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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検査物の欠陥を検査する欠陥検査装置であって、
前記被検査物に光を照射する照明手段と、
前記照明手段の光による前記被検査物からの光を検出する光検出手段と、
前記光検出手段で検出して得た信号を処理して欠陥を検出する欠陥検出手段と、
前記欠陥検出手段で検出した欠陥の特徴量と、前記被検査物の材質ごとにシミュレーショ
ンにより予め算出された標準粒子の対応する特徴量のデータベースとを比較し、該比較結
果に基づいて前記検出された欠陥の大きさを決定する決定手段と、
前記決定手段で決定された欠陥の大きさを表示する表示手段と、
を有することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項２】
請求項１記載の欠陥検査装置であって、
前記データベースは、さらに、前記被検査物の検査工程ごとにシミュレーションにより予
め算出された標準粒子の対応する特徴量のデータベースであることを特徴とする欠陥検査
装置。
【請求項３】
請求項２記載の欠陥検査装置であって、
前記決定手段では、前記被検査物の材質および前記被検査物の検査工程ごとにシミュレー
ションにより予め算出された標準粒子の対応する特徴量のデータベースから前記被検査物
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の検査条件に応じた近似曲線を選択することを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項４】
請求項１記載の欠陥検査装置であって、
前記データベースは、前記被検査物の材質ごとに少なくとも一つの照明強度に対応する散
乱光量であり、
前記決定手段では、前記データベースの照明強度のＮ倍の照明強度で照明する場合は前記
データベースの散乱光量をＮ倍して用いることを特徴とする欠陥検査装置。
【請求項５】
被検査物の欠陥を検出する欠陥検査方法であって、
被検査物に光を照射する照明工程と、
前記照明工程の光の照射による前記被検査物からの光を検出する光検出工程と、
前記光検出工程で検出して得た信号を処理して欠陥を検出する欠陥検出工程と、
前記欠陥検出工程で検出した欠陥の特徴量と、前記被検査物の材質ごとにシミュレーショ
ンにより予め算出された標準粒子の対応する特徴量のデータベースとを比較し、該比較結
果に基づいて前記検出された欠陥の大きさを決定する決定工程と、
を有することを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項６】
請求項５記載の欠陥検査方法であって、
前記データベースは、さらに、前記被検査物の検査工程ごとにシミュレーションにより予
め算出された標準粒子の対応する特徴量のデータベースであることを特徴とする欠陥検査
方法。
【請求項７】
請求項６記載の欠陥検査方法であって、
前記決定工程では、前記被検査物の材質および前記被検査物の検査工程ごとにシミュレー
ションにより予め算出された標準粒子の対応する特徴量のデータベースから前記被検査物
の検査条件に応じた近似曲線を選択することを特徴とする欠陥検査方法。
【請求項８】
請求項５記載の欠陥検査方法であって、
前記データベースは、前記被検査物の材質ごとに少なくとも一つの照明強度に対応する散
乱光量であり、
前記決定手段では、前記データベースの照明強度のＮ倍の照明強度で照明する場合は前記
データベースの散乱光量をＮ倍して用いることを特徴とする欠陥検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップや液晶製品、磁気ディスクヘッド、CCDやCMOSなどのセンサを
製造する際の薄膜基板、半導体基板、フォトマスク等に存在する欠陥の検査とその不良原
因の解析にあたって、その検査結果をユーザに分析しやすい形式で表示または出力し、そ
の不良原因を究明する欠陥検査方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体基板上等の欠陥を光学的測定手段により検出する技術は広く知られている
。例えば、特許文献１には、半導体基板上にレーザを照射して半導体基板上に欠陥が付着
している場合に発生する欠陥からの散乱光を検出し、直前に検査した同一品種半導体基板
の検査結果と比較することにより、欠陥の検査を可能にする技術が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２や特許文献３では、レーザビームを被検物体に照射し、その被検物体
の粒子または結晶欠陥からの散乱光を受光して画像処理することにより粒子または結晶欠
陥の大きさを測定する方法が開示されている。
【０００４】
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　一方、半導体基板や薄膜基板等の製造ラインにおいて、製品の製造プロセス管理をおこ
なう手法の一つとして、従来から基板上の欠陥をモニタリングする管理手法が用いられて
いる。このようなモニタリングをする方法の一つとしては、欠陥検査装置を用いて基板上
を検査し、その欠陥検査装置からの欠陥検出個数の推移を監視する方法が用いられており
、特に検出個数が多い基板に対してその欠陥の不良解析をおこなっていた。
【０００５】
【特許文献１】特開昭６２－８９３３６号公報
【特許文献２】特開平５－２７３１１０号公報
【特許文献３】特開２００３－９８１１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来のプロセス管理手法においては、製造ラインをモニタリングする検査装置
として光散乱式の検査装置を用いて粒子や欠陥の散乱光を検出し、画像処理をすることで
欠陥寸法を算出する手法が実施されていたが、寸法を適切に算出できない課題を有してい
た。
【０００７】
　本発明は、上記従来技術の有する課題を解決するためになされたもので、その目的は、
半導体ウェハや薄膜基板の製造過程の検査や不良解析を行うにあたり、欠陥の大きさを算
出する際に、寸法を校正する手段を備えることで、欠陥寸法を適切に算出し、迅速な不良
対策をおこなうことのできる欠陥検査方法及びその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、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とおりである。
（１）被検査物の欠陥を検査する欠陥検査装置であって、前記被検査物に光を照射する照
明手段と、前記照明手段の光による前記被検査物からの光を検出する光検出手段と、前記
光検出手段で検出して得た信号を処理して欠陥を検出する欠陥検出手段と、前記欠陥検出
手段で検出した欠陥の特徴量と予め測定・算出された標準粒子の対応する特徴量との比を
用いて、前記検出された欠陥の大きさを校正する校正手段と、前記校正手段で校正された
欠陥の大きさを表示する表示手段と、を有することを特徴とする欠陥検査装置である。
