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面あるいは裏面の上方あるいは下方以外の
位置から拡散光を照射する照明手段 と、
端部を被検物体の表面あるいは裏面と平行
な面に対 して垂直方向位置から撮像する撮
像手段 と、撮像手段によ り得 られた像に
よ り、端部の表面あるいは裏面に対 して傾
斜 した部分の状態を検査する検査手段 と
を備える。
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端部検査装置

技術分野

０００1 本発明は、半導体ウェハや液品ガラス基板など平板形状の基板の端部を検査する

端部検査装置に関する。

背景技術

０００2 近年、半導体ウェハ上に形成される回路パターンの集積度は、年々高くなっている

と共に、生産過程でウェハの表面処理に用いられる物質の種類が増えてきている。

ウェハの端部付近には、表面処理にょり生成された膜の境界が存在する。そのため

、生産過程において、ウエハの端部付近の観察が重要となってきている。この端面付

近の欠陥管理が、ウェハから得られる回路の歩留まりに影響する。

０００3 そのため、従来から、たとえば、半導体ウェハなどの平板状の基板の端部周辺を複

数の方向から観察して、異物、膜の剥離、膜内の気泡、膜の回り込み、おょび切削痕

の有無などを検査している。

０００4 これらの検査を〒ぅ検査装置としては、レーザ光等の照射にょる散乱光での異物検

知を〒ぅものがある (特許文献 参照)。

特許文献1 特開平 85０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 たとえば、半導体ウェハの端部は、表面に対して傾きをもった面を有しており、従来

の検査装置においては、この傾いた面の状態を検査することが困難であるとレづ問題

点があった。

０００6 本発明は、平板形状の被検物体の端部の状態を精度ょく検査できる端部検査装置

を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００7 本発明の第 の態様にょる端部検査装置は、平板形状の被検物体の端部に対して

