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(57)【要約】
【解決手段】実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥で
あるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断
する、様々なコンピューターに実装された方法が提供さ
れる。実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか
、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するた
めの、コンピューターに実装された一方法は、グループ
内の実際の欠陥の数をグループ内のランダムに発生した
欠陥の数と比較するステップを含む。実際の欠陥は、ウ
エハー上で検出される。グループ内の実際の各欠陥と、
グループ内のランダムに発生した各欠陥との、位置近傍
のウエハー上の設計の部分は実質的に同じである。方法
はさらに、比較するステップの結果に基づいて、グルー
プ内の実際の欠陥は潜在的にシステム的な欠陥であるか
、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するス
テップも含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であ
るかを判断する、コンピューターに実装された方法であって、
　グループ内の実際の欠陥の数を、グループ内のランダムに発生した欠陥の数と比較する
ステップであって、前記実際の欠陥がウエハー上で検出され、かつ前記グループ内の前記
各実際の欠陥と、前記グループ内の前記各ランダムに発生した欠陥との位置近傍のウエハ
ー上の設計の部分が、実質的に同じである比較するステップと、
　前記比較するステップの結果に基づいて、前記グループ内の前記実際の欠陥は潜在的に
システム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するステップ
と
　を含む方法。
【請求項２】
　前記比較するステップは、前記実際の欠陥に対して作成されたパレート図を、前記ラン
ダムに発生した欠陥に対して作成されたパレート図と比較するステップを含む請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記比較するステップは、前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数に対する前記グル
ープ内の前記ランダムに発生した欠陥の前記数の比を判断するステップを含む請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記設計の前記部分は設計クリップに対応する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、前記ウエハー上で検出された実際の欠陥の異なるグループに対して別個に
実行され、かつ前記各異なるグループ内の前記各実際の欠陥の位置近傍の前記ウエハー上
の前記設計の部分は、実質的に同じである請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は、前記ウエハー上で検出された実際の欠陥のすべてのグループに対して別個
に実行され、かつ前記すべての各グループ内の前記各実際の欠陥の位置近傍の前記ウエハ
ー上の前記設計の部分は、実質的に同じである請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、ユーザーの介入無しに実行される請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記実際の欠陥は前記ウエハー上の層の検査により検出され、前記ランダムに発生した
欠陥は前記ウエハー上の前記層に対する検査レシピに対して一旦発生し、かつ複数ウエハ
ーの前記層上で検出される欠陥に対して前記検査レシピを使用して前記方法を実行するた
めに使用される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記判断するステップは、
　　前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数が前記グループ内の前記ランダムに発生し
た欠陥の前記数よりも多い場合、前記グループ内の前記実際の欠陥は潜在的にシステム的
な欠陥であると判断するステップと、
　　前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数が前記グループ内の前記ランダムに発生し
た欠陥の前記数よりも多くない場合、前記グループ内の前記実際の欠陥は潜在的にランダ
ムな欠陥であると判断するステップと
　を含む方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記判断するステップは、
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　　前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数が前記グループ内の前記ランダムに発生し
た欠陥の前記数よりも統計的に多い場合、前記グループ内の前記実際の欠陥は潜在的にシ
ステム的な欠陥であると判断するステップと、
　　前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数が前記グループ内の前記ランダムに発生し
た欠陥の前記数よりも統計的に多くない場合、前記グループ内の前記実際の欠陥は潜在的
にランダムな欠陥であると判断するステップと
　を含む方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、更に、
　前記比較するステップの前に、前記ウエハー上で検出された前記実際の欠陥の総数およ
び前記ランダムに発生した欠陥の総数に基づいて、前記グループ内の前記ランダムに発生
した欠陥の前記数を、前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数に対して正規化するステ
ップを含む方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、更に、
　前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数を異なるグループ内で異なるランダムに発生
した数と比較するステップであって、前記グループ内の各前記実際の欠陥と前記異なるグ
ループ内の各前記異なるランダムに発生した欠陥との前記位置近傍のウエハー上の前記設
計の部分が実質的に同じであり、前記ランダムに発生した欠陥と前記異なるランダムに発
生した欠陥とは別個に発生する比較するステップを含み、
　前記判断するステップは、前記グループ内の前記実際の欠陥の前記数を前記グループ内
の前記ランダムに発生した欠陥の前記数および前記グループ内の前記異なるランダムに発
生した欠陥の前記数と比較するステップに基づいて、前記グループ内の前記実際の欠陥は
潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断する
ステップを含む
　方法。
【請求項１３】
　実際の欠陥のグループが潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダム
な欠陥であるかを判断するために使用するための、ランダムに発生した欠陥の一組のグル
ープを生成するためのコンピューターに実装された方法であって、
　少なくともウエハーの部分である検査された領域に対応する領域にわたる異なる位置で
一組の欠陥をランダムに発生するステップと、
　前記一組のランダムに発生した欠陥を、各前記グループ内の前記ランダムに発生した欠
陥の位置近傍の前記ウエハー上の設計の部分が実質的に同じとなるようにグループ分けす
るステップと、
　各前記グループ内の前記ランダムに発生した欠陥の数を判断するステップと
　を含み、対応するグループの実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または
ランダムな欠陥であるかを判断するために、前記グループ内の前記ランダムに発生した欠
陥の前記数を前記対応するグループ内の前記実際の欠陥の数と比較することができる方法
。
【請求項１４】
　前記方法は、異なる組のランダムに発生した欠陥に対する追加的な数を判断するために
２回以上実行され、前記対応するグループ内の前記実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠
陥であるかまたは潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために、前記数および前記
追加的な数を前記対応するグループ内の前記実際の欠陥の前記数と比較することができる
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法は、異なる一組のランダムに発生した欠陥に対する追加的な数を判断するため
に２回以上実行され、かつ前記方法は、前記ランダムに発生するステップを認証するため
に前記追加的な数を使用するステップをさらに含む請求項１３に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記一組の欠陥をランダムに発生するステップは、確率的シミュレーションを使用して
前記一組の欠陥をランダムに発生するステップを含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記一組の欠陥をランダムに発生するステップは、前記領域にわたるグリッド内に配設
した位置に前記欠陥をランダムに発生するステップを含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記一組の欠陥をランダムに発生するステップは、前記領域にわたる実質的に均一な分
布を有する位置に前記欠陥をランダムに発生するステップを含む請求項１３に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記一組の欠陥をランダムに発生するステップは、各前記グループ内の前記ランダムに
発生する欠陥の頻度が、前記領域にわたり各前記グループ内で前記ランダムに発生した欠
陥の前記位置近傍の前記設計の前記部分の頻度にほぼ等しいように実行される請求項１３
に記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも前記ウエハーの前記一部の前記検査された領域は、前記ウエハー上のダイの
検査された領域とほぼ等しい請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記一組のランダムに発生した欠陥に対するパレート図を作成するステップをさらに含
み、前記一組の前記ランダムに発生した欠陥に対する前記パレート図を前記実際の欠陥に
対するパレート図に対して比較することにより、前記ランダムに発生した欠陥の前記数を
前記対応するグループ内の前記実際の欠陥の前記数と比較することができる請求項１３に
記載の方法。
【請求項２２】
　実際の欠陥に対応するグループが潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的に
ランダムな欠陥であるかを判断するために使用するための、ランダムに発生した欠陥の正
規化された一組のグループを生成するためのコンピューターに実装された方法であって、
　ウエハーの層上で検出されたすべての実際の欠陥の総数を判断するステップと、
　前記ウエハー上で検出されたすべての前記実際の欠陥の前記総数に基づき、グループ内
のランダムに発生した欠陥の数を対応するグループ内の前記実際の欠陥の数に対して正規
化するステップと
　を含み、各前記グループ内の前記ランダムに発生した欠陥の位置近傍の前記ウエハー上
の設計の部分が実質的に同じであり、前記実際の欠陥の前記対応するグループは潜在的に
システム的な欠陥であるかまたは潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために、前
記グループ内の前記ランダムに発生した欠陥の前記正規化された数は前記対応するグルー
プ内の前記実際の欠陥の数と比較できる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にラ
ンダムな欠陥であるかを判断する、コンピューターに実装された方法に関するものである
。いくつかの実施形態は、設計によってグループ分けされた実際の欠陥と、設計によって
グループ分けされたランダムに発生した欠陥とを比較することによって、実際の欠陥が潜
