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端部傷検査装置

技術分野

０００1 本発明は、被検査物の端部の傷を光学的に検査する端部傷検査装置に関する。

背景技術

０００2 シリコンウェハの外周ェッジ部のょぅな端部に形成される狭く長い端部クラック、欠

損または研磨傷のょぅな端部の傷を検査する端部傷検査装置としては、楕円鏡を利

用した検査装置が提案されている。例えば、楕円鏡の鏡面に光吸収部材を配置して

、正反射光である低次元の回折光は光吸収部材に吸収させて、端部の傷で乱反射

した高次元の回折光のみを第 2 焦点位置に設けた光検出部で検出させる装置が提

案されている (例えば、特許文献 参照 ) 。また、第 2 焦点位置に設けた第 の光検出

部の他に、第 焦点位置に設置した被検査物の周囲に第 2 の光検出部を設けて、2

つの受光部にょって縦傷及び横傷に対応することを可能とした装置が提案されてい
る (例えば、特許文献 2 参照 ) 。これらの端部傷検査装置ょれば、被検査物を回転さ

せることにょって、端部全周に亘って検査可能とし、受光部で検出される光の強度に

ょって傷の有無及び周方向の位置を確認することができる。

０００3 しかしながら、従来の端部傷検査装置にょれば、受光部で検出される光の強度にょ

って、ある程度の傷の種類を推測することは可能であったが、光の強度とレづ一測定

項 目から傷の大小や種類などの詳細について識別するには限界があった。

特許文献 1 特開2 ００3 2874 2 号公報

特許文献2 特開平 35 8 5 ０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、被検査物の端部に生じ

た傷の大小、種類などの詳細について検出することが可能な端部傷検査装置を提

案する。

課題を解決するための手段



０００5 本発明は、内側に鏡面を有する楕円鏡と、該楕円鏡の第 焦点位置近傍に配置さ

れた被検査物の端部に向けてコヒーレント光を照射する発光部と、前記楕円鏡の第2

焦点位置に配置され、照射された前記コヒーレント光によって、前記被検査物の前記

端部及び前記楕円鏡に反射して前記第2焦点位置に到達する回折光を検出可能な

光検出部と、前記回折光の内、正反射された低次元の回折光を遮光する遮光手段と

、前記被検査物を保持し、前記端部を前記第 焦点位置上で周方向に移動可能で

ある保持部とを備えた端部傷検査装置であって、前記発光部は、異なる波長の前記

コヒーレント光を照射することが可能であることを特徴とする。

０００6 この発明に係る端部傷検査装置によれば、異なる様々な波長のコヒーレント光を照

射させて回折光の強度を光検出部で検出することで、微細な傷の検出や波長の長

いコヒーレント光では吸収が大きく検出できなかった傷あるいは特定の波長のコヒー

レント光でのみ乱反射する傷の検出が可能となる。

発明の効果

０００7 本発明によれば、異なる波長のコヒーレント光によって、微細な傷や波長の長いコヒ

ーレント光では吸収が大きく検出できなかった傷あるいは特定の波長のコヒーレント

光でのみ乱反射する傷の検出が可能となり、傷の大小、種類を特定し、詳細な端部

傷検査を実現可能とする。

０００8 図 にの発明の実施形態の端部傷検査装置を鉛直面によって切断した縦断面図で

ある。

図2にの発明の実施形態の端部傷検査装置を水平面によって切断した縦断面図で

ある。

図3にの発明の実施形態の発光部によって被検査物の端部を照射する説明図であ

る。

図4にの発明の実施形態の照射されるコヒーレント光の波長を変えた時の光検出部

による検出結果の一例を表わすグラフである。

図5にの発明の実施形態の複数の波長のコヒーレント光で厚さ方向に照射範囲を変

えた時の光検出部による検出結果の一例を表わすグラフである。



符号の説明

０００9 端部傷検査装置

2 楕円鏡

2a 内側

2b 鏡面

3 発光部

3 端部

4 発光部

5 光検出部

7 遮光手段

8 光源

9 焦光手段

０ 照射範囲

几 波長

発明を実施するための最良の形態

００1０ (第 の実施形態)

