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(57)【要約】
　
【課題】半導体プロセスの条件の情報がなくても、マス
クの欠陥の転写性評価可能なパターン検査方法および装
置を提供する。
【解決手段】本実施形態によるパターン検査方法は、マ
スクを載置して移動可能なステージと、マスクの光学画
像を取得する光学系と、マスクの設計データに基づいて
、光学画像に対応する参照画像を生成する参照系と、光
学画像を用いてマスクの欠陥を検出する制御系とを備え
たパターン検査装置を用いたパターン検査方法であって
、設計データまたは光学画像から、マスクに描画される
パターン形状のうち選択された或る形状を代表パターン
形状として制御系で認識する工程と、代表パターン形状
に基づいて、露光装置でパターンを転写するときの照明
条件を推測する工程と、照明条件を、マスクの欠陥が基
板に転写されるか否かを評価する転写シミュレータに入
力する工程と、転写シミュレータを実行する工程と、を
具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターンを基板に転写するために露光装置で用いられるマスクを載置して移動可能なス
テージと、前記ステージを移動させながら該ステージ上に載置された前記マスクの光学画
像を取得する光学系と、前記マスクの描画パターンの基となる設計データに基づいて、前
記光学画像に対応する参照画像を生成する参照系と、前記光学画像を用いて前記マスクの
欠陥を検出する制御系とを備えたパターン検査装置を用いたパターン検査方法であって、
　前記設計データまたは前記光学画像から、前記マスクに描画されるパターン形状のうち
選択された或る形状を代表パターン形状として前記制御系で認識する工程と、
　前記代表パターン形状に基づいて、前記露光装置でパターンを転写するときの照明条件
を推測する工程と、
　前記照明条件を、前記マスクの欠陥が前記基板に転写されるか否かを評価する転写シミ
ュレータに入力する工程と、
　前記転写シミュレータを実行する工程と、を具備するパターン検査方法。
【請求項２】
　前記代表パターン形状の占有面積の割合が閾値よりも大きい場合、第１照明条件を前記
転写シミュレータに入力し、
　前記代表パターン形状の占有面積の割合が前記閾値以下の場合、第２照明条件を前記転
写シミュレータに入力する、請求項１に記載のパターン検査方法。
【請求項３】
　前記第１照明条件は、前記代表パターン形状に適した特定照明条件を示し、
　前記第２照明条件は、様々なパターン形状に汎用可能な汎用照明条件を用いることを示
す、請求項２に記載のパターン検査方法。
【請求項４】
　前記代表パターン形状のうち、占有面積の割合の最も大きな寸法を有するアンカーパタ
ーンを抽出する工程と、
　前記照明条件とともに前記アンカーパターンの寸法を前記転写シミュレータに入力する
、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のパターン検査方法。
【請求項５】
　ユーザが前記照明条件を前記転写シミュレータに入力する場合、前記制御系は、前記代
表パターン形状に基づいて認識された前記照明条件とユーザによって入力された前記照明
条件とを比較する工程と、
　前記代表パターン形状に基づいて認識された前記照明条件とユーザによって入力された
前記照明条件とに差違がある場合、前記制御系は、該差違を表示する工程とをさらに具備
する、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のパターン検査方法。
【請求項６】
　前記制御系は、前記代表パターン形状に基づいて自動で認識された前記照明条件を前記
転写シミュレータに入力する、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のパターン検
査方法。
【請求項７】
　前記光学系は、前記マスクを複数のストライプに仮想的に分割して前記ステージを移動
させながら該ストライプごとに前記マスクを撮像し、
　前記代表パターン形状を認識する工程において、
　前記ステージは、前記光学系が前記ストライプに沿って前記マスクを撮像するごとに１
または複数のストライプをスキップし、
　前記光学系は、前記マスクを離散的な前記ストライプごとに撮像することを特徴とした
請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のパターン検査方法。
【請求項８】
　前記照明条件および前記代表パターン形状の寸法を認識する工程において、前記制御系
は、前記設計データをレイアウトアナライザで解析してから前記代表パターン形状を認識
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する、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のパターン検査方法。
【請求項９】
　前記代表パターン形状の認識工程において、前記マスクの描画パターンの形状のうち占
有面積の割合の最も大きな形状を前記代表パターン形状として認識することを特徴とする
請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のパターン検査方法。
【請求項１０】
　パターンを基板に転写するために露光装置で用いられるマスクを載置して移動可能なス
テージと、
　前記ステージを移動させながら該ステージ上に載置された前記マスクの光学画像を取得
する光学系と、
　前記マスクの描画パターンの基となる設計データに基づいて、前記光学画像に対応する
参照画像を生成する参照系と、
　前記マスクの欠陥が前記基板に転写されるか否かを評価する転写シミュレータを格納す