、被検物体の表面あるいは裏面の直上あるいは直下以外の位置から拡散光を照射



する第 照明部と、端部を被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に対して垂直方

向位置から撮像する撮像部と、撮像部により得られた像により、端部の表面あるレ ま

裏面に対して傾斜した部分の状態を検査する検査部とを備える。

本発明の第2の態様による端部検査装置は、平板形状の被検物体の端部に対して

、被検物体の表面あるいは裏面の直上あるいは直下以外の位置から指向性の高い

照明光を照射する第 照明部と、端部を被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に

対して垂直方向位置から撮像する撮像部と、撮像部により得られた像により、端部の

表面あるいは裏面に対して傾斜した部分の状態を検査する検査部とを備える。

本発明の第3の態様による端部検査装置は、平板形状の被検物体の端部に対して

、被検物体の表面あるいは裏面の直上あるいは直下以外の位置から、拡散光および

指向性の高い照明光で照射可能な第 照明部と、端部を被検物体の表面あるレ ま

裏面と平行な面に対して垂直方向位置から撮像する撮像部と、撮像部により得られ

た像により、端部の表面あるいは裏面に対して傾斜した部分の状態を検査する検査

部と、第 照明部による照明光を、前記拡散光と前記指向性の高い照明光とを切り替

える制御部とを備える。

本発明の第4の態様による端部検査装置は、平板形状の被検物体の端部を被検

物体の表面あるいは裏面と平行な面に対して垂直方向位置から撮像する撮像部と、

撮像部により得られた画像と、予め記憶された参照画像とを比較することにより、端部

の表面あるいは裏面に対して傾斜した部分の状態を検査する検査部とを備える。

発明の効果

０００8 本発明によれば、平板形状の被検物体の端部の状態を精度よく検査できる。

０００9 図 図 は、本発明の実施形態による端部検査装置の構成を示す図である。

図2 図2は、本発明の第ェの実施形態による端部検査装置のカメラ4による半導体ウ

エハ の端部の撮像を説明するための図である。

図3 図3 (a)～(d) は、撮像した画像による欠陥検出の手順を説明するための図であ

る。

図4 図4は、検出された欠陥の位置を特定するための座標系について説明するため



の図である。

図5 図5は、半導体ウェハ を保持テーブル2に載置した際に、半導体ウェハ の中

心と保持テーブル2の回転中心が一致しないことによる偏芯状態の補正について説

明するための図である。

図6 図6は、本発明の第2の実施形態による端部検査装置のカメラ4による半導体ウ

ェ，寸の端部の撮像を説明するための図である。

図7 図7は、本発明の第3の実施形態による端部検査装置のカメラ4による半導体ク

エ，寸の端部の撮像を説明するための図である。

図8 図8は、本発明の第4の実施形態による端部検査装置のカメラ4による半導体ウ

ェ，寸の端部の撮像を説明するための図である。

図9 図9は、本実施形態の端部検査装置を用いた欠陥検査の他の例を説明するた

めの図である。

発明を実施するための最良の形態

００1０ 以下、本発明の実施形態の説明をする。

一第 の実施の形態一

図 は、本発明の実施形態による端部検査装置の構成を示す図である。半導体ウ

ェ，寸は、保持テーブル2上に載置され吸着保持される。回転駆動部3は、保持テー

ブル2を、回転させる。これによって、保持テーブル2に保持された半導体ウェハ を

回転させることができる。

００11 カメラ4は、半導体ウェハ の上方に設置されており、半導体ウェ，寸の外周の端部

を上方から撮像することができる。カメラ4は、撮影光軸が半導体ウェ，寸の表面に対

して垂直となるよぅに、半導体ウェハ の端部に対向する位置に配置するのが好まし

いが、半導体ウェハ の端部を撮像できる位置であれば、どこへ設置してもかまわな

い。なお、カメラ4を半導体ウェ，寸の下方に設置して、ウェハ の裏面の端部を撮像

してもよい。

００12 カメラ4は、落射照明機能を有しており、撮像範囲の少なくとも一部分に対して落射

照明を行って撮像することができる。また、カメラ4の落射照明のための光学系はテレ

セントリック光学系である。落射照明機能を必要に応じてオンオフするよぅに構成して



もよい。

００13 照明装置5は、半導体クエハ の端部に対して、横方向から照明するための装置で

あり、拡散光による照明または指向性の高い照明光による照明を行ぅ。照明装置5に

よる照明光は、ウェハを、(a) ウェハの表面の上方以外、(b) ウェハの表面の下方以

外、(c) ウェハの裏面の上方以外、および (d) ウェハの裏面の下方以外の方向から

照明する。本実施形態では、半導体ウェハ の表裏面と平行な方向から、つまり半導

体ウェハ の外周方向から照明が行えるよぅに照明装置5を設置する。

００14 照明装置5は、制御装置7による制御により、照明装置5による照明を、拡散光によ

る照明、指向性の高い照明光による照明のいずれかに切り替えることができる。また

、照明装置5は、拡散光による照明または指向性の高い照明光による照明のどちら
。の照明を行ぅ場合も、光源を切り替えることができる。光源は、たとえばハロゲンランフ

と であり、光源の切り替えにより、照明光の波長を変えることができる。照明光の

波長を変えることにより、照明光の色が変わり、結果として、ホワイトバランスを調整す

ることができる。

００15 水平駆動部6は、保持テーブル2および回転駆動部3を水平方向に移動させる。こ

こで、水平方向とは、図中の保持テーブル2の半導体ウェハ を載置する面と平行な

方向であり、かつ図中の左右方向である。このよぅな水平方向の駆動は、半導体ウェ
ハ を保持テーブル2に載置した際に、半導体ウェ，刈の中心と保持テーブル2の回

転中心が一致しないことによる、いわゆる偏芯状態を補正するために行ぅ。

００16 制御装置7は、回転駆動部3、カメラ4、照明装置5、および水平駆動部6の動作の

制御を行い、カメラ4からの画像に基づいて、半導体ウェハ の端部の欠陥検出を行

ヮ。

００17 次に、カメラ4により半導体ウェハ の端部の画像を取得する構成について説明す
る。図2は、本発明の第 の実施形態による端部検査装置のカメラ4により半導体ウェ
ハ の端部を撮像する場合を説明するための図である。図2において、照明装置5a

