１の(a)(b)に示すように、検出器３０４及び３０５各々で
画像が得られた場合に、この観察対象が凸状・凹状のいずれであるかは、検出器の構成に
ついての情報がないと判定できない。実際のところ、本例は図１１(a)が凸状の欠陥を図
１０(b)の検出器の構成で取得した画像であり、図１１(b)が凹状の欠陥を図１０（ｃ）の
検出器の構成で取得した画像を示しているが、このように、検出器の構成が異なる画像を
比較する場合には、欠陥部の凹凸関係を誤認識する恐れがあることがわかる。
【００５３】
　図２に示した本実施例の欠陥分類システムでは、複数の画像撮像装置２００が接続され
ているが、各画像撮像装置の型式が異なる場合もある。例えば、装置の提供メーカが異な
る場合や、また、同一のメーカであっても、検出器の構成の異なる複数の製品が提供され
ている場合がある。ここまでの説明では、画像撮像装置の検出器の数が３であり、しかも
後方散乱電子を検出するための検出器が対向する場合にその試料に対する相対位置が変化
する場合を例にとって説明したが、検出器の数や、各検出機の方向、検出する電子エネル
ギ帯等、その他の条件についても、装置毎で異なる場合が考えられる。しかも、発生する
試料のエネルギは撮像時の条件でも変化しうるため、得られる画像もこれらの条件で変化
する可能性がある。
【００５４】
　以上、メーカや型式の異なる装置から得られた画像は、前述の通り、検出器の構成や特
性の違いに起因する撮像画像自体の違いや、撮像画像の画質の違いにより、画像同士をそ
のまま比較することができず、同種の欠陥画像を特定することが困難である。そこで、本
発明では、比較対象の画像を画像変換部２１２にて画像変換を行い、上記検出器の構成や
特性の違いによる撮像画像自体の違い、および撮像画像の画質の違いを解消し、比較可能
な画像に変換する。
【００５５】
　画像変換部２１２で行われる画像変換処理について説明する。画像変換処理とは、画像
セットを入力とし、対応する付随情報を付随情報記憶部２１５から読み出してそれらを処
理した画像セットを出力する一連の処理を意味する。具体的には、画質改善処理、陰影方
向の変換処理、画像の混合処理などを含む。
【００５６】
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　画質の改善処理としては、例えばノイズ低減処理がある。ＳＥＭでは、画像撮像時のプ
ローブ電流が低い場合やフレーム加数が少ない場合には、S/Nが低下した画像が得られや
すい。また、同じ撮像条件であっても、撮像する装置が異なる場合には、その検出器での
電子検出収率が異なることに起因してS/Nが異なる画像が得られることもある。同一型式
の装置であっても、調整の程度が異なれば、装置間の機差に起因するS/Nの差が生じる可
能性もある。ノイズ低減処理の具体例としては、各種ノイズフィルタ処理がある。以下、
S/Nが低い画像が撮像される装置１により撮像された画像から、S/Nが高い画像が撮像され
る装置２により撮像された画像に類似する画像を作成する場合を例にとり、その処理方法
の一例を説明する。まず、装置１の画像にノイズフィルタ処理を実行する。装置２におり
撮像された画像のサンプルを用意し、装置１のノイズフィルタ処理後の画像および装置２
の画像の中の平坦部分における輝度値の分散を比較し、近い値（例えば、輝度値の分散の
差が所定のしきい値を超える値）になるまで上記の処理を繰り返す。以上の処理は一例で
あるが、これらの処理によって、装置１の画像から装置２の画像に類似する画像を作成す
ることができる。
【００５７】
　画質改善処理の他の例としては、１次電子ビームのビーム径に起因する画像のぼやけに
よる鮮鋭度の差を低減させるための鮮鋭度変換処理がある。ＳＥＭでは、数ナノメートル
