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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源から入射した入射光を集光して試料に入射させる対物レンズであって、前記入
射光が当該対物レンズの半分の領域である第１の領域に入射するよう、前記入射光の光軸
からずれて配置された対物レンズと、
　前記第１の領域から前記試料に照射された光のうち、前記試料の表面で反射され、前記
第１の領域に入射した反射光を、前記入射光と分岐する光分岐手段と、
　共焦点光学系を介して、前記光分岐手段によって分岐された反射光を検出する光検出器
と、
　前記第１の領域から前記試料に照射された光のうち、前記試料の表面で反射され、前記
対物レンズの前記第１の領域と異なる第２の領域に入射した反射光を検出して、前記試料
の表面に焦点を合わせる自動焦点合わせ機構とを備え、
　前記第２の領域を通過した前記反射光が前記光分岐手段に入射しないように、前記第２
の領域を通過した前記反射光を前記第１の領域を通過した前記反射光から分岐することに
よって、前記光検出器に入射する反射光が、前記試料表面で反射して前記第２の領域に入
射した反射光から分離されている検査装置。
【請求項２】
　前記試料を載置するステージをさらに備え、
　前記ステージが移動可能に設けられている請求項１記載の検査装置。
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【請求項３】
　前記光源からの光をライン状の光に変換して前記対物レンズに出射する光変換手段をさ
らに備え、
　前記光検出器が前記試料表面と共役な結像関係に配置されたラインセンサであり、前記
ラインセンサが前記ライン状の光に対応して配置されている請求項１又は２記載の検査装
置。
【請求項４】
　光源と、
　前記光源から入射した入射光を集光して試料に入射させる対物レンズであって、前記入
射光が当該対物レンズの半分の領域である第１の領域に入射するよう、前記入射光の光軸
からずれて配置された対物レンズと、
　前記第１の領域から前記試料に照射された光のうち、前記試料の表面で反射され、前記
第１の領域に入射した反射光を、前記入射光と分岐する光分岐手段と、
　共焦点光学系を介して、前記光分岐手段によって分岐された反射光を検出する光検出器
と、
　前記第１の領域から前記試料に照射された光のうち、前記試料の表面で反射され、前記
対物レンズの前記第１の領域と異なる第２の領域に入射した反射光を検出して、前記試料
の表面に焦点を合わせる自動焦点合わせ機構と、
　前記光源からの光をライン状の光に変換して前記対物レンズに出射する光変換手段と、
を備え、
　前記光検出器が前記試料表面と共役な結像関係に配置されたラインセンサであり、前記
ラインセンサが前記ライン状の光に対応して配置されている検査装置。
【請求項５】
　前記ライン状の光と垂直な方向に前記試料を走査させることを特徴とする請求項３又は
４記載の検査装置。
【請求項６】
　前記ライン状の光が前記第１の領域と前記第２の領域との境界線に対して垂直になって
いる請求項に３乃至５のいずれか１項に記載の検査装置。
【請求項７】
　共焦点光学系を介して、試料表面で反射した反射光を検出して前記試料の検査を行う検
査方法であって、
　光源からの光を前記光源からの光の光軸とずれて配置された対物レンズに入射させるス
テップであって、前記対物レンズの半分の領域である第１の領域に光を入射させるステッ
プと、
　前記対物レンズの第１の領域に入射した光を前記試料に照射させるステップと、
　前記第１の領域から前記試料に照射された光のうち、前記試料の表面で前記第１の領域
の方向に反射された反射光を、共焦点光学系を介して光検出器で検出するステップとを備
え、
　前記試料の表面で反射され、前記対物レンズの前記第１の領域と異なる第２の領域に入
射した反射光を検出して、前記試料の表面が合焦点位置となるよう前記光源からの光を前
記試料に照射し、
　前記第２の領域を通過した前記反射光が前記光分岐手段に入射しないように、前記第２
の領域を通過した前記反射光を前記第１の領域を通過した前記反射光から分岐することに
よって、前記光検出器で検出される反射光が、前記試料の表面で前記第２の領域の方向に
反射した反射光から分岐されている検査方法。
【請求項８】
　前記試料を走査しながら前記反射光の検出を行う請求項７記載の検査方法。
【請求項９】
　前記光源からの光をライン状の光に変換して、前記対物レンズに出射するステップとを
さらに備え、
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　前記反射光が前記ライン状の光に対応して配置されたラインセンサである前記光検出器
により検出される請求項７又は８に記載の検査方法。
【請求項１０】
　共焦点光学系を介して、試料表面で反射した反射光を検出して前記試料の検査を行う検
査方法であって、
　光源からの光をライン状の光に変換するステップと
　ライン状の光を前記光源からの光の光軸とずれて配置された対物レンズに入射させるス
テップであって、前記対物レンズの半分の領域である第１の領域に光を入射させるステッ
プと、
　前記対物レンズの第１の領域に入射した光を前記試料に照射させるステップと、
　前記第１の領域から前記試料に照射された光のうち、前記試料の表面で前記第１の領域
