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(57)【要約】
　ウェハを検査するように構成されたシステムが提供さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェハを検査するように構成されたシステムであって、
　前記ウェハ上で複数の照明エリアを、前記エリアのそれぞれの間に照明フラックスが実
質的に存在しない状態で同時に形成するように構成された照明サブシステムと、
　前記ウェハ内で前記複数の照明エリアをスキャンするように構成されたスキャンサブシ
ステムと、
　前記エリアのそれぞれから散乱される光を同時かつ別々に２以上のセンサに結像するよ
うに構成された収集サブシステムであって、前記２以上のセンサの特性は、前記散乱光が
前記２以上のセンサの間のギャップに結像されないように選択され、前記２以上のセンサ
は、前記散乱光に対する出力を生成する、収集サブシステムと、
　前記２以上のセンサの前記出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出するように構成さ
れたコンピュータサブシステムとを備えるシステム。
【請求項２】
　前記複数の照明エリアのそれぞれは、前記ウェハ上に長方形形状を有する請求項１に記
載のシステム。
【請求項３】
　前記照明サブシステムは、複数の光源によって生成される複数の光ビームを使用して前
記ウェハ上に前記複数の照明エリアを形成する請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記照明サブシステムは、単一の光ビームから生成される複数の光ビームを使用して前
記ウェハ上に前記複数の照明エリアを形成する請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数の照明エリアは、前記ウェハ上で互いに重なり合わない請求項１に記載のシス
テム。
【請求項６】
　前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される、前記エリアのそ
れぞれから散乱される光を同時かつ別々に分割するように構成された光学素子をさらに備
え、前記２以上のセンサは、前記異なるセグメントの１つのセグメントを検出するように
さらに構成され、システムは、前記異なるセグメントの別のセグメントを検出するように
構成された別の２以上のセンサをさらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記２以上のセンサによって検出される前記異なるセグメントの前記１つのセグメント
、および、前記他の２以上のセンサによって検出される前記異なるセグメントの前記他の
セグメントに応じて、前記光学素子を変更または置換するようにさらに構成される請求項
６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される、前記エリアのそ
れぞれから散乱される光を同時かつ別々に分割するように構成された光学素子をさらに備
え、前記２以上のセンサは、前記２以上のセンサの１つの部分を使用して前記異なるセグ
メントの１つのセグメントを検出し、前記２以上のセンサの異なる部分を使用して前記異
なるセグメントの別のセグメントを検出するようにさらに構成され、前記２以上のセンサ
の前記１つの部分および前記他の部分は、互いに重なり合わず、かつ、前記２以上のセン
サ上で隣接しない請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記収集サブシステムは、完全には回折制限されない解像度を有する散乱光コレクタを
備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　蛍光輝度増倍管を含むさらなる２以上のセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは
、前記エリアのそれぞれから前記さらなる２以上のセンサに散乱する前記光を同時かつ別
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々に結像するようにさらに構成され、前記さらなる２以上のセンサは、前記散乱光に対す
るさらなる出力を生成し、前記コンピュータサブシステムは、前記２以上のセンサにおい
てセンサ電子雑音が合計チャネル雑音で優勢となる場合、前記出力の代わりに前記さらな
る出力を使用して、前記ウェハ上の欠陥を検出するようにさらに構成される請求項１に記
載のシステム。
【請求項１１】
　光子計数のために構成されるさらなる２以上のセンサをさらに備え、前記収集サブシス
テムは、前記エリアのそれぞれから前記さらなる２以上のセンサに散乱する光を同時かつ
別々に分割するようにさらに構成され、前記さらなる２以上のセンサは、前記散乱光に対
するさらなる出力を生成し、前記コンピュータサブシステムは、前記さらなる出力を使用
して前記ウェハ上の欠陥を検出するようにさらに構成される請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記照明サブシステムは、光のパ
ルスを使用して前記複数の照明エリアを同時に形成するようにさらに構成され、前記ウェ
ハ上の前記エリアに導かれる前記光のパルスは、前記光のパルスの継続時間にわたって空
間的に変動せず、前記光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する請求
項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記照明サブシステムは、前記レーザに結合したビーム整形光学素子をさらに備える請
求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記照明サブシステムは、光のパ
ルスを使用して前記複数の照明エリアを同時に形成するようにさらに構成され、前記ウェ
ハ上の前記エリアに導かれる前記光のパルスは、前記光のパルスの継続時間にわたって実
質的に一定の強度を有する請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記収集サブシステムと前記２以上のセンサとの間に配置された微小電気機械システム