（２）（１）記載の欠陥検査装置であって、前記光検出手段は、光学的解像度の半分以下
のサンプリングピッチを持つことを特徴とする欠陥検査装置である。
（３）被検査物の欠陥を検出する欠陥検査方法であって、被検査物に光を照射する照明工
程と、前記照明工程の光の照射による前記被検査物からの光を検出する光検出工程と、前
記光検出工程で検出して得た信号を処理して欠陥を検出する欠陥検出工程と、前記欠陥検
出工程で検出した欠陥の特徴量と予め測定・算出された標準粒子の対応する特徴量との比
を用いて、前記検出された欠陥の大きさを校正する校正工程と、を有することを特徴とす
る欠陥検査方法である。
（４）（３）記載の欠陥検査方法であって、前記光検出工程では、光学的解像度の半分以
下のサンプリングピッチで実施すること特徴とする欠陥検査方法である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、半導体ウェハや薄膜基板の製造過程の検査や不良解析をおこなうにあ
たり、欠陥やパターン欠陥の寸法を高精度に測定することにより迅速な不良対策をおこな
うことのできる欠陥検査装置、ならびに、欠陥検査方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は欠陥寸法を算出するための基本的な手順を示したものである。
まず、被検査対象物上に光を照射し、照明領域における欠陥やパターンからの光（電磁波
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）を検出し（手順１１０）、検出された光のうち欠陥に基づく成分の情報を抽出する（手
順１２０）。次に、得られた欠陥成分情報のうち欠陥の寸法と関連する特徴量（信号強度
の総和や最大値など。詳細は後述。）を算出する（手順１３０）。ここで算出された特徴
量と予め測定・算出された標準粒子の対応する特徴量との比を用いて、欠陥成分情報のう
ちの散乱光量から算出される欠陥の寸法を補正して、適正な欠陥の寸法を算出する（手順
１４０）。算出された寸法の結果は保存、表示、出力、転送される（手順１５０）。
【００１１】
　すなわち、本発明によれば、欠陥の寸法に関連する特徴量と標準粒子のこれに対応する
特徴量との比較データを用いて、欠陥の大きさについての測定結果を校正することができ
るため、適正な欠陥寸法を算出することが可能となる。
【００１２】
　以下、これを実現するための、欠陥検査装置および欠陥検査システムの構成、欠陥の大
きさ校正方法、等の詳細について説明する。なお、以下の実施の形態では、半導体ウエハ
上の欠陥を検査する場合を特に例にとって説明するが、これに限られるものではなく、薄
膜基板やフォトマスク、ＴＦＴ、ＰＤＰ等にも適用可能である。
[欠陥検査装置および欠陥検査システムの構成と動作]
　図２は、本発明の欠陥検査装置の一例であり、被検査物１に光を照射する照明光学系１
００と、被検査物１を保持するステージ部２００と、被検査物１に照射された光による被
検査物１からの反射光又は散乱光を検出する光検出部３００と、検出された光が光電変換
等されて得られた信号を処理する信号処理回路４００と、データ処理部２と、を備え、必
要に応じて、検出光学系のフーリエ変換面の像を撮像して観察するフーリエ変換面観察部
５００と、検出した欠陥や被検査物１に形成されたパターンの位置合わせのために被検査
物１上に作りこまれたアライメントマークなどを観察する観察部６００と、ステージを適
切な焦点位置に制御するオートフォーカス照明部７０１及びオートフォーカス受光部７０
２と、とを含んで構成される。
【００１３】
　本欠陥検査装置を用いた欠陥検出は、以下の手順で行われる。照明光学系１００により
ステージ部２００に載せられた被検査物１に対して光を照射し、被検査物１からの反射光
又は散乱光を光検出部３００で集め、検出する。ここで、照明光学系１００は、光源１０
１と光学部品群１０２と照明制御部１０３とを含んで構成され、入力手段４又はネットワ
ーク６を経由して与えられたデータ処理部２からの指令に基づいて照明制御部１０３によ
り光源１０１の出力を調整する。光源１０１には後述するようにレーザ光源等、必要に応
じて適宜選択できる。照明光は光学部品群１０２により被検査物１上で円形状や直線形状
など適切な形状に整形される。なお、照明光は平行光でも良いし、平行光でなくてもよく
、被検査物１上での単位面積当たりの光量を多くしたい場合は、照明光を高いＮＡ（開口
数）で照明し、被検査物上で集光するようにするか、照明光源の出力を多くすればよい。
【００１４】
　また、ステージ部２００はステージ２０１及びステージ制御部２０２を有して構成され
ており、ステージ２０１により被検査物１を水平方向に移動させ、さらに、オートフォー
カス照明部７０１、オートフォーカス受光部７０２で被検査物１が光検出部３００の焦点
位置にくるようにステージ２０１を垂直方向に移動させることによって、被検査物１の全
領域にわたって欠陥の検出とその大きさの測定が可能となる。そして、その検出結果は、
データ表示部３に表示するか、もしくはネットワーク６により検出結果が転送される。
【００１５】
　光検出部３００は、対物レンズ３０１、空間フィルタ３０２、結像レンズ３０３、偏光
板３０４、センサ３０５を適宜含んで構成される。照明光学系１００によって照射された
光のうち、被検査物１からの光をセンサ３０５に集光させるように光学レンズが構成され
ている。また、この光検出部３００は、その散乱光に対する光学処理、例えば、空間フィ
ルタ３０２や偏光板３０４による光学特性の変更・調整等をおこなえる構成となっている
。具体的には、空間フィルタ３０２は被検査物１の繰り返しパターンからの回折光によっ
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て生じる回折光パターンを遮光するもので、対物レンズ３０１のフーリエ変換面に設置す
る。空間フィルタ３０２の遮光形状は、光検出部３００の光路中に出し入れ可能な構造を
もつフーリエ変換面観察部５００で被検査物１の回折パターンを観察してこの観察した回
折パターンが遮光されるように設定する。すなわち、空間フィルタ３０２を取り外した状
態でフーリエ変換面観察部５００を光検出部３００の光路中に挿入し、ビームスプリッタ
５０１で光路を分岐してレンズ５０２を介してカメラ５０３で対物レンズ３０１のフーリ
エ変換面の像を撮像して観察する。空間フィルタ３０２の遮光パターンは、被検査物１の
品種や工程ごとに設定することが可能である。また、空間フィルタ３０２の遮光パターン
は、走査中に一定形状でもよいし、液晶などを用いてスキャンしている領域に応じてリア
ルタイムに変化してもよい。なお、空間フィルタを用いる場合、照明光として平行光を用
いるほうが欠陥の検出性能が向上する。
【００１６】
　また、光学処理として偏光板３０４を用いる場合について説明する。欠陥によって、照
明の偏光はランダムになりやすく、一方被検査物１の正常パターンやパターンの無い領域
では偏光状態が保存されやすいので、Ｓ偏光を照射した場合は、検出時にＰ偏光を透過す