る記憶部と、
　前記光学画像を用いて前記マスクの欠陥を検出する制御系とを備え、
　前記制御系は、
　前記設計データまたは前記光学画像から、前記マスクに描画されるパターン形状のうち
選択された或る形状を代表パターン形状として認識する認識回路と、
　前記代表パターン形状に基づいて、前記露光装置でパターンを転写するときの照明条件
を推測する推測回路と、
　前記照明条件を、前記転写シミュレータに入力し、前記転写シミュレータを実行する制
御回路とを備えたパターン検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、パターン検査方法およびパターン検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パターン検査装置は、マスクやテンプレートのパターンの光学画像を用いてマスクやテ
ンプレートの欠陥を検査する。このような欠陥には、実際のリソグラフィ工程において半
導体基板に転写される欠陥もあれば、転写されない欠陥もある。パターン検査装置は、欠
陥が半導体基板に転写されるか否かを判定する転写性評価機能を有する場合がある。転写
性評価機能には、転写シミュレータを用いており、露光装置の照明条件等の入力が必要と
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１４７７４８号公報
【特許文献２】国際特許公報第２００４／０８８４１７号公報
【特許文献３】特開２００５－４９６１１号公報
【特許文献４】特開２００４－１９１９５７号公報
【特許文献５】特表２００９－５２１７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このような半導体基板の露光条件は、半導体デバイスメーカが設定し保持する
ものであり、マスクまたはテンプレートのメーカ（以下、マスクメーカという）は、この
ような露光条件を知り得ない。従って、半導体デバイスメーカからそれらの露光条件が得
られなければ、マスクメーカは転写性評価機能を実施することができない。この場合、マ
スクメーカは、露光条件を推測して転写性評価機能を実施せざるを得ず、正確な評価を得
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ることができない。また、半導体デバイスメーカから露光条件が得られても、その露光条
件はパターン検査装置のオペレータが手入力する必要がある。この場合、オペレータが入
力ミスしても、その入力ミスに気づきにくいという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、半導体プロセスの条件の情報がなくても、マスクの欠陥の転
写性評価を行うことができるパターン検査方法およびパターン検査装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態によるパターン検査方法は、パターンを基板に転写するために露光装置で用
いられるマスクを載置して移動可能なステージと、ステージを移動させながら該ステージ
上に載置されたマスクの光学画像を取得する光学系と、マスクの描画パターンの基となる
設計データに基づいて、光学画像に対応する参照画像を生成する参照系と、光学画像を用
いてマスクの欠陥を検出する制御系とを備えたパターン検査装置を用いたパターン検査方
法であって、設計データまたは光学画像から、マスクに描画されるパターン形状のうち選
択された或る形状を代表パターン形状として制御系で認識する工程と、代表パターン形状
に基づいて、露光装置でパターンを転写するときの照明条件を推測する工程と、照明条件
を、マスクの欠陥が基板に転写されるか否かを評価する転写シミュレータに入力する工程
と、転写シミュレータを実行する工程と、を具備する。
【０００７】
　代表パターン形状の占有面積の割合が閾値よりも大きい場合、第１照明条件を転写シミ
ュレータに入力し、代表パターン形状の占有面積の割合が閾値以下の場合、第２照明条件
を転写シミュレータに入力してもよい。
【０００８】
　第１照明条件は、代表パターン形状に適した特定照明条件を示し、第２照明条件は、様
々なパターン形状に汎用可能な汎用照明条件を用いることを示してもよい。
【０００９】
　代表パターン形状のうち、占有面積の割合の最も大きな寸法を有するアンカーパターン
を抽出する工程をさらに具備し、照明条件とともにアンカーパターンの寸法を転写シミュ
レータに入力してもよい。
【００１０】
　ユーザが照明条件を転写シミュレータに入力する場合、制御系は、代表パターン形状に
基づいて認識された照明条件とユーザによって入力された照明条件とを比較する工程と、
代表パターン形状に基づいて認識された照明条件とユーザによって入力された照明条件と
に差違がある場合、制御系は、該差違を表示する工程とをさらに具備してよい。
【００１１】
　制御系は、代表パターン形状に基づいて自動で認識された照明条件を転写シミュレータ
に入力してよい。
【００１２】
　光学系は、マスクを複数のストライプに仮想的に分割してステージを移動させながら該
ストライプごとにマスクを撮像し、代表パターン形状を認識する工程において、ステージ
は、ストライプに沿ってマスクを撮像するごとに１または複数のストライプをスキップし
、光学系は、マスクを離散的なストライプごとに撮像してもよい。
【００１３】
　照明条件および代表パターン形状の寸法を認識する工程において、制御系は、設計デー
タをレイアウトアナライザで解析してから代表パターン形状を認識してよい。
【００１４】
　代表パターン形状の認識工程において、マスクの描画パターンの形状のうち占有面積の
割合の最も大きな形状を代表パターン形状として認識してよい。