在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するス
テップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下の記述および実施例は本項に含まれることにより先行技術として認められるもので
は無い。
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【０００３】
　集積回路（ＩＣ）設計は、電子設計自動化（ＥＤＡ）、コンピューター支援設計（ＣＡ
Ｄ）、および他のＩＣ設計ソフトウエア等の方法またはシステムを使用して開発され得る
。このような方法およびシステムは、ＩＣ設計から得られる回路パターンデータベースを
作成するためにも使用され得る。回路パターンデータベースは、ＩＣの様々な層に対する
複数のレイアウトを示すデータを含む。したがって、回路パターンデータベース内のデー
タは、複数のレチクルのレイアウトを決定するために使用され得る。レチクルのレイアウ
トは、一般にレチクル上のパターンにおけるフィーチャーを画定する多角形を含む。各レ
チクルは、ＩＣの様々な層の１つを製造するために使用される。該ＩＣの層は、例えば半
導体基板における接合パターン、ゲート誘電体パターン、ゲート電極パターン、層間誘電
体における接点パターン、および金属化層上の相互接続パターンを含み得る。
【０００４】
　論理素子またはメモリ素子等の半導体素子の製造は、一般に、半導体ウエハーなどの基
板を数多くの半導体製造プロセスを用いて処理し、半導体素子の様々な特徴および半導体
素子の複数レベルを形成することを含む。例えば、リソグラフィーは、レチクルから半導
体ウエハー上に配置されたレジストへパターンを転写することを含む半導体製造プロセス
である。半導体製造プロセスのさらなる実施例としては、化学機械研磨（ＣＭＰ）、エッ
チング、成膜、イオン注入などが含まれるが、これに限定されるものではない。複数の半
導体素子は単一の半導体ウエハー上に配列された形態で製造され、その後、個々の半導体
素子に分離され得る。
【０００５】
　ウエハー上の欠陥を検出し、生産プロセスの歩留まりをより高め、より高い利益を上げ
るために、半導体製造プロセスの最中の様々な段階で、検査プロセスが使用される。検査
は、ＩＣ等の半導体素子の製造における常に重要な要素である。しかし、半導体素子の寸
法が小さくなるとともに、より小さい欠陥が素子を不良にするので、仕様を満たす半導体
素子を順調に製造するためには、検査はさらに一層重要なものとなる。例えば、半導体素
子の寸法が小さくなると、比較的小さい欠陥でさえも半導体素子に好ましくない異常を引
き起こし得るので、より小さいサイズの欠陥の検出が必要になる。
【０００６】
　しかしながら、設計基準が小さくなるのに伴い、半導体製造プロセスは、プロセスの実
行能力の限界により近づいて実施されている場合がある。さらに、設計基準が小さくなる
のに伴い、より小さい欠陥が素子の電気的なパラメータに影響を与える可能性があり、こ
れにより、さらに厳密な検査が行われる。したがって、設計基準が小さくなるのに伴い、
検査により検出される潜在的に歩留まりに関する欠陥の個体数が急激に増加する。結果と
して、さらにより多くの欠陥がウエハー上で検出される可能性があり、すべての欠陥を除
去するためにプロセスを修正することは、困難かつ高価なものになり得る。このような場
合、どの欠陥が素子の電気的なパラメータおよび歩留まりに実際に影響を与えるかを判断
することが、プロセス制御方法を、他の大部分は無視して、これらの欠陥に注目させ得る
。さらに、より小さい設計基準では、プロセスに起因する不良は、一部の場合には、シス
テム的になる傾向がある。すなわち、プロセスに起因する不良は、設計内で多くの場合何
度も繰り返される既定の設計パターンにおける不良である傾向がある。さらに、欠陥は一
般的にプロセスと設計との相互作業に関連していても、プロセスに起因する不良は、設計
の弱さおよびプロセス変動にかならずしもよらないプロセス変動の結果作り出された欠陥
である。システム的な欠陥は、さらに空間的にランダムな位置に分散され得る構造的に繰
り返される欠陥である。システム的、かつ電気的に関連のある欠陥を除去することは重要
である。こうした欠陥を除去することにより歩留まりに対して全体的な著しい影響をもた
らす可能性があるためである。
【０００７】
　システム的な欠陥とランダムな欠陥を分離するために現在使用されている一方法は、リ
ピーター分析を使用する。システム的な欠陥とランダムな欠陥を分離するための別の方法
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は、デザインクリップ間での類似性によりグループ分けされた欠陥を図示するパレート図
に適用されたユーザー定義された水平カットライン（すなわち閾値）に依存する。このカ
ットラインより高い数の欠陥を含むグループは、潜在的にシステム的な欠陥であると定義
されるが、一般にシステム的な欠陥は、欠陥カウント数のみに基づいて識別されない。具
体的には、潜在的なシステム的欠陥の見直しが一般に実行される。しかし、こうした方法
は数多くの欠点を持つ。例えば、このような以前使用された方法は、ユーザーの介入と、
閾値の決定の判断とを要する。さらに、ランダムな欠陥のグループは、多くの場合、シス
テム的な欠陥のグループの欠陥カウント数よりも多くの欠陥カウント数を持つことが知ら
れている。このように、これらの以前使用された方法は、ランダムな欠陥のグループを潜
在的なシステム的な欠陥のグループと識別することにより、不正確な結果を作り出し得る
。さらに、所与のウエハーのすべての欠陥がランダムな欠陥である（すなわちシステム的
と仮定したものが０％）と仮定した場合、設計に基づくグループ分けの結果を示すパレー
ト図に示される欠陥カウント数は、ウエハー上の異なる回路構造の相対面積のみを報告す
る場合があるので、パレート図のカットラインに基づく方法は、どの欠陥ビンが潜在的な
システム的な欠陥を含むかを判断するためには効果的でない場合がある。
【０００８】
　したがって、ユーザーの介入および判断無しに実行される、潜在的にシステム的な欠陥
と潜在的にランダムな欠陥とを区別するために現在使用されている方法よりも高い精度で
、欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを
判断するための、コンピューターに実装された方法を開発することは有利であり得る。
【発明の概要】
【０００９】
　以下の、コンピューターに実装された方法の様々な実施形態の記述は、添付の特許請求
の範囲の内容をいかなる形でも制約するものとは解釈されない。
【００１０】
　一実施形態は、実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にラン
ダムな欠陥であるかを判断する、コンピューターに実装された方法に関するものである。
方法は、グループ内の実際の欠陥の数を、グループ内のランダムに発生した欠陥の数と比
較するステップを含む。実際の欠陥は、ウエハー上で検出される。グループ内の実際の各
欠陥と、グループ内のランダムに発生した各欠陥との、位置近傍のウエハー上の設計の部
分は実質的に同じである。方法はさらに、比較するステップの結果に基づいて、グループ
内の実際の欠陥は潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥で
あるかを判断するステップも含む。
【００１１】
　一実施形態において、比較するステップは、実際の欠陥に対して作成されたパレート図
を、ランダムに発生した欠陥に対して作成されたパレート図と比較するステップを含む。
別の実施形態では、比較するステップは、グループ内の実際の欠陥の数に対するグループ
内のランダムに発生した欠陥の数の比を決定するステップを含む。
【００１２】
　一実施形態では、設計の部分は設計クリップに対応する。別の実施形態では、方法は、
ウエハー上で検出された実際の欠陥の異なるグループに対しては別個に実行される。一実
施形態では、各異なるグループの各実際の欠陥の位置近傍のウエハー上の設計の部分は実
質的に同じである。別の実施形態では、方法は、ウエハー上で検出された実際の欠陥のす
べてのグループに対しては別個に実行される。こうした一実施形態では、すべての各グル
ープの各実際の欠陥の位置近傍のウエハー上の設計の部分は実質的に同じである。
【００１３】
　一実施形態では、方法はユーザーの介入無しに実行される。一部の実施形態では、実際
の欠陥はウエハー上のレイヤーの検査により検出され、ランダムに発生した欠陥は、ウエ
ハー上のレイヤーに対する検査レシピに対して一旦発生し、複数ウエハーのレイヤー上で
検出される欠陥に対する検査レシピを使用する方法を実行するために使用される。
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【００１４】
　一実施形態では、判断するステップは、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内のラ
ンダムに発生した欠陥の数よりも多い場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的にシステム
的な欠陥であると判断し、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内のランダムに発生し
た欠陥の数よりも多くない場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的にランダムな欠陥であ
ると判断するステップを含む。
【００１５】
　別の実施形態では、判断するステップは、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内の
ランダムに発生した欠陥の数よりも統計的に多い場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的
にシステム的な欠陥であると判断し、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内のランダ
ムに発生した欠陥の数よりも統計的に多くない場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的に
ランダムな欠陥であると判断するステップを含む。
【００１６】
　一実施形態では、方法は、比較するステップの前に、ウエハー上で検出された実際の欠
陥の総数およびランダムに発生した欠陥の総数に基づいて、グループ内のランダムに発生
した欠陥の数をグループ内の実際の欠陥の数に対して正規化するステップを含む。
【００１７】
　別の実施形態では、方法は、グループ内の実際の欠陥の数を、異なるグループ内の異な
るランダムに発生した欠陥の数と比較するステップを含む。グループ内の各実際の欠陥の
位置と、異なるグループ内の各異なるランダムに発生した欠陥の位置とでは、近傍の設計
の部分は実質的に同じである。ランダムに発生した欠陥、および異なるランダムに発生し
た欠陥は、別個に発生した。一部の実施形態では、判断するステップは、グループ内の実
際の欠陥の数を、グループ内のランダムに発生した欠陥の数およびグループ内の異なるラ
ンダムに発生した欠陥の数と比較した結果に基づき、グループ内の実際の欠陥は潜在的に
システム的な欠陥であるか、または潜在的な欠陥であるかを判断するステップを含む。
【００１８】
　上述の方法の各ステップは、本明細書に記述されるようにさらに実行されてもよい。さ
らに、上述の方法の各実施形態は、本明細書に記述される他の任意の方法の他の任意のス
テップを含んでもよい。さらに、上述の方法の各実施形態は、本明細書に記述される任意
のシステムにより実行されてもよい。
【００１９】
　別の実施形態は、実際の欠陥のグループが潜在的にシステム的な欠陥であるか、または
潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用するための、ランダムに発生した
欠陥の一組のグループを生成するためのコンピューターに実装された方法に関連する。方
法は、少なくともウエハーの部分である検査された領域に対応する領域にわたり異なる位
置で一組の欠陥をランダムに発生するステップを含む。方法はさらに、一組のランダムに
発生した欠陥を、各グループ内のランダムに発生した欠陥の位置近傍のウエハー上の設計
の部分が実質的に同じとなるようにグループ分けするステップも含む。さらに、方法は、
各グループ内のランダムに発生した欠陥の数を判断するステップを含む。グループ内のラ
ンダムに発生した欠陥の数は、対応するグループの実際の欠陥が潜在的になシステム的な
欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために、対応するグル
ープ内の実際の欠陥の数と比較することができる。
【００２０】
　一実施形態では、方法は、異なる一組のランダムに発生した欠陥を追加的な数判断する