オーダの径に集束させた電子ビームで観察部位をスキャンするが、このビーム径が画像の
鮮鋭度に影響を与える。つまり、ビームが太い場合は、ぼやけが生じ、鮮鋭度が低下した
画像が得られる。つまり、１次電子ビームの集束性能が異なる複数の装置では、異なる鮮
鋭度の画像像が得られることになる。得られた画像からより鮮鋭度の高い画像を得るため
には、デコンボリューション処理が有効であり、逆に得られた画像からより鮮鋭度の低い
画像を得るためにはローパスフィルタが有効である。以下、鮮鋭度の低い画像が撮像され
る装置１により撮像された画像から、鮮鋭度の高い画像が撮像される装置２により撮像さ
れた画像に類似する画像を作成する場合を例にとり、その処理方法の一例を説明する。ま
ず、装置１の画像に対してデコンボリューション処理を行う。装置２の画像のサンプルを
用意し、デコンボリューション処理を施した装置１の画像および装置２の画像に対しフー
リエ変換などの処理によって周波数強度を算出し、高周波成分の強度が同程度になるまで
（例えば、両者の高周波成分の強度の差が所定のしきい値を超えるまで）上記の処理を繰
り返す。以上の処理は一例であるが、これらの処理によって、装置１の画像から装置２に
より得られる画像に類似する画像を作成することができる。
【００５８】
　また、画質改善処理の他の例としては、コントラスト変換処理がある。本処理には、試
料表面の帯電現象によって、観察視野一面において、画像明度が緩やかに変化する場合に
、この明度変化を除去する処理や、回路パターン部や欠陥部の明度を補正し、視認性が高
い画像を取得する処理を含む。ＳＥＭは、撮像条件が異なる場合や、同一の撮像条件であ
っても撮像機種が異なる場合には、回路パターンと非パターン部での明暗関係が反転する
こともある。このコントラスト変換処理は、そのように反転した明度を補正することで、
異なる装置間、あるいは異なる条件で撮像した画像の外観を統一させることができる。以
下、コントラストの低い画像が撮像される装置１により撮像された画像から、コントラス
トの高い画像が撮像される装置２により撮像された画像に類似する画像を作成する場合を
例にとり、その処理方法の一例を説明する。まず、装置１の画像に対してコントラスト変
換処理を行う。装置２の画像のサンプルを用意し、コントラスト変換処理が実行された装
置１の画像および装置２の画像の輝度値平均と分散が同定度になるまで（例えば、両者の
輝度値平均と分散の差が所定のしきい値を超えるまで）上記の処理を繰り返す。以上の処
理は一例であるが、これらの処理によって、装置１の画像から装置２に類似した画像を作
成することができる。
【００５９】
　その他の画像変換処理の例として、陰影情報の変換処理がある。たとえば図１０に示し
たように、後方散乱電子を検出することによって得られる陰影の情報は、装置における検
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出器の配置形態に強く影響される。図１１で例示したとおり、検出器の配置形態が異なる
画像が混在するときには、凹凸状態の判定を誤らせる可能性があることから、それを防ぐ
ために、陰影の方向を変換した画像を作成する。
【００６０】
　具体的には、陰影方向を変換するために、画像に対する回転処理や鏡像反転処理などの
幾何変換処理を行う。ただし、これらの回転処理や反転処理では、画像全体を処理対象と
するため、陰影方向のみを変更することはできないことに注意が必要である。よって、回
転・反転処理を行うと、撮像されている回路パターンなども同様に変換される。しかし、
陰影を解析することにより凹凸を判定する処理においては、これは問題とならない。なぜ
なら、通常、凹凸の判定では欠陥画像と参照画像の画像比較を用いて凹凸等を判定するが