【００１５】
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　本実施形態によるパターン検査装置は、パターンを基板に転写するために露光装置で用
いられるマスクを載置して移動可能なステージと、ステージを移動させながら該ステージ
上に載置されたマスクの光学画像を取得する光学系と、マスクの描画パターンの基となる
設計データに基づいて、光学画像に対応する参照画像を生成する参照系と、マスクの欠陥
が基板に転写されるか否かを評価する転写シミュレータを格納する記憶部と、光学画像を
用いてマスクの欠陥を検出する制御系とを備え、
　制御系は、設計データまたは光学画像から、マスクに描画されるパターン形状のうち選
択された或る形状を代表パターン形状として認識する認識回路と、代表パターン形状に基
づいて、露光装置でパターンを転写するときの照明条件を推測する推測回路と、照明条件
を、転写シミュレータに入力し、転写シミュレータを実行する制御回路とを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態のパターン検査装置の一例を示す概略図。
【図２】第１実施形態によるパターン検査方法の一例を示すフロー図。
【図３】第１実施形態による転写性評価の一例を示すフロー図。
【図４】１ショットの光学画像または設計データを概念的に示した図。
【図５】光学画像または設計データのうち代表パターン形状の例を示す概念図。
【図６】第３実施形態によるマスク１のストライプの例を示す概念図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施形態を説明する。本実施形態は、本発明を限定
するものではない。図面は模式的または概念的なものであり、各部分の比率などは、必ず
しも現実のものと同一とは限らない。明細書と図面において、既出の図面に関して前述し
たものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【００１８】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態のパターン検査装置の一例を示す概略図である。パターン検査装
置１００は、例えば、半導体製造工程で用いられるマスクのパターンの欠陥を検査するた
めに用いられる。
【００１９】
（パターン検査装置の構成）
　パターン検査装置１００は、光学系１５０と、制御系１６０と、参照系１７０と、ステ
ージ系１８０とを備える。
【００２０】
　ステージ系１８０は、ＸＹθテーブル２と、オートローダ９と、Ｘ軸モータ１０Ａ、Ｙ
軸モータ１０Ｂおよびθ軸モータ１０Ｃと、レーザ測長システム１２とを備える。
【００２１】
光学系１５０は、光源３と、偏光ビームスプリッタ４と、光学レンズ５と、フォトダイオ
ードアレイ７と、センサ回路８と、を備える。　
【００２２】
　ＸＹθテーブル２は、その上に検査対象としてのマスク１を載置可能であり、例えば、
水平面内のＸ方向、Ｙ方向、θ方向に移動可能である。マスク１は、半導体製造工程のフ
ォトリソグラフィ工程においてパターンを基板に転写するために露光装置で用いられるフ
ォトマスクであり、基板やその上にある層に転写すべきパターンを有する。尚、マスク１
に描画されている描画パターンは、光近接効果補正（ＯＰＣ（Optical Proximity Correc
tion））を含むパターンであるので、基板等に転写される転写パターンとは異なる場合が
ある。また、フォトリソグラフィ工程において、マスク１の描画パターンは、１／ｎ（ｎ
は正数）に縮小されて基板等に転写される。即ち、マスク１の描画パターンは、基板上に
転写されるパターンのｎ倍体となっている。例えば、描画パターンは、１／４に縮小され
て基板等に転写されることが多い。即ち、マスク１の描画パターンは、基板上に転写され
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るパターンの４倍体であることが多い。
【００２３】
　光源３は、偏光ビームスプリッタ４に向けてレーザ光を出射する。なお、パターンの欠
陥検査に使用する光すなわち検査光はレーザ光でよい。偏光ビームスプリッタ４は、光源
３からの光を光学レンズ５に向けて反射する。
【００２４】
　光学レンズ５は、対物レンズを介してレーザ光をＸＹθテーブル２に向けて照射する。
ＸＹθテーブル２に載置されたマスク１は、光学レンズ５からの光を反射する。マスク１
からの反射光は、光学レンズ５を介してフォトダイオードアレイ７に入射する。光学レン
ズ５は、入射したマスク１の反射光を、マスク１の像としてフォトダイオードアレイ７に
結像させる。フォトダイオードアレイ７は、マスク１の光学画像を光電変換する。光電変
換されたマスク１の光学画像に基づいて、マスク１の欠陥が検査される。
【００２５】
　センサ回路８は、フォトダイオードアレイ７で光電変換された光学画像を取り込み、取
り込まれた光学画像をＡ／Ｄ変換する。そして、センサ回路８は、Ａ／Ｄ変換した光学画
像を比較回路２５に出力する。センサ回路８は、例えば、ＴＤＩ(Time Delay Integratio
n)センサの回路であってもよい。ＴＤＩセンサを用いることで、マスク１のパターンを高
精度に撮像できる。
【００２６】
　オートローダ９は、オートローダ制御回路１５からの指令に従って、ＸＹθテーブル２
上にマスク１を自動搬送し、あるいは、ＸＹθテーブル２上のマスク１を自動回収する。
Ｘ軸モータ１０Ａ、Ｙ軸モータ１０Ｂおよびθ軸モータ１０Ｃは、それぞれ、ＸＹθテー
ブル２をＸ方向、Ｙ方向およびθ方向（Ｘ－Ｙ面（略水平面）内における回転方向）に移
動させる。これにより、ＸＹθテーブル２上のマスク１に対して光源３の光がスキャンさ