ために、２回以上実行されてもよい。こうした一実施形態では、この数および追加的な数
は、対応するグループ内の実際の欠陥は潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在
的にランダムな欠陥であるかを判断するために、対応するグループ内の実際の欠陥の数と
比較することができる。別のこうした実施形態では、方法は、ランダムに発生するステッ
プを認証するために追加的な数を使用するステップを含む。
【００２１】
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　一実施形態では、一組の欠陥をランダムに発生するステップは、確率的シミュレーショ
ンを使用して一組の欠陥をランダムに発生するステップを含む。別の実施形態では、一組
の欠陥をランダムに発生するステップは、領域にわたるグリッド内に配設した位置に欠陥
をランダムに発生するステップを含む。追加的な実施形態では、一組の欠陥をランダムに
発生するステップは、領域にわたり実質的に均一な分布を有する位置に欠陥をランダムに
発生するステップを含む。さらなる実施形態では、一組の欠陥をランダムに発生するステ
ップは、各グループ内にランダムに発生した欠陥の頻度が、領域にわたり、各グループ内
でランダムに発生した欠陥の位置近傍の設計の部分の頻度にほぼ等しいように、実行され
る。
【００２２】
　一実施形態では、ウエハーの少なくとも一部の検査された領域は、ウエハー上のダイの
検査された領域とほぼ等しい。別の実施形態では、方法は、一組のランダムに発生した欠
陥に対するパレート図を作成するステップを含む。こうした一実施形態では、ランダムに
発生した一組の欠陥に対するパレート図を実際の欠陥に対するパレート図と比較すること
により、ランダムに発生した欠陥の数を、対応するグループ内の実際の欠陥の数と比較す
ることができる。
【００２３】
　上述の方法の各ステップは、本明細書に記述されるようにさらに実行されてもよい。さ
らに、上述の方法の各実施形態は、本明細書に記述される他の任意の方法の他の任意のス
テップを含んでもよい。さらに、上述の方法の各実施形態は、本明細書に記述される任意
のシステムにより実行されてもよい。
【００２４】
　追加的な実施形態は、実際の欠陥の対応するグループが潜在的にシステム的な欠陥であ
るか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用するための、ランダ
ムに発生した欠陥の正規化された一組のグループを生成するためのコンピューターに実装
された方法に関連する。方法は、ウエハーの層上で検出されたすべての実際の欠陥の総数
を判断するステップを含む。方法はまた、ウエハー上で検出されたすべての実際の欠陥の
総数に基づいて、複数のグループ内のランダムに発生した欠陥の数を、対応するグループ
内の実際の欠陥の数に正規化するステップも含む。各グループ内のランダムに発生した欠
陥の位置近傍のウエハー上の設計の部分は、実質的に同じである。グループ内のランダム
に発生した欠陥の正規化した数は、実際の欠陥の対応するグループが、潜在的なシステム
的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために、対応する
グループ内の実際の欠陥の数と比較することができる。
【００２５】
　上述の方法の各ステップは、本明細書に記述されるようにさらに実行されてもよい。さ
らに、上述の方法の実施形態は、本明細書に記述される他の任意の方法の他の任意のステ
ップを含んでもよい。さらに、上述の方法の実施形態は、本明細書に記述される任意のシ
ステムにより実行されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　本発明のさらなる利点は、以下の好適な実施形態の詳細な記述を読み、かつ添付された
図面を参照することにより、当業者には明らかになるであろう。
【００２７】
【図１】ウエハー上で検出された実際の欠陥を示す、ダイスタッキングの結果の一実施例
を図示するダイマップの説明図である。
【図２】少なくともウエハーの部分である検査された領域に対応する領域にわたり異なる
位置で、一組の欠陥をランダムに発生する一実施形態の結果の一実施例を示すダイマップ
の説明図である。
【図３】一組のランダムに発生した欠陥に対して、本明細書に実施形態に従って構成され
、かつ作成されたパレート図である。
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【図４】ウエハー上で検出された実際の欠陥に対して、本明細書に記述された実施形態に
従って構成され、かつ作成されたパレート図である。
【図５】実際の欠陥に対して作成されたパレート図を、ランダムに発生した発生した欠陥
に対して作成されたパレート図と比較した結果を示す、本明細書に記述された実施形態に
従って構成され、かつ作成されたパレート図である。
【図６】実際の欠陥に対して作成されたパレート図を、２つの異なる組のランダムに発生
した欠陥に対して作成された２つのパレート図と比較した結果を示す、本明細書に記述さ
れた実施形態に従って構成され、かつ作成されたパレート図である。
【図７】コンピューターで読み込み可能な媒体の、本明細書に記述された１つ以上のコン
ピューターに実装された方法の１つ以上の実施形態を実行するコンピューターシステム上
で実行可能なプログラム命令を含む一実施形態、および本明細書に記述された１つ以上の
コンピューターに実装された方法を実行するように構成されるシステムの一実施形態の側
面を示した概略図である。
【００２８】
　本発明は様々な改造と代替形状が可能であるが、図面により実施例を用いることによっ
てその具体的な実施形態が示され、本明細書中に詳細に記述され得る。図面は、原寸に比
例していない場合がある。ここに示される図面と詳細な記述は、発明を開示された特定の
形式に制限することを意図したものではなく、逆に、添付された請求項により定義される
本発明の精神と範囲に含まれる全ての改造、均等物、および代替物を網羅することを意図
したものであることを理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本明細書で使用される場合、「実際の欠陥」とは、ウエハー上で検出された実際の欠陥
を意味する。したがって、「実際の欠陥」という用語は、ウエハー上に存在し得るが、ウ
エハー上で検出されていない欠陥を意味しない。
【００３０】
　本明細書で使用される場合、用語「ウエハー」は一般的に半導体材料または非半導体材
料から形成される基板を意味する。こうした半導体材料または非半導体材料の例としては
、単結晶シリコン、ヒ化ガリウム、およびリン化インジウムが挙げられるが、これらに限
定されない。これらの基板は半導体製造施設で一般的に見出され、および/または、処理
され得る。
【００３１】
　ウエハーは、基盤上に形成された１つ以上の層を含み得る。例えば、このような層には
、レジスト、誘電体材料、導電材料、および半導体材料などが含まれるが、これらに限定
されない。当該技術分野において、多くの異なる種類のこのような層が知られており、本
明細書で用いられる場合、用語「ウエハー」は、そのような層のあらゆる種類を含むウエ
ハーを包含することを意図している。
【００３２】
　ウエハー上に形成された一つ以上の層は、パターン化されていても、パターン化されて
いなくてもよい。例えば、ウエハーは、各々が繰り返し可能なパターン化されたフィーチ
ャーを有する複数のダイを含んでもよい。こうした材料の層の形成および処理は、最終的
に完全な素子をもたらし得る。集積回路（IC）等の多くの異なる種類の素子がウエハー上
に形成されてもよく、本明細書で用いられる場合、用語「ウエハー」は、当該技術分野で
知られているあらゆる種類の素子をその上に製作するウエハーを包含することを意図して
いる。
【００３３】
　本明細書では実施形態はウエハーに関して記述されているが、該実施形態は、通常マス
クまたはフォトマスクとも称される、レチクル等の他の試作品にも使用され得ることを理
解されたい。多くの異なる種類のレチクルが当該技術分野では知られており、本明細書で
使用される場合、用語「レチクル」、「マスク」、および「フォトマスク」は、当該技術
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分野で既知のすべての種類のレチクルを包含することを意図している。
【００３４】
　ここで図面に関しては、図は原寸に比例していないことに留意されたい。特に、要素の
特徴を強調するために、図中の一部の要素の縮尺は大きく誇張されている。また、複数の
図は同じ縮尺で描かれていないことに留意されたい。２つ以上の図に示される同様に構成
され得る要素は、同じ参照番号を用いて示されている。
【００３５】
　一般に、本明細書に記述される実施形態は、潜在的にシステム的な欠陥を潜在的にラン
ダムな欠陥と区別することに関する。「潜在的にシステム的な欠陥」は、本明細書では、
ランダムな欠陥に対してシステム的な欠陥を含んでいると思われる欠陥のグループ（また
はビン）内の実際の欠陥と定義される（該グループがシステム的な欠陥を含んでいるかど
うかは１つ以上の他の方法（例えば欠陥レビュー）を使用してより的確に確認または判断
され得るが）。「潜在的にランダムな欠陥」は、本明細書では、システムな欠陥に対して
ランダムな欠陥を含んでいると思われる欠陥のグループ（またはビン）内の実際の欠陥と
定義される（該グループがランダムな欠陥を含んでいるかどうかは１つ以上の他の方法（
例えば欠陥レビュー）を使用してより的確な様式で確認または判断され得るが）。
【００３６】
　一実施形態は、実際の欠陥のグループが潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜
在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用するための、ランダムに発生した欠
陥の一組のグループを生成するためのコンピューターに実装された方法に関連する。実際
の欠陥は、ウエハー上で検出される欠陥である。具体的には、実際の欠陥は、パターン化
されたウエハー上で検出される場合があり、本明細書にさらに詳細に記述されているよう
に、設計に基づいて欠陥をグループ分けすることが可能である。ランダムに発生した欠陥
の一組のグループは、本明細書にさらに記述されるように、実際の欠陥のグループが、潜
在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するた
めに使用され得る。具体的には、ランダムに発生した欠陥の組のグループは、本明細書に
さらに記述されるように、実際の欠陥のグループが、潜在的にシステム的な欠陥であるか
、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するための方法の実施形態に使用され得
る。
【００３７】
　方法は、少なくともウエハーの部分である検査された領域に対応する領域にわたり異な
る位置で一組の欠陥をランダムに発生するステップを含む。例えば、ウエハー上の検査さ
れた部分を代表する設計上（すなわち、ｘ個のダイが検査された、ダイの検査された領域
）で一組の欠陥をランダムに発生してもよい。このようにして、ランダムに発生した欠陥
は、検出された欠陥と実質的に同じ欠陥密度で発生し得る。一実施形態では、一組の欠陥
をランダムに発生するステップは、確率的シミュレーション（例えば、決定性ではなく、
何らかの様式による非決定性のシミュレーション）を使用して一組の欠陥をランダムに発
生するステップを含む。例えば、ランダムに発生した欠陥は、何等かの適切な確率的シミ
ュレーション方法、システム、アルゴリズム、技法等（例えば、モンテカルロシミュレー
ション）を使用してシミュレーションしてもよい。このようにして、一組のランダムに発
生した欠陥は、真にランダムに発生した欠陥を含む場合がある。
【００３８】
　別の実施形態では、一組の欠陥をランダムに発生するステップは、領域にわたるグリッ
ド内に配設した位置に欠陥をランダムに発生するステップを含む。例えば、欠陥は領域に
わたる規則性のあるグリッド内に配向される。追加的な実施形態では、一組の欠陥をラン
ダムに発生するステップは、領域にわたり実質的に均一な分布を有する位置に欠陥をラン
ダムに発生するステップを含む。（規則性のあるグリッド内に配向されたランダムに発生
した欠陥は、領域にわたり実質的に均一な分布をも有し得る。）一部のこのような実施形
態では、一組の欠陥をランダムに発生するステップは、ウエハー上の層の検査によって検
出された実際の欠陥を検査結果から取り除くステップと、実際の欠陥をランダムに発生し
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た欠陥と入れ替えるステップとを含み得、これにより、ランダムに発生した欠陥は領域に
わたり実質的に均一に分布する。検査結果は、ＫＬＡＲＦ等の何らかの適切な検査結果を