は、光源の前方に拡散板を設けることにより、拡散光を半導体ウェハ の端部に照射

する。

００18 半導体ウェハ の端部には、図2に記号 で示すウェハ上面の領域と、記号 で示



すウエハ上面に対して傾斜した傾斜面の領域がある。領域 に対しては、カメラ4の

テレセントリック光学系により落射照明を〒い、カメラ4により、その落射照明に基づい
た領域 の明視野像を撮像する。そして、領域 に対しては、照明装置5による照明

を拡散光による照明に切り替え、拡散光照明によりカメラ4により明視野像を撮像する

。なお、図中では、照明装置5を拡散光照明で使われる場合は、照明装置に符号5a

を付し、指向性の高い照明光による照明で使われる場合は、照明装置に符号5bを

付すこととする。このようにして、カメラ4により、領域 、領域 の両方の明視野像を同

時に撮像することができる。

００19 カメラ4による撮像を行う前に、制御装置7は、カメラ4により撮像されて取得された

画像により、領域 の輝度と領域 の輝度とが、カメラ4で撮像可能な範囲の輝度とな

るように、カメラ4による落射照明の強度と照明装置5の照明光の強度を調整する。ま

た、制御装置7は、照明装置5の光源を切り替えることにより、カメラ4に入力されてい
る像のホワイトバランスを調整する。

００2０ 図3は、撮像した画像による欠陥検出の手順を説明するための図である。図3 (a) の

半導体ウエ，寸の上面のCで示される領域が、カメラ4による撮像範囲である。図3 (c

) は、領域Cの画像を良品ウエハで予め撮像した画像である。図3 b は、検査対象

である半導体ウエハ の領域Cの画像である。

００2 1 図3 c の良品ウエハの画像は、予め制御装置7に記憶されており、制御装置7は、

カメラ4によって撮像された検査対象の半導体ウエハ の画像である図3 b の画像と

比較する。この比較は、図3 b の画像の各画素値から図3 c の画像の対応する各

画素値を減ずることにより、図 ( )の画像を得ることにより行う。図 ( )の画像は欠

陥を示す欠陥画像である。欠陥がなければ、図 ( )の画像は、全面的に白い画像と

なるはずであるが、図 ( )のように黒くなっている部分が欠陥である。

００22 図4は、検出された欠陥の位置を特定するための座標系について説明するための

図である。図4は、カメラ4で撮像した画像を示しているが、画像の中の所定の点を原

点として座標系を定義することを考える。図4においては、画像の左上の点を原点

として、横方向をX軸、下方向を 軸として定義している。原点から所定位置までの画

素数により、X値、 値を求め、画像内での位置を特定することができる。



００23 さらに、半導体ウェハ 内での位置を特定するために 0 値を用いる。0 値について

説明する。図3 (a ) の矢印 で示すよぅに、半導体ウェハ は回転させることができる。

制御装置7は、半導体ウェハ を回転させる制御を行い、カメラ4による各回転角度位

置で撮像を行ぅ制御をすることにより、半導体ウェハ の全周における端部の画像を

得ることができる。回転角度位置は、ある基準角度位置からの回転角度によって特定

することができる。基準角度位置は、周知の技術により、半導体ウェハ の端部に設

けられた人ソチやオリェンテーションフラットを検出することにより決めることができる。

したがって、半導体ウェハの端部位置は、基準位置からの回転角度 と、その回転

角度 0 の位置における撮像画像内の位置X値、 値による座標値㏄ ，X， ) によっ
て特定することができる。図4においては、欠陥である黒点の位置を座標値㏄ ，X，