の方向に反射された反射光を、共焦点光学系を介して検出するステップとを備え、
　前記試料の表面で反射され、前記対物レンズの前記第１の領域と異なる第２の領域に入
射した反射光を検出して、前記試料の表面が合焦点位置となるよう前記光源からの光を前
記試料に照射し、
　前記共焦点光学系を介して検出される前記反射光が前記ライン状の光に対応して配置さ
れたラインセンサにより検出される検査方法。
【請求項１１】
　前記試料を前記ライン状の光と垂直な方向に走査しながら前記反射光の検出を行うこと
を特徴とする請求項９又は１０に記載の検査方法。
【請求項１２】
　前記ライン状の光が前記第１の領域と前記第２の領域との境界線に対して垂直になって
いる請求項に９乃至１１のいずれか１項に記載の検査方法。
【請求項１３】
　請求項７乃至請求項１２いずれか一項に記載の検査方法により、フォトマスクに装着さ
れたペリクルを検査する検査ステップと、
　前記検査ステップによって検査されたペリクルの異物を除去する異物除去ステップと、
　前記異物除去ステップで異物を除去したペリクルが装着されたフォトマスクを介して基
板を露光する露光ステップと、
　前記露光された基板を現像する現像ステップを有するパターン基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は検査装置及び検査方法並びにそれを用いたパターン基板の製造方法に関し、特
に詳しくはコンフォーカル光学系を用いた検査装置及び検査方法並びにそれを用いたパタ
ーン基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造工程では、パターンに欠陥があると、配線の絶縁不良や短絡などの不良原因
となり、歩留まりが低下する。従って、半導体基板やその製造工程で使用するフォトマス
クなどのパターン基板を検査する検査装置が利用されている。この検査装置には主に、明
視野光学系を用いたものと、暗視野光学系を用いたものがある。暗視野光学系では被検査
対象となる物体に対物レンズの外側から照明し、物体での散乱光を検出することにより検
査が行っている。暗視野光学系では、バックグラウンドノイズが低減されるため、検出感
度を向上することができるという利点がある。
【０００３】
　暗視野光学系を用いた従来の検査装置では、例えば、被検査物の表面に光ビームを斜め
に入射している。そして、被検査物の表面と光ビームとを相対的に移動することによって
、被検査物の表面上を光ビームで二次元的に走査する。被検査面からの反射光を複数の光
電手段（フォトマルチプライヤー等）によって受光し、光電手段からの各光電信号に基づ
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いて、欠陥の有無および大きさを検査していた。さらに詳細には、パターンからの反射光
は指向性が強い回折光であるのに対し、異物からの反射光は指向性の弱い散乱光であるこ
とに着目し、すべての光電信号が所定の大きさ以上のときには異物が存在すると判定し、
その異物の大きさを光電信号の大きさに基づいて求めていた（例えば、特許文献１参照。
）。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１０５２０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、半導体装置や液晶表示装置の製造において、異物付着防止のためフォトマス
クにペリクルを装着することがある。そして、ペリクルが装着されたフォトマスクを用い
て、回路パターンをフォトレジストに転写するフォトリソグラフィ工程がある。このフォ
トリソグラフィ工程において、ペリクル上にごみなどの異物が存在すると、異物も同時に
基板上に転写されてしまい、製造時の歩留りが低下してしまう。このためペリクルの表面
に付着した異物を検査する必要がある。このペリクルの表面に付着した異物を上述の検査
装置で検査する場合の問題点について以下に説明する。
【０００６】
　ペリクル表面上に付着した異物を検査する場合、たとえば対物レンズの外側から光ビー
ムをペリクル表面上に集光する。そして、ペリクル表面上に付着した異物からの散乱光の
強度が所定の基準値より大きいとき異物有りとして判断される。このとき、外部からの振
動などにより、光の焦点位置がペリクル表面位置とずれている場合、ペリクル表面上の光
ビームの輝度（単位面積当たりの光量）が減ってしまう。従って、異物から得られる散乱
光の光量が減って正常状態（ペリクル表面に集光している状態）において検出されるべき
サイズの異物も検出することができなくなる。すなわち、検出感度が低下する。
【０００７】
　また、ペリクルが取り付けられているフォトマスクのパターンからの散乱光が検出され
、散乱光の輝度が増加するおそれがある。この散乱光が検出されてしまうと、正常な箇所
でも異物有りとしまう。よって、誤って異物を検出してしまうおそれがある。さらに、対
物レンズの外側から光を照射するため、光学系の構成が複雑になってしまう。
【０００８】
　このように、従来の検査装置では、ペリクル上の異物の正確なサイズや位置を特定する
ことが困難であり、正確に検査を行うことができないという問題点があった。
【０００９】
　本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、簡易な構成で正確に検査を