含んでもよく、かつ一組のランダムに発生した欠陥は同様のファイルフォーマットで異な
るファイル（例えば異なるＦＬＳＲＦ）に保管されてもよい。したがって、生成されたフ
ァイルは、本質的に、結果としてウエハーの層上のランダムな欠陥がそのように見えるよ
うなものの、スナップショットであってもよい。
【００３９】
　一組のランダムに発生した欠陥が使用されるウエハー上の層の検査より生成される検査
結果の一例を図１に示す。具体的には、図１は、ウエハーの６５ｎｍポリシリコン層を検
査することによって生成された、ダイスタッキングの結果のダイマップ１０を示す。具体
的には、ダイマップ１０は、ダイスタッキングにより相互に重ね合わせた、ポリシリコン
層上の複数のダイで検出された実際の欠陥１２の位置を示す。ダイスタッキングは、任意
の適切な様式によって生成され得る。ダイマップ１０に対するＫＬＡＲＦは、１０，００
０の欠陥を含む。ダイマップ１０に対するＫＬＡＲＦは、ダイマップ１０から、検査によ
って検出された実際の欠陥を取り除き、実際の欠陥をランダムに発生した欠陥と入れ替え
ることによって、ランダムに発生した欠陥に対する別のＫＬＡＲＦを作成するために使用
され、これによりランダムに発生した欠陥を領域にわたり実質的に均一に分散させる。具
体的には、ダイマップ１０は、図２に示すダイマップ１４を生成するために使用され、ダ
イマップ１４は、領域にわたりランダムに発生した欠陥１６の位置を示す。ランダムに発
生した欠陥１６は、ウエハーの層上のダイの領域にわたる、１００の欠陥×１００の欠陥
のグリッド（すなわち２次元のアレイ）内に配設された１０，０００の欠陥を含む。
【００４０】
　両方のＫＬＡＲＦ内の欠陥は、本明細書にさらに記述されるように、設計に基づき、グ
ループ分けすることができ、対応するグループ内の実際の欠陥の数、およびランダムに発
生した欠陥の数は、本明細書にさらに記述されるように、実際の欠陥の各グループが、潜
在的なシステム的な欠陥を含むか、または潜在的にランダムな欠陥を含むかを判断するた
めに、比較することが可能である。このようにして、設計に基づく、実際の欠陥とランダ
ムに発生した欠陥とのグループ分けの結果は、実際の欠陥のグループが、潜在的にシステ
ム的な欠陥を含むか、または潜在的にランダムな欠陥を含むか、を判断するためにグルー
プ単位で比較され得る。
【００４１】
　さらなる実施形態では、一組の欠陥をランダムに発生するステップは、各グループ内に
ランダムに発生した欠陥の頻度が、領域にわたり、各グループ内でランダムに発生した欠
陥の位置近傍の設計の部分の頻度にほぼ等しいように、実行される。例えば、ランダムに
発生した欠陥が、ランダムな欠陥の設計内で特定の構造に対して予想される頻度とほぼ等
しい頻度を有するように、欠陥はランダムに発生し得る。ランダムな欠陥の可能性は、ウ
エハー同士の間で、幅広く変化する可能性があり、より頻繁に特定の構造が設計に用いら
れるほど、一般的に、よりランダムな欠陥が該構造内で検出されるであろう。このように
して、ウエハーにわたって高い頻度で見られる設計の部分に対しては、より多くの欠陥が
ランダムに発生する場合があり、これにより、ウエハー上の異なる設計の部分でランダム
な欠陥の数をよりよく近似する。このように、ランダムに発生した欠陥は、ウエハーにわ
たる設計クリップの分布と、ウエハーにわたり実質的に同じ分布を示す場合があり、した
がって、実際にウエハー上で検出され得るランダムな欠陥の分布をよりよく近似する。
【００４２】
　一部の実施形態は、少なくともウエハーの一部の検査された領域は、ウエハー上のダイ
の検査された領域とほぼ等しい。このようにして、ランダムに発生した欠陥は、必ずしも
ウエハー全体の検査された領域に対応した領域にわたる異なる位置で発生しなければなら
ないわけではない。代替的に、ランダムに発生した欠陥は、ウエハーの検査される領域全
体の一部分のみ（例えばウエハー上のダイの検査された領域）に発生する場合があり、各
グループのランダムに発生した欠陥の数は、本明細書にさらに記述されるように、ウエハ
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ーの検査された全領域、ランダムに発生した欠陥が生成される検査された全領域の一部、
およびウエハーの検査された全領域にわたって検出された実際の欠陥の総数に基づいて正
規化される。さらに、ウエハーにわたりランダムに発生する欠陥の代わりに、一組の欠陥
は、ダイの検査された領域にわたりランダムに発生する場合がある（ウエハーにわたり、
そして欠陥をスタックしてシミュレーションするのと同等である）。さらに、ランダムに
発生した欠陥カウント数は、本明細書にさらに記述されるように、検出された欠陥カウン
ト数に一致するように正規化することができる。
【００４３】
　方法はさらに、一組のランダムに発生した欠陥を、各グループ内のランダムに発生した
欠陥の位置近傍のウエハー上の設計の部分が実質的に同じとなるようにグループ分けする
ステップも含む。このようにして、ランダムに発生した欠陥の各グループは、設計の異な
る部分に対応し、各グループのランダムに発生した欠陥は、実質的に設計の同じ部分の近
傍に位置する。よって、ランダムに発生した欠陥は設計（例えば設計クリップ）に基づい
てグループに分離され得る。一組のランダムに発生した欠陥を設計に基づいてグループ分
けするステップは、共願にかかる以下の公報に詳しい。一つは、２００６年１１月２０日
に出願され、米国公開公報第２００７／０１５６３７９号として２００７年７月５日に公
開されているＫｕｌｋａｒｎｉらの発明（米国特許出願番号第１１／５６１，６５９号）
、もう一つは米国公開公報第２００７／０２８８２１９号として２００７年１２月１３日
に公開されているＺａｆａｒらの発明（米国特許出願番号第１１／５６１，７３５号）で
ある。これらの出願明細書・図面は、本明細書において参照可能である。本明細書に記述
される実施形態は、これらの特許出願に記述された任意の方法の任意のステップを含んで
もよい。
【００４４】
　方法は、各グループ内のランダムに発生した欠陥の数を判断するステップをさらに含む
。グループ内のランダムに発生した欠陥の数は、対応するグループの実際の欠陥が潜在的
になシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するため
に、対応するグループ内の実際の欠陥の数と比較することができる。グループ内のランダ
ムに発生した欠陥の数（例えば、欠陥カウント数）は、任意の適切な様式で判断すること
ができる。グループ内のランダムに発生した欠陥の数は、本明細書に記述されるいずれか
の実施形態に従って、対応するグループ内の実際の欠陥の数と比較することができる。さ
らに、グループ内の実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にラ
ンダムな欠陥であるかを判断するステップは、本明細書に記述されるいずれかの実施形態
に従って、比較の結果に基づき実行されてもよい。
【００４５】
　一実施形態では、方法は、一組のランダムに発生した欠陥に対するパレート図を作成す
るステップを含む。この「ランダムパレート図」は、本明細書に記述されるいずれかのラ
ンダムに発生した欠陥（例えば、真にランダムに発生した欠陥、または領域にわたる規則
性のあるグリッド内に配向された欠陥）を使用して作成することができる。例えば、一組
のランダムに発生した欠陥は、本明細書にさらに記述されるように、設計（例えば、設計
クリップ）に基づき異なるグループにグループ分けされてもよく、パレート図は、グルー
プ分けの結果を使用して一組のランダムに発生した欠陥に対して作成されてもよい。よっ
て、いずれか１つのグループ内のすべての欠陥は、設計の同じ部分の近傍（または、実質
的に近傍）に位置する。したがって、ランダムに発生した欠陥に対するパレート図は、異
なるグループにグループ分けされた欠陥の数を示し、その各々は、設計の異なる部分に対
応する。
【００４６】
　そのようなシステムの一実施形態を図3に示す。具体的には、図３に示すように、一組
のランダムに発生した欠陥に対するパレート図は、ｘ軸に沿ったＧＤＳパターングループ
ＩＤと、ｙ軸に沿った欠陥カウント数とを示す。このように、パレート図は、各々がＧＤ
Ｓパターンの異なる部分に対応する、各々の異なるグループにグループ分けされた欠陥の
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数をグラフに図示する。このようにして、ランダムに発生した一組の欠陥に対するパレー
ト図を実際の欠陥に対するパレート図と比較することにより、本明細書にさらに記述され
るように、ランダムに発生した欠陥の数を、対応するグループ内の実際の欠陥の数と比較
することができる。具体的には、パレート図を使用して、ランダムに発生した欠陥の数と
、同じＧＤＳパターングループＩＤを持つ、したがって対応するグループの、グループ内
の実際の欠陥の数とを比較してもよい。
【００４７】
　限られたサンプルから完全なランダム分布のより統計的に有意な近似を提供するために
、一組の欠陥をランダムに発生するステップの複数回の実施を実行してもよい。例えば、
一実施形態では、方法は、異なる一組のランダムに発生した欠陥を追加的な数だけ判断す
るために、２回以上実行してもよい。方法は、異なる組のランダムに発生した欠陥が分離
してランダムに発生し得るように、２回以上実行してもよい。各々の異なる組のランダム
に発生した欠陥は、同じ方法、または異なる様式（例えば、本明細書に記述された実施形
態のいずれかに従う）でランダムに発生し得る。異なる一組のランダムに発生した欠陥に
対する追加的な数は、本明細書に記述された実施形態のいずれかにしたがって判断される
。この数および追加的な数は、対応するグループ内の実際の欠陥は潜在的にシステム的な
欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために、対応するグル
ープ内の実際の欠陥の数と比較することができる。グループ内の異なる組のランダムに発
生した欠陥の数は、本明細書に記述されたいずれかの実施形態に従って、対応するグルー
プ内の実際の欠陥の数と比較することができる。さらに、対応するグループ内の実際の欠
陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断
するステップは、本明細書に記述されるいずれかの実施形態に従って、異なる組のランダ
ムに発生した欠陥に対する数への比較に基づき実行してもよい。一部のこうした実施形態
では、方法は、複数の組のランダムに発生した欠陥からの結果を、各ビンのカウント数に
対する信頼区間を判断するために、統計的に併せるステップを、含んでもよい。この信頼
区間は、所与のビンが潜在的にシステム的である確率を与えるために使用することが可能
であり、または閾値を設定するために使用することができる（例えば、カウント数が９０
％より大きい信頼区間を示す場合に潜在的にシステム的であるとしてグループ分けする）
。このようにして、ランダムに発生するステップは、ランダムに発生した個体数が実際の
個体数を表す信頼性を改善するために統計的に繰り返されてもよい。
【００４８】
　別の実施形態では、方法は、異なる一組のランダムに発生した欠陥の追加的な数を判断
するために、２回以上実行され、方法は、ランダムに発生するステップを認証するために
追加的な数を使用するステップ（第１の一組のランダムに発生した欠陥が発生された）を
含む。例えば、一組のランダムに発生した欠陥（およびランダムパレート図）は、ランダ
ム化処理の安定性を認証するために複数回発生させることができる。特に、方法は、異な
る組のランダムに発生した欠陥が分離してランダムに発生するように、２回以上実行して
もよい。この実施形態では、各々の異なる組のランダムに発生した欠陥は、好適には、同
じ様式（例えば、本明細書に記述された実施形態のいずれかに従う）でランダムに発生す
る。異なる一組のランダムに発生した欠陥に対する追加的な数は、本明細書に記述された
実施形態のいずれかにしたがって判断される。ランダムに発生するステップを認証するス
テップは、異なる組のランダムに発生した欠陥に対する数を比較するステップを含んでも
よい。グループ内の異なる組のランダムに発生した欠陥の数は、本明細書に記述されたい
ずれかの実施形態に従って、グループ単位で比較することができる。さらに、ランダムに
発生するステップを認証するステップは、異なる組のランダムに発生した欠陥に対する数
が、統計的に同じと考えるのに十分な程度同様であるかを判断するステップを含んでもよ
い。これらの数が、統計的に同じと考えるのに十分な程度同様であるかを判断するステッ
プは、任意の適切な様式で実行してもよい。
【００４９】
　上述の方法の実施形態は、本明細書に記述される他の任意の方法の他の任意のステップ
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を含んでもよい。さらに、上述の方法の実施形態は、本明細書に記述される任意のシステ