れる。レーザ測長システム１２は、ＸＹθテーブル２のＸ方向およびＹ方向の位置を検出
する。
【００２７】
　一方、制御系１６０は、制御計算機３０と、オートローダ制御回路１５と、テーブル制
御回路１７と、オートフォーカス制御回路１８と、位置回路２２と、比較回路２５と、展
開回路２６と、参照回路２７と、自動認識回路３１と、閾値比較回路３２と、条件推測回
路３３と、記憶部３５と、モニタ４１と、プリンタ４２と、転写性評価システム２００と
、入力情報診断回路３００とを備えている。
【００２８】
　参照系１７０は、比較回路２５と、展開回路２６と、参照回路２７と、自動認識回路３
１と、閾値比較回路３２と、条件推測回路３３とを備えている。
【００２９】
　制御系１６０および参照系１７０は、１つまたは複数のＣＰＵで構成され得る。転写性
評価システム２００および入力情報診断回路３００は、パターン検査装置１００の外部に
設けられた演算装置（例えば、パーソナルコンピュータ）であってもよい。
【００３０】
　制御計算機３０は、バス２０を介して上記回路に接続されており、マスク１の欠陥検査
に関連する各種の制御を実行する。
【００３１】
　オートローダ制御回路１５は、オートローダ９を制御する。テーブル制御回路１７は、
モータ１０Ａ～１０Ｃを駆動制御する。モータ１０Ａ～１０Ｃは、光源３の光がマスク１
をスキャンするようにＸＹθテーブル２を移動させる。
【００３２】
　オートフォーカス制御回路１８は、フォーカス合わせを行うようにＸＹθテーブル２を
制御する。例えば、オートフォーカス制御回路１８は、Ｚセンサ（図示せず）で検出され
たセンサ面の高さに応じたフォーカス信号に基づいて、Ｚ方向にＸＹθテーブル２を移動
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させる。
【００３３】
　レーザ測長システム１２は、ＸＹθテーブル２の移動位置を検出し、検出された移動位
置を位置回路２２に出力する。位置回路２２は、レーザ測長システム１２から入力された
移動位置に基づいて、ＸＹθテーブル２上でのマスク１の位置を検出する。位置回路２２
は、検出されたマスク１の位置を比較回路２５に出力する。
【００３４】
　展開回路２６は、マスク１の描画に用いられる描画パターンのデータを２値または多値
の画像データに変換（展開）する。描画パターンのデータは、マスク１を表す図形の座標
、辺の長さ、種類などの情報でよく、光近接効果を考慮した光近接効果補正（ＯＰＣ）を
含む設計データである。描画パターンは、記憶部３５に予め格納されていてもよく、ある
いは、設計データから光近接効果補正（ＯＰＣ）を考慮して生成されてもよい。展開回路
２６は、展開された画像データを参照回路２７に出力する。
【００３５】
　参照回路２７は、展開回路２６から入力された描画データに対して適切なフィルタ処理
を施すことで、マスク１のパターンの欠陥検査に用いる参照画像を生成する。参照画像は
、マスク１のパターンを基板に転写する際の露光条件を用いて、基板への転写パターンを
描画データから模擬的に推定して得られる画像データである。即ち、参照画像は、転写パ
ターンを描画データから露光工程をエミュレートして得られた画像である。参照回路２７
は、生成された参照画像を比較回路２５に出力する。
【００３６】
　比較回路２５は、位置回路２２から入力された位置情報を用いながら、センサ回路８か
ら得た光学画像の各位置の線幅等を測定する。比較回路２５は、測定された光学画像と、
参照回路２７から入力された参照画像について、両画像の線幅や階調値（明るさ）を比較
する。そして、比較回路２５は、例えば、光学画像のパターンと、参照画像のパターンと
の誤差をマスク１の欠陥として検出する。
【００３７】
　ここで、マスク１の欠陥には、リソグラフィ工程において基板に転写される欠陥もあれ
ば、転写されない欠陥もある。パターン検査装置１００は、欠陥が基板に転写されるか否
かを判定する転写性評価機能を有する。転写性評価機能は、転写シミュレータを用いてお
り、露光装置の照明条件やパターンの寸法の入力が必要となる。転写シミュレータは、マ
スク１の欠陥が基板に転写されるか否かを評価するプログラムであり、記憶部３５に格納
されている。転写シミュレータは、一般に入手可能なソフトウェアでよい。
　尚、転写シミュレータは、パターン検査装置１００の外部に格納されていてもよい。こ
の場合、パターン検査装置１００は、外部から転写シミュレータを取り込んで、制御計算
機３０が転写シミュレータに照明条件等を入力し実行すればよい。
【００３８】
　自動認識回路３１は、マスク１の描画パターンの基となる設計データまたはマスク１の
パターンを撮像して得られた光学画像から、マスク１に描画されるパターン形状のうち代
表パターン形状を自動で認識する。自動認識回路３１は、一般的な画像認識ソフトやレイ
アウトアナライザを用いて、描画パターンまたは設計データからパターン形状およびその
寸法を検出すればよい。パターン形状とは、例えば、ホールパターン、縦ラインパターン
、横ラインパターン等のパターン形状の種類を示す。代表パターン形状とは、マスクに描
画されるパターン形状のうち選択された形状であり、例えば、マスク１のパターン形状の
うち占有面積の割合の最も大きなパターン形状である。
　自動認識回路３１は、設計データまたは光学画像に占める各パターン形状の占有面積の
割合を算出し、占有面積の割合の最も大きなパターン形状を代表パターン形状として自動
で抽出する。例えば、光学画像は、フォトダイオードアレイ７の１ショット（例えば、５
１２×５１２ピクセル）の光学画像でよい。設計データは、フォトダイオードアレイ７の
１ショットに対応する設計データでよい。代表パターン形状の占有面積の割合は、フォト