る方向に偏光板を設定することで、欠陥からの光を効率よく検出することが可能となる。
また、Ｐ偏光を照射した場合には、Ｓ偏光を透過する方向に偏光板を設定すればよい。
【００１７】
　上記のように光検出部３００で取得された光は光電変換されて信号処理回路４００に送
られ、信号処理部４００で処理されて欠陥が検出される。信号処理回路４００は、欠陥を
検出する部分と欠陥の大きさを測定する部分から構成する。欠陥を検出する場合には、例
えば、入力信号を２値化し、２値化しきい値以上の信号を欠陥と判定して出力する。また
、欠陥の大きさを測定する処理については後述する。
【００１８】
　また、本欠陥検査装置は、更にデータ処理部２に接続されたデータ表示部３、入力手段
４、データ保存部５を備えており、任意の条件を設定して検査することと検査結果や検査
条件を保持、表示することが可能である。また、本欠陥検査装置はネットワーク６に接続
することもでき、検査結果や、被検査物１のレイアウト情報、ロット番号、検査条件、又
は観察装置で観察した欠陥の画像や欠陥種のデータなどをネットワーク６上で共有するこ
とが可能である。
【００１９】
　以下、本発明の欠陥検査装置の構成および適宜備える構成の詳細を補足説明する。
【００２０】
　光源１０１としては、Ａｒレーザや半導体レーザ、ＹＡＧレーザ、ＵＶレーザ等のレー
ザ光源やＸｅランプやＨｇランプ等の白色光源などを用いればよい。特に、欠陥の検出感
度を工場させる場合には、照明光源として波長が短い光源を使う方がよいため、ＹＡＧレ
ーザやＡｒレーザ、ＵＶレーザが適している。また、小型で安価な検査装置とする場合に
は、半導体レーザが適している。さらに、被検査物上に形成された光透過形の薄膜による
干渉を低減したい場合には、照明光源として白色光源や、可干渉性を低減したレーザ照明
が適している。また、上記した光学部品群１０２には、ビームエキスパンダやコリメータ
レンズ、シリンドリカルレンズを適宜用いればよい。
【００２１】
　また、センサ３０５は、集光された光を受光して、光電変換するために用いるものであ
り、例えば、ＴＶカメラやＣＣＤリニアセンサやＴＤＩセンサ、アンチブルーミングＴＤ
Ｉ、フォトマルなどを用いればよい。特に、微笑な光を検出する場合には、フォトマルを
用いるとよく、２次元の像を高速に得る場合には、ＴＶカメラがよい。また、検出光学系
１０３が結像系の場合には、ＴＶカメラやＣＣＤリニアセンサやＴＤＩセンサやアンチブ
ルーミングＴＤＩセンサのいずれかがよく、検出光学系１０３が集光系の場合には、フォ
トマルがよい。さらに、センサ３０５で受光する光のダイナミックレンジが大きい場合、
つまり、センサが飽和する強さの光が入射する場合には、アンチブルーミング機能の付随
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したセンサがよい。
【００２２】
　オートフォーカス照明部７０１は、例えば、Ｈｇランプ等の白色光源やＨｅ－Ｎｅ等の
レーザ光源から照射された光を被検査物１上に照明する。ここで、オートフォーカス照明
部７０１に用いる光源の波長は、照明光学系１００で用いた光源の波長とは異なる波長の
光源を用いると、欠陥検出における光のノイズを低減することができる。
  オートフォーカス受光部７０２は、オートフォーカス照明部７０１から照射された光の
うち、被検査物１から反射された光を受光する部分であり、例えば、ポジションセンサの
ような光の位置を検出できるものを用いる。さらに、オートフォーカス受光部７０２で得
られた情報は、ステージ制御部２０２に直接もしくはデータ処理部２を介して送られステ
ージの制御に用いられる。
【００２３】
　なお、図２で示した欠陥検査装置では、照明光学系１００は、被検査物１に対し、１方
向から照明する場合の例を示しているが、２つ以上を持ち、異なる方位角や異なる仰角の
ものを組み合わせた構成としてもよい。さらに、光検出部３００および信号処理回路４０
０がそれぞれ１つであり、被検査物１に対して１方向で検出しているが、これらを２つ以
上持ち、異なる方位角や異なる仰角のものを組み合わせて検出する構成でもよい。
【００２４】
　次に、本発明の欠陥検査装置のシステム構成とその動作について説明する。図３は、本
発明の欠陥検査装置をシステムとして動作させるときのブロック図を示す。
【００２５】
　このシステムは、本発明の欠陥検査装置２００１、データサーバ２００２、欠陥レビュ
ー装置２００３、電気テスト装置２００４、分析装置２００５、各装置を接続するネット
ワーク６を含んで構成される。ここで、欠陥レビュー装置２００３は、例えばＳＥＭであ
り、また、電気テスト装置２００４は、テスターであり、分析装置２００５はＥＤＸのよ
うな欠陥の成分を分析する装置である。また、データサーバ２００２は、欠陥検査装置２
００１の検査データや欠陥レビュー装置２００３のレビュー結果、また、電気テスト装置
２００４のテスト結果、分析装置２００５の分析結果を収集、蓄積可能なコンピュータで
あり、ネットワーク６は、例えば、イーサネット（登録商標）による通信ネットワークで
ある。
【００２６】
　次に、本発明の欠陥検査装置を用いたシステムの動作について説明する。欠陥検査装置
２００１で検査が行なわれた後に、対策が必要な欠陥を選択する。欠陥検査装置２００１
の検査結果、例えば、検出欠陥の検出時の通し番号や欠陥の位置情報や欠陥の大きさ情報
に対し、選択された欠陥の情報を付加して、ネットワーク６を介してデータサーバ２００
２に送信する。ここで、選択された欠陥の情報の付加方法としては、例えば、前記検査結
果に対策の要否のフラグを付加してやれば良い。そして、欠陥検査装置２００１で検出さ
れた欠陥をさらに詳しく調べるために、被検査物を欠陥レビュー装置２００３に移動させ
る。この移動は、手搬送でも良いし、機械搬送でもかまわない。被検査物を欠陥レビュー
装置２００３に移動させた後、欠陥レビュー装置２００３からデータサーバ２００２にネ
ットワーク６を介してアクセスし、データサーバ２００２から検査結果を受信する。そし
て、この検査結果を用いてレビューを開始する。この時、欠陥検査装置２００１により付
加された情報を用いて、対策が必要な欠陥を優先的にレビューすることにより、不良原因
となる欠陥の解析を迅速におこなうことが可能となる。また、同様に、分析装置２００５
においても欠陥検査装置２００１により付加された情報により、対策が必要な欠陥を優先
的に分析ができ、不良原因の解析を迅速に進めることができる。
【００２７】
　これらのレビューデータや解析結果は、データサーバ２００２に蓄積しておき、電気テ
スト装置２００４でのテスト結果と突き合わせることにより、最終的に不良になるか否か
を確認することができる。もし、最終的に不良とならない場合には、データサーバ２００
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２から欠陥検査装置２００１に対して対策が必要な欠陥を選択する基準を変更するデータ
を送信し、欠陥検査装置２００１の対策要否の基準を変更することによって、対策が必要
な欠陥を、より高精度に選択することが可能となり、半導体製造における不良対策をより