、双方の画像とも、同一の回転・反転処理をしておけば比較処理を行った際に、パターン
の情報は除去され、欠陥画像と参照画像で差異のある部位（即ち欠陥部）の陰影部のみが
抽出できるからである。
【００６１】
　さらに、他の画像変換処理の例としては、画像の混合処理がある。図８では、図３に示
した画像撮像装置の３つの検出器により、２次電子と後方散乱電子を分離検出して３枚の
画像を取得した例を示したが、そもそも、装置の型式が異なれば、検出器の数やその検出
電子の種類なども異なることが想定される。そこで、検出された複数の画像を混合するこ
とで、さらに異なる複数枚の画像を作成する。例えば、ある装置１は、２次電子画像と後
方散乱画像が完全分離された像を取得することでき、一方、他の装置２では、それらが混
在した画像が検出されるならば、完全に分離されて検出される装置１の画像から、各画像
を混合させた複数の画像を生成することで、装置２により得られる画像に類似する画像を
作成することができる。なお、上記で例示した、各種の画像変換処理は、単独で行うので
はなく、組み合わせて実行することももちろん可能である。
【００６２】
　また、ある装置１により撮像された画像から、装置２により撮像された画像に類似した
画像を作成するための画像変換を行う際、変換用のパラメータテーブルを予め用意してお
き、テーブル内のパラメータを用いて変換処理を行う方法も考えられる。ここで、変換用
のパラメータテーブルとは、元画像が撮像された装置（装置１）から類似した画像を作成
したい対象の装置（装置２）などの組合せ毎に、画像変換処理の処理内容や、処理手順、
各処理で用いるパラメータなどが記述されたテーブルである。
【００６３】
　次に、本発明に係る欠陥分類システムにおける、処理Ｓ６０４にて教示画像と同種の欠
陥画像を特定する処理フローの詳細について、図１２を用いてその一例を説明する。図１
２では、装置が２台（装置１および装置２）の場合において、装置１・工程Ａに教示画像
が既に登録されており、装置２で同一の工程から撮像された欠陥画像である装置２・工程
Ａの画像の中から教示画像と同種の欠陥画像を特定する場合を例として説明する。前提と
して装置２・工程Ａの欠陥画像が画像記憶部２１３に保存されているとする。
【００６４】
　まず、装置１・工程Ａで各分類クラスに登録した教示画像を、画像変換部２１２にて装
置２で撮像される画像に類似する画像に変換する（Ｓ１２０１）。次に、処理Ｓ１２０１
で画像記憶部２１３に保存されている装置２・工程Ａの欠陥画像と、画像変換した装置１
・工程Ａの教示画像を分類クラス毎に比較する（Ｓ１２０２）。そして、比較した結果に
基づき、装置２・工程Ａの欠陥画像の中から装置１・工程Ａの各分類クラスに登録された
教示画像と同種の欠陥画像を分類クラス毎に特定する（Ｓ１２０３）。処理Ｓ１２０３に
て同種の欠陥画像を特定する方法としては、それぞれの画像から欠陥部の凹凸度や欠陥の
大きさなどの特徴量を計算し、特徴量が近い場合に同種の欠陥画像と判定するなどの手法
などを用いれば良い。また、分類処理部２１６を用いて、同種の欠陥画像の判定をする方
法も考えられる。その場合、分類クラス毎に画像変換した画像を分類処理部２１６に教示
し、装置２・工程Ａの画像の内、画像変換した画像の同種の欠陥画像を各分類クラスに分
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類する。同種の欠陥画像を特定する際、特徴量の計算や特定処理などで特定用のパラメー
タ（特定パラメータ）が必要な場合があるが、特定パラメータは予めファイルなどに定義
しておいても良いし、図１２の処理の前にユーザが指定しても良い。また、処理Ｓ１２０
１にて、装置１・工程Ａの教示画像を装置２の画像に画像変換するのではなく、装置２・