行うことができる検査装置及び検査方法並びにそれを用いたパターン基板の製造方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様にかかる検査装置は、光源（例えば、本発明の実施の形態にかかる
光源１１）と、前記光源から入射した入射光を集光して試料に入射させる対物レンズであ
って、前記入射光が当該対物レンズの半分の領域である第１の領域（例えば、本発明の実
施の形態にかかる第１の領域１６ａ）に入射するよう、前記入射光の光軸からずれて配置
された対物レンズ（例えば、本発明の実施の形態にかかる対物レンズ１６）と、前記第１
の領域から前記試料の照射された光のうち、前記試料の表面で反射され、前記第１の領域
に入射した反射光を前記入射光と分岐する光分岐手段（例えば、本発明の実施の形態にか
かるＰＢＳ１４）と、共焦点光学系を介して、前記光分岐手段によって分岐された反射光
を検出する光検出器（例えば、本発明の実施の形態にかかる光検出器３２）と、と、前記
試料の表面で反射され、前記対物レンズの前記第１の領域と異なる第２の領域（例えば、
本発明の実施の形態にかかる第２の領域１６ｂ）に入射した反射光を検出して、前記試料
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の表面に焦点を合わせる自動焦点合わせ機構とを備えたものである。これにより、正確に
検査を行うことができる。
【００１１】
　本発明の第２の態様にかかる検査装置は、上述の検査装置において、前記試料を載置す
るステージ（例えば、本発明の実施の形態にかかるステージ２４）をさらに備え、前記ス
テージが移動可能に設けられているものである。これにより、試料の任意の位置を検査す
ることができる。
【００１２】
　本発明の第３の態様にかかる検査装置は、上述の検査装置において、前記光源からの光
をライン状の光に変換して前記対物レンズに出射する光変換手段（例えば、本発明の実施
の形態にかかるシリンドリカルレンズ１２）をさらに備え、前記光検出器が前記試料表面
と共役な結像関係になるように配置されたラインセンサであり、前記ラインセンサが前記
ライン状の光に対応して配置されているものである。これにより、正確な検査を高速に行
うことができる。
【００１３】
　本発明の第４の態様にかかる検査装置は、上述の検査装置において、前記ライン状の光
と垂直な方向に前記試料を走査させることを特徴とするものである。これにより、正確な
検査を高速に行うことができる。
【００１４】
　本発明の第５の態様にかかる検査方法は、共焦点光学系を介して、試料表面で反射する
反射光を検出して前記試料の検査を行う検査方法であって、光源からの光を前記光源から
の光の光軸とずれて配置された対物レンズに入射させるステップであって、前記対物レン
ズの半分の領域である第１の領域に光を入射させるステップと、前記対物レンズの第１の
領域に入射した光を前記試料に照射させるステップと、前記第１の領域から前記試料に照
射された光のうち、前記試料の表面で前記第１の領域の方向に反射された反射光を、共焦
点光学系を介して検出するステップとを備え、前記試料の表面で反射され、前記対物レン
ズの前記第１の領域と異なる第２の領域に入射した反射光を検出して、前記試料の表面が
合焦点位置となるよう前記光源からの光を前記試料に照射するものである。これにより、
正確に検査を行うことができる。
【００１５】
　本発明の第６の態様にかかる検査装置は、上述の検査方法において、前記試料を走査し
ながら前記反射光の検出を行うものである。これにより、試料全面を検査することができ
る。
【００１６】
　本発明の第７の態様にかかる検査装置は、上述の検査方法において、前記光源からの光
をライン状の光に変換して、前記対物レンズに出射するステップとをさらに備え、前記反
射光が前記ライン状の光に対応して配置されたラインセンサにより検出されるものである
。これにより、正確な検査を高速に行うことができる。
【００１７】
　本発明の第８の態様にかかる検査装置は、上述の検査方法において、前記試料を前記ラ
イン状の光と垂直な方向に走査しながら前記反射光の検出を行うことを特徴とするもので
ある。これにより、正確な検査をより高速に行うことができる。
【００１８】
　本発明の第９の態様にかかる検査装置は、上述の検査方法において、上述の検査方法に
より、フォトマスクに装着されたペリクルを検査する検査ステップと、前記検査ステップ
によって検査されたペリクルの異物を除去する異物除去ステップと、前記異物除去ステッ
プで異物を除去したペリクルが装着されたフォトマスクを介して基板を露光する露光ステ
ップと、前記露光された基板を現像する現像ステップとを有するものである。これにより
、パターン基板の生産性を向上することができる。
【発明の効果】
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【００１９】
　本発明によれば、正確に検査を行うことができる検査装置及び検査方法並びにそれを用
いたパターン基板の製造方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、本発明にかかる検査装置について図１を使用して説明する。なお、これらの図
および説明は本発明を例示するものであり、本発明の範囲を制限するものではない。また
、試料として、フォトマスクにフレームを介して装着されたペリクルを例に出して説明す