) によって示している。

００24 図5は、半導体ウェハ を保持テーブル2に載置した際に、半導体ウェハ の中心と

保持テーブル2の回転中心が一致しないことによる偏芯状態の補正について説明す

るための図である。半導体ウェハ を保持テーブル載置する際に、半導体ウェハ の

中心と保持テーブル2の回転中心とは一致させることは困難である。したがって、保

持テーブル2を回転させて、複数の回転位置で、順次、カメラ4により半導体ウェハ

の端部を撮像していくと、撮像された複数の画像内の各端部の位置は、回転位置に

依存してずれることになる。

００25 図5に示すよぅに、カメラ4で撮像される複数の画像内における半導体ウェハ の外

周端部の領域 のそれぞれの位置は、回転位置に依存し、画像内上方の破線で示

した位置から、下方の破線で示した位置まで変化する。半導体ウェハ を 回転させ

ながら、周知の技術を用いてその外周端部の位置を検出することにより、上記偏芯量

を求めることができる。

００26 本実施形態では、各回転角度位置における上記偏芯量を予め求め、各回転角度

位置に対応付けて偏心量を記憶しておく。そして、各回転角度位置における各撮像

に先だって、画像内での領域 の位置が、図5の実線で示す位置となるよぅに、保持

テーブル2を予め求めた各偏芯量の分だけ水平方向に移動させる。保持テーブル2

は、制御装置7により水平駆動部6を制御することにより駆動制御される。



００27 図5に示すよぅに、半導体ウェハ の端部の画像におけるウェハ外周の円弧の一部

は、直線として近似できる。したがって、保持テーブル2を水平方向に移動して半導

体ウェ，寸を図4で示した 方向に移動し、半導体ウェハ の端部画像の外周縁の座

標を補正する。その後、カメラ4により半導体ウェハ の端部を撮像する。以上のよぅ

に、半導体ウェハ の 方向移動によるウェハ外周画像の位置補正を、各回転角度

位置ごとに行ぅことにより、保持テーブル2と半導体ウェハ の芯ずれ(偏芯 )の影響を

除去した画像が得られる。

００28 以上のよぅにして、各回転角度位置で撮像された複数の画像により、半導体ウェハ

の端部の欠陥検出を行ぅ。欠陥検出は、図3で説明したが、さらに詳しく説明を行ぅ

。前述したよぅに、欠陥の検出は、図3 (a) で示した撮像された画像を、図3 c で示し

た予め撮像された良品ウェハの画像と比較することにより行ぅ。

００29 検査時に撮像する回転角度位置は、予め設定することができる。半導体ウェハ の

全外周すべての端部を撮像できるよぅに、撮像する回転角度位置の数を設定するこ

ともできるし、所定の検査角度位置を設定することもできる。良品ウェハの画像は、検

査時に撮像する回転角度位置と同凶立置で撮像して取得した画像を予め撮像して、

制御装置7に記憶保持しておく。そして、各回転角度位置で撮像された画像 (図3 (b

) ) と、それに対応する良品ウェハの画像 (撮像された画像と同じ回転角度位置での

良品ウェハの画像) とを比較することにより欠陥検出を行ぅ。この動作を各回転角度

位置で撮像して取得した画像ごとに行ぅ。

００3０ また、良品ウェハの画像は、必ずしも、すべての回転角度位置に対応した画像を予

め保持する必要はない。良品ウェハの端部画像が回転角度位置によって大きな違

いがないのであれば、良品ウェハのある一部の回転角度位置での画像を保持し、そ

の画像と、各回転角度位置で撮像された画像とを比較することにより、欠陥検出は可

能である。

００3 1 良品ウェハの画像がなくても、次のよぅにして欠陥検出を行ぅことも可能である。本

実施形態では、半導体ウェハ を回転させることにより、複数の回転角度位置での端

部の各画像を得ている。そこで、ある回転角度位置での画像と他の回転角度位置で