工程Ａの欠陥画像を装置１の画像に画像変換し、装置１・工程Ａの教示画像と比較しても
良い。他にも、装置１・工程Ａの教示画像および装置２・工程Ａの欠陥画像を、装置１お
よび装置２とは異なる装置３により撮像された画像にそれぞれ画像変換し、処理Ｓ１２０
２にて変換画像同士を比較しても良い。装置３は同一の工程に設置されている装置でも良
いし、画像変換が可能な装置であれば、異なる工程に設置されている装置でも良い。
【００６５】
　処理Ｓ６０４のフローにて同種の欠陥画像を特定した際、同種の欠陥画像が画像記憶部
２１３に保存されておらず処理Ｓ１２０３によって同種の欠陥画像を特定できない場合、
あるいは特定された同種の欠陥画像の数が少なく分類処理部２１６の教示に不十分な場合
も考えられる。その場合は、処理Ｓ６０５にて、処理Ｓ１２０１で画像変換した画像の一
部もしくは全てを装置２・工程Ａの分類レシピの各分類クラスに登録すればよい。
【００６６】
　装置１と装置２が同じメーカ製の同じ型番で、撮像画像の違いが機差程度のものであれ
ば、処理Ｓ１２０２および処理Ｓ１２０３を実行せず、装置１の教示画像を画像変換した
画像の一部もしくは全てを装置２・工程Ａの分類レシピの各分類クラスに登録しても良い
。また、装置１と装置２の機差が十分に小さい場合は、処理Ｓ６０４による画像変換を実
行せず、装置１の教示画像の一部もしくは全てを装置２・工程Ａの分類レシピの各分類ク
ラスに登録しても良い。
【００６７】
　なお、図１２では、装置１及び装置２の２台の装置がある場合を例として説明したが、
装置が３台以上ある場合についても、処理Ｓ６０４を装置の数に対応して適宜実行するこ
とによって本処理フローを適用可能であることは言うまでもない。
【００６８】
　図５(b)の処理フローによって同一工程における複数装置の分類レシピを作成する際、
作成する分類レシピと同一の工程の他装置における分類レシピが既に存在する場合も考え
られる。例えば、既に装置および分類システムが設置されている工程に対し、撮像画像数
を増やすことによって歩留まり管理効率を向上させることなどを目的として、装置を追加
で配置する場合などが挙げられる。以下、画像撮像装置が装置１、装置２の２台の場合に
おいて、装置を運用する工程を工程Ａ、最初に設置されていた装置を装置１、追加された
装置を装置２の場合を例にとって説明する。この場合、装置１・工程Ａの分類レシピは存
在するが、装置２・工程Ａの分類レシピは存在しないため、図５(b)および図６の処理フ
ローによって装置１・工程Ａの分類レシピと装置２・工程Ａの分類レシピの両方を作成す
るよりも、装置２・工程Ａの分類レシピのみを作成した方が効率が良い。このような装置
１・工程Ａの分類レシピが存在する場合に、装置２・工程Ａの分類クラスを設定する処理
について、図１３を用いて説明する。なお、分類レシピを作成する処理フローは図５(b)
で説明した処理フローと同様であるが、図５(b)の内、先に存在している分類レシピに対
しては、処理Ｓ５１３～Ｓ５１５を実行する必要はなく、新しく作成する分類レシピに対
してのみ行えばよい。前提として装置２・工程Ａの画像が画像記憶部２１３に保存されて
おり、装置１・工程Ａの分類レシピは存在するが、装置２・工程Ａの分類レシピが存在し
ないとする。
【００６９】
　まず、基準とする分類レシピを選択する（Ｓ１３０１）。処理Ｓ１３０１では、既に存
在する分類レシピを選択し、以下では、処理Ｓ１３０１にて装置１・工程Ａの分類レシピ
が基準とする分類レシピとして選択された場合の例として説明する。次に、情報特定部２
１０にて、基準とする分類レシピ（装置１・工程Ａのレシピ）の装置及び工程情報を読み
込む（Ｓ１３０２）。工程情報は、分類レシピ内から読み込んでも良いし、付随情報記憶