るが、本発明に合致する限り、他の形態も本発明の範疇に属しえることは言うまでもない
。
【００２１】
　本発明に係る検査装置の構成について図１を用いて説明する。図１（ｂ）は、本発明に
かかる異物検査装置の構成を示す概略図である。図１（ａ）は、図１（ｂ）を側面から見
た図である。なお、試料であるペリクルに平行な方向をＸＹ方向とし、垂直な方向をＺ方
向とする。本発明にかかる検査装置では、ペリクルの表面状態及びフォトマスクの裏面（
パターンが形成された面と反対側の面）の状態を検査する光学系とともに、対物レンズを
調整して焦点合わせを行う光学系が備えられている。そして、ペリクルの表面状態及びフ
ォトマスクの裏面の状態を検査するための光学系はコンフォーカル光学系を構成している
。
【００２２】
　１１は光源、１２はシリンドリカルレンズ、１３はレンズ、１４はＰＢＳ（偏光ビーム
スプリッタ）、１５は１／４波長板、１６は対物レンズ、２１は対物レンズ駆動機構、２
２はペリクル、２３はフォトマスク、２４はステージ、２５はステージ２４のコントロー
ラ、３１はレンズ、３２は受光素子、３３は信号検出回路、４１はミラー、４２はレンズ
、４３は２分割フォトダイオード、４４はＡＦ（オートフォーカス）サーボ制御回路を示
している。
【００２３】
　レーザ光源などの光源１１から射出された光ビームは、ビームエキスパンダなどのビー
ム径拡大手段（不図示）により、所定のビーム径に調整される。なお、レーザ光源には２
Ｗ程度の出力のものを用いている。そして、所定のビーム径の光はシリンドリカルレンズ
１２によってライン状の光の変換される。このライン状の光はレンズ１３によって屈折さ
れ、ＰＢＳ１４及び１／４波長板１５を透過し、対物レンズ１６に入射する。ここで、ラ
イン状の光が対物レンズ１６の半分の領域に入射するよう、対物レンズ１６が光軸に対し
てずれて配置されている。図１ではライン状の光が対物レンズ１６の左半分を通過するよ
うに配置されている。
【００２４】
　対物レンズ１６に入射した光ビームは屈折され、被検査対象であるペリクル２２の方向
に出射する。対物レンズ１６から出射した光は、フォトマスク２３にフレームを介して装
着されているペリクル２２に入射する。対物レンズ１６が光軸に対してずれて配置されて
いるため、ペリクル２２に入射する光は片方向に傾斜して入射する。そして、ペリクル表
面において、対物レンズ１６の中心に対応する位置に集光される。ここでフォトマスク２
３は例えば、厚さ６．３５ｍｍの透明なガラス基板であり、その表面にはクロムからなる
遮光膜がパターニングされている。また、ペリクル２２は例えば、薄い透明なフッ素樹脂
フィルムであり、フォトマスク２３を覆うように設けられている。
【００２５】
　ペリクル２２に入射する光ビームは、ペリクル２２表面上で集光するように位置決めさ
れている。ペリクル２２はフォトマスク２３を介してステージ２４の上に載置されている
。ステージ２４はＸＹステージであり、ペリクルの任意の点を観察するため水平方向（Ｘ
Ｙ方向）に移動することができる。コントローラ２５等のステージ走査手段によりステー
ジ２４を水平方向に移動させ、ペリクル２２の任意の点に光源１１からの光を照射するこ
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とができる。コントローラ２５を用いてステージ２４を移動させることで、フォトマスク
２３に装着されたペリクル２２の任意の点を検査することができる。そして、ステージ２
４をペリクル全面にわたって走査することで、ペリクル２２の全面を検査することができ
る。
【００２６】
　対物レンズ１６はペリクル表面が合焦点位置となるよう配置されている。すなわち、ペ
リクル表面は対物レンズ１６の焦点距離に対応した高さに配置される。さらに対物レンズ
１６は対物レンズ駆動機構２１に取り付けられている。対物レンズ駆動機構２１は例えば
、対物レンズ１６をＺ方向に駆動させるピエゾアクチュエータを備えている。そして対物
レンズ駆動機構２１は対物レンズ１６を光軸と平行な方向に移動させ、対物レンズ１６と
ペリクル２２との間の距離を調整する。
【００２７】
　対物レンズ駆動機構２１はＡＦサーボ制御回路４４と接続されている。ＡＦサーボ制御
回路４４は後述する自動焦点合わせ機構（オートフォーカス機構）の２分割フォトダイオ
ード４３からの信号により、焦点がペリクル表面となるよう対物レンズ１６の高さを調整
する。すなわち、対物レンズ駆動機構２１は、焦点がペリクル表面からずれると、焦点合
わせのため対物レンズ１６をＺ方向に移動する。これにより、常時、ペリクル表面が合焦
点位置となる。
【００２８】
　本発明にかかる検査装置では、いわゆる光てこ方式の自動焦点合わせ機構が用いられて
いる。この自動焦点合わせ機構の光学系について説明する。対物レンズ１６からペリクル
２２に入射した光は、対物レンズ１６を介してミラー４１の方向に反射される。ここで、
ミラー４１は対物レンズ１６の右半分の領域を通過した光が入射されるよう配置されてい
る。すなわち、光源１１からの光は対物レンズ１６の左半分の領域を通過するため、光源
１１から対物レンズ１６に入射する入射光がミラー４１の裏面に入射されないようにして
いる。従って、ペリクル２２で反射され対物レンズ１６の右半分の領域を透過した光がミ
ラー４１に入射されるようミラー４１を配置する。これにより、ミラー４１にはペリクル
表面で正反射した光が入射する。
【００２９】