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ダイオードアレイ７の１ショットに占める代表パターン形状の面積比率である。代表パタ
ーン形状の自動認識の方法については、後で説明する。
【００３９】
　尚、いずれのパターン形状にも分類できないようなパターンもある。この場合には、自
動認識回路３１は、その他のパターン形状として取り扱えばよい。
【００４０】
　自動認識回路３１は、様々な寸法を有する代表パターン形状のうち、占有面積の割合の
最も大きな寸法を有するパターンをアンカーパターンとして抽出する。代表パターン形状
は、パターン形状としては同一種類であるが、寸法において異なるパターンを含む。例え
ば、代表パターン形状がホールパターンであっても、その径は異なる場合がある。また、
代表パターン形状が縦ラインパターンまたは横ラインパターンであっても、その線幅は異
なる場合がある。そこで、自動認識回路３１は、代表パターン形状を寸法ごとに区分し、
占有面積の割合の最も大きい寸法のパターンをアンカーパターンとして抽出する。即ち、
アンカーパターンは、占有面積の割合の最も大きな寸法を有する代表パターン形状である
。尚、いずれの寸法の区分にも分類できないような代表パターン形状もある。この場合に
は、自動認識回路３１は、その他の区分として取り扱えばよい。また、アンカーパターン
の自動認識の方法については、後でより詳細に説明する。
【００４１】
　アンカーパターンの寸法はマスクの世代（マスクノード）を示す。マスクノードは、年
々、狭小化されており、例えば、２２ｎｍノードの場合、ライン・アンド・スペースパタ
ーンのハーフピッチが基板上において約２２ｎｍとなる。基板上においてハーフピッチが
約２２ｎｍであり、マスク１の描画パターンが基板への転写パターンの４倍体である場合
、マスク１におけるライン・アンド・スペースパターンのハーフピッチは、約８８ｎｍと
なる。従って、自動認識回路３１は、マスク１上のアンカーパターンの寸法からハーフピ
ッチが約８８ｎｍと判明した場合、マスク１は２２ｎｍノードであると認識する。ハーフ
ピッチは、ライン・アンド・スペースパターンのライン幅とスペース幅との和（１ピッチ
）の半分である。このようなマスクノードに対応するアンカーパターンの寸法も、照明条
件を決定するために転写シミュレータに入力される。
【００４２】
　閾値比較回路３２は、設計データまたは光学画像に占める代表パターン形状の占有面積
の割合を自動認識回路３１から受け取り、代表パターン形状の占有面積の割合を閾値と比
較する。閾値は、例えば、３０％、５０％、７０％等の数値で予め設定され、記憶部３５
に格納されている。
【００４３】
　条件推測回路３３は、代表パターン形状の占有面積の割合と閾値との比較結果を閾値比
較回路３２から受け取り、露光装置でパターンを転写するときの照明条件を推測する。例
えば、代表パターン形状の占有面積の割合が閾値（例えば、７０％）よりも大きい場合、
条件推測回路３３は、そのショットの露光において第１照明条件が用いられるものと推定
する。第１照明条件は、例えば、代表パターン形状に適した特定照明条件である。代表パ
ターン形状の占有面積比率が或る程度大きい場合には、代表パターン形状に適した照明条
件を用いることが好ましいからである。
【００４４】
　一方、代表パターン形状の占有面積の割合が閾値（例えば、７０％）以下の場合、条件
推測回路３３は、そのショットの露光において第２照明条件が用いられるものと推定する
。第２照明条件は、例えば、様々なパターン形状に汎用可能な汎用照明条件である。代表
パターン形状の占有面積比率が左程大きくない場合には、代表パターン形状に拘らず、様
々なパターン形状に汎用可能な照明条件を用いることが好ましいからである。
【００４５】
　第１および第２照明条件は、フォトリソグラフィ工程における露光装置の照明条件であ
る。例えば、代表パターン形状がホールパターンであり、ホールパターンの占有面積の割
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合が７０％よりも大きい場合、条件推測回路３３は、第１照明条件として輪帯照明を用い
ると推測する。輪帯照明は、マスク１に対して全方向から照明するため、ホールパターン
のように方向性の無いパターンに適した照明であるからである。第２照明条件は、第１照
明条件とは異なる条件であり、例えば、様々なパターンに適する照明条件とする。
【００４６】
　制御計算機３０は、照明条件およびアンカーパターンの寸法を、転写シミュレータに入
力する。そして、制御計算機３０は、転写シミュレータを実行する。転写シミュレータの
実行は、転写性評価システム２００が行ってもよい。また、制御計算機３０は、バス２０
に接続された各構成部に対して、マスク１の欠陥検査に関連する各種の制御や処理を実行
する。記憶部３５は、欠陥検査に関連する各種の情報を記憶する。また、上述のとおり、
記憶部３５は、転写シミュレータを格納する。モニタ４１は、欠陥検査に関連する各種の
画像を表示する。プリンタ４２は、欠陥検査に関連する各種の情報を印刷する。
【００４７】
　転写性評価システム２００は、照明条件等を転写シミュレータに入力後、転写シミュレ
ータを実行する。転写性評価システム２００は、パターン検査装置１００の内部に組み込
まれていてもよく、その外部に設けられていてもよい。
【００４８】
　入力情報診断回路３００は、ユーザが照明条件等を転写シミュレータに入力する場合に
、代表パターン形状に基づいて自動認識された照明条件等とユーザによって入力された照
明条件等とを比較する。代表パターン形状に基づいて認識された照明条件等とユーザによ
って入力された照明条件等とに差違がある場合には、入力情報診断回路３００は、その差