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部２１５などに記憶されている画像毎の付随情報などから判定しても良いし、入出力部２
０３からユーザが入力しても良い。
【００７０】
　次に、処理Ｓ１３０７にて、基準とする分類レシピと同一の工程Ａの画像を撮像した装
置で装置１以外の装置（装置２）の分類レシピ（装置２・工程Ａの分類レシピ）を新規作
成し、分類クラスを設定する。処理Ｓ１３０７では、まず、基準とする分類レシピと同一
の工程Ａの画像を撮像した装置で装置１以外の装置（装置２）を特定する（Ｓ１３０３）
。次に、装置２・工程Ａの分類レシピを作成し、基準とする分類レシピ（装置１・工程Ａ
の分類レシピ）の分類クラスと同一の分類クラスを定義する（Ｓ１３０４）。次に、基準
とする分類レシピ（装置１・工程Ａの分類レシピ）の各分類クラスに登録された教示画像
と同種の欠陥画像を、画像記憶部２１３に保存された装置２・工程Ａの画像の中から特定
する（Ｓ１３０５）。特定する手法は、図１２の説明で述べたとおりである。そして、処
理Ｓ１３０５で特定した画像を処理Ｓ１３０３で新規作成した分類レシピ（装置２・工程
Ａの分類レシピ）における処理Ｓ１３０４で定義した分類クラスにそれぞれ登録する（Ｓ
１３０６）。
【００７１】
　なお、処理Ｓ６０１で工程Ａの分類レシピを特定する際、装置１・工程Ａの分類レシピ
および装置２・工程Ａの分類レシピの両方が分類レシピ記憶部２１４に存在しない場合、
図６の処理フローを実行し、装置１・工程Ａの分類レシピおよび装置２・工程Ａの分類レ
シピのいずれかが存在する場合は図１３の処理フローを実行するなどの条件分岐を行う方
法も考えられる。
【００７２】
　以上、本実施例では、複数の画像撮像装置が運用されており、画像撮像装置および工程
の組合せ毎にそれぞれ複数の分類レシピが存在する際、ある分類レシピで定義された分類
クラスと同一の分類クラスを同一の工程の他の分類レシピで定義し、各分類クラスに登録
された画像と同種の欠陥画像を特定して登録することで、同一の工程では分類レシピ内の
分類定義を同一に保つ方法について述べ、また、異なるメーカおよび型式の画像に対して
同種の欠陥画像を特定する方法として、画像変換によって比較対象の画像を類似した画像
に変換し、変換した画像や変換した画像の特徴量を比較する方法を述べたが、本願で開示
した発明は上記した実施形態や変形例に限られず、種々変更可能である。また、上記した
変形例は本実施例１にのみに適用されるものではなく、以下の他の実施例にも適宜適用可
能であることは言うまでもない。
【実施例２】
【００７３】
　本発明に係る欠陥分類システムの第二の実施形態について、図１４～図１８を用いて説
明する。本実施例２は、実施例１と同じ処理フローによりレシピ作成を行う欠陥分類シス
テムである。実施例１との違いは、欠陥分類を行う際、新出の欠陥を未知欠陥として判定
する機能や、未判定された知欠陥を用いて分類レシピを更新する機能を有することであり
、以下、欠陥分類方法及び分類レシピの更新方法を説明する。本実施例では実施例１と同
様にＳＥＭを備えた観察装置で撮像した画像を分類する場合を例にとって説明するが、本
実施例にかかる欠陥分類システムの入力はＳＥＭ画像以外でも良く、光学式の手段やイオ
ン顕微鏡などを用いて撮像した画像でも良い。
【００７４】
　図１４は、本実施例２に係る欠陥分類システムの一実施例の構成図を示している。実施
例１に係る欠陥分類システムと同様の構成については説明を省略する。実施例１に係る欠
陥分類システムとの相違点は、分類モジュール２０３’内に未知欠陥を判定する未知欠陥
判定部１４０２及び、レシピ管理部２０２’内の記憶部２０８’内に判定された未知欠陥
を保存する未知欠陥記憶部１４０１である。
【００７５】
　以下、本実施例２に係る欠陥分類システムによる分類処理フローの一例について、図１