ムにより実行してもよい。
【００５０】
　別の実施形態は、対応する実際の欠陥のグループが潜在的にシステム的な欠陥であるか
、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用するための、ランダムに
発生した欠陥の正規化された一組のグループを生成するためのコンピューターに実装され
た方法に関連する。方法は、ウエハーの層上で検出されたすべての実際の欠陥の総数を判
断するステップを含む。総数に含まれた実際の欠陥は、好ましくは虚偽欠陥を含まない。
具体的には、虚偽欠陥は、好ましくは、任意の適切な様式により、総数を判断する前に、
検査結果から取り除かれる。実際の欠陥は、パターン化されたウエハーの層上で検出され
た欠陥を含み得る。加えて、方法は、本明細書で記述されるように、ウエハーの層上の実
際の欠陥を検出するステップを含む、または含まない場合がある。さらに、方法は、検査
結果から虚偽欠陥を取り除くステップを含む、または含まない場合がある（例えば、別の
方法でウエハーが検査され、その方法が検査結果から虚偽欠陥を取り除くステップを含ん
でもよく、したがって本明細書に記述される方法による検査結果から虚偽欠陥を取り除く
必要が無い）。層上で検出された実際の欠陥すべての総数を判断するステップは、任意の
適切な様式で実行してもよい。
【００５１】
　方法はまた、ウエハー上で検出されたすべての実際の欠陥の総数に基づいて、複数のグ
ループ内のランダムに発生した欠陥の数を、対応するグループ内の実際の欠陥の数に正規
化するステップも含む。各グループ内のランダムに発生した欠陥の位置近傍のウエハー上
の設計の部分は、実質的に同じである。したがって、ランダムに発生した欠陥は、設計（
例えば、設計クリップ）によりグループ分けされ、各グループ内のランダムに発生した欠
陥の数は、ウエハー上で検出された実際の欠陥の総数に基づき正規化されてもよい。各グ
ループ内でランダムに発生した欠陥の数を正規化するステップは、任意の適切な様式で実
行してもよい（例えば、各グループ内でランダムに発生した欠陥の数に、ある係数をかけ
ると、すべてのグループ内にランダムに発生した欠陥の総数は、ウエハー上で検出された
実際の欠陥の総数にほぼ等しくなる）。
【００５２】
　ウエハー上で検出された実際の欠陥の総数は、ウエハーにわたって著しく変化する場合
がある（例えば、ウエハーを製作するために使用される１つ以上のプロセスの変更による
、および／またはウエハー自体の変更による）。このように、各グループ内でランダムに
発生した欠陥の数を正規化するステップは、本明細書にさらに記述されるように、潜在的
にシステム的な欠陥を潜在的にランダムな欠陥と区別することにより、精度を向上させる
場合がある。加えて、任意の所与のウエハー上で検出された実際の欠陥の総数に基づいて
各グループ内のランダムに発生した欠陥の数を正規化するステップは、一組のランダムに
発生した欠陥の有用性を向上させる（例えば、一組のランダムに発生した欠陥は、複数の
ウエハーに対して、異なるウエハーの実際の欠陥の可能性に関わらず、比較的高い精度で
使用できる）。加えて、各グループ内のランダムに発生した欠陥の数を欠陥密度に正規化
するステップは、同じ装置に対する検査レシピごとにデータを比較できるようにする。こ
うした正規化は、監視に対しては特に有用である。
【００５３】
　グループ内のランダムに発生した欠陥の正規化した数は、実際の欠陥の対応するグルー
プが、潜在的なシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判
断するために、対応するグループ内の実際の欠陥の数と比較することができる。グループ
内のランダムに発生した欠陥の正規化した数は、本明細書に記述されるいずれかの実施形
態に従って、対応するグループ内の実際の欠陥の数と比較することができる。こうした比
較の結果は、本明細書に記述される任意の実施形態に従って、実際の欠陥の対応するグル
ープが、潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを
判断するために使用され得る。
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【００５４】
　上述の方法の実施形態は、本明細書に記述される他の任意の方法の他の任意のステップ
を含んでもよい。さらに、上述の方法の実施形態は、本明細書に記述される任意のシステ
ムにより実行してもよい。
【００５５】
　追加的な実施形態は、実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的
にランダムな欠陥であるかを判断する、コンピューターに実装された方法に関するもので
ある。実際の欠陥は、ウエハー上で検出される。具体的には、実際の欠陥は、パターン化
されたウエハー上で検出される場合があり、本明細書にさらに記述されているように、設
計に基づいて実際の欠陥をグループ分けしてもよい。本明細書に記述された方法は、ウエ
ハー上の実際の欠陥を検出するステップを含んでも、含まなくてもよい。例えば、本明細
書に記述された方法は、任意の適切な検査方法、システム、および／または技法を使用し
てウエハーを検査する方法を含んでもよい（例えば、ウエハーを光で走査して、走査して
いる間にウエハーから散乱する光を検出して、検出した光に対応する出力を使用してウエ
ハー上の欠陥を検出する）。代替として、本明細書に記述される方法は、別のシステム（
例えば検査システム）、別の方法（例えば、ウエハー上で欠陥を検出するために実行され
る方法）、記憶媒体（例えば、製造工場データベース）等からの検査結果を取得するステ
ップを含んでもよい。
【００５６】
　グループ内の実際の各欠陥の位置近傍と、対応するグループ内のランダムに発生した各
欠陥の位置近傍とでは、ウエハー上の設計の部分は実質的に同じである。具体的には、実
際の欠陥およびランダムに発生した欠陥は、本明細書にさらに記述されるように、各欠陥
の位置近傍の設計の部分に基づいて、グループ分けされ得る。このようにして、グループ
内の欠陥の位置近傍の設計の部分は、実質的に同じとなり得る。さらに、実際の欠陥の異
なるグループは、設計の異なる部分に対応し、ランダムに発生した欠陥の異なるグループ
は、設計の異なる部分に対応する。
【００５７】
　一実施形態では、設計の部分は設計クリップに対応する。本明細書で使用される場合、
「クリップ」という用語は、設計レイアウトの比較的小さい部分を示す。例えば、「クリ
ップ」という用語は、一般的に、欠陥の周りの設計の領域と定義することができ、欠陥の
近辺であると考えることができる。加えて、多角形がクリップ内のパターンを画定するが
、多角形は、部分的にクリップを超えて延長する可能性がある。したがって、各グループ
は、設計の異なる部分に対応してもよく、設計の異なる部分は、設計の異なる構造を含ん
でもよい。このように、実際の欠陥は、設計クリップに基づいてグループに分けられても
よく、ランダムに発生した欠陥は、設計クリップに基づいてグループに分けられてもよい
。このようにして、同じ設計クリップに対応してグループに分けられた、実際の欠陥、お
よびランダムに発生した欠陥の数は、本明細書にさらに記述されるように、比較されても
よい。同様にして、実際の欠陥、およびランダムに発生した欠陥は、欠陥のパッチイメー
ジを使用した設計に基づいて、グループ分けされ得る。パッチイメージは、任意の適切な
様式で取得されてもよく、任意の適切なこのようなイメージを含んでもよい。実際の欠陥
およびランダムに発生した欠陥は、Ｋｕｌｋａｒｎｉら、および、Ｚａｆａｒらによる上
述の特許出願に記述されるように、設計（および設計クリップおよび／またはパッチイメ
ージ）に基づいて、グループに分けることができ、これらの出願は参照することによって
あたかも全文が本明細書に添付されているかのように組み込まれる。
【００５８】
　一部の実施形態では、比較するステップの前に、本明細書にさらに記述されるように、
方法は、ウエハー上で検出された実際の欠陥の総数およびランダムに発生した欠陥の総数
に基づいて、グループ内のランダムに発生した欠陥の数を、グループ内の実際の欠陥の数
に対して正規化するステップを含む。例えば、本明細書にさらに記述される比較は、ラン
ダムに発生した欠陥と実際の欠陥との間の総カウント数の違いを説明するために、ランダ
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ムパレート図を実際の欠陥に対して作成されたパレート図に正規化された後、実行しても
よい。グループ内のランダムに発生した欠陥の数は、本明細書に記述されたいずれかの実
施形態に従って、対応するグループ内の実際の欠陥の数に正規化することができる。
【００５９】
　方法は、グループ内の実際の欠陥の数を、グループ内のランダムに発生した欠陥の数と
比較するステップを含む。このようにして、方法は、実際の欠陥のサンプルをランダムな
欠陥のサンプルと比較するステップを含み得る。加えて、１つのグループ内の実際の欠陥
の数は、対応するグループ内のランダムに発生した欠陥の数と比較される。具体的には、
互いに対応する、実際の欠陥とランダムに発生した欠陥のグループは、設計の同じ（また
は実質的に同じ）部分の近傍に位置する欠陥を含むグループを含む場合がある。このよう
にして、設計の一部分の近傍に位置する実際の欠陥の数は、設計の同じ（または実質的に
同じ）部分の近傍に位置するランダムに発生した欠陥の数と比較することができる。この
ように、実際の欠陥の数とランダムに発生した欠陥の数は、グループたんいで、したがっ
て設計単位で比較され得る。対応するグループ内の実際の欠陥の数とランダムに発生した
欠陥の数を比較するステップは、本明細書に記述されたいずれかの実施形態に従って、グ
ループ単位で実行してもよい。
【００６０】
　一実施形態において、比較するステップは、実際の欠陥に対して作成されたパレート図
を、ランダムに発生した欠陥に対して作成されたパレート図と比較するステップを含む。
このようにして、比較するステップは、パターングループにわたるランダムに発生した欠
陥の分布を、パターングループにわたる実際に発生した欠陥の分布と比較するステップを
含んでもよい。具体的には、方法は、実際の欠陥に対して作成した設計クリップパレート
図（実際のパレート図）を、ランダムに発生した欠陥に対して作成した設計クリップパレ
ート図（ランダムパレート図）と比較するステップを含んでもよい。
【００６１】
　本明細書に記述された実施形態による、実際の欠陥に対するパレート図の一実施例を図
４に示す。
具体的には、図４に示すように、実際の欠陥に対して作成されたパレート図は、ｘ軸に沿
ったＧＤＳパターングループＩＤと、ｙ軸に沿った欠陥カウント数とを示す。このように
、パレート図は、各々がＧＤＳパターンの異なる部分に対応する、各々の異なるグループ
にグループ分けされた実際の欠陥の数をグラフに図示する。したがって、パレート図は、
ウエハー上で検出された実際の欠陥に対して実行された設計ごとのグループ分けの結果を
図示する。
【００６２】
　このようにして、実際の欠陥に対するパレート図をランダムに発生した欠陥に対するパ
レート図と比較することにより、本明細書にさらに記述されるように、グループ内の実際
の欠陥の数を、対応するグループ内のランダムに発生した欠陥の数と比較することができ
る。例えば、実際の欠陥の対応するグループおよびランダムに発生した欠陥の対応するグ
ループは、同じＧＤＳパターングループＩＤを有するグループであり得る。したがって、
実際の欠陥およびランダムに発生した欠陥の同じＧＤＳパターングループＩＤを有するグ
ループは、実際の欠陥のいずれかのグループが、潜在的にシステム的な欠陥であるかどう
かを判断するために、互いに比較され得る。
【００６３】
　図５は、実際の欠陥に対して作成されたパレート図を、ランダムに発生した欠陥に対し
て作成されたパレート図と比較した結果の一実施形態を図示する。具体的には、図５に示
すように、対応するグループ内の実際の欠陥の数とランダムに発生した欠陥の数との比較
のために作成したパレート図は、ｘ軸に沿ったＧＤＳパターングループＩＤと、ｙ軸に沿
った実際の欠陥およびランダムに発生した欠陥の両方の欠陥カウント数とを示す。このよ
うに、図５に示したパレート図は、各々がＧＤＳパターンの異なる部分に対応する、異な
るグループにグループ分けされた実際の結果の数およびランダムに発生した欠陥の数をグ
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ラフに図示する。
【００６４】
　このようにして、図５に示されたパレート図は、どのようにして、異なるグループ内の
実際の欠陥の数を、対応するグループ内のランダムに発生した欠陥の数と比較するかを示
す。このようにして、本明細書にさらに記述されるように、図５に示すパレート図に図示
された比較の結果は、実際の欠陥のグループは、潜在的にシステム的な欠陥であるか、ま