違を表示するモニタ４１に表示させる。例えば、自動認識回路３１、閾値比較回路３２お
よび条件推測回路３３において推測された照明条件またはアンカーパターンの寸法がユー
ザによって入力された照明条件またはアンカーパターンの寸法と異なる場合、モニタ４１
は、それらの相違を表示する。ユーザは、モニタ４１を参照して、転写シミュレータへの
入力値を変更してもよく、あるいは、そのままユーザの入力を維持して転写シミュレータ
を実行させてもよい。
【００４９】
（パターン検査方法）
　次に、パターン検査装置１００を用いたパターン検査方法を説明する。
　図２は、第１実施形態によるパターン検査方法の一例を示すフロー図である。本実施形
態において、パターン検査装置１００は、光学画像と参照画像との比較によってマスク１
の欠陥を検査するＤ－ＤＢ(Die to DataBase)検査を行ってもよく、あるいは、或る光学
画像と他の光学画像との比較によってマスク１の欠陥を検査するＤ－Ｄ(Die to Die)検査
を行ってもよい。以下、Ｄ－ＤＢ検査を行うものとして説明を続ける。
【００５０】
　まず、オートローダ９がマスク１をＸＹθテーブル２上にロードし、ＸＹθテーブル２
がマスク１のアライメントを行う（Ｓ１０）。
【００５１】
　次に、マスク１の光学画像を撮像する（Ｓ２０）。例えば、パターン検査装置１００は
、マスク１の検査領域をストライプ状に仮想的に分割し、ステージ系１８０でマスク１を
移動させながらそのストライプに沿って光学系からの光をスキャンする。マスク１からの
反射光は、フォトダイオードアレイ７で光電変換され、センサ回路８においてマスク１の
光学画像が取得される。光学画像は、露光工程によって基板へ転写された転写パターンに
近い画像となる。即ち、光学画像は、描画パターンの外縁が幾分ぼやけ、角部が丸みを帯
び、実際の転写パターンに近い画像となる。
【００５２】
　一方、ステップＳ１０、Ｓ２０と並行してあるいはその前後において、参照画像を生成
する（Ｓ３０）。展開回路２６および参照回路２７は、基板の露光工程における露光条件
をエミュレート（模擬）するために、描画パターンのデータをフィルタ係数で処理するこ
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とによって参照画像を生成する。このフィルタ処理は、参照画像学習工程とも呼ばれる。
このように参照画像学習工程によって露光条件をエミュレートすることによって、基板へ
の転写パターンに近い参照画像が得られる。
【００５３】
　次に、比較回路２５が、光学画像と参照画像とを比較してマスク１の欠陥を検出する（
Ｓ４０）。
【００５４】
　次に、検出された欠陥が基板に転写されるか否かを判定する転写性評価を行う（Ｓ５０
）。転写性評価は、転写シミュレータに露光装置の照明条件等を入力することによって実
行される。以下、転写性評価について説明する。
【００５５】
　図３は、第１実施形態による転写性評価の一例を示すフロー図である。
【００５６】
　まず、自動認識回路３１が、マスク１の描画パターンの基となる設計データまたはマス
ク１のパターンを撮像して得られた光学画像から、マスク１に描画されるパターン形状の
うち代表パターン形状を自動で認識する。以下、図４（Ａ）～図４（Ｃ）を参照して、代
表パターン形状の認識方法をより詳細に説明する。
【００５７】
　図４（Ａ）～図４（Ｃ）は、１ショットの光学画像または１ショット分の設計データを
概念的に示した図である。例えば、光学画像は、フォトダイオードアレイ７を用いて撮像
された１ショット（例えば、５１２×５１２ピクセル）の光学画像でよい。設計データは
、画像に変換（展開）する前のデータであってよい。即ち、設計データを用いる場合、図
４（Ａ）～図４（Ｃ）に示すような画像データに展開することなく、自動認識回路３１は
、パターン形状を設計データにおいて認識すればよい。
【００５８】
　図４（Ａ）～図４（Ｃ）において、領域Ａ１は、ホールパターンの領域を示し、領域Ａ
２は、横ラインパターンの領域を示し、領域Ａ３は、縦ラインパターンの領域を示す。
【００５９】
　自動認識回路３１は、設計データまたは光学画像に占める各パターン形状の占有面積の
割合を算出する（Ｓ５１）。例えば、図４（Ａ）において、ホールパターンの領域Ａ１の
面積の割合は、光学画像または設計データの１ショットのうち約５０％である。横ライン
パターンの領域Ａ２の面積の割合は、上記１ショットのうち約１５％である。縦ラインパ
ターンの領域Ａ３の面積の割合は、上記１ショットのうち約１５％である。その他のパタ
ーンの面積は、上記１ショットのうち約２０％である。
【００６０】
　図４（Ｂ）において、ホールパターンの領域Ａ１の面積の割合は、上記１ショットのう
ち約２０％である。横ラインパターンの領域Ａ２の面積の割合は、上記１ショットのうち
約１５％である。縦ラインパターンの領域Ａ３の面積の割合は、上記１ショットのうち約
５０％である。その他のパターンの面積は、光学画像または設計データの１ショットのう
ち約１５％である。
【００６１】
　図４（Ｃ）において、ホールパターンの領域Ａ１の面積の割合は、上記１ショットのう
ち約２０％である。横ラインパターンの領域Ａ２の面積の割合は、上記１ショットのうち
約４０％である。縦ラインパターンの領域Ａ３の面積の割合は、上記１ショットのうち約
２０％である。その他のパターンの面積は、光学画像または設計データの１ショットのう
ち約２０％である。
【００６２】
　次に、自動認識回路３１は、占有面積の割合の最も大きなパターン形状を代表パターン
形状として抽出する（Ｓ５２）。例えば、図４（Ａ）では、ホールパターンの領域Ａ１の
面積の割合が最大であるので、自動認識回路３１は、ホールパターンを代表パターン形状