迅速におこなうことが可能となる。
【００２８】
　なお、以上の説明はネットワークを介してデータの送受信をおこなうことを例にとって
説明したが、必ずしもネットワークを介しておこなう必要は無く、取り外し可能な記憶媒
体やプリントアウトされた紙によるデータの受け渡しをおこなっても良い。
【００２９】
　さらに、本発明による欠陥検査装置２００１と欠陥レビュー装置２００３を組み合わせ
た別の使い方を説明する。図４は図３の一部分を抜き出して示した図である。図４におい
て、２００１は検査装置、例えば、本発明の欠陥検査装置である。また、２００３は被検
査物上の欠陥のレビュー装置であり、例えば、測長ＳＥＭである。さらに、６は前記検査
装置２００１と欠陥レビュー装置２００３を間でデータの送受信を行うためのネットワー
クで、例えばイーサネット（登録商標）で接続されたシステムである。次に動作について
説明する。ただし、以下では欠陥を例にとって説明する。
【００３０】
　まず、検査装置２００１で被検査物上の欠陥の検査を行い、その検査結果、例えば検出
欠陥の検出時の通し番号や欠陥の位置情報や欠陥の大きさ情報を付加し、ネットワーク６
を介して欠陥レビュー装置２００３に検査データを送信する。被検査物を欠陥レビュー装
置２００３に移動させた後、欠陥レビュー装置２００３で欠陥のレビュー作業を行う。こ
の時、検査装置２００１で測定された欠陥の大きさ情報に合わせて、欠陥レビュー装置２
００３でのレビュー時の倍率を変えることにより効率の良いレビューが可能となる。つま
り、検査装置２００１から得られた欠陥の大きさ情報が小さい欠陥を示している場合は、
レビュー時に高い倍率でレビューを行うことにより、小さい欠陥の詳細をすばやく観察す
ることが可能となる。また、前記欠陥の大きさ情報が大きい欠陥を示している場合は、レ
ビュー時に低い倍率でレビューを行うことによって、欠陥が大きい場合でもレビュー画面
から欠陥がはみ出すことなくレビューが可能となり、欠陥の全体像をすばやく観察するこ
とができる。例えば、検査装置２００１から送信した検査データの欠陥の大きさが０．１
μｍの場合は、欠陥レビュー装置２００３でのレビュー倍率を視野が１μｍになるように
設定してレビューを行い、また、欠陥の大きさが１０μｍの場合は、欠陥レビュー装置２
００３でのレビュー倍率を視野が１００μｍになるように設定してレビューを行うわけで
ある。これにより、小さい欠陥から大きい欠陥まで効率良くレビューすることができ、検
出欠陥の解析を迅速に行うことが可能となる。
【００３１】
　なお、本例では、検査装置２００１から欠陥の大きさ情報を出力し、その大きさに応じ
てレビュー装置の倍率を変える例を説明したが、他の方法として、欠陥レビュー装置２０
０３でのレビュー倍率やレビュー視野の情報を検査装置２００１の検査データに付け加え
ても良い。また、本例では欠陥レビュー装置２００３のレビュー倍率として、欠陥の大き
さに対し、１０倍の視野になる倍率でレビューする例を説明したが、他の倍率でも良く、
また、検査装置２００１での欠陥の位置情報の精度がわかっている場合は、欠陥の大きさ
情報による倍率と位置情報の精度を加味した倍率でレビューしても良い。また、本例では
レビュー装置として、測長ＳＥＭの場合で説明したが、他にもレビューＳＥＭや光学式の
顕微鏡システムでも良く、本手法はレビューを目的とする装置または機能には適用可能で
ある。
【００３２】
　また、本例では、欠陥のレビューを欠陥レビュー装置２００３で行う例で説明したが、
欠陥のレビューを本発明の欠陥および欠陥検査装置で行う場合も、本手法を適用すること
が可能である。
〔欠陥の大きさの測定〕
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　次に、本発明の欠陥検査装置により欠陥の大きさを測定する処理について説明する。本
発明における欠陥の寸法測定においては、欠陥からの散乱光を使った測定方法である。欠
陥粒子の大きさ（粒径）と粒子による散乱光の大きさは「粒子の大きさと照明波長との相
対関係」によって、適切な近似方法もしくは解析方法が知られており、以下簡単に説明す
る。
【００３３】
　粒径が照明波長に比べて十分大きい時は、フラウンフォーファー近似を用いて表すこと
ができる。また粒径が波長から波長の３倍程度の場合は、ローレンツミー理論が適用可能
である。また、粒径が波長より小さい場合はレイリーの散乱理論を適用することが可能で
ある。ここでは、レイリー散乱理論によれば、照明の波長に比べて小さい粒子の散乱光量
は粒径、照明波長、屈折率の関数であり、る散乱効率の指標であるレイリー散乱係数σ（
Scattering Coefficient）は次式で表される。

【００３４】
　ここで、πは円周率、ｄは粒径、λは波長、ｎは粒子の屈折率である。レイリー散乱係
数から、照明波長が一定の場合には、散乱光量は粒径の６乗に比例することが分かる。そ
こで粒子の散乱光量を測定することができれば、粒径に比例する数値を算出可能である。
すなわち適切なスカラーを係数として乗算することにより、粒径が算出可能となる。なお
、上記の式は粒子が空気中にある場合の散乱効率の指標であるが、ウェハ上における散乱
効率もほぼ同様の関係となっている。
【００３５】
　図５は、欠陥が存在するときの画像データを示す（図５（ａ））と、欠陥データを測定
したときの信号強度の分布を示す（図５（ｂ））である。また図６は、二種類の信号強度
の分布を対比した図と、信号強度の最大値を求めるための説明図である。
【００３６】
　図５（ａ）は、欠陥が存在する場合に、信号処理回路４００で処理される画像の一例を
示したものであり、画像の中央部に欠陥データ８０１が存在している。欠陥データ８０１
は、センサ３０５から出力され、信号処理回路４００によって濃淡値を持ったデータとし
て捉えられる。図５（ｂ）は、図５（ａ）を３次元的に表現したもので、ｘ、ｙ軸は画像
内での位置を定めるための座標軸であり、ｚ軸はその位置での信号強度をプロットし、各
点を線で結んだものである。この図５（ｂ）で、波形８０２が欠陥データ８０１の波形デ
ータを示している。波形８０２は光検出部のサンプリングピッチに対応したサンプリング
周波数を持っており、例えば光検出部３００が結像光学系で構成される場合は、光学系の
倍率が高いほど、センサ３０５の1画素の寸法が小さいほどサンプリング周波数が高くな
る。また、光検出部が集光光学系の場合は、照明のスポットが小さいほど、センサ３０５
のサンプリング時間が短いほどサンプリング周波数が高くなる。
【００３７】
　ここで波形８０２は、照明光学系１００、光検出部３００の性質から1次ベッセル関数
の２乗の関数となる。
【００３８】
　図７に１次ベッセル関数の２乗の関数と、ガウス関数を示す。図７（ａ）が１次ベッセ
ル関数の２乗の関数、図７（ｂ）がガウス関数である。２つの関数が類似していることか
ら、波形８０２はガウス関数で近似することも可能である。以下は波形８０２をガウス分
布で近似した場合の、欠陥寸法測定方法について議論する。被検査物１上の欠陥の大きさ
によって、このガウス分布の幅や高さが変化する。さらに、該分布の幅や高さは照明光学