ベースの光スイッチングデバイスをさらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　さらなる２以上のセンサをさらに備え、前記照明サブシステムは、光のパルスを使用し
て前記複数の照明エリアを同時に形成するようにさらに構成され、前記エリアのそれぞれ
から散乱される光は散乱光のパルスを含み、前記光スイッチングデバイスは、前記光のパ
ルスの第１の集合によって生成される前記散乱光のパルスの第１の集合を前記２以上のセ
ンサに、そして、前記光のパルスの前記第１の集合に続いて、前記光のパルスの第２の集
合によって生成される前記散乱光のパルスの第２の集合を前記さらなる２以上のセンサに
導くように構成されている請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記照明サブシステムは、光のパルスを使用して前記複数の照明エリアを同時に形成す
るようにさらに構成され、前記エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパルスを
含み、前記光スイッチングデバイスは、前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグ
メントで収集される、前記エリアのそれぞれからの散乱光のパルスを同時かつ別々に分割
するように構成され、前記光スイッチングデバイスは、前記光のパルスの第１の集合によ
って生成される前記散乱光のパルスの第１の集合の前記異なるセグメントの１つのセグメ
ントだけを前記２以上のセンサに導き、次に、前記光のパルスの前記第１の集合に続いて
、前記光のパルスの第２の集合によって生成される前記散乱光のパルスの第２の集合の前
記異なるセグメントの別のセグメントだけを前記２以上のセンサに導くようにさらに構成
される請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記照明サブシステムは、光のパルスを使用して前記複数の照明エリアを同時に形成す
るようにさらに構成され、前記エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパルスを
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含み、前記２以上のセンサは、前記光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間
を有する前記散乱光のパルスだけを検出する請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記所定到達時間を有する前記散乱光のパルスは、蛍光または光ルミネセンスを含む請
求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記照明サブシステムは、光のパルスを使用して前記複数の照明エリアを同時に形成す
るようにさらに構成され、前記エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパルスを
含み、前記スキャンサブシステムは、前記ウェハを回転させることによって前記ウェハ内
で前記光のパルスをスキャンするようにさらに構成され、前記光のパルスが前記ウェハの
中心領域を横切ってスキャンされるとき、前記照明サブシステムは、前記光のパルスが前
記中心領域を外れて前記ウェハ内でスキャンされるときに比べてより頻繁でなく前記ウェ
ハ上の前記複数の照明エリアに前記光のパルスを同時に導くようにさらに構成される請求
項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記照明サブシステムは、光のパルスを使用して前記複数の照明エリアを同時に形成す
るようにさらに構成され、前記エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパルスを
含み、前記スキャンサブシステムは、前記ウェハを回転させ並進させることによって前記
ウェハ内で前記光のパルスをスキャンするようにさらに構成され、前記２以上のセンサは
エリアセンサを備え、前記光のパルスが前記ウェハの中心領域を横切ってスキャンされる
ときに、前記スキャンサブシステムは、前記ウェハ内で前記光のパルスを１以上の非湾曲
直線でスキャンし、前記光のパルスが前記中心領域を外れて前記ウェハ内でスキャンされ
るとき、前記スキャンサブシステムは、前記ウェハ内で前記光のパルスをスパイラル式に
スキャンする請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　ウェハを検査するように構成されたシステムであって、
　前記ウェハ上の実質的に同じエリアに複数の光ビームを導くように構成された照明サブ
システムであって、前記複数の光ビームは、実質的に同じ波長特性および偏光特性を有す
る、照明サブシステムと、
　前記ウェハ内で前記複数の光ビームをスキャンするように構成されたスキャンサブシス
テムと、
　前記ウェハ上の実質的に同じエリアからセンサに散乱する光を結像するように構成され
た収集サブシステムであって、前記センサは、前記散乱光に対する出力を生成する、収集
サブシステムと、
　前記センサの前記出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出するように構成されたコン
ピュータサブシステムとを備えるシステム。
【請求項２３】
　前記複数の光ビームは、実質的に同じ極角度および異なる方位角度で前記ウェハ上の実
質的に同じエリアに導かれる請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記複数の光ビームは、前記ウェハ上の実質的に同じエリアに同時に導かれる請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記複数の光ビームはレーザビームである請求項２２に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記複数の光ビームは、前記ウェハ上の実質的に同じエリアをエリア照明モードで照明