の画像を比較することにより、欠陥検出を行ぅことができる。これは、欠陥が含まれて



いる画像は、他の画像との差が大きいからである。例えば、ある回転角度位置での画

像の欠陥検出をする場合、その隣の回転角度位置で取得した画像と比較すればよ

い。隣り合ぅ部分は、正常であれば大きな差はないはずであるから、画像にある程度

大きい差がある場合は、欠陥が存在すると判断する。もちろん、隣の回転角度位置で

はない位置の画像と比較しても欠陥検出は可能である。

００32 このよぅに、良品ウェハの画像がなくても、検査対象の半導体ウェハの他の位置の

端部の画像と比較することにより、欠陥検出を行ぅことができる。

一第2の実施の形態一

図6は、本発明の第2の実施形態による端部検査装置のカメラ4によって半導体ウ

ェ，寸の端部を撮像する場合の図である。図6において、照明装置5による照明は、

制御装置7によって、光ファイバによるライン照明に切り替えられており、指向性の高

い照明が行なわれる。図中では、照明装置は、指向性の高い照明が行われている場

合は、符号5bを付す。本実施形態においても、図2の場合と同様に、半導体ウェハ

の領域 の部分に対しては、カメラ4のテレセントリック光学系により落射照明を行い、

カメラ4により、その落射照明に基づいた領域 の明視野像を撮像する。そして、領

域 に対しては、照明装置5bからのライン照明により、カメラ4により暗視野像を撮像

する。このよぅにして、カメラ4により、領域 の明視野像、領域 の暗視野像を同時に

撮像することができる。

００33 第2の実施形態による端部検査装置が、図2に示した第 の実施形態の端部検査

装置と異なるのは、領域 の暗視野像を撮像していることである。半導体ウェハ の端

部の傷の有無の検査や、付着したゴミ等の異物の有無の検査においては、暗視野像

を用いることにより異物検出を容易にすることができる。

００34 一第3の実施の形態一

図7は、本発明の第3の実施形態による端部検査装置のカメラ4によって半導体ウ

ェ，寸の端部を撮像する場合の図である。本実施形態では、図6の第2の実施形態と

同様に照明装置5bからライン照明光を照射する。しかしながら、カメラ4からの落射照

明は行わない。すなわち、本実施形態では、制御装置7による制御により、カメラ4か

らの落射照明を行わず、照明装置5による照明をライン照明に切り替え、ライン照明



のみにより、カメラ4により領域 と領域 の暗視野像を撮像する。

００35 前述のよぅに、半導体ウェハ の端部の傷の有無の検査や、端部に付着したゴミ等

の異物の有無の検査におぃては、暗視野像を用ぃることにより異物検出を容易として

ぃるが、本実施形態では、領域 、領域 の両方に対して異物検出が容易となるれ、

ぅ効果が得られる。

００36 一第4の実施の形態一

図8は、本発明の第4の実施形態による端部検査装置のカメラ4によって半導体ウ

ェ，寸の端部を撮像する場合の図である。本実施形態では、図2の第 の実施形態と

同様に、照明装置5aからは拡散光による照明を行ぅ。しかしながら、第3の実施形態

と同様にカメラ4からの落射照明は行わなぃ。すなわち、本実施形態では、照明装置

5からの拡散光照明により、カメラ4により領域 の明視野像を撮像する。

００37 以上説明した第 ～第4の実施形態におぃては、制御装置7により、照明装置5に

よる照明を、拡散光による照明、あるぃは指向性の高ぃ照明光による照明に切り替え

るよぅにした。さらに、制御装置7により、カメラ4による落射照明を行ぅか行わなぃかを

切り替えるよぅにした。このよぅに照明方式を切り替えることにより、暗視野像での撮像

により、ゴミなどの凹凸型の欠陥を検出しやすくする場合や、明視野像での撮像によ

り、欠陥の状態、色合ぃを観測することが可能である。このよぅに、上述した実施の形