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５を用いて説明する。図１５における処理Ｓ４０１～Ｓ４０６は実施例１の分類処理の処
理フロー（図４）と同様であり、説明を省略する。本実施例２では、特徴量を算出（Ｓ４
０６）した後、未知欠陥判定部１４０２にて欠陥を分類及び未知欠陥判定を行う処理を行
い（Ｓ１５０１）、判定された未知欠陥を未知欠陥記憶部１４０１に保存する処理（Ｓ１
５０２）を行う部分が異なる。未知欠陥の判定には、例えば、分類レシピに登録された教
示画像の特徴量分布と分類対象の特徴点のユークリッド距離に基づいて判定する方法など
を用いれば良く、例えば前記のユークリッド距離が設定値以上の場合に未知欠陥と判定す
る方法などが考えられる。
【００７６】
　図１６は未知欠陥によって同一工程の複数装置に対応する分類レシピに同一の新分類ク
ラスを定義し、分類レシピを更新する際のフローである。処理Ｓ５１２～Ｓ５１３は実施
例１の図５(b)を用いて説明した処理と同様であり、説明を省略する。本実施例では、処
理Ｓ１６０１にて共通の新分類クラスを追加し、未知欠陥を新分類クラスに登録する処理
が含まれる部分が異なる。処理Ｓ１６０１の詳細については図１７を用いて後述する。ま
た、図１６における処理Ｓ５１３および処理Ｓ５１４では、各分類レシピの更新前の画像
処理パラメータ、分類パラメータを変更せずにそのまま設定しても良い。その場合、ユー
ザは処理Ｓ１６０１のみ実行することで、複数の分類レシピを同一の分類定義で更新する
ことができる。
【００７７】
　図１７を用いて分類クラスの更新の処理フローを示す。図１７の処理フローによって、
同工程の複数装置における分類レシピを同一の分類定義で一括して更新することができる
。図１７では、二台の装置（装置１および装置２）が工程Ａで運用されている場合を例と
して説明する。図１７の例では、前提として、装置１・工程Ａの分類レシピおよび装置２
・工程Ａの分類レシピが存在し、装置１・工程Ａの分類レシピが更新されたとする。
【００７８】
　まず、未知欠陥などによって新クラスが定義され、分類クラスが更新された分類レシピ
を特定する（Ｓ１７０１）。特定手法としては、図１６で説明した分類レシピの更新処理
が実行され、処理Ｓ５０４の分類レシピが保存された際に分類レシピ毎に更新フラグなど
を設定し、更新フラグが設定されている分類レシピを特定しても良いし、図１８にて後述
するＧＵＩなどを用いてユーザが選択しても良い。以下、図１７の説明では、処理Ｓ１７
０１で装置１・工程Ａの分類レシピが更新され、特定された場合を例として説明する。
【００７９】
　次に、処理Ｓ１７０７によって、処理Ｓ１７０１で特定した工程について他の装置にお
ける分類レシピ内の分類クラスを更新する。図１７の例では、装置２・工程Ａの分類レシ
ピの分類クラスを更新する。処理Ｓ１７０７では、まず、情報特定部２１０にて、更新さ
れた分類レシピの装置及び工程情報を分類レシピ記憶部２１４から読み込み（Ｓ１７０２
）、更新された分類レシピと同一の工程および他の装置における分類レシピを特定する（
Ｓ１７０３）。図１７の例における処理Ｓ１７０３では、装置２・工程Ａの分類レシピが
特定される。次に、処理Ｓ１７０３で特定した分類レシピ（図１７の例では、装置２・工
程Ａの分類レシピ）に、先に更新された分類レシピ（図１７の例では、装置１・工程Ａの
分類レシピ）の新分類クラスと同一の分類クラスを定義する（Ｓ１７０４）。続いて、処
理Ｓ１７０７のフローで更新するレシピ（図１７の例では、装置２・工程Ａの分類レシピ
）に対応する未知欠陥（即ち、装置２・工程Ａの未知欠陥）の中から、先に装置１・工程
Ａの分類レシピで新分類クラスに追加した未知欠陥画像と同種の欠陥画像を特定する（Ｓ