たは潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用することができる。具体的に
は、図5のパレート図に示された比較結果に基づいて、グループ２、３、４、および１０
にグループ分けされた実際の欠陥は、潜在的にシステム的な欠陥であると判断することが
でき、一方、図5のパレート図に示された比較結果に基づいて、グループ０、５、７、お
よび９にグループ分けされた実際の欠陥は、潜在的にランダムな欠陥であると判断するこ
とができる。
【００６５】
　別の実施形態では、比較するステップは、グループ内の実際の欠陥の数に対するグルー
プ内のランダムに発生した欠陥の数の比を決定するステップを含む。グループ内の実際の
欠陥の数に対するグループ内のランダムに発生した欠陥の数の比は、任意の適切な様式に
より決定される。さらに、比は、任意の適切な様式で決定され得る相対比であってもまた
よい。このようにして、同じ（または実質的に同じ）設計の部分に対応するグループ内の
実際の欠陥の数に対するランダムに発生した欠陥の数の比は、決定されてもよく、これは
、同じ（または実質的に同じ）設計の部分に対応するグループ内の実際の欠陥の数とラン
ダムに発生した欠陥の数との差の基準を提供する。したがって、この比は、本明細書にさ
らに記述されるように、実際の欠陥のグループが、潜在的にシステム的な欠陥であるか、
または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用され得る。
【００６６】
　方法はさらに、比較するステップの結果に基づいて、グループ内の実際の欠陥は潜在的
にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するステッ
プも含む。例えば、グループ内の実際の欠陥の数と対応するグループ内のランダムに発生
した欠陥の数との間に有意な差がある場合、グループ内の実際の欠陥は、潜在的にシステ
ム的な欠陥であると判断され得る。有意な差は、統計的に定義され得る（例えば、有意な
差は統計的な有意差であってもよい）。例えば、実際の欠陥およびランダムに発生した欠
陥のほぼすべての対応するグループは、異なる数の実際の欠陥とランダムに発生した欠陥
を含み得る（例えば、ウエハー上で実行されるプロセスの自然変動による、かつ／または
ウエハー自体の自然変動による）。したがって、方法は、対応するグループ内の実際の欠
陥の数とランダムに発生した欠陥の数との差が統計的に有意差であるかどうかを判断する
ステップを含んでもよくこれは任意の適切な様式によって実行されてもよい。
【００６７】
　別の実施例では、上述のように決定され得る、グループ内の実際の欠陥の数に対するグ
ループ内のランダムに発生した欠陥の数の比は、グループ内の実際の欠陥は、システム的
な欠陥がシステム的な欠陥であると思われるかどうかを決定するために使用され得る。例
えば、グループ内の実際の欠陥の数に対するグループ内のランダムに発生した欠陥の数の
比が、１または統計的に１に近い場合、グループ内の実際の欠陥は、潜在的にランダムな
欠陥であると判断され得る。しかし、グループ内の実際の欠陥の数に対するグループ内の
ランダムに発生した欠陥の数の比が統計的に１より大きい場合、ランダムに発生した欠陥
のカウント数に対して相対的に高い割合の実際の欠陥カウント数を有するシステム的な欠
陥グループは欠陥グループであり得るので、グループ内の実際の欠陥は潜在的にシステム
的な欠陥であると判断され得る。比が統計的に１より大きいかどうかの判断は、任意の適
切な様式で実行されてもよい。
【００６８】
　ランダムに発生した欠陥はダイ単位で発生する場合があるが、一方でグループ内の実際
の欠陥の数はウエハー単位（例えば、ウエハーにわたって検出される実際の欠陥の数単位
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）、または検査計画単位（例えば、ウエハー上の検査される領域単位）であるので、比を
判断するために使用されたグループ内でランダムに発生した欠陥の数は、グループ内でラ
ンダムに発生した欠陥の数を正規化したものであってもよい。したがって、正規化は、ラ
ンダムに発生した欠陥が生成し、かつ実際の欠陥が検出された異なる領域からなる場合が
あり、これによって実際の欠陥がシステム的な欠陥であると思われるかどうかの判断の精
度が上がる。
【００６９】
　正規化は、本明細書にさらに記述されるように実行してもよい。明らかに、比を決定す
るために使用されたグループ内のランダムに発生した欠陥の数が正規化された数である場
合、こうした正規化は、比を決定する前に実行される。こうした正規化も、本明細書に記
述された任意の他の比較の前に実行してもよい。本明細書にさらに記述されたように、欠
陥の総数は異なり得るので、正規化を実行してもよい。例えば、比の値として１(または
実行ごとにいずれかの固定した数)は、ランダムに発生した欠陥の数と実際の欠陥の数が
おおよそ同じ数とならない限り、潜在的にシステム的な欠陥を識別するために使用され得
る。こうした一実施例では、ランダムに発生した欠陥の個体数は、実際の欠陥の個体数と
潜在的に同じカウント数を有するように発生され得る、またはランダムに発生した欠陥の
既定の個体数は、実際の欠陥に正規化され得る。これを別の視点から見ると、各個体数に
対する総個体数カウント数に基づきビンは正規化されているので、これらを相互に比較す
ることができる。
【００７０】
　一実施形態では、判断するステップは、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内のラ
ンダムに発生した欠陥の数よりも多い場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的にシステム
的な欠陥であると判断し、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内のランダムに発生し
た欠陥の数よりも多くない場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的にランダムな欠陥であ
ると判断するステップを含む。例えば、実際のパレート図における設計クリップグループ
の発生が、対応するランダムパレート図における設計クリップグループよりも有意に高い
場合、実際の欠陥の該設計クリップグループは、潜在的にシステム的とグループ分けされ
てもよい。このような判断で比較される数は、絶対的な欠陥カウント数または相対的な欠
陥カウント数を含んでもよい。システム的な欠陥は偶然のみにより発生する欠陥よりも頻
繁に生じる傾向があるので、潜在的にシステム的な欠陥は、そのような様式で識別される
。したがって、任意のグループ内の実際の欠陥の数が、対応するグループ内のランダムに
発生した欠陥の数より有意に多い場合、そのグループ内の実際の欠陥は、システム的な欠
陥であると思われ、本明細書に記述される実施形態によりこれを判断することができる。
さらに、このような実施形態は、欠陥密度を両方のグループにマッチング（または正規化
）するステップを含んでもよく、これは本明細書にさらに記述されるように実行してもよ
い。このようなマッチングまたは正規化は、有利であり得る。グループａとグループｂの
２つのグループがあり、グループｂ内の欠陥の数が少ない場合（例えば発見率が低いため
）、グループａ内の欠陥の数は、常に十分に高く、これは潜在的にランダムであり得る場
合でさえ、これを潜在的にシステム的とする。
【００７１】
　別の実施形態では、判断するステップは、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内の
ランダムに発生した欠陥の数よりも統計的に多い場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的
にシステム的な欠陥であると判断し、グループ内の実際の欠陥の数がグループ内のランダ
ムに発生した欠陥の数よりも統計的に多くない場合、グループ内の実際の欠陥は潜在的に
ランダムな欠陥であると判断するステップを含む。このようにして、方法は、潜在的にラ
ンダムな欠陥と潜在的にシステム的な結果とを統計的に区別するステップを含んでもよい
。このようにして、方法は、ウエハーの設計におけるパターンの境界周辺を統計的に認識
するステップを含んでもよい。具体的には、方法は、統計的な境界周辺を、潜在的にシス
テム的な欠陥のビンをランダムに分布する欠陥に対して比較することによって識別するた
めに使用するステップを含んでもよい。例えば、方法は、グループ内の実際の欠陥と対応
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するグループのランダムに発生した欠陥との間に有意差があるかどうかを判断するために
、比較の結果の統計的な試験を実行するステップを含んでもよい。有意差がある場合、グ
ループ内の実際の欠陥は、潜在的にシステム的な欠陥であると判断され得る。このような
判断で比較される数は、絶対的な欠陥カウント数または相対的な欠陥カウント数を含んで
もよい。
【００７２】
　一実施形態、方法は、ウエハー上で検出される実際の欠陥の異なるグループに対して別
個に実行され、各異なるグループにおける各実際の欠陥の位置近傍のウエハー上の設計の
部分は、実質的に同じである。例えば、本明細書でさらに記述されるように、実際のパレ
ート図とランダムパレート図とは比較されてもよく、実際のパレート図とランダムパレー
ト図とは設計に基づくグループ（例えば、設計クリップグループ）に分けることができる
欠陥を含み、各グループにおける実際の欠陥は、パレート図を比較することによりシステ
ム的な欠陥とランダムな欠陥を含むと思われる別個のビンにグループ分けすることができ
る。システム的な設計クリップと思われるグループは、本明細書にさらに記述される、パ
レート図の比較の結果を使用して識別され得る。
【００７３】
　別の実施形態では、方法は、ウエハー上で検出される実際の欠陥のすべてのグループに
対して別個に実行され、すべてのグループの各々における各実際の欠陥の位置近傍のウエ
ハー上の設計の部分は、実質的に同じである。このようにして、方法は、実際の欠陥に対
して作成されたパレート図上のどこかに潜在的にシステム的な欠陥が発生するかどうかを
判断することができる。さらに、方法は、実際のパレート図上のどこかで発生する、潜在
的にシステム的な欠陥を、実質的に正確に識別することが可能である。例えば、パレート
図は、設計に基づきグループ分けされた欠陥の何千もの異なるグループを含んでもよいが
、本明細書に記述された実施形態は、該何千もの異なるグループの各々が、システム的な
欠陥またはランダムな欠陥を含むと思われるかを、容易に、速やかに、かつ実質的に正確
に判断することが可能である。このように、方法は、すべてのグループを試験することが
可能なので、潜在的にシステム的な欠陥はパレート図のどこを（または、パレート図のど
のグループを）探すべきかを知る必要が無い。
【００７４】
　方法は、ウエハー上の異なる領域に対して別個に実行してもよい。
【００７５】
　さらなる実施形態では、方法は、グループ内の実際の欠陥の数を、異なるグループ内の
異なるランダムに発生した欠陥の数と比較するステップを含む。グループ内の各実際の欠
陥の位置と、異なるグループ内の各異なるランダムに発生した欠陥の位置とでは、近傍の
設計の部分は実質的に同じである。ランダムに発生した欠陥、および異なるランダムに発
生した欠陥は、別個に発生した。こうした一実施形態では、判断するステップは、グルー
プ内の実際の欠陥の数を、グループ内のランダムに発生した欠陥の数およびグループ内の
異なるランダムに発生した欠陥の数と比較した結果に基づき、グループ内の実際の欠陥は
潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在的にランダムな欠陥であるかを判断する
ステップを含む。
【００７６】
　このようにして、方法は、実際の欠陥のグループが潜在的にシステム的な欠陥を含むか
、または潜在的にランダムな欠陥を含むかを判断するために、実際の欠陥の1つのグルー
プを、別個にランダムに発生した欠陥の複数のグループと比較するステップを含んでもよ
い。こうした比較は、本明細書に記述された任意の実施形態によって実行されてもよい。
例えば、こうした比較は、パレート図を使用して実行してもよい。実際の欠陥に対して作
成されたパレート図を、２つの異なる組のランダムに発生した欠陥に対する２つのパレー
ト図と比較した結果を示す、パレート図の一実施形態を図６に示す。具体的には、図６に
示すように、実際の欠陥の数と２つの異なる組の別個にランダムに発生した欠陥の数との
比較のために作成したパレート図は、ｘ軸に沿ったＧＤＳパターングループＩＤと、ｙ軸
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に沿った実際の欠陥および異なる組のランダムに発生した欠陥に対する欠陥カウント数と