系１００で用いたレーザ照明の照度によっても変化する。したがって、各種の標準粒子に
対して、検出波形の形状や特徴量を本発明の装置構成で事前に測定しておき、その測定結
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果と検出した波形８０２とを比較すれば、検出欠陥の大きさ情報を得ることができる。
【００３９】
　ここで、標準粒子の波形と欠陥の波形８０２を比較する方法としては、欠陥データ８０
１部分の信号強度の総和（積分値）、すなわち、波形８０２の体積データを測定しておき
、標準粒子での体積データと欠陥データ８０１の体積データを比較すればよい。ただし、
これらのデータの測定時に照明光学系１００の照度の違いがある場合は、それぞれの体積
データをそれぞれ用いた照明光学系１００の照度で除算することによって正規化するか、
照度の比を欠陥データ８０１または標準粒子の体積データに掛け合わせることによって体
積データの補正をおこなう。
【００４０】
　また、波形を比較する別の方法として、波形８０２の信号強度の最大値、または波形８
０２の幅を比較しても良い。また、容積データの他にも、標準粒子や欠陥の信号の画像上
での画素数を用いても良い。これを図８を用いて説明する。図８（ａ）は図５（ａ）同様
、欠陥の画像であり、欠陥データ８０１が欠陥からの散乱光による欠陥の信号である。ま
た、図８（ｂ）は欠陥データ８０１の濃淡値を示した図であり、太枠で囲んだ欠陥信号部
８１１が欠陥の信号である。図８を例にとると、前記の容積データは各画素の濃淡値の総
和であるので値は５２７となる。また、前記画像上の画素数は、欠陥信号部８１１内の画
素数であるので１４画素であり、前記信号の幅はｘ方向が５画素、ｙ方向が５画素である
。
【００４１】
　信号強度の最大値を求める方法について図６を用いて説明する。図６は、波形８０２と
同様に、欠陥データの波形データの例を示しており、図６（ａ）は、光検出部３００によ
って得られた欠陥データの信号波形が、ピークを持つ山形の波形になっている例であり、
これは、信号がセンサ３０５の飽和領域に達していないことを示している。また、図６（
ｃ）は、欠陥データの信号波形の頂上部が台地のような波形になっている例であり、これ
は信号がセンサ３０５の飽和領域に達しており、飽和領域以上のデータが存在しない（欠
損している）ことを示している。
【００４２】
　信号強度の最大値は、図６（ａ）のような信号波形を描く場合には、波形の各画素の信
号強度を比較し最大となった値、すなわち、ピーク点信号強度８０４（または図６（ｂ）
８０５）を信号強度の最大値とする。また、図６（ｃ）のような信号波形を描く場合には
、以下に示すような計算をおこなって、信号強度の最大値を求める。
【００４３】
　先ず、飽和領域８０７において、ｘ、ｙ方向に対し、飽和している領域の最大長を求め
る。図６（ｃ）に示されているのは、その最大長部分による図６（ｃ）の断面である。こ
の図６（ｃ）において、横軸は最大長部分の画素位置を示す座標軸であり、縦軸は信号強
度を示す座標軸である。また、信号強度８０８は、センサ３０５の飽和レベルを示してい
る。この断面に対し、飽和していない信号８１１を３点以上選択する。ここでは、３点選
択するものとして説明する。選択する点として、この断面部の飽和していない信号を信号
強度の大きいものから３点選択する。選んだ３点のデータに対し、それぞれの座標をｘ１
、ｘ２、ｘ３、また、それぞれの信号強度をｚ１、ｚ２、ｚ３とすると、未知数ｋ、σ、
ｕを用いて
ｚ１＝ｋ／σ×ｅｘｐ（－（ｘ１－ｕ）＾２／（２×σ＾２））
ｚ２＝ｋ／σ×ｅｘｐ（－（ｘ２－ｕ）＾２／（２×σ＾２））
ｚ３＝ｋ／σ×ｅｘｐ（－（ｘ３－ｕ）＾２／（２×σ＾２））
のガウス分布の式が得られる。未知数ｋ、σ、ｕは、前記３式を連立させることにより求
めることができる。
【００４４】
　そして、求めたｋ、σの値を用いると、図６（ｃ）の信号強度の最大値は、ｋ／σとし
て計算できる。
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【００４５】
　なお、ここでは、未知数ｕを用いて計算した例を示したが、必ずしも未知数ｕを用いな
くても良い。その場合、前記信号８１１を２点選択する。選択する点として、該断面部の
飽和していない信号を信号強度の大きいものから２点選択する。該２点のデータに対し、
それぞれの座標をｘ１、ｘ２、また、それぞれの信号強度をｚ１、ｚ２とすると、未知数
ｋ、σを用いて
ｚ１＝ｋ／σ×ｅｘｐ（－（ｘ１）＾２／（２×σ＾２））
ｚ２＝ｋ／σ×ｅｘｐ（－（ｘ２）＾２／（２×σ＾２））
のガウス分布の式が得られる。未知数ｋ、σは、前記２式を連立させることにより求める
ことができるため、該ｋ、σの値を用いると図６(ｃ)の信号強度の最大値はｋ／σとして
計算できる。
【００４６】
　以上の計算によって得られる信号強度の最大値をあらかじめ複数の大きさをもつ標準粒
子について求めておくことにより、標準粒子の大きさと信号強度の最大値の関係が定まる
。実際に検出した欠陥の信号強度の最大値を前記関係式と比較することにより、欠陥の大
きさを決定することができる。
【００４７】
　次に、信号強度の最大値を計算する時の別の実施例を図９で説明する。
【００４８】
　図９は、図６（ｃ）と同様に欠陥データの信号波形が、頂上で台地のような波形になっ
ている飽和した信号分布を示す図と、前記飽和した信号部分の形状を示した図と、信号強
度の最大値を求めるための説明図である。
【００４９】
　図９（ａ）は信号波形８１２と頂上部８０７の関係を示しており、信号波形８１２のう
ち、センサ３０５の飽和領域に達しているために、飽和領域以上のデータが存在しない部
分が頂上部８０７である。
【００５０】
　また、図９（ｂ）は信号波形８１２の断面波形を示したものであり、縦軸が信号強度を
、横軸が信号の画素位置を示している。同図において、飽和レベル８０６はセンサ３０５
の飽和レベルを示しており、信号幅８１３は前記頂上部８０７の幅を示している。また、
信号強度８１４は、飽和しないセンサであった場合に得られる信号強度の最大値である。
【００５１】
　次に飽和した信号波形８１２から信号強度の最大値８１４を計算する方法を説明する。
飽和レベル８０６をＳＬ、信号幅８１３をＳＷ、信号強度８１４をＰＬとおき、ガウス分
布で近似すると、
ＳＬ＝ｋ／σ×ｅｘｐ（－（－ＳＷ／２）＾２／（２×σ＾２））
ＰＬ＝ｋ／σ
が得られる。ここで、ｋは係数であり、σは本発明の欠陥および欠陥検査装置における光
学系の構成から計算される値である。
【００５２】
　従って、前記２式より、ＰＬは
ＰＬ＝ＳＬ／ｅｘｐ（－（－ＳＷ／２）＾２／（２×σ＾２））
として計算される。ここで、ＳＬはセンサ３０５の飽和時の出力であるので、例えば、光
検出部１０４のＡＤコンバータが８ビットの場合は２５５階調である。また、σは光学系
の構成より０～１の値で与えられる。次に、ＳＷの計算方法について説明する。
【００５３】
　図９（ｃ）は、前記頂上部８０７の形状を示している。つまり、光検出部１０４が飽和