１７０５）。特定方法は、実施例１の図１２を用いて説明した方法と同様の方法を用いれ
ばよい。次に、処理Ｓ１７０５で特定した未知欠陥を処理Ｓ１７０４で装置２・工程Ａの
分類レシピ内に定義した新分類クラスに登録する（Ｓ１７０６）。
【００８０】
　なお、処理Ｓ１７０５にて、未知欠陥の中から同種の欠陥画像を特定する際、付随情報
記憶部２１５に保存されている未知欠陥の撮像時期を参照することで、同種の未知欠陥を
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特定する処理で比較する画像数を減少させることができる。図１７の例では、装置１・工
程Ａの分類レシピの新分類クラスに登録された未知欠陥が撮像された時期以前には同種の
未知欠陥が発生していなかったと仮定でき、装置２・工程Ａの未知欠陥の中で前記の時期
以前に撮像された未知欠陥には同種の欠陥画像が含まれていないことになる。装置２・工
程Ａの未知欠陥の内、撮像された時期が装置１・工程Ａの新分類クラスに登録された未知
欠陥が撮像された時期以降のものの中から図１２のフローを用いて同種の欠陥画像を特定
すると良い。
【００８１】
　図１８は、同一の工程の分類レシピをリスト化して表示し、分類クラスの更新を行うＧ
ＵＩの一例である。１８０１は同一の工程おける分類レシピをリスト化して表示する領域
である。１８０２は１８０１にてリスト化して表示する工程名を示している。本図の例で
は、装置１～装置４の工程Ａにおける分類レシピをリスト化して表示している。リスト化
して表示する際、分類クラス名（１８０３）、装置名（１８０４）、工程名（１８０５）
、分類クラス数（１８０６）、教示されている画像数（１８０７）などの情報も一緒に表
示しても良い。１８０１で示す工程Ａの分類レシピの中で新クラスが定義され、更新され
た分類レシピは１８０８の様に線で囲ったり、背景色を変更したり、マークをつけるなど
の方法によって更新されていない分類レシピから判別できるようにする。１８０９は、図
１７の処理フローによって更新された分類レシピを基準として、同一の工程の分類レシピ
の更新を指示するボタンであり、ボタンを押すことで他の装置の同一の工程の分類レシピ
を更新する。この際、中には同一の工程の分類レシピだが、他の分類テストを行うためな
どの理由で更新したくない分類リストが存在する場合もあり得る。その場合は、各分類レ
シピに対応するチェックボックス（１８１０）などを配置し、１８０９のボタンを押した
際に、１８１０でチェックされた分類レシピのみ分類クラスの更新を行えば良い。
【実施例３】
【００８２】
　本発明に係る欠陥分類システムの第三の実施形態について、図１９および図２０を用い
て説明する。本実施例３は、実施例２と同じ処理フローにより分類レシピ作成および更新
を行う欠陥分類システムである。実施例２との違いは、欠陥分類システム２０１が複数設
置されていることであり、以下、本実施例３における分類レシピの作成方法、及び更新方
法について説明する。本実施例３では実施例２と同様にＳＥＭを備えた観察装置で撮像し
た画像を分類する場合を対象に説明するが、本実施例にかかる欠陥分類システムの入力は
ＳＥＭ画像以外でも良く、光学式の手段やイオン顕微鏡などを用いて撮像した画像でも良
い。
【００８３】
　図１９は、本実施例に係る欠陥分類システムの一実施例の構成図を示している。実施例
１及び実施例２に係る欠陥分類システムと同様の構成については説明を省略する。他の実
施例と異なる点は、通信手段２０４を介して欠陥分類システム２０１が複数台（Ｍ≧２台
）配置されている点である。Ｍ＝Ｎとして画像撮像装置２００毎に欠陥分類システム２０
１を配置しても良いし、Ｍ≠Ｎとして一つの欠陥分類システムで複数の画像撮像装置２０