　ミラー３１に反射された光はレンズ４２によって屈折され２分割フォトダイオード４３
に入射する。ここで、ペリクル表面２２で反射した光は２分割フォトダイオード４３の受
光面で結像する。２分割フォトダイオード４３にはそれぞれ一定の受光領域を持つ２つの
フォトダイオードが隣接して設けられている。ここで、ペリクル表面に焦点が合っている
とき、２分割フォトダイオード４３の中心に光が入射するよう２分割フォトダイオード４
３を配置している。すなわち、ペリクル表面に焦点が合っている光ビームが反射されて２
分割フォトダイオード４３に入射した場合、２分割フォトダイオードの２つのフォトダイ
オードの境界線をまたぐよう光が入射する。
【００３０】
　ここで、一方のフォトダイオードに入射した光に対応した出力信号をＡ、もう一方のフ
ォトダイオードに入射した光に対応した出力信号をＢとするとＡ＝Ｂとなる。このように
、ペリクル表面が合焦点となる位置で２つのフォトダイオードに入射する光の光量が等し
くなるように配置する。ペリクル表面から焦点がずれると、２分割フォトダイオード４３
に入射する光は２分割フォトダイオード４３の中心から位置がずれる。従って、２つのフ
ォトダイオードに入射する光の光量に差が生じる。この場合、Ａ＞Ｂ又はＢ＞Ａとなる。
【００３１】
　２分割フォトダイオード４３は、それぞれのフォトダイオードでの受光量にほぼ比例し
た光電信号をＡＦサーボ制御回路４４に連続的に出力する。ＡＦサーボ制御回路４４では
この２つの光電信号の差分すなわちＡ－Ｂを検出している。ペリクル表面に焦点が合って
いるとき、２分割フォトダイオード４３の中心に光が入射するため、差分は０となる。一
方、ペリクル表面から焦点がずれると、２分割フォトダイオード４３に入射する光は中心
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からずれる。ＡＦサーボ制御回路４４はこの差分に基づいて、対物レンズ１６をＺ方向に
移動させて焦点合わせを行っている。すなわち、差分が正の時と負の時で対物レンズ１６
の移動方向を反対にする。そして、常時、差分が０となるように対物レンズ１６を調整す
る。このように、２分割フォトダイオード４３から出力される信号に基づいて、ＡＦサー
ボ制御回路４４は対物レンズ１６の位置を調整する。これにより、ペリクル表面から対物
レンズ１６までの高さが一定になるように調整され、自動焦点合わせを行うことができる
。
【００３２】
　次にペリクル２２の表面状態を検査するための光学系について説明する。ここでは、典
型的な一例として、ペリクル表面に異物が付着しているか否かを判別する例を用いて説明
する。具体的には、ペリクルの表面が正常な箇所では入射光が正反射されるものとする。
さらに、ペリクルの表面に異物が付着している箇所では、入射光が散乱して反射されるも
のとする。本発明にかかる検査装置では暗視野光学系を用いている。従って、正常な箇所
で正反射された光は光検出器によって検出されず、異物が付着している箇所で散乱して反
射された光の一部が光検出器で検出される。
【００３３】
　本発明にかかる検査装置では、図１に示すように光源１１から対物レンズ１６に入射す
る入射光が対物レンズ１６の左半分の領域を通過している。従って、正常な箇所で正反射
された光は対物レンズ１６の右半分の領域を通過する。この場合の反射光は、自動焦点合
わせ機構の光学系の方向に反射される。一方、異物が付着した箇所で散乱された散乱光は
、様々な方向に反射される。従って、対物レンズ１６の全体の領域に入射するようペリク
ル表面で散乱して反射される。対物レンズ１６の全体の領域に入射した散乱光のうち、対
物レンズ１６の右半分に入射した光はミラー４１により２分割フォトダイオード４３の方
向に反射される。この散乱光に基づいて上述と同様に自動焦点合わせが行われる。
【００３４】
　一方、対物レンズ１６の全体の領域に入射した散乱光のうち、対物レンズ１６の左半分
に入射した光は１／４波長板１５を透過して、ＰＢＳ１４に入射する。ＰＢＳ１４に入射
された光は、レンズ３１を介して光検出器３２に入射される。なお、ＰＢＳ１４及び１／
４波長板１５を用いることにより、光源１１からの光を効率よく光検出器３２に入射させ
ることができる。すなわち、光源１１からＰＢＳ１４を透過したＰ偏光の光はペリクル表
面で散乱して反射され、再度ＰＢＳ１４に入射する。この間、Ｐ偏光の光は往復で１／４
波長板１５を２回透過しているため、Ｓ偏光の光に偏光される。よって、ＰＢＳ１４で光
検出器３２に方向に効率よく反射される。そして、ＰＢＳ１４により、ペリクル２２の表
面で散乱した散乱光を取り出し、光検出器３２に導く。ＰＢＳ１４によって入射光から分
岐された散乱光はレンズ３１によって屈折され光検出器３２に入射する。この散乱光はレ
ンズ３１によって、光検出器の受光面に結像される。光検出器３２は１次元リニアＣＣＤ
等のラインセンサであり、複数の受光素子が１列に配列されている。この光検出器３２が
設けられている方向は、シリンドリカルレンズ１２により変換されたライン状の光の方向
に対応している。すなわち、光検出器３２の受光面におけるライン状の光とラインセンサ
とが同じ方向になるように設けられている。
【００３５】
　ここで、光検出器３２はそれぞれの受光素子が受光した光量に基づく光電信号を信号検
出回路３３に出力する。信号検出回路３３は光検出器３２からの光電信号に基づいて異物