態による端部検査装置によれば、検査したぃ欠陥を検出しやすくするよぅな照明方式

に切り替えながら検査を行ぅことができるので、最適な照明で検査を行ぅことができる

００38 一第5の実施の形態一

図9は、本実施形態の端部検査装置を用ぃた欠陥検査の他の例を説明するための

図である。半導体ウェ，寸の表面端部には、表面に塗布されたいジスト膜の境界部分

が存在する。この境界部分は、領域 の部分に存在する。図9は、境界部分が撮像さ

れた画像を示してぃる。この画像による欠陥検出は、図3で説明したよぅに、良品ウェ
ハの画像と比較することにより行ぅことができる。その場合、膜の境界部分が正常か否

かは、以下のよぅな処理を行って判断することができる。

００39 図9に示す画像におぃて、膜の境界部分からウェハ端部の最外周までの半径方向



の距離を、膜の境界上の各位置で求める。半径方向とは、実際には図9の上下方向

とほぼ等しいから、上下方向の距離を求めればよい。そして、距離の最大値 (図9中

の矢印Maxで示した距離) と最 、ィ直 (図9中の矢 M nで示した距離)を求める。良品

ウェハでも同様にして最大値と最小値を求め許容範囲を決定し、それらの値を比較

し、撮像された画像での値が許容範囲に入っているか否かによって、良否の判定を
一，
行っ。

００4０ このよぅな画像による良否判定は、カラー画像で行ぅことが好ま 、。カラー画像より

(赤色)成分、 (緑色)成分、 (青色)成分による画像の他、 G の値から (色

相) 、 (彩度) ， (明度)成分を求め、これらの値により良否判定を行ってもよい。

００41 上記第 の実施形態では、図5で説明したよぅに、半導体ウェハ が保持テーブル2

に載置された状態での偏芯の補正は、水平駆動部6を駆動することにより半導体ウェ
ハ を移動させることにより行った。この補正は、カメラ4と半導体ウェハ の端部との

相対位置関係を補正すればよいわけであるから、カメラ4を水平方向に移動させるこ

とによって補正を行ってもよい。

００42 また、カメラ4と半導体ウェハ の端部との物理的な相対位置関係は変えずに (すな

わち、半導体ウェハ もカメラ4も水平方向に移動させないで) 、カメラ4で撮像した画

像を処理することによって偏芯の補正を行ってもよい。図5に示すよぅな破線部分の

領域が画像処理をすることによって実線部分に来るよぅにすればよい。この場合、上

下方向位置のずれを画像処理により補正するわけであるが、補正された画像は上下

のいずれかの部分の画像情報が欠けることになる。

００43 なお、照明装置5で用いる光源は、分光特性を可視領域に持つ光源としてもよいが

、分光特性を赤外領域に持つ光源を用いてもよい。また、分光特性を紫外領域に持

つ光源を用いてもよい。

００44 また、本実施形態では、カメラ4を半導体ウェハ の上方に設置して、半導体ウェハ

の表面端部を検査することとしたが、カメラ4を半導体ウェハ の下方に設置して、

半導体ウェ，寸の裏面端部を検査する装置としてもよ 、上方、下方両方にカメラ

を設置し、表面、裏面両方の端部を検査する装置としてもよい。

００45 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれらの実施の形態に



限定されるものではない。本発明の技術思想の範囲内で考えられるその他の態様も

本発明の範囲内に含まれる。したがって、検査対象は、平板状の被検体であれば、

半導体ウェハに限定されない。したがって、本発明は、液品パネルなど他の被検体

の端部検査装置にも適用できる。

本出願は、次の出願を基礎とし、その内容は引用文としてここに組み込まれる。

(1) 日本国特許出願2００6年第 29894号 (2００6年5月9 日出願)