している領域である。同図は、飽和領域８１５と信号幅８１３で構成されている。ここで
、信号波形８１２はガウス分布と考えられるので、飽和領域８１５の形状は円と仮定でき
る。従って、信号幅８１３をＳＷ、飽和領域の面積をＳＡとすると、
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ＳＷ＝２×√（ＳＡ／π）
で計算できる。なお、√（Ａ）はＡの平方根を計算することを意味しており、πは円周率
である。また、飽和領域８１５の面積はセンサ３０５が飽和している画素の数とすれば良
い。ここで、飽和している画素とは、センサ３０５のＡＤコンバータによる出力の最大値
を用いれば良く、センサ３０５の電気的なノイズを考慮して設定すれば良い。例えば、Ａ
Ｄコンバータが８ビットの場合は、出力の最大値は２５５階調であるが、電気的なノイズ
が１０階調ある場合は、２４５階調以上を飽和していると考えても良い。
【００５４】
　また、信号波形８０７が飽和していない場合は、飽和レベル８０６として信号波形８０
７の最大値を用いて同様の計算をすれば良い。
【００５５】
　以上の計算により、信号強度の最大値を計算することができるので、標準粒子で計算し
た値と、検出した欠陥で検出した値を比較することにより、欠陥の大きさを測定すること
ができる。
【００５６】
　なお、以上の説明では、信号強度の最大値を例に採って説明したが、信号強度の最大値
の代りに、欠陥の信号強度の積分値を用いても良い。この場合、欠陥の信号強度の積分値
を算出する方法としては、検出された欠陥信号の各画素の濃淡値を加算した値を用いれば
良い。積分値を用いるメリットは、信号のサンプリング誤差を低減できることである。こ
こで、信号強度の積分値を用いたときの信号強度補正方法について説明する。図９はガウ
ス分布を３次元的に表現した図である。図１０（ａ）は、欠陥信号が飽和しないセンサで
信号を検出することができた場合を示している。図１０（ｂ）は信号がｙ＝ｙ１で飽和し
た場合を示しており、図１０（ｃ）はｙ＝ｙ２（＜ｙ１）以下の信号を示している。説明
する方法は、図１０（ｂ）、図１０（ｃ）の信号強度積分値が得られた場合に、ガウス分
布全体の信号強度を算出する方法である。
【００５７】
　まず、図１０のガウス分布全体の体積をＶ０、信号の最大値をｙ＝ｙ０とし、ｙ＝ｙ１

より下の部分の体積をＶ１、ｙ＝ｙ２（＜ｙ１）より下の部分の体積をＶ２とする。また
、図９のガウス分布のＸ軸で断面形状が
ｙ＝ｙ０・ｅｘｐ（－ｘ２／２／σ２）
で得られるものとする。この時ｙ軸周りに積分することにより、ｙ軸上の任意の2点ａ、
ｂでガウス分布をｙ軸に垂直に切ったときの（ただし０≦ａ≦ｂ≦ｙ０）ａｂ間のガウス
分布の体積Ｖａ～ｂは次式で表せる。
Ｖａ～ｂ＝２π・σ2[ｂ・{Ｌｏｇ(ｙ０)－Ｌｏｇ(ｂ)}－ａ・{Ｌｏｇ(ｙ０)－Ｌｏｇ(ａ
)}＋（ｂ－ａ）]
よって、Ｖ０は（ａ，ｂ）に（０，ｙ０）を代入し、次のように表せる。
Ｖ０＝２πσ2・ｙ０

Ｖ１、Ｖ２もそれぞれ（ａ，ｂ）に（０，ｙ１）および（０，ｙ２）を代入し、次のよう
に表せる。
Ｖ１＝２πσ2・ｙ０・[ｙ１・{Ｌｏｇ(ｙ０)－Ｌｏｇ(ｙ１)} － ｙ１]
Ｖ２＝２πσ2・ｙ０・[ｙ２・{Ｌｏｇ(ｙ０)－Ｌｏｇ(ｙ２)} － ｙ２]
なお、上記の式における「Ｌｏｇ」は自然対数を計算することを示している。体積比Ｖ１
／Ｖ２をＣＣと書きなおすと、ＣＣは
ＣＣ＝[ｙ１・{Ｌｏｇ(ｙ０)－Ｌｏｇ(ｙ１)} － ｙ１]／[ｙ２・{Ｌｏｇ(ｙ０)－Ｌｏｇ
(ｙ２)} － ｙ２]
で計算できる。ここで、ｙ１、ｙ２はセンサ３０５の飽和レベル以下の値であることと、
それによりＶ１およびＶ２が測定可能であることを考えると、上式は変数ｙ０に関する1
変数の方程式であり、ｙ０について解くことができる。ｙ０が求まれば、Ｖ１またはＶ２
を求める式から、σを算出することができる。以上によりｙ０、σが求まったので、ガウ
ス分布の全体積Ｖ０が算出可能となる。
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【００５８】
　また、本説明では８ビットのＡＤコンバータで説明したが、１０ビットやそれ以上のビ
ット数のＡＤコンバータを用いても良い。ビット数が多い場合のメリットは、光検出部で
得られる光の強度変化を細かく捉えることが可能となるので、欠陥または欠陥の大きさを
精度良く算出することが可能となることである。また、本説明では欠陥の信号波形をガウ
ス分布で近似した場合を例に説明したが、ガウス分布以外にも2変数で近似した関数を用
いた場合は、同様の方法で信号強度の積分値が可能である。変数が３つ以上となる場合は
、体積Ｖ１、体積Ｖ２以外に飽和レベル以下の任意の信号値以下の体積Ｖ３、Ｖ４，・・
・を使って、信号の積分値を計算するのに必要な変数を求めることができる。
【００５９】
　なお、本実施形態では、上記の装置構成の説明時に、照明光学系１００はレーザ光を用
いる例を挙げたが、レーザ光の代りに白色光を用いても良い。また、被検査物が繰り返し
性を有する回路パターンの場合は、その繰り返しパターン上に欠陥の存在しない画像と欠
陥の存在する画像との差分をとった後に上記の大きさ測定処理をしても良い。また、繰り
返し性の有無にかかわらず、回路パターン上や膜上、例えば酸化膜や金属膜上の欠陥にお
いて、事前に回路パターンや膜からの散乱光データや反射率データが得られる場合には、
そのデータを用いて欠陥の大きさデータを補正しても良い。さらに、欠陥の大きさを測定
するために、本例では標準粒子の大きさと比較する場合について説明したが、標準粒子の
代りに大きさが既知の欠陥と比較しても良い。
【００６０】
　次に信号の積分値が求まったのちに、信号の積分値を寸法に変換する方法について説明
する。前述したように粒子の粒径が波長より小さい場合は、レイリー散乱理論が成立し、
散乱光量が粒径の６乗に比例することが分かっている。そこで欠陥信号の積分値の６乗根
を求め、照明の強度などに応じた比例係数を乗算することで寸法に変換できる。図１１は
標準粒子を塗布したシリコン（Si）の鏡面ウェハを欠陥検査装置で検査したときのデータ
である。グラフの横軸が標準粒子の寸法で、縦軸が信号強度積分値の６乗根である。この
データは照明波長が約０．５μｍの時のデータであるため、波長より粒径が小さい０．１
μｍ、０．２μｍ、０．３μｍの標準粒子では、粒径と信号強度積分値の６乗根がよい比
例関係にあることがわかる。近似曲線１００１は粒径が０．３μｍ以下の標準粒子のデー
タを元に最小二乗法で計算した近似曲線である。この時、前記グラフの横軸をｘ、縦軸を
ｙとしたときに、前記近似曲線式はｙ＝ａ×ｘ＋ｂと表すことが出来る。ここで、ａおよ
びｂは最小二乗法で求めた値である。このとき信号強度積分値の６乗根ｙから欠陥寸法ｘ
を算出するには
ｘ＝（ｙ－ｂ）／ａ　を計算すればよい。
【００６１】
　また図１３は欠陥寸法と信号の積分値の関係を示すグラフである。レイリー散乱理論に
よれば寸法の6乗が信号の積分値に比例するので、その関係を元に近似曲線を求めた例で
ある。
【００６２】
　また図１４は信号の積分値から寸法に変換する変換式を複数備えた例である。粒子の寸