０から撮像された画像を扱っても良い。
【００８４】
　図２０を用いて本実施例３における分類レシピ作成の処理フローを示す。図２０の説明
では、欠陥分類システムが二台設置されている際、最初に欠陥分類システム１において、
工程Ａの分類レシピが作成された場合について説明する。
【００８５】
　図２０で示す処理フローでは、欠陥分類システム内で実行される処理フロー（Ｓ２００
１）と、欠陥分類システム２内で実行される処理フロー（Ｓ２００２）があり、まず処理
フローＳ２００１が実行される。
【００８６】
　欠陥分類システム１内の処理フローＳ２００１ではまず、分類レシピを作成する工程を
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について説明する。次に、欠陥分類システム１内に保存された工程Ａの欠陥画像において
、各装置に対応する分類レシピを作成する（Ｓ２００４）。処理Ｓ２００４は、図５(b)
で説明した同一工程における複数装置の分類レシピ作成の処理フローおよび図６で説明し
た共通の分類クラス設定の処理フローを実行すれば良い。次に、欠陥分類システム２内の
工程Ａの各装置における分類レシピの作成を指示する（Ｓ２００５）。分類レシピの作成
指示信号と、処理Ｓ２００４で作成した欠陥分類システム１の工程Ａの分類レシピの一部
あるいは全て、作成する工程の情報などを欠陥分類システム２に送る。
【００８７】
　欠陥分類システム２内の処理フローＳ２００２では処理Ｓ２００５にて送信された分類
レシピや工程情報を元に、工程Ａの各装置における分類レシピを作成する（Ｓ２００６）
。処理Ｓ２００６では、欠陥分類システム１の工程Ａの分類レシピが既にあるため、これ
らの分類レシピを、図１３中の基準とする分類レシピとして、図５(b)および図１３で説
明した処理フローにて分類レシピの作成および分類クラスの設定を行う（Ｓ２００６）。
【００８８】
　以上、欠陥分類システムが二つ設置されている場合について説明したが、三台以上設置
されている場合にも、Ｓ２００５で各欠陥分類システムに分類レシピの作成指示をし、処
理フローＳ２００２を各欠陥分類システム内で実行することによって適用可能である。
【００８９】
　また、図２０の処理フローを利用して、複数の欠陥分類システムについて分類レシピの
更新を行うことも可能である。そのためには、図２０の処理Ｓ２００３および処理Ｓ２０
０４を、図１６および図１７で説明した処理フローに置き換え、処理Ｓ２００６も同様に
図１６および図１７の処理フローで置き換えれば良い。
【００９０】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。ここで述べた実施形態は、レビューＳＥＭで撮像した欠
陥画像を自動分類する機能（ＡＤＣ）を例にとり、その具体的な処理内容である、同一の
分類クラスを有する分類レシピの作成および同一の分類クラスを追加する更新手法を述べ
たが、分類機能を有し、分類クラスを同一化する必要のある他の欠陥観察装置・検査装置
に対しても、画像変換によって比較可能な類似画像を生成可能であるならば、本発明を適
用可能である。
【符号の説明】
【００９１】
１０１、２００…画像撮像装置、１０３、２０３…分類モジュール、２０１…欠陥分類シ
ステム、２０２…レシピ管理部、２０３…分類モジュール、２０４…通信手段、２０５…
全体制御部、２０６…入出力I/F部、２０７…処理部、２０８…記憶部、２０９…対応欠
陥特定部、２１０…情報特定部、２１１…レシピ更新部、２１２…画像変換部、２１３…
画像記憶部、２１４…分類レシピ記憶部、２１５…付随情報記憶部、２１６…分類処理部
、２１７…入出力部
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