日本国特許出願2００6年第 29895号 (2００6年5月9 日出願



請求の範囲

平板形状の被検物体の端部に対して、前記被検物体の表面あるいは裏面の直上

あるいは直下以外の位置から拡散光を照射する第 照明部と、

前記端部を前記被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に対して垂直方向位置

から撮像する撮像部と、

前記撮像部により得られた像により、前記端部の前記表面あるいは裏面に対して傾

斜した部分の状態を検査する検査部とを備えた端部検査装置。

2 平板形状の被検物体の端部に対して、前記被検物体の表面あるいは裏面の直上

あるいは直下以外の位置から指向性の高い照明光を照射する第 照明部と、

前記端部を前記被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に対して垂直方向位置

から撮像する撮像部と、

前記撮像部により得られた像により、前記端部の前記表面あるいは裏面に対して傾

斜した部分の状態を検査する検査部とを備えた端部検査装置。

3 平板形状の被検物体の端部に対して、前記被検物体の表面あるいは裏面の直上

あるいは直下以外の位置から、拡散光および指向性の高い照明光で照射可能な第

照明部と、

前記端部を前記被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に対して垂直方向位置

から撮像する撮像部と、

前記撮像部により得られた像により、前記端部の前記表面あるいは裏面に対して傾

斜した部分の状態を検査する検査部と、

前記第 照明部による照明光を、前記拡散光と前記指向性の高い照明光とを切り

替える制御部とを備えた端部検査装置。

4 請求項 から3のいずれか 項に記載の端部検査装置において、

前記端部に対して、前記被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に対して垂直方

向位置から落射照明を行ぅ第2照明部を有し、

前記検査部は、前記撮像部により得られ、前記第2照明部によって照明された部分

の像により、前記端部の前記表面あるいは裏面に平行な面の部分の状態を検査する

端部検査装置。



5 請求項4に記載の端部検査装置において、

前記撮像部によって撮像され、前記第 照明部によって照明された前記傾斜した

部分の像と前記第2照明部によって照明された前記平行な面の像の明るさが、前記

撮像部の感度の範囲内になるよぅに調整する調整部を有する端部検査装置。

6 請求項5に記載の端部検査装置において、

前記調整部は、前記第 照明部と前記第2照明部による照明光を調整することによ

り前記撮像部により撮像されるそれぞれの像の状態を調整する端部検査装置。

7 請求項4に記載の端部検査装置において、

前記第 照明部と前記第2照明部の光源を、分光特性を赤外領域に持つ光源とす
る端面検査装置。

8 請求項4に記載の端部検査装置において、

前記第 照明部と前記第2照明部の光源を、分光特性を紫外領域に持つ光源とす
る端面検査装置。

9 請求項 から8のいずれか 項に記載の端部検査装置において、

前記平板形状の被検物体を回転させる回転部を有し、

前記撮像部は、前記被検物体の端部の複数箇所を撮像する端部検査装置。

０ 平板形状の被検物体の端部を前記被検物体の表面あるいは裏面と平行な面に対

して垂直方向位置から撮像する撮像部と、

前記撮像部により得られた画像と、予め記憶された参照画像とを比較することにより

、前記端部の前記表面あるいは裏面に対して傾斜した部分の状態を検査する検査

部とを備えた端部検査装置。

請求項 ０に記載の端部検査装置において、

前記参照画像は、良状態の被検物体の端部を前記撮像部により撮像した画像であ

る端部検査装置。

2 請求項 ０または皿に記載の端部検査装置において、

前記平板形状の被検物体を回転させる回転部を有し、

前記撮像部は、前記被検物体の端部の複数箇所を撮像する端部検査装置。

3 請求項 2に記載の端部検査装置において、



前記被検物体の表面と平行な方向に、前記撮像部と前記被検物体との少なくとも

一方を移動させる移動部と、

前記回転部による前記被検物体の回転角度位置に応じて、前記移動部による移動

の制御を〒ぅ制御部とを備えた端部検査装置。

4 請求項 3に記載の端部検査装置において、

前記被検物体は円形であり、前記回転部は、前記被検物体を載置する載置部を回

転駆動することにより前記被検物体を回転させるとともに、前記被検物体の中心と前

記載置部の回転中心とのずれ量を検出し、

前記制御部は、前記ずれ量に応じて前記前記移動部による移動の制御を〒ぅ端部

検査装置。

5 請求項 2に記載の端部検査装置において、

前記検査部は、検査により検出された欠陥の位置を、前記撮像部により得られた画

像内での座標値と、前記回転部による回転角度により特定する端部検査装置。

6 請求項皿に記載の端部検査装置において、

前記平板形状の被検物体を回転させる回転部を有し、

前記撮像部は、前記回転部による回転により前記被検物体の複数の回転角度位

置において端部を撮像し、

前記検査部による前記撮像部により得られた画像と予め記憶された参照画像との

比較は、前記撮像部により得られた画像の撮像時の回転角度位置に対応する前記

良状態の被検物体の端部の前記参照画像を用いる端部検査装置。
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general inventive concept.
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The technical feature of the invention in claims 1-9 is of irradiation
of light to an end section of a flat-plate-like object to be inspected,
from positions above or other than directly below the front surface
or the rear surface of the object.