が付着しているか否かを判別する。例えば、光検出器３２に入射した光の光量に基づく光
源信号がしきい値より大きい場合、異物があると判別する。すなわち、暗視野光学系であ
るため異物箇所では光は散乱して反射され、光検出器３２に入射する光量が増加する。一
方、正常な箇所では、正反射するため、光検出器３２に光が入射しない。従って、信号検
出回路３３は光検出器３２に入射した光に基づく光電信号がしきい値より高い場合、異物
箇所であると判別し、しきい値より低い場合、正常箇所であると判別する。
【００３６】
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　信号検出回路３３は異物箇所であるか否かを判別した結果に基づく検査信号をコントロ
ーラ２５に出力する。すなわち、異物箇所である場合と、正常な箇所である場合とで異な
る信号をコントローラ２５に出力する。コントローラ２５はフォトマスク２３及びペリク
ル２２を載置するステージ２４に接続されており、ステージ２４の位置情報（座標）を記
憶している。そして、ステージ２４の位置情報と検査信号とに基づいて、ペリクル上に異
物が付着している箇所の位置を特定する。このようにして、異物箇所が検出され、ペリク
ルの表面状態の検査が行われる。
【００３７】
　コントローラ２５はペリクル２２の全面を検査するため、ステージ２４を走査する。例
えば、Ｘ方向に一定速度でステージ２４を移動する。なお、ここではＸ方向をライン状の
光と垂直な方向とする。そして、ペリクル２２の端から端まで移動が終了したらステージ
をＹ方向すなわちライン状の光と平行な方向に移動する。このとき、Ｙ方向の移動距離は
ライン状の光の長さに対応した距離とする。すなわち、ペリクル表面においてライン状の
光が照射される領域に対応する距離だけ、Ｙ方向にステージ２４をずらす。そして、再度
、Ｘ方向にステージ２４を移動させ、ペリクル２２の端から端まで走査する。これを繰り
返しラスタスキャンすることにより、順次、ペリクル全面に光が照射される。
【００３８】
　上記のように、光検出器３２がしきい値以上の散乱光を受光したとき、コントローラ２
５で異物の位置情報を求めることができる。そして、ステージ２４をラスタスキャンしな
がらペリクル表面で反射した光を光検出器３２で検出することにより、ペリクル全面を検
査することができる。この間、自動焦点合わせ機構により、ペリクル表面が合焦点位置を
なっている。測定した異物の位置情報及びサイズ情報を、処理装置（図示せず）のモニタ
を用いて表形式や２次元マップなどで表示する。
【００３９】
　ここで、ペリクル２２の表面と光検出器３２の受光面は共役な結像関係にあり、これら
は共焦点光学系（コンフォーカル光学系）を構成している。光検出器３２はこの共焦点光
学系を介して入射した光を検出している。従って、焦点がずれた位置からの反射光は光検
出器３２の受光面の位置でぼやけてしまい、受光面の外側を通過するため光強度が弱くな
る。これにより焦点から外れた像は消失してしまい、表面の異物の検出を精度よく行うこ
とができる。よって、フォトマスク２３に設けられたパターン等によって対物レンズ１６
の左半分の領域に反射された光は光検出器３２まで到達しなくなる。また、光検出器３２
の受光面の大きさはフォトマスク２３の表面で反射した光が受光されないような大きさと
する。ここで光検出器のそれぞれの受光素子（画素）は数μｍ程度としている。これによ
り、フォトマスク２３の表面及び裏面で多重反射した光やフレーム（不図示）の内壁に当
たって散乱する光などが光検出器３２に検出されるのを防ぐことができる。
【００４０】
　また、本発明では自動焦点合わせ機構によって、焦点合わせを行っている。従って、ペ
リクルに位置ずれが生じた場合であっても、即座に焦点を合わせることができ、正確に表
面の異物を検出することができる。また、本発明では光源１１からの光を対物レンズの半
分の領域のみを通過させているため、暗視野光学系とした場合であっても、ペリクルに対
して光を斜めから入射させる必要がなくなる。よって、光源１１からの光の光軸を鉛直方
向とすることができ、光学系の調整を容易に行うことができる。対物レンズ１６の中心位
置を光軸からずらずだけでよいため、光学部品点数を減らすことができる。本発明により
、検査装置の光学系を簡易なものとすることができ、検査装置の製造コストを低減するこ
とができる。
【００４１】
　ここで、対物レンズ１６を通過する光について図２を用いて詳細に説明する。図２は光
源１１から見た対物レンズ１６の構成を示す模式図である。図２において、光源１１から
対物レンズ１６に入射した入射光及びペリクル表面で正反射した正反射光を投影して模式
的に示している。この対物レンズ１６に投影された入射光と正反射光をそれぞれ入射光５
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１と正反射光５２とする。また、図２において対物レンズ１６の左半分の領域を第１の領
域１６ａとし、右半分の領域を第２の領域１６ｂとする。
【００４２】
　ライン状の入射光５１は第１の領域１６ａに入射する。ここでライン状の入射光５１は
そのスポットが第１の領域１６ａと第２の領域１６ｂとの境界線（図２における点線）に
対して垂直な方向となるよう対物レンズ１６に入射する。すなわち、入射光５１は境界線
（図２における点線）と垂直になる。この入射光５１がペリクル２２の正常な箇所に入射