図 から図5は、この発明に係る実施形態を示している。図 に端部傷検査装置を

鉛直面によって切断した縦断面図、図2に水平面によって切断した縦断面図を示す

。図3に発光部によって被検査物の端部を照射する説明図を示す。また、図4に照射

されるコヒーレント光の波長を変えた時の光検出部による検出結果の一例を表わす

グラフ、図5には複数の波長のコヒーレント光で周方向に照射範囲を変えた時の光検

出部による検出結果の一例を表わすグラフを示す。

００11 図 、図2に示すよぅに、端部傷検査装置 は、内側2aに鏡面2bを有し、頂点部2c

に被検査物3を挿入可能な切欠き2dが形成される楕円鏡2と、楕円鏡2の第 焦点

位置 近傍に配置された被検査物3の端部3aに楕円鏡2の長軸方向の軸線 に沿

ってコヒーレント光Cを照射する発光部4と、楕円鏡2の第2焦点位置 に配置された

光検出部5とを備える。また、端部傷検査装置 は、被検査物3を回転可能に保持す

る保持部6と、楕円鏡2に設けられた遮光手段7とを備える。被検査物3は、例えば板



状のシリコンウェハ、半導体ウェハなどである。

００12 図3に示すよぅに、発光部4は、コヒーレント光Cを発光する光源8と、照射されたコヒ

ーレント光Cに光学的に作用する焦光手段9とを備える。光源8は、例えばレーザ光

であり、波長を自在に調整することが可能となっている。より詳しくは、 e一 eレーザ

や半導体レーザを用い、様々な波長の複数のレーザを切り替え可能とすることで、波

長を自在に調整させる。あるいは、波長可変レーザを使用しても良い。また、焦光手

段9は、被検査物3の端部3aに光源8から発せられたコヒーレント光Cを照射する際

に、被検査物3の端部3aの厚さ方向に端部3a全体を照射可能であり、周方向に幅を

狭くした照射範囲 ０にさせるレンズで、より詳しくはフレネルレンズである。また、図

、図2に示すよぅに、光検出部5は、発光部4から照射された被検査物3の端部3aで

反射された回折光 が楕円鏡2に反射して、第2焦点位置 に集光された回折光 を

検出するものであり、例えばフォトダイオードである。

００13 図 、図2に示すよぅに、保持部6は、被検査物3の端部3 を楕円鏡2の第 焦点位

置 近傍に位置決めするとともに、回転軸6aが回転することによって、第 焦点位置

上で被検査物3の端部3aを周方向に移動させることが可能となっている。また、遮

光手段7は、第 焦点位置 及び第2焦点位置 を含む被検査物3の厚さ方向に平

行な面と楕円鏡2とが交わる交線上に所定の幅を有して貼り付けられたマスキングテ

ープである。この遮光手段7に到達した回折光 は、反射して光検出部5に到達する

ことなく、遮光手段7に吸収されてしまぅ。また、光検出部5の第 焦点位置 側には、

遮光板皿が設けられている。これは、発光部4から照射されたコヒーレント光Cは、被

検査物3の端部3aに反射して回折光 となるが、回折光 が楕円鏡2に反射せずに

直接光検出部5に到達するのを防ぐためである。

００14 次に、この端部傷検査装置 の作用について説明する。発光部4によって被検査物

3の端部3aの任意の位置を照射する。照射した部分に傷が含まれていない場合、照

射されるコヒーレント光Cは、正反射して、低次元の回折光 となる。低次元の回折

光 は、図2に示すよぅに、平面視楕円鏡2の軸線 付近を経路として、第2焦点位

置 に向い、図 に示すよぅに、側面視被検査物3の端部3aの形状に従い、厚さ方向

にある程度の広がりをもつ。このため、低次元の回折光 は、遮光手段7あるいは遮



光板皿に吸収されて、その多くが光検出部5に到達しない。つまり、被検査物3の端

部3aに傷が存在しない場合には、光検出部5で検出される光の強度 は、低いレベ

ルでしか計測されない。図3に示すよぅに、照射範囲 ０に傷3bが含まれている場合、

照射されるコヒーレント光 、乱反射して、高次元の回折光 2となる。図 及び図2

に示すよぅに、高次元の回折光 2は、平面視及び側面視ともに、端部3aに形成され

る傷3bによって、広範囲に拡散して楕円鏡2で反射し、第2焦点位置 の光検出部5

に到達する。つまり、被検査物3の端部3aに傷3bが存在する場合には、光検出部5

で検出される光の強度 は、高いレベルで計測される。ここで、照射するコヒーレント

光Cの波長 几 に対して、傷3bの大きさが微細である、あるいは特定の波長 几 でしか

反射しない損傷等である場合には、照射されるコヒーレント光Cは正反射してしまい、

低次元の回折光 となり光検出部5で検出されない。つまり、被検査物3の端部3a

には傷3bが存在しないと判定されてしまぅ。図4は、被検査物3の端部3aの任意の位

置について、波長 几 を変えて照射した時の波長 几 と光検出部5で検出された光の強