を示す。このように、パレート図は、各々がＧＤＳパターンの異なる部分に対応する、実
際の欠陥の数と、異なるグループにグループ分けされた別個にランダムに発生した欠陥の
数とをグラフに図示する。このように、図６に示されたパレート図は、どのようにして、
異なるグループ内の実際の欠陥の数を、対応するグループ内の別個にランダムに発生した
欠陥の数と比較するかを示す。
【００７７】
　本明細書にさらに記述されるように、図６に示すパレート図によって図示された比較の
結果は、したがって、実際の欠陥のグループは、潜在的にシステム的な欠陥であるか、ま
たは潜在的にランダムな欠陥であるかを判断するために使用することができる。具体的に
は、図６のパレート図に示された比較結果に基づいて、グループ２、３、４、および１０
にグループ分けされた実際の欠陥は、潜在的にシステム的な欠陥であると判断することが
でき、一方、図６のパレート図に示された比較結果に基づいて、グループ０、５、７、お
よび９にグループ分けされた実際の欠陥は、潜在的にランダムな欠陥であると判断するこ
とができる。同じＩＤを有する、図５および図６のパレート図のグループは、同じ設計部
分に対応する。したがって、図６に示した結果は、図５に示した結果を確実なものとし、
これにより一組のランダムに発生した欠陥を、ウエハー上で検出された潜在的にシステム
的な欠陥と潜在的にランダムな欠陥とを判別するために使用することの正当性を確実なも
のとする。さらに、上述のように、異なるグループ内の実際の欠陥の数は、対応するグル
ープ内のランダムに発生した異なる組の欠陥の数と比較されてもよく、統計を改善させる
ために、異なる組のランダムに発生した欠陥に対するデータは、異なるグループ内の実際
の欠陥の数に組み込まれ、その後比較されてもよい。
【００７８】
　一部の実施形態では、実際の欠陥はウエハー上の層の検査により検出され、ランダムに
発生した欠陥は、ウエハー上の層に対する検査レシピに対して一旦生成（かつグループ化
）され（異なる検査レシピはウエハー上の異なる領域を検査し得るため）、複数ウエハー
の層上で検出される欠陥に対する検査レシピを使用する方法を実行するために使用される
。例えば、ランダムパレート図は、一旦レシピに対して作成され、保管され、かついずれ
かのウエハーの層に対して検査が実行されるたびに毎回検査レシピを使用して比較のため
に使用される。任意のウエハーの層に対する検査が実行されるとき毎回実行される比較は
、本明細書に記述された任意の実施形態（例えば、ランダムに発生した欠陥を正規化する
ようなステップを含む）により実行してもよい。このようにして、方法は、検査レシピを
使用してウエハーを検査するとき、および実際の欠陥設計クリップパレート図が作成され
るとき、毎回実施されてもよい。ランダムパレート図は、本明細書に記述されるように作
成されてもよく、本明細書に記述されるように使用されてもよい。
【００７９】
　別の実施形態では、方法は、ユーザーの介入無しに実行される。ユーザーの介入が必要
無いので、方法は自動化されてもよい。このようにして、方法は、自動的に実行されても
よい。このように、方法は、所与の欠陥の収集が、設計（例えば、設計クリップ）により
、潜在的にシステム的な性質のものとグループ分けされるか、または潜在的にランダムな
性質のものとグループ分けされるかを、判断するための自動化された方法を提供する。
【００８０】
　本明細書に記述された実施形態は、数多くの異なる様式で使用することができる。例え
ば、グループ分けに基づく、設計を使用したシステム的な発見および監視は、検出カウン
ト数を使用する場合、潜在的にシステム的な欠陥のビンと潜在的にランダムな欠陥のビン
とを見分けるためにはあまり良好ではない。提案された一方法は、どのビンが潜在的にシ
ステム的であるかを判断するために、シミュレーションされたランダムな欠陥の、設計に
基づいてグループ分けされた（ＤＢＧ）ビン分布を使用するステップを含む。この方法は
、ビン間の一定の取得率を仮定するが、この取得率は実質的に限定的な仮定であり得る。
したがって、ビンに優先順位をつけ、かつカットラインを画定する、より良好な手段が望
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ましい。理想的には、こうした方法は、ビンにわたる取得率の違いに敏感ではない。
【００８１】
　しかしながら、本明細書に記述された実施形態は、システム的な発見のために使用され
てもよい。こうした一実施形態では、潜在的にシステム的な欠陥を含むように決定された
ビンは、最もシステム的と思われるものから最もシステム的でないと思われるものへ、優
先順位付けされる。例えば、ＤＢＧグループは、本明細書にさらに記述される比によって
、優先順位付けすることができる。そうした一実施形態では、パレート図は、比対カウン
ト数に基づいて再度図化することができる。比が高くなるほど、グループは潜在的にシス
テム的である可能性が高くなる。その後、ビンは、優先順位（システム的欠陥を含んでい
る可能性が最も高いものから、システム的欠陥を含んでいる可能性が最も低いものへ）の
ために再検討される。
【００８２】
　別の実施例では、監視に本明細書に記述された実施形態を使用してもよい。具体的に、
本明細書に記述される実施形態は、潜在的にランダムな欠陥と分離して、潜在的にシステ
ム的な欠陥を監視するために使用してもよい。全体的な、または少なくとも１つのビンの
中のシステム的な欠陥のカウント数が多すぎる場合、結果は技術的分析のために事象を捉
えるために使用される。
【００８３】
　別の実施例では、本明細書に記述された方法は、設計に基づく分類（ＤＢＣ）を使用す
る事例に使用することが可能である。ＤＢＣは、Ｋｕｌｋａｒｎｉら、およびＺａｆａｒ
らによる特許出願の中で記述されているように実行されてもよく、これらの特許出願は上
述のように参照することにより組み込まれている。例えば、相当の数のランダム欠陥を含
むウエハーロットは、ＤＢＣビン内のカウント数が上昇し、特にウエハーにわたり比較的
高い面積に対するビンでは、カウント数が上昇する。すべてのＤＢＣビンの欠陥カウント
数が比例して上昇することは、ランダム要素によるもの以外には、起こる可能性が低いの
で、全体の欠陥個体数は、ランダム欠陥に対する最適な適合を判断するために検討されて
もよい。その後、関心対象のパターン（ＰＯＩ）のサイズに基づいて、欠陥密度ビンは、
判断され、かつこのランダム欠陥密度と比較されてもよい。その後、ＤＢＣビンのカウン
ト数は、ランダム分布に基づいて修正することができる。
【００８４】
　さらに、１つのＰＯＩまたは一組のＰＯＩにシステム的な欠陥が無いことがわかってい
る場合、該ＰＯＩまたは一組のＰＯＩの中で検出された欠陥は、ランダムな欠陥の密度を
測定するための代理または代用品として使用することができる。その後、ランダム欠陥密
度は、ＤＢＣビンから差し引かれ、ＤＢＣビンの優先順位を付けるために使用される。
【００８５】
　こうした一部の実施例では、潜在的にランダムな欠陥のビンから潜在的にシステム的な
欠陥のビンを分離するステップは、最も一般的なＤＢＧビンごとに等価面積を決定する手
順を含んでもよい。最も一般的なＤＢＧビンごとに等価面積を決定するステップは、レシ
ピを作成する時点で、検査された領域で欠陥を所定の欠陥密度までランダムに下げるステ
ップと、ＤＢＧを実行するステップと、各ビンに対して比較的低いカウント数のビンをフ
ィルターして除き、かつカウント数および所定の欠陥密度に基づいてそのビンと等価面積
を決定するステップとを含む。例えば、ビン1 （以下、数式においてはＢｉｎ1 ）と等価
面積ＥＡ1 は、（Ｂｉｎ1 カウント数）／（欠陥密度）のようにして決定される。等価面
積情報、および「シード」クリップは、レシピとともに保管されてもよい。
【００８６】
　手順は、ランダムな欠陥を監視するために、ＤＢＣビンを選択するステップもまた含ん
でもよい。例えば、何らかのシステム的な欠陥を有する可能性が低い関心対象のパターン
（例えば、ブランククリップ、または単純なパターン）を、選択してもよい。これらのＤ
ＢＧビンは、ランダム欠陥を監視するために使用することができる。パターンの有効面積
は、シミュレーションされたデータから決定される。例えば、パターンに延長境界ボック
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ス（ＥＢＢ）を含むように境界を加えた面積が決定されてもよい。設計実施例は、ランダ
ム監視のためにマークされてもよく、有効面積（ＥＡr ）はＤＢＣ設計実施例とともに保
管されてもよい。
【００８７】
　潜在的にシステム的な欠陥のビンを潜在的にランダムな欠陥のビンから分離するステッ
プは、ＷＰＰの間にランダムな欠陥の密度を見積もるためにＤＢＣを使用するステップも
含んでもよい。例えば、ＤＢＣを使用してランダムな欠陥の密度を見積もるステップは、
このビンおよび領域に対する検査欠陥カウント数からランダムな欠陥の密度を見積もるス
テップを含んでもよい。ランダムな欠陥の偏位がある場合、これは監視により検出される
であろう。監視のカウント数を、ランダムな欠陥の密度ＤＤr ＝（検査Ｂｉｎr カウント
数）／ＥＡr ）の見積もりに使用してもよい。また、複数の監視は、平均化されてもよい
。
【００８８】
　潜在的にシステム的な欠陥のビンを潜在的にランダムな欠陥のビンから分離するステッ
プは、ＤＢＣビンのカウント数を修正するステップも含んでもよい。例えば、ランダムな
欠陥の偏位がある場合、これは監視により検出されるであろう。このようにして、監視の
カウント数はランダムな欠陥の密度を決定するために使用されてもよい。各ＤＢＣビンに
対して、ＰＯＩ面積にＥＢＢを加えたものに基づいてカウント数は欠陥密度に変換されて
もよい（例えば、ＤＤn ＝（Ｂｉｎn カウント数）／（ＥＡn ））。各ＤＢＣビンに対し
て、見積もられたランダムな欠陥の密度は、監視のために、真のシステム的なカウント数
を見積もるために引き算されてもよい（例えば、（Ｂｉｎn カウント数）SYS ＝（ＤＤr 

）＊（ＥＡn ））。約０より大きいシステム的なビンのカウント数は、潜在的にシステム
的である。システム的なビンのカウント数が多くなるほど、該ビンにシステム的な問題が
ある可能性が高くなる。
【００８９】
　潜在的にシステム的な欠陥のビンを潜在的にランダムな欠陥のビンから分離するステッ
プは、ＤＢＧビンのカウント数を修正するステップをさらに含んでもよい。例えば、各Ｄ
ＢＧビンに対して、等価面積を使用してカウント数を欠陥密度に変換してもよい（例えば
、ＤＤn ＝（Ｂｉｎn カウント数）／（ＥＡn ））。見積もられたランダムな欠陥密度（
ＥＢＢに基づく面積）は、引き算されてもよい。結果は、システム的な欠陥カウント数が
推定される（例えば、（ＢＩＮn カウント数）SYS ＝（ＤＤn －ＤＤr ）＊（ＥＡn ））
。約０より大きいシステム的なビンのカウント数は、潜在的にシステム的である。システ
ム的なビンのカウント数が多くなるほど、該ビンにシステム的な問題がある可能性が高く
なる。
【００９０】
　そうした方法の著しい利点の一つは、ＤＢＣ監視を使用することにより、ランダムな欠
陥の密度の取得率も監視することが可能なことであり、これが監視上で真にランダムであ
ると仮定すると、これらのランダムな欠陥を正確に差し引くことができる。具体的には、
ランダムな欠陥の修正は、測定されたランダムな欠陥の取得率に基づく。グループ間で取
得率が一定であると仮定するよりも、ランダムな欠陥の取得率が一定であると仮定するほ
うが、はるかに良好である。取得率は、依然としてパターン密度により変動し得る。グル
ープは平均では異なるパターン密度を有するので、依然としていくらかの固有の誤差があ
り得る。様々なパターン密度に及ぶＤＢＣビンが監視され、ビンが内挿されたＤＤrによ
って修正される場合、補償が可能な場合があり得る。さらに、自動のシステム的な閾値は
、ランダムな監視カウント数に基づき、有利に動的である。
【００９１】
　一実施形態では、方法の結果（例えば、グループ分けされた潜在的にシステム的な欠陥
）は分析に使用されてもよい。分析は、任意の適切な分析（例えば、プロセスおよび／ま
たはウエハーの分析）を含んでもよい。
【００９２】
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　本明細書に記述されたすべての方法は、該方法の実施形態の１つ以上のステップの結果
を記憶媒体に保管するステップを含んでもよい。該結果は、本明細書に記述されたいかな
る結果を含んでもよく、かつ当該技術分野で既知のいかなる様式で保管されてもよい。該
記憶媒体は、本明細書に記述されたいかなる記憶媒体、または当該技術分野で既知の他の
いかなる適切な記憶媒体を含んでもよい。結果が保管された後、該結果は記憶媒体内でア
クセスすること、および本明細書に記述された任意の方法またはシステムの実施形態によ
り使用すること、ユーザーに対して表示するためにフォーマットされること、別のソフト