すると、ペリクル表面で正反射する。正反射光５２は入射光５１と対物レンズ１６の中心
点に対して対称な位置に入射する。従って、ペリクル表面での正反射した正反射光５２は
第２の領域１６ｂの方向にのみ反射される。よって、正常な箇所では第１の領域１６ａに
反射光が入射せず、第２の領域１６ｂにのみ反射光が入射する。第２の領域１６ｂに入射
された正反射光５２は屈折され、ミラー４１に入射する。正反射光は上述のように自動焦
点合わせ機構の光学系を伝播していく。
【００４３】
　一方、入射光５１がペリクル２２の異物が付着した箇所に入射すると散乱反射される。
従って、ペリクル表面での散乱光は対物レンズ１６の全面及び対物レンズ１６の外側に反
射される。対物レンズ１６の方向に散乱光の内、第２の領域１６ｂに入射した光は、正反
射光と同様に屈折され、ミラー４１に入射する。この反射光は上述のように自動焦点合わ
せ機構の光学系を伝播して、２分割フォトダイオード４３に入射する。対物レンズ１６の
外側に反射された光は検査及び自動焦点合わせに寄与しない。
【００４４】
　対物レンズ１６に入射した散乱光の内、第１の領域１６ａに入射した光は、入射光と同
様の光路を反対方向に伝播して、１／４波長板１５に入射する。なお、散乱光は第１の領
域１６ａの全体に入射する。そして、１／４波長板１５を透過して、ＰＢＳ１４に入射す
る。ペリクル２２で反射され、ＰＢＳ１４に入射する反射光は２回１／４波長板１５を通
過しているのでＰ偏光からＳ偏光の光に変換されている。従って、散乱光はＰＢＳ１４で
反射され、上述のように検査用の光学系を伝播して、光検出器３２に入射する。このとき
、第１の領域１６ａ全体に入射した散乱光が光検出器３２に入射する。ペリクル表面で散
乱した散乱光を正反射した光と分離して、異なる光学系を介して検出することにより、暗
視野光学系で検査を行うことができる。これにより、バックグラウンドノイズが低減され
るため、検出感度を向上することができる。また、ショットノイズを低減することができ
、正確な検査を行うことができる。
【００４５】
　さらに、対物レンズ１６の第２の領域１６ｂを通過した反射光により、自動焦点合わせ
を行っているため、常時、焦点を合わせることができる。すなわち、正常箇所では正反射
した光が第２の領域１６ｂを通過し、異物箇所では乱反射した光の一部が第２の領域１６
ｂを通過する。よって、光は、常時、第２の領域１６ｂを透過し、２分割フォトダイオー
ド４３に受光される。従って、２分割フォトダイオード４３で検出された信号に基づいて
、フィードバックを行うことにより、ペリクル表面が常に合焦点位置となる。従って、常
時、反射光が光検出器の受光面に結像され、正確な検査を行うことができる。
【００４６】
　ステージ２４は図２における矢印方向すなわちＸ方向に移動する。すなわち、ステージ
２４はライン状の光と垂直な方向に移動する。そして、ペリクルの端から端まで移動した
後、ライン状の光の長さだけ、Ｙ方向にステージ２４をずらす。これを繰り返し、ジグザ
グスキャンすることにより、ペリクル全面の検査を高速に行うことができる。これにより
検査時間を短縮でき、生産性を向上することができる。
【００４７】
　このように、光がオートフォーカス機構により合焦点位置となるように照明しているた
め、単純な光学系で検査装置を実現することができる。また、暗視野光学系であるので、
ショットノイズを低減することができ、高感度で、高速度に異物の検出ができる。また、
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ペリクル２２が装着されたフォトマスク２３を上下反対にしてフォトマスク２３の裏面を
上面とし、フォトマスク２３の裏面に焦点を合わせれば、フォトマスク裏面の状態を検査
することができる。なお、上述の説明では水平方向に走査する例について説明したが、フ
ォトマスクのガラス基板を垂直方向に配置する縦型ステージについても同様である。
【００４８】
　本発明の検査装置の被検査対象物はペリクル及びフォトマスクに限らず、様々な物体を
被検査対象物とすることができる。また、表面上に付着した異物の検査に限らず、表面又
は裏面の表面状態を検査することができる。例えば、表面状態の違いによりパターンの有
無やパターン欠陥を検査することができる。さらに、表面での反射率を定量的に測定する
ことができる。具体的には、ペリクルがケミカル汚染されると、表面での散乱が強くなる
。この場合、本発明の検査装置により、その汚染度を定量的に測定することができる。
【００４９】
　また、上述の説明では、光検出器３２に散乱光が検出される例で説明したが、正反射光
が第１の領域１６ａを通過し、光検出器３２に検出されることもある。具体的には、試料
表面に突起が形成されている場合、正反射光が第１の領域１６ａを通過し、光検出器３２
に検出されることがある。従って、表面に設けられた突起の位置を検査することができる
。すなわち、表面に突起が設けられている場合、傾斜面が発生する。この傾斜面の角度に
よっては、正反射した光でも第１の領域１６ａの方向に正反射される。この場合、光検出
器３２に受光される光量が平坦面に比べて増加する。よって、この光を光検出器３２によ
り検出することにより、突起の位置を検出することができる。このように本発明の検査装
置は試料表面で第１の領域１６ａの方向に反射された反射光を検出することにより、さま
ざまな検査を行うことができる。
【００５０】