法が波長より小さい場合にはレイリー散乱理論が成立つが、粒子の寸法が波長付近ではロ
ーレンツ・ミー理論、粒子の寸法が波長に比べて十分大きいばあいはフラウンフォーファ
ーの近似が成立することが分かっており、粒子寸法に応じて、信号積分値と寸法の関係式
をそれぞれ持つことで寸法算出の精度を向上することができる。
【００６３】
　本実施形態では、近似曲線を求めるときに標準粒子を塗布したウェハの測定例を示した
が、その他の実施形態としては、寸法が既知のパターンや欠陥を作りこんだ標準ウェハを
用いてもよい。また粒子からの散乱はウェハ表面の反射率の影響を受けるため、鏡面ウェ
ハではなく、半導体製造時に使用する材料を成膜したウェハや、実際の製品ウェハに標準
粒子を塗布した試料を用いてもよい。この場合は検査工程ごとに最適な近似曲線を使い分



(13) JP 5178079 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

けることでより高精度な寸法測定が可能となる。
【００６４】
　またさらに別の実施例としては、あらかじめシミュレーションにより粒子の散乱光量を
計算しデータベースとして蓄えておき、検査時に工程やウェハ表面の材質に応じて適切な
近似曲線を選択してもよい。この場合検査条件の照明強度によって検出される信号強度が
変わるため、あらかじめ少なくとも１つの照明強度に対応する散乱光量を測定しておく。
事前に測定した照明強度のＮ倍の照明強度で検査する場合は、散乱光量のシミュレーショ
ンデータをＮ倍すれば良い。粒子の散乱光量を計算するシミュレータとしてはＮＩＳＴ（
National Institute of Standards and Technology）のＭＩＳＴや、Weidlinger Associa
tes, Inc.のＥＭＦｌｅｘ、Laser Diagnostics Laboratory of Arizona State Universit
yのＤＤＳＵＲＦなどがあげられる。
【００６５】
　近似曲線を求める方法として最小二乗法を例に挙げたが、最小二乗法は外れ値の影響を
受けやすいという性質がある。そこで外れ値に影響されにくいロバストな推定方法を適用
してもよい。Ｍ推定法を例にとって説明する。最小二乗法においては、ｉ番目の標本と近
似曲線との誤差をＥｉとしたときに次式で表される評価基準を用いている。
ＬＭＳ＝minΣ(Ｅｉ)２

この評価基準はモデルと標本との誤差が平均０の標準偏差に従う場合に、推定されたモデ
ルが最適なものとなる。しかし標本に外れ値が含まれている場合は良いモデルが推定でき
るとは限らない。そこで先ほどの評価基準を変形し、外れ値に対しては小さな重みを与え
るように変形したものがＭ推定法である。図１２は最小二乗法とＭ推定法を比較したもの
である。近似曲線１００２は最小二乗法によるもの、近似曲線１００３はＭ推定法による
ものである。モデルからの距離をｄに対する重み関数をｗ（ｄ）とするとＭ推定法におけ
る評価基準は次式となる。
Ｍ＝minΣ{ｗ（ｄ）・Ｅｉ２}
図１５は重み関数の一例を示したものであり、次式で表される。
ｗ（ｄ）＝　{１－（ｄ／Ｗ）２}２　　・・・　|ｄ| ≦ Ｗ
             ０　　　　　　　　　　・・・　|ｄ| ＞ Ｗ
上記重み関数ｗ（ｄ）では、モデルからの距離がＷより離れている標本の影響は考慮しな
いため、外れ値の影響を受けにくい。
【００６６】
　図１６にＭ推定法で近似曲線を求める手順を示す。まず、処理１００６で最小二乗法に
より初期値を求める。処理１００７で重み関数ｗ（ｄ）に従い近似曲線と標本との距離か
ら重みを決定する。処理１００８で重みつきの最小二乗法を行い近似曲線を算出する。判
断１００９で近似曲線の精度が十分か判断し、精度不足の場合は、処理１００７の処理１
００８、判断１００９を繰返す。
【００６７】
　近似曲線を求めるその他の方法としては、ＬＭＳ推定、ＬＴＳ推定法があげられる。Ｌ
ＭＳ推定法ではモデルと標本の誤差の二乗値の中央値を最小にする推定法である。ＬＴＳ
推定法はｎ個の標本にたいしてモデルと標本の誤差の二乗値を小さいほうからならべ、ｈ
＝（ｎ／２）＋１番目までの誤差の二乗値の和を最小にする方法である。
【００６８】
　このようにロバストな推定法と組み合わせることで、外れ値の影響を受けにくくなり、
信号強度と粒径の関係を適切にもとめることが可能となる。
【００６９】
　以上の説明では、散乱光により欠陥検査をおこなってきた。この方法のメリットとして
は、欠陥の発見が能率的におこなえることがある。また、上で述べた方法によって、欠陥
の大きさを求めることにすれば、大きさを測定するための特別な光源を必要とせず、欠陥
を発見することと、その大きさを測定することが、同一の散乱光による光源でおこなえる
と言うメリットがある。
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[欠陥信号飽和時の欠陥信号推定とサンプリングについて]
　図１７に欠陥の信号波形とサンプリングピッチの関係を示す。波形１０１０はガウス関
数で近似した欠陥の信号波形である。またサンプリングピッチ１０１１は欠陥検出時のサ
ンプリングピッチが２σの場合を示している。図１８、図１９は照明強度を増加させたと
きの信号強度積分値の理論値と、図１０で示した方法による信号強度積分値の推定方法の
誤差をサンプリングピッチごとに示したものである。図１８の１０１１はサンプリングピ
ッチが２σのデータであり、照明強度が１００倍以上となった場合には誤差が非常に大き
くっている。図１９は図１８の一部を拡大したものである。点線で囲まれた部分は寸法精
度が±２０％以内となる領域である。サンプリングピッチが１σの場合１０１３、０．５
σの場合１０１４とも精度±２０％以内を実現している。１次ベッセル関数とガウス関数
との類似性から、ガウス関数における２σは、光検出部３００の解像度に相当すると考え
られる。図１８、図１９から散乱光量が３桁異なるような欠陥が同一ウェハ上にある場合
でも、高精度に寸法を算出するためには、光検出部３００の解像度の半分以下のピッチで
信号波形をサンプリングする必要があることが分かる。
[光学系の収差および、センサの感度バラツキの補正について]
　上記実施例においては光学系の収差や、センサの感度バラツキについては言及しなかっ
たが、実際の検査装置においてはこれらも寸法算出精度に影響を与えうる。図２０は光検
出部３００において結像光学系を用いた実施例において、検出視野の中心と、検出視野の
周辺での収差の様子を示したものである。同一寸法の標準粒子を塗布したウェハを測定し
たときの検出像を示したもので、図２０（ａ）は視野中心、図２０（ｂ）はそれぞれ視野
周辺での欠陥検出像である。収差の影響を軽減する方法としては２つ考えられ、収差の程
度をあらかじめ測定しておき、その測定結果に基づく補正テーブルもしくは補正式を備え
る方法と、検査中にリアルタイムに対応する方法が考えられる。図１０の実施例の説明に
おいて、検出信号の広がり具合が事前にわかっていなくても、散乱光量を適切に算出でき
ることを既に示した。
【００７０】
　図２１はセンサ３０５の感度バラツキを示した図である。図２１（ａ）は欠陥の検出画