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として抽出する。図４（Ｂ）では、縦ラインパターンの領域Ａ３の面積の割合が最大であ
るので、自動認識回路３１は、縦ラインパターンを代表パターン形状として抽出する。図
４（Ｃ）では、横ラインパターンの領域Ａ２の面積の割合が最大であるので、自動認識回
路３１は、横ラインパターンを代表パターン形状として抽出する。
【００６３】
　代表パターン形状の認識の後、あるいは、それと併行して、自動認識回路３１は、代表
パターン形状の寸法または該寸法からアンカーパターンを抽出する（Ｓ５３）。自動認識
回路３１は、代表パターン形状をサイズまたは幅ごとに区分し、占有面積の割合の最も大
きい区分のパターンをアンカーパターンとして抽出する。以下、図５（Ａ）～図５（Ｃ）
を参照して、アンカーパターンの認識方法をより詳細に説明する。
【００６４】
　例えば、図５（Ａ）～図５（Ｃ）は、光学画像または設計データのうち代表パターン形
状の例を示す概念図である。図５（Ａ）は、様々な径を有するホールパターンを代表パタ
ーン形状として示している。図５（Ｂ）は、様々な線幅を有する縦ラインパターンを代表
パターン形状として示している。図５（Ｃ）は、様々な線幅を有する横ラインパターンを
代表パターン形状として示している。
【００６５】
　図５（Ａ）において、領域Ａ１１は、ほぼ等しい第１径を有するホールパターンの領域
を示し、領域Ａ１２は、ほぼ等しい第２径を有するホールパターンの領域を示し、領域Ａ
１３は、ほぼ等しい第３径を有するホールパターンの領域を示している。第１～第３径は
、互いに異なる径であるとする。自動認識回路３１は、代表パターン形状に占める第１～
第３径の各ホールパターンの占有面積の割合を算出する。例えば、図５（Ａ）において、
領域Ａ１１の面積の割合は、代表パターン形状のうち約５０％である。領域Ａ１２の面積
の割合は、代表パターン形状のうち約１５％である。領域Ａ１３の面積の割合は、代表パ
ターン形状のうち約２０％である。その他の面積の割合は、代表パターン形状のうち約１
５％である。
【００６６】
　図５（Ｂ）において、領域Ａ２１は、ほぼ等しい第１線幅を有する縦ラインパターンの
領域を示し、領域Ａ２２は、ほぼ等しい第２線幅を有する縦ラインパターンの領域を示し
、領域Ａ２３は、ほぼ等しい第３線幅を有する縦ラインパターンの領域を示している。第
１～第３線幅は、互いに異なる線幅であるとする。自動認識回路３１は、代表パターン形
状に占める第１～第３線幅の各縦ラインパターンの占有面積の割合を算出する。例えば、
図５（Ｂ）において、領域Ａ２１の面積の割合は、代表パターン形状のうち約２０％であ
る。領域Ａ２２の面積の割合は、代表パターン形状のうち約１５％である。領域Ａ２３の
面積の割合は、代表パターン形状のうち約５０％である。その他の面積の割合は、代表パ
ターン形状のうち約１５％である。
【００６７】
　図５（Ｃ）において、領域Ａ３１は、ほぼ等しい第４線幅を有する横ラインパターンの
領域を示し、領域Ａ３２は、ほぼ等しい第５線幅を有する横ラインパターンの領域を示し
、領域Ａ３３は、ほぼ等しい第６線幅を有する横ラインパターンの領域を示している。第
４～第６線幅は、互いに異なる線幅であるとする。自動認識回路３１は、代表パターン形
状に占める第４～第６線幅の各横ラインパターンの占有面積の割合を算出する。例えば、
図５（Ｃ）において、領域Ａ３１の面積の割合は、代表パターン形状のうち約２０％であ
る。領域Ａ３２の面積の割合は、代表パターン形状のうち約４０％である。領域Ａ３３の
面積の割合は、代表パターン形状のうち約２０％である。その他の面積の割合は、代表パ
ターン形状のうち約２０％である。
【００６８】
　次に、自動認識回路３１は、占有面積の割合の最も大きな寸法の代表パターン形状をア
ンカーパターンとして抽出する。例えば、図５（Ａ）では、領域Ａ１１の面積の割合が最
大であるので、自動認識回路３１は、領域Ａ１１のホールパターンをアンカーパターンと
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して抽出する。図５（Ｂ）では、領域Ａ２３の面積の割合が最大であるので、自動認識回
路３１は、領域Ａ２３の縦ラインパターンをアンカーパターンとして抽出する。図５（Ｃ
）では、領域Ａ３２の面積の割合が最大であるので、自動認識回路３１は、領域Ａ３２の
横ラインパターンをアンカーパターンとして抽出する。
【００６９】
　次に、自動認識回路３１は、アンカーパターンの寸法を認識する（Ｓ５５）。
【００７０】
　次に、閾値比較回路３２が、設計データまたは光学画像に占める代表パターン形状の占
有面積の割合を自動認識回路３１から受け取り、代表パターン形状の占有面積の割合を閾
値と比較する（Ｓ５６）。例えば、代表パターン形状の占有面積の割合が閾値よりも大き
い場合（Ｓ５６のＹＥＳ）、条件推測回路３３は、そのショットの露光において、第１照
明条件が用いられると推定する（Ｓ５７）。一方、代表パターン形状の占有面積の割合が
閾値以下の場合（Ｓ５６のＮＯ）、条件推測回路３３は、そのショットの露光において、
第２照明条件が用いられると推定する（Ｓ５８）。
【００７１】
　次に、制御計算機３０は、照明条件およびアンカーパターンの寸法を、転写シミュレー
タに入力する（Ｓ５９）。そして、制御計算機３０は、転写シミュレータを実行する（Ｓ
６０）。これにより、検出された欠陥が基板に転写されるか否かを判定することができる
。尚、マスク１の描画パターンが基板への転写パターンのｎ倍体である場合、転写シミュ
レータに入力されるアンカーパターンの寸法は、マスク１の描画パターンの１／ｎとなる
。
【００７２】
　このように、本実施形態によれば、パターン検査装置１００は、半導体製造における露