　また、上述の説明では信号検出回路３３で異物の有無のみを判別したが、ペリクル表面
の暗視野画像を撮像するようにしてもよい。すなわち、ステージ２４を走査して、光検出
器３２のそれぞれの画素が検出した光の強度信号をコントローラ２５に順次、記憶させる
。そして、ペリクル全面に対してステージを走査する。ペリクル２２の全体を照明して、
ペリクル全面に対するデータの取得が完了したら、コントローラ２５に接続された処理装
置（図示せず）によりこれらのデータを合成して２次元の画像を形成する。この２次元画
像は処理装置に記憶されるとともに、ディスプレイ上に表示される。この撮像された２次
元画像に基づいて検査を行うようにしてもよい。
【００５１】
　光源１１はレーザ光源に限らず、ランプ光源等のその他の光源を用いることができる。
ランプ光源の場合は、スリット等によりライン状の光に変換することが望ましい。シリン
ドリカルレンズやスリット等の光変換手段を用いてライン状の光に変換し、ステージの走
査を行うことにより、試料全面を高速に検査することができる。この時、走査方向はライ
ン状の光と垂直な方向にする。また、光検出器３２は１次元リニアＣＣＤ以外にも、フォ
トダイオードアレイ、ＭＯＳ型ラインセンサ等の他のラインセンサでもよい。もちろんス
リットを備える２次元センサを光検出器３２として用いてもよい。さらに、共焦点光学系
であれば、ライン状の光に変換せず、レーザ等の点光源をそのまま用いることも可能であ
る。この場合、光検出器３２の前面にピンホールを設ければよい。あるいは、光検出器３
２をポイントセンサとすればよい。
【００５２】
　また、焦点合わせ機構は光てこ方式に限らず、非点収差方式等の他の自動焦点合わせ機
構を用いてもよい。光源１１からの入射光は、対物レンズ１６の半分の領域のどこかを通
過すればよい。例えば、図２に示す構成において、入射光５１が第１の領域１６ａと第２
の領域１６ｂの境界線と垂直方向に限らず、平行方向に、あるいは傾いて入射されてもよ
い。もちろん、入射光は対物レンズ１６の第１の領域１６ａの一部を通過すればよい。そ
して、この半分の領域に対応する位置にＰＢＳ１４、ハーフミラーあるいはビームスプリ
ッタ等の光分岐手段を配置して、入射光から分岐させればよい。また、ＰＢＳ１４やハー



(12) JP 4654408 B2 2011.3.23

10

20

30

フミラー等の光分岐手段は正反射した光が入射されない位置に配置されればよい。
【００５３】
　光検出器３２に入射する光量が小さい場合、光検出器３２の前にイメージインテンシフ
ァイアを載置するようにしてもよい。また、ミラー４１は対物レンズ１６の半分の領域と
一致してなくてもよい。すなわち、ペリクル表面で正反射して対物レンズ１６を透過した
光が入射する位置に、ミラー４１が配置されていれば自動焦点合わせを行うことができる
【００５４】
　このように本発明では、対物レンズ１６の片側半分を入射光が透過する領域としている
。そして、対物レンズ１６の片側半分を透過した散乱光を検出して検査を行い、反対側の
片側半分を透過して正反射光又は散乱光を検出して焦点合わせを行っている。これにより
、簡易な構成で暗視野光学系を構築できる。また、コンフォーカル光学系により光を検出
しているため、焦点深度の浅い検査を行うことが可能である。これにより、焦点がずれた
ところからの反射光を除去することができ、正確な検査を行うことができる。従って、フ
ォトマスク上に設けられたペリクルの検査に好適である。さらに、自動焦点合わせ機構を
用いているため、より正確に検査を行うことができる。
【００５５】
　本発明にかかる検査方法によって検査されたペリクル及びフォトマスクを用いることに
よって、半導体デバイス等の製造歩留まりを向上させることができる。すなわち、検査方
法によりペリクルを検査し、その検査結果に基づいて異物を除去する。そして、この異物
が除去されたペリクルが取り付けられたフォトマスクを露光装置にセットして露光処理を
実施する。露光処理がなされた半導体ウェハは現像処理が施され、レジストパターンがウ
ェハ上に形成される。このパターンに従って、広く知られた薄膜堆積処理、エッチング処
理、酸化処理、イオン注入処理などがなされ、半導体デバイスが形成される。本発明の検
査装置あるいは検査方法を用いて検査されたペリクル付きマスクによって、半導体デバイ
スの製造における露光処理を実施することができる。本発明の検査方法により、半導体デ
バイスに限らずパターン基板の製造歩留まりを向上させることができる。よって、パター
ン基板の生産性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明にかかる検査装置の構成を示す概略図である。
【図２】光源側から見た対物レンズの構成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００５７】
１１　光源、１２　シリンドリカルレンズ、１３　レンズ、１４　ＰＢＳ
１５　１／４波長板、１６　対物レンズ、１６ａ　対物レンズの第１の領域
１６ｂ　対物レンズの第２の領域、２１　対物レンズ駆動機構、２２　ペリクル
２３　フォトマスク、２４　ステージ、２５　コントローラ、３１　レンズ
３２　光検出器、３３　信号検出回路、４１　ミラー、４２　レンズ
４３　２分割フォトダイオード、４４　ＡＦサーボ制御回路
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