像データ、図２１（ｂ）は図（ａ）のＡ－Ａ’断面の信号波形を示している。レイリー散
乱領域では欠陥寸法は散乱光量の６乗根に比例するため、図２１（ｂ）程度のバラツキで
あれば寸法算出の精度を低下させる要因とはならないことが分かった。
【００７１】
　図２２は標準サンプルを備えたウェハを用いて、寸法を校正する一例である。図１の手
順S１４０に関連する例である。図２２（ａ）は寸法が既知の標準粒子を複数種類散布し
ている。図２２（ｂ）は校正前のＳＥＭ測定寸法と検査装置測定寸法の関係を示したもの
、図２２（ｃ）は校正後のＳＥＭ測定寸法と検査装置測定寸法の関係を示したものである
。
  以下校正の手順をしめす。図２２（ａ）の標準サンプルを備えたウェハを検査装置で検
査し、寸法を算出すると装置構成要素の製造ばらつきなどにより、寸法が正しく求まらな
い場合がある。標準サンプルは寸法が既知であるので、例えば図２２（ｂ）のように装置
出力と、真値を比較し互いの関係を近似式で表すことにより、補正が可能となる。近似式
の求め方は最小二乗法を用いてもよいし、ロバスト推定法を用いてもよい。近似式を求め
補正することにより、図２２（ｃ）のように寸法を精度よく求めることができる。
【００７２】
　図２３は欠陥寸法を補正、または校正するときの手順を示したものである。図２３（ａ
）は寸法が未知の欠陥の例で、例えば実際の製品ウェハ上の欠陥を用いて、補正係数を算
出する場合を示す。製品ウェハ上の欠陥は寸法が未知であるため、ＳＥＭなどの観察装置
を用いて各欠陥の寸法を測定する必要がある。図２３（ｂ）は寸法が既知の欠陥を用いて
補正係数を算出する例である。図２２の説明では寸法が既知のサンプルとして標準粒子を
例に挙げたが、ウェハ上にフォトリソグラフィーや、ＦＩＢなどで寸法を制御した欠陥を
作りこんでもよい。
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【００７３】
　図２４は寸法補正係数を算出するための実施例の一例である。
【００７４】
　ここで再び図１に戻り、他の実施例について説明する。
手順Ｓ１１０の実施例として、図２において暗視野照明と結像光学系を組み合わせた検出
技術を例示したが、欠陥やパターンからの光を検出する方式であれば他の方法でも構わな
い。たとえば明視野照明と結像光学系の組合せや、暗視野照明と集光光学系を用いた検出
方式でもよい。
【００７５】
　また手順Ｓ１２０の他の実施例としては、欠陥領域を抽出する際に隣接するダイの画像
間で差をとって、適切なしきい値を設定し、欠陥領域を抽出してもよい。
【００７６】
　手順Ｓ１３０の他の実施例としては、欠陥の特徴量として、散乱光量や、信号強度の最
大値の他の特徴量を用いてもよい。その際、座標データや隣接ダイの情報などを特徴量算
出に反映しても良い。また検査装置の検査条件を反映させてもよい。検査条件とは、例え
ば照明の波長、光量、入射角度は、ステージの走査速度、光検出部の倍率、開口数などで
ある。また検査装置自体の製造ばらつき情報を反映させてもよい。製造バラツキとしては
、照明の光量むら、レンズの収差、センサの感度ばらつきなどである。データの反映のさ
せ方としては２つの方法があり、（１）特徴量算出式の中に変数として盛り込む方法、（
２）情報をもとに場合分けをして、それぞれ独立に処理をする方法である。（１）の方法
の場合は、特徴量を算出後、そのまま手順Ｓ１４０に移る。（２）の方法の場合分けの例
を図２５に示す。図２５の（ａ）ＳＥＭ測定寸法と寸法に関連する特徴量の関係をグラフ
で示したものである。図２５（ｂ）は特徴量や、検査条件、検査装置事態の製造バラツキ
情報に基づいて場合分けをした例である。場合分けをすることで、場合分け後のそれぞれ
のグループ内のばらつきが小さくなる。手順Ｓ１３０以降の処理を場合わけに基づいて分
岐し、分岐ごとに手順Ｓ１４０にて寸法と信号積分値の関係式を求め、寸法を算出する。
〔欠陥検査装置の光学系について〕
　以上、本発明の記述では、欠陥検査装置の光学系については、散乱光を用いて、欠陥を
検出し、その大きさを測定するものについて説明してきたが、本発明の手法は、光学系が
反射光で、欠陥や欠陥を検出し、その大きさを測定するものであっても適用可能である。
一般に、散乱光を用いるものは検査の能率は良いが、測定精度に難があり、反射光を用い
るものは、その逆で、検査の能率は悪いが、測定精度は優れている。本発明の手法は、ど
ちらについても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係る欠陥寸法手順を示す図である。
【図２】本発明に係る欠陥検査装置の概略の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る欠陥検査装置をシステムとして動作させるときのブロック図である
。
【図４】本発明に係る欠陥検査装置と欠陥レビュー装置をシステムとして動作させるとき
のブロック図である。
【図５】欠陥があるときの画像データを示す図と、欠陥データを測定したときの信号強度
の分布を示す図である。
【図６】二種類の信号強度の分布を対比した図と、信号強度を最大値を求めるための説明
図である。
【図７】１次ベッセル関数とガウス関数を比較した図である。
【図８】（ａ）欠陥の画像、（ｂ）は（ａ）の画像の濃淡値の分布を示した図である。（
ｃ）はノイズが含まれる場合の濃淡値の図である。
【図９】（ａ）飽和した信号強度のＸＹ平面での分布を示すグラフ（ｂ）信号強度の最大
値を求めることを示すグラフである。
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【図１０】欠陥の信号波形を示すグラフであり、検出信号のうち、信号強度が特定の値以
下の部分の信号強度積分値を示す図である。
【図１１】標準粒子の寸法と信号強度積分値の６乗根の関係を示すグラフである。
【図１２】最小二乗法および、Ｍ推定法による近似曲線の算出例を示した図である。
【図１３】標準粒子の寸法と信号強度積分値の関係を示すグラフである。
【図１４】寸法に応じて異なる近似曲線を適用した例である。
【図１５】Ｍ推定法における重さ関数の一例を示す図である。
【図１６】Ｍ推定法における、データ処理の手順をしめした図である。
【図１７】ガウス関数とサンプリングピッチの関係を示す図である。
【図１８】散乱光量の理論値と、推定値の関係をサンプリングピッチの観点から比較した
グラフである。
【図１９】散乱光量の理論値と、推定値の関係をサンプリングピッチの観点から比較した
グラフである。
【図２０】光学系の収差を示す図である。
【図２１】センサの画素による感度バラツキを示した図である。
【図２２】標準サンプルによる寸法校正手法の例である。
【図２３】寸法校正手法の手順を示す図である。
【図２４】補正係数を算出する手順を示す図である。
【図２５】寸法と関連する特徴量を算出する手順において、特徴量や、その他の情報によ
り場合わけをする例を示した図である。

【図１】 【図２】
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