光工程の照明条件等を自動認識し、その照明条件等を転写シミュレータへ自動で入力し、
該転写シミュレータを実行することができる。これにより、半導体デバイスメーカから露
光工程における照明条件等の情報が入手できない場合であっても、パターン検査装置１０
０は、照明条件等を自動で認識し、自動で転写シミュレータを実行することができる。そ
の結果、ユーザの入力作業や入力情報の確認作業が不要となり、転写性評価の時間（ＴＡ
Ｔ（Turn Around Time）が短縮される。
【００７３】
（第２実施形態）
　第１実施形態では、パターン検査装置１００は、照明条件等を自動で認識し、照明条件
等を自動で転写シミュレータに入力している。これに対し、第２実施形態では、パターン
検査装置１００が照明条件等を自動で認識しつつ、ユーザが照明条件等を転写シミュレー
タに入力する。この場合、入力情報診断回路３００が、代表パターン形状に基づいて認識
された照明条件等と、ユーザによって入力された照明条件等とを比較する。もし、両者に
差違があった場合、モニタ４１がその差違を表示する。これにより、ユーザは、入力ミス
を容易に発見することができる。
【００７４】
　例えば、半導体デバイスメーカから露光工程における照明条件等の情報が入手できた場
合に、ユーザは、その照明条件等を転写シミュレータに手動で入力することができる。こ
の場合、入力情報診断回路３００は、パターン検査装置１００において自動で認識された
照明条件等と、ユーザによって入力された照明条件等とを比較する。これにより、ユーザ
による入力ミスを発見することができる。これは、転写性評価の信頼性の向上に繋がる。
【００７５】
（第３実施形態）
　照明条件等を自動認識するために用いられる光学画像は、マスク１の全ストライプの光
学画像である必要は必ずしもない。
【００７６】
　図６は、第３実施形態によるマスク１のストライプの例を示す概念図である。マスク１
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には、６つのダイＤが描画されている。パターン検査装置１００は、マスク１をストライ
プＳＴ１～ＳＴ１４に仮想的に分割して撮像する。通常、ステージ系１８０は、光学系１
５０からの光を或るストライプ（第１ストライプ）に沿って走査させるようにマスク１を
移動させる。それと同時に、光学系１５０は第１ストライプの光学画像を撮像する。次の
ストライプ（第２ストライプ）を撮像するときには、ステージ系１８０は、第２ストライ
プの端部に移動し、同様に、光学系１５０からの光を第２ストライプに沿って走査させる
ようにマスク１を移動させる。それと同時に、光学系１５０が第２ストライプの光学画像
を撮像する。マスク１の全体の光学画像を取得するためには、ステージ系１８０は、光学
系１５０からの光を全ストライプに沿って走査させるようにマスク１を移動させる必要が
ある。
【００７７】
　しかし、照明条件を自動認識するときには、光学系１５０は、離散的（間欠的）にスト
ライプを撮像してもよい。この場合、ステージ系１８０は、１または複数のストライプに
沿ってマスク１を撮像すると、その撮像されたストライプに隣接する１または複数のスト
ライプをスキップして、光学系１５０からの光を離間したストライプへ移動させる。これ
により、光学系１５０は、マスク１のダイのみに対応する離散的なストライプを撮像する
ことができる。例えば、光学系１５０は、図６のストライプＳＴ２～ＳＴ６、ＳＴ９～Ｓ
Ｔ１３を撮像し、ストライプＳＴ１、ＳＴ７、ＳＴ８、ＳＴ１４についてはスキップする
。この場合、マスク１のダイ部分のみを撮像すれば足りるので、転写性評価のターンアラ
ウンドタイムの短縮に繋がる。第３実施形態のその他の構成および動作は、第１実施形態
のそれらと同様である。従って、第３実施形態は、第１実施形態と同様の効果を得ること
ができる。
【００７８】
　本実施形態によるパターン検査装置におけるデータ処理方法の少なくとも一部は、ハー
ドウェアで構成してもよいし、ソフトウェアで構成してもよい。ソフトウェアで構成する
場合には、データ処理方法の少なくとも一部の機能を実現するプログラムをフレキシブル
ディスクやＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に収納し、コンピュータに読み込ませて実行させて
もよい。記録媒体は、磁気ディスクや光ディスク等の着脱可能なものに限定されず、ハー
ドディスク装置やメモリなどの固定型の記録媒体でもよい。また、データ処理方法の少な
くとも一部の機能を実現するプログラムを、インターネット等の通信回線（無線通信も含
む）を介して頒布してもよい。さらに、同プログラムを暗号化したり、変調をかけたり、
圧縮した状態で、インターネット等の有線回線や無線回線を介して、あるいは記録媒体に
収納して頒布してもよい。
【００７９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００８０】
１００　パターン検査装置、２００　転写性評価システム、３００　入力情報診断回路、
２　ＸＹθテーブル、３　光源、４　偏光ビームスプリッタ、５　光学レンズ、７　フォ
トダイオードアレイ、８　センサ回路、９　オートローダ、１０Ａ　Ｘ軸モータ、１０Ｂ
　Ｙ軸モータ、１０Ｃ　θ軸モータ、１２　レーザ測長システム、３０　制御計算機、１
５　オートローダ制御回路、１７　テーブル制御回路、１８　オートフォーカス制御回路
、２２　位置回路、２５　比較回路、２６　展開回路、２７　参照回路、３１　自動認識
回路、３２　閾値比較回路、３３　条件推測回路、３５　記憶部、４１　モニタ、４２　
プリンタ
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