The technical feature of the invention in claims 10-16 is of imaging
a plurality of regions.
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国際調査報告 国際出願番号 ノ

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I PC) )

Int.Cl. G01N21/956(2006. 01) i , H01L21/66 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C )

Int.Cl. G01N21/84 - 21/958 H01L21/66

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 7 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 7 年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 7 年

国際調査で使用した電子デ タ ス デ タ スの名称、調査に使用した用語

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

WO 2005/008170 A2 (AUGUST TECHNOLOGY CORPORATION) 2005. 01. 27, 1, 10-12
US 6947588 B2 & US 2005/0036671 A l 3-9

JP 2006-064975 A (ォ ス株式会社)2006. 03. 09, 全文、 r 2
ア な し 3-9

JP 2006-005360 A (ライカ イク ステムス セ ダクタ 7-9
ゲ ム ) 2006. 01.05, [ 0 0 4 3 ] & US 2005-0280807 A

& EP 1607738 A l

庄 C欄の続きにも文献が列挙 されて る。 テ ト ア に関する別紙を参照。

ホ 引用文献のカテ の日の役に公表 さi た文献
ΓA 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 t 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
r p 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同— / テ ト7 ア V 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 4 . 0 6 . 2 0 0 7 2 6 . 0 6 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 2 W 3 7 2 0

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 豊田 直樹
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4 番 号 電話番号 03-3581-1 101 内線 3 2 9 2

様式 PCT ノ I S A ノ210 (第 2 ジ) (2005 年 4 月
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C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2004-518293 A (アプライ ド ビジョ テク ノ ジ カ 9 , 12, 15-16

V テ ッド) 2004. 06. 17, [ 0 0 2 8 ] WO 02/059960 Al &

US 2003/0030050 Al

X WO 03/028089 Al (オ ス光学工業株式会社 2003. 04. 03, 全文、 10-11

Y 全図 & US 6906794 B2 12, 15-16

JP 2006-017685 A (日本 l ク ト P セ ザ 1 ス株式会社 1, 3-9
2006. 01. 19, 全文、全図 ア な し

US 2003/0030795 A l (Daitron Inc. ) 2003. 02. 13, US 1-12, 15-16
6545752 B l

WO 2005/115689 A l (EBARA CORPORATION) 2005.12.08, 第 3 4 頁 1-12, 15-16
第 3 5 頁、図 6 & EP 1748867 A l

E, Y JP 2007-059640 A(オ ] ス株式会社 2007. 03. 08, 全文、全図 (7 13-14
ア な し

様式 P C T ノ I S Aノ2 1 O (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5 年 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てぁ てP C T規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機関は認めた。
WO 03/028089 Al にはウ ツジ部を対物 の下方に合わ r 、良品のウ の画像デ
-タ 比較する発明が記載されて る。

したが て、請求の範囲 1 - 1 6 に係 る各発明の技術的特徴は下記の t おり t な り、それぞ
れの発明が単一の一般的発明概念を形成するよ に連関して な 。

請求の範囲 1 - 9 に係 る発明は、平板形状の被検物体の端部に対 し、被検物体の表面ある
は裏面の直上ある は直下以外の位置 ら照射するこ を技術的特徴 するものである。
請求の範囲 1 0 - 1 6 に係 る発明は、複数の箇所を撮像するこ を技術的特徴 するもので

ある。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汗 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。
r 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式 P C Tノ I S Aノ2 1 0 (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )
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