ウエアモジュール、方法、またはシステムで使用すること、等々が可能である。例えば、
上述の方法が一組のグループのランダムに発生した欠陥を創り出した後、該方法は、該一
組のグループのランダムに発生した欠陥に関する情報を記憶媒体に保管するステップを含
んでもよい。加えて、本実施形態に記述された実施形態の結果または出力は、検査システ
ムにより保管およびアクセスされてもよく、これにより、検査システムは、ウエハーの層
上で検出された潜在的にシステム的な欠陥と潜在的にランダムな欠陥とを判別するために
、結果（例えば一組のランダムに発生した欠陥に対するパレート図）を使用することがで
きる。さらに、結果は「永久的に」、「半永久的に」、一時的に、またはある期間にわた
り保管されてもよい。例えば、記憶媒体はランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）であって
もよく、結果は記憶媒体内に永久的に保持されなくてもよい。
【００９３】
　上述の方法の各実施形態は、本明細書に記述される他の任意の方法の他の任意のステッ
プを含んでもよい。さらに、上述の方法の各実施形態は、本明細書に記述される任意のシ
ステムにより実行してもよい。
【００９４】
　本明細書に記述された実施形態は、欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか潜在的に
ランダムな欠陥であるかを判断するための、他の方法に優る数多くの利点を提供する。例
えば、本明細書に記述された実施形態を使用した、潜在的にシステム的な欠陥と潜在的に
ランダムな欠陥とを識別するステップは、ユーザーの介入および判断無しに実行すること
ができる。具体的には、ユーザーの介入が必要とされないので、プロセス全体は、有利に
自動化することができる（ユーザーが、実際にはどの欠陥がシステム的なおよび／または
ランダムな欠陥であるかを判断するために、潜在的にシステム的な欠陥および潜在的にラ
ンダムな欠陥であると識別された欠陥を見直すとしても）。加えて、本明細書に記述され
る実施形態は、潜在的にシステム的な欠陥を潜在的にランダムな欠陥と区別するために現
在使用されている方法よりも、高い精度を持つ。さらに、方法は、実際のパレート図上の
どこかで潜在的にシステム的な欠陥が生じた場合、より正確に判断することができる。し
たがって、本明細書で記述された実施形態は、潜在的にシステム的な認証に対して、正確
さと自動化とを提供することができる。
【００９５】
　１つ以上のコンピューターに実装された方法をコンピューターシステム上で実行するた
めのプログラム命令を含む、コンピューターで読み取り可能な媒体に関する別の実施形態
が本明細書に記述されている。このようなコンピューターで読み取り可能な媒体の一実施
形態を図７に示す。具体的には、コンピューターで読み取り可能な媒体１８は、本明細書
に記述された１つ以上のコンピューターに実装された方法を実行するための、コンピュー
ターシステム２２上で実行可能なプログラム命令２０を含む。さらに、コンピューターシ
ステム上でプログラム命令により実行可能なコンピューターに実装された方法は、本明細
書に記述される任意の方法の任意のステップを含んでもよい。
【００９６】
　本明細書に記述されたような方法を実施するプログラム命令２０は、コンピューターで
読み取り可能な媒体１８に伝送または保管されてもよい。コンピューターで読み取り可能
な媒体は、電線、ケーブル、またはワイヤレス伝送リンク等の伝送媒体であってもよい。
コンピューターで読み取り可能な媒体はさらに、リードオンリーメモリー、ランダムアク
セスメモリー、磁気ディスク、光ディスク、または磁気テープ等の記憶媒体であってもよ
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い。
【００９７】
　コンピューターシステム２２は、パーソナルコンピューターシステム、メインフレーム
コンピューターシステム、ワークステーション、イメージコンピューター、パラレルプロ
セッサー、または当該技術分野で既知の他の任意のデバイスを含む様々な形態を取っても
よい。
一般的に「コンピューターシステム」という用語は、メモリー媒体からの命令を実行する
、１つ以上のプロセッサーを有するあらゆるデバイスを包含するように広範に定義されて
もよい。
【００９８】
　追加的な実施形態は、１つ以上の本明細書に記述された実施形態を実行するために構成
されたシステムに関する。システムは、ウエハー上の実際の欠陥を検出するように構成さ
れる検査システムを含んでもよい。そのようなシステムの一実施形態を図７に示す。例え
ば、図７に示すように、システムは検査システム２４を含む。検査システム２４は、ウエ
ハー２６上の実際の欠陥を検出するように構成される。
【００９９】
　一実施形態では、検査システム２４は光源２８を含む。光源２８は、当該技術分野にお
いて既知の任意の適切な光源を含んでもよい。光源２８は、ビームスプリッター３０へ光
を向けるように構成されてもよい。ビームスプリッター３０は、光を、光源２８からウエ
ハー２６へ、実質的に垂直な入射角で向けるように構成されてもよい。ビームスプリッタ
ー３０は、当該技術分野において既知の任意の適切な光学構成要素を含んでもよい。
【０１００】
　ウエハー２６から反射する光は、ビームスプリッター３０を通過して検出器３２に到達
してもよい。検出器３２は、当該技術分野において既知の任意の適切な検出器を含んでも
よい。検出器３２で生成された出力は、ウエハー２６上の実際の欠陥を検出するために使
用されてもよい。例えば、コンピューターシステム３４は、検出器によって生成された出
力を使用して、ウエハー２６上の実際の欠陥を検出するように構成されていてもよい。コ
ンピューターシステムは、ウエハー上の実際の欠陥を検出するために、当該技術分野で既
知の任意の方法および／またはアルゴリズムを使用してもよい。コンピューターシステム
は任意の適切な様式（例えば、図７において点線で示される、当該技術分野で既知の任意
の適切な伝送媒体を含む１つ以上の伝送媒体により）で検出器に結合され、これによりコ
ンピューターシステムが検出器によって生成された出力を受信してもよい。さらに、検査
システムが１つ以上の検出器（図示せず）を含む場合、コンピューターシステムは、上述
のように各検出器に結合されていてもよい。コンピューターシステム３４は、本明細書に
記述されるようにさらに構成されてもよい。検査中、ウエハー２６はステージ３６上に配
置されてもよい。ステージ３６は、当該技術分野において既知の任意の適切な機械的なア
センブリおよび／またはロボティックアセンブリを含んでもよい。図７に示した検査シス
テムは、当該技術分野において既知の任意の他の適切な構成要素（図示せず）もまた含ん
でもよい。
【０１０１】
　図７に示したように、検査システムは、ウエハーから鏡面的に反射された光を検出する
ように構成される。このようにして、図７に示した検査システムは、ＢＦ検査システムの
ように構成される。しかしながら、検査システムは、暗視野（ＤＦ）検査システム、エッ
ジコントラスト（ＥＣ）検査システム、検査システム、開口モード検査システム、または
当該技術分野において既知の他の任意の光学検査システムによって置き換えられてもよい
。さらに、検査システムは、１つ以上の検査モードを実行するように構成されてもよい。
例えば、図７に示した検査システムは、光がウエハーに向けられるときの入射角、および
／または光がウエハーから収集されるときの角度を変更することによって、ＤＦ検査を実
行するように構成されてもよい。別の実施例では、図７に示された検査システムは、検査
システムがＥＣモード検査および／または開口モード検査を実行できるように、開口等の
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１つ以上の光学構成要素（図示せず）が、照明経路および収集経路に位置し得るように構
成されてもよい。
【０１０２】
　図７は、本明細書に記述されたシステム実施形態に含まれてもよい、検査システムの一
構成を一般的に図示するために本明細書に提供されることに留意されたい。明らかに、本
明細書に記述される検査システム構成は、商用検査システムを設計する時に通常実行され
るように、検査システムの特性を最適化するために変更されてもよい。さらに、本明細書
に記述されるシステムは、ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社（米国カリフォルニア州サンノゼ）よ
り市販されている、Ｐｕｍａ　９０００および９１００シリーズのツール等の既存の検査
システムを使用して（例えば、既存の検査システムに本明細書に記述された機能性を追加
することにより）実施される。一部のこのようなシステムに対し、本明細書に記述された
方法は、システムの任意選択の機能性として提供される。（例えば、システムの他の機能
性に加えて）代替的に、本明細書に記述されたシステムは、完全に新しいシステムを提供
するために「最初から」設計してもよい。
【０１０３】
　別の実施形態では、図７に示す光学検査システムは、電子ビーム検査システムによって
置き換えられてもよい。図7のシステムに含まれてもよい市販されている電子ビーム検査
システムの実施例には、ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ製のｅＳ２５、ｅＳ３０、およびｅＳ３１
システムが挙げられる。
【０１０４】
　コンピューターシステム２２および／またはコンピューターシステム３４は、本明細書
に記述された１つ以上のコンピューターに実装された方法（例えば、コンピューターシス
テム３４によって生成された検査結果を使用した）を実行するように構成されてもよい。
検査システムを含むシステムの実施形態では、コンピューターシステム２２は、当該技術
分野で既知のいかなる様式の検査システムに結合されてもよい。例えば、コンピューター
システム２２は、コンピューターシステム３４によって生成された結果をコンピューター
システムが受け取ることができるように、検査システム２４のコンピューターシステム３
４に結合されてもよい。さらに、コンピューターシステム２２は、イメージデータおよび
信号等の検出器またはコンピューターシステム３４の他の任意の出力を受け取ってもよい
。
【０１０５】
　上述のコンピューターシステム２２は、プロセス、検査、計測、再検討、またはその他
のツールの部分を形成していない、独立のシステムとして構成されてもよい。このような
実施形態では、コンピューターシステム２２は、「有線」および／または「無線」の部分
を含んでもよい伝送媒体によって、データまたは他のシステムからの情報（例えば、検査
システムからの検査結果）を受け取る、および／または取得するように構成されていても
よい。このようにして、伝送媒体は、コンピューターシステムと他のシステムとの間のデ
ータリンクの役に立ち得る。さらに、コンピューターシステム２２は、伝送媒体を介して
別のシステムへデータを送ってもよい。例えば、このようなデータは、コンピューターシ
ステムによって判断される追加のウエハーの層の検査に使用される、検査システムの１つ
以上のパラメータを含んでもよい。代替として、コンピューターシステム２２は、検査シ
ステムの一部を形成してもよい。一部の実施形態では、システムは、欠陥の検出、および
本明細書に記述された１つ以上の実施形態を実行するように構成された、図７に示す１つ
のみのコンピューターシステムを含んでもよい。
【０１０６】
　図７に示したシステムの実施形態は、本明細書に記述されるようにさらに構成されても
よい。さらに、システムは、本明細書に記述された任意の方法の実施形態の、任意のステ
ップを実行するように構成されてもよい。
【０１０７】
　本明細書の見地から当業者には、本発明の様々な態様の更なる変更と代替の実施態様は
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明らかであろう。例えば、実際の欠陥が潜在的にシステム的な欠陥であるか、または潜在
的にランダムな欠陥であるかを判断する、コンピューターに実装された方法が提供される
。したがって、この記述は、説明的なものとのみと解釈され、かつ本発明を実施するため
の一般的様式を、当業者に教示する目的にある。本明細書に示され、かつ記述された本発
明の形態は、現状で好ましい実施態様として解釈されるべきであることに理解されたい。
本明細書に示され、記述された、構成要素および材料は置換されてもよく、部品とプロセ
スは順序を入れ替えられてもよく、本発明のいくつかの特徴は独立して活用されてもよく
、本発明に記述された利点を理解した後、当業者には予想される全てのものは明らかであ
ろう。下記の請求項に記述される本発明の思想と範囲から逸脱することなく、本明細書に
記述される構成要素には変更を加えてもよい。

【図７】
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