度 との関係の一例を示している。図4に示すよぅに、波長 几 を変ィヒさせることで、波

長 几 では検出できなかった傷が、波長 几 よりも短い波長 几 2では検出することがで

きる。また、図5は、波長 几 を変えるとともに、被検査物3の端部3aを保持部6によって

36０度回転させた場合の被検査物3の回転角 0 と光検出部5で検出された光の強度

との関係の一例を示している。回転角 0 は、図2に示すよぅに、位置 で０度として、

右回りを正とした角度である。また、図5に示すよぅに、各グラフは、各々図示する波

長 几 3、几 4、几 5、几 6の時の関係を表わしていて、それぞれの波長 几 の大きさは、

几 3く几 4く几 5く几 6となっている。図2、図5に示すよぅに、この例においては、位

置Pの回転角 付近においては、波長 几 で傷に起因する高次元の回折光 2を顕

著に検出することができ、位置Qの回転角 付近においては、波長 几 で傷に起因

する高次元の回折光 2を顕著に検出することができる。このよぅに波長 几 を変ィヒさ

せて検査を行ぅことによって、微細な傷まで検出することが可能であり、また、波長の

長いコヒーレント光では吸収が大きく検出できなかった傷や特定の波長でのみしか検

出されないよぅな傷、損傷も特定することができる。

以上のよぅに、端部傷検査装置 は、異なる波長 几 のコヒーレント光Cを照射するこ



とによって、波長 几 と光検出部5で検出される光の強度 によって傷の有無だけでな

く、傷の大小、傷の種類についても特定することができる。

００16 以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこ

の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等

も含まれる。

００17 なお、楕円鏡2の軸線 に沿って被検査物3の端部3aをコヒーレント光Cで照射す

るものとしたが、これに限ることはない。これに代えて、光源8と第2焦点 とが重ならな

いよぅに、光源8の光軸を楕円鏡2の軸線 に対して若干 (4。程度)ずらして配置し

ても良い。このよぅにすることによって、照射したコヒーレント光Cが被検査物3の端部

3aに正反射した低次元の回折光 も楕円鏡2の軸線 からずれるので、遮光板皿

を省略することが可能となる。

００18 また、この場合において、楕円鏡2の軸線 に対して、光源8の光軸を水平方向に

傾けてもよいが、鉛直方向に傾けることが好ま 、。すなわち、水平に支持された被

検査物3の端面3aに、楕円鏡2の軸線 に対して水平方向に傾けた方向からコヒー

レント光Cを照射すると、探傷に必要な情報を多く含む左右方向の散乱反射光が左

右で偏ってしまい、有効な情報が損なわれてしまぅ不都合があるからである。一方、

鉛直方向に傾ける場合には、上下方向の散乱反射光は探傷に必要な情報をあまり

含んでないので、上述した不都合が少ない。なお、水平方向に傾けた場合において

も、楕円鏡2の形状を左右非対称にするなどの工夫によって、左右方向の散乱反射

光を光検出器に集光することにしてもよい。

００19 また、遮光手段7として、楕円鏡2にマスキングテープを貼り付けるものとしたが、こ

れに限ることは無い。少なくとも、正反射した低次元の回折光 を遮光できれば良く

、例えば、被検査物3の端部3aと光源8の間に空間フィルターとして所定幅の板材か

らなる遮光板を被検査物3の面に直交する垂直方向に楕円鏡2の内面と当接するよ

ぅに配置しても良い。これによって、低次元の回折光 は遮光板で遮られるが、高次

元の回折光 2は遮光板の外に漏れて楕円鏡2により集光される。

産業上の利用可能，性

００2０ 異なる波長のコヒーレント光によって、微細な傷や波長の長いコヒーレント光では吸



収が大きく検出できなかった傷あるいは特定の波長のコヒーレント光でのみ乱反射す

る傷の検出が可能となり、傷の大小、種類を特定し、詳細な端部傷検査を実現可能

とする。



請求の範囲

内側に鏡面を有する楕円鏡と、該楕円鏡の第 焦点位置近傍に配置された被検査

物の端部に向けてコヒーレント光を照射する発光部と、前記楕円鏡の第2焦点位置

に配置され、照射された前記コヒーレント光によって、前記被検査物の前記端部及び

前記楕円鏡に反射して前記第2焦点位置に到達する回折光を検出可能な光検出部

と、前記回折光の内、正反射された低次元の回折光を遮光する遮光手段と、前記被

検査物を保持し、前記端部を前記第 焦点位置上で周方向に移動可能である保持

部とを備えた端部傷検査装置であって、

前記発光部は、異なる波長の前記コヒーレント光を照射することが可能であることを

特徴とする端部傷検査装置。
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