する請求項２２に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアは、５０ミクロンより長い横寸法を有する請求
項２２に記載のシステム。
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【請求項２８】
　前記複数の光ビームはパルス状光ビームであり、前記照明サブシステムは、前記複数の
光ビームの１つの光ビームを、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに、前記照明サブ
システムによって前記実質的に同じエリアに導かれる前記複数の光ビームの別の光ビーム
より遅れて導くようにさらに構成され、それにより、前記複数の光ビームによって前記ウ
ェハ上に入射するピークパルスパワーは、前記複数の光ビームが前記ウェハ上の前記実質
的に同じエリアに同時に導かれた場合に比べて小さい請求項２２に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記複数の光ビームはパルス状光ビームであり、前記照明サブシステムは、前記複数の
光ビームの１つの光ビームを、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに、前記照明サブ
システムによって前記実質的に同じエリアに導かれる前記複数の光ビームの別の光ビーム
より遅れて導くようにさらに構成され、それにより、前記パルス状光ビームは、前記パル
ス状光ビームのそれぞれより長い継続時間を有する光の１つの連続パルスとして前記実質
的に同じエリアを照明する請求項２２に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記複数の光ビームはパルス状光ビームであり、前記照明サブシステムは、前記複数の
光ビームの第１の光ビームを、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに、前記照明サブ
システムによって前記実質的に同じエリアに導かれる前記複数の光ビームの第２の光ビー
ムより時間的に早く導くようにさらに構成され、前記複数の光ビームの前記第１の光ビー
ムおよび前記第２の光ビームは前記ウェハ上で互いに異なる形状およびサイズを有し、前
記コンピュータサブシステムは、前記複数の光ビームの前記第１の光ビームによる照明に
起因する前記実質的に同じエリアからの前記散乱光に対する前記出力を使用して、前記複
数の光ビームの前記第２の光ビームが、前記実質的に同じエリアに導かれるべきかどうか
を判定するようにさらに構成される請求項２２に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを備え、前記コンピュータサブシステム
は、前記複数の光ビームの前記第２の光ビームが前記実質的に同じエリアに導かれるべき
でないと判定する場合、前記複数の光ビームの前記第２の光ビームが前記実質的に同じエ
リアを照明することを防止する請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記複数の光ビームはパルス状光ビームであり、前記照明サブシステムは、前記複数の
光ビームの第１の光ビームを、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに、前記照明サブ
システムによって前記実質的に同じエリアに導かれる前記複数の光ビームの第２の光ビー
ムより時間的に早く導くようにさらに構成され、前記複数の光ビームの前記第１の光ビー
ムおよび前記第２の光ビームは前記ウェハ上で互いに異なる形状およびサイズを有し、前
記コンピュータサブシステムは、前記複数の光ビームの前記第１の光ビームによる照明に
起因する前記実質的に同じエリアからの前記散乱光に対する前記出力を使用して、前記実
質的に同じエリアに導かれるべき前記複数の光ビームの前記第２の光ビームのパワーを決
定する請求項２２に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを備え、前記コンピュータサブシステム
は、前記決定されたパワーに基づいて前記Ｑスイッチ式レーザのパワーを減衰させる請求
項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記コンピュータサブシステムは、前記実質的に同じエリアに実際に導かれる前記複数
の光ビームの前記第２の光ビームのパワーを監視し、前記実質的に同じエリアに導かれる
前記パワーに基づいてシステムの１以上のパラメータを変更して、前記実質的に同じエリ
アに実際に導かれる前記複数の光ビームの前記第２の光ビームの前記パワーを正規化する
ようにさらに構成される請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
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　前記複数の光ビームは、前記照明サブシステムの１つだけの単一レーザによって生成さ
れる請求項２２に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記複数の光ビームは、前記照明サブシステムの複数のレーザによって生成される請求
項２２に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記複数の光ビームは、前記照明サブシステムの光源によって生成される１つの光ビー
ム、および、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアから反射される光を収集し、前記収
集される反射光を、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに戻るように導くことによっ
て形成される別の光ビームを含む請求項２２に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記照明サブシステムは、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに導かれる前記複数
の光ビームを時間の関数として変動させるようにさらに構成され、前記収集サブシステム
は、前記ウェハ上の複数のエリアから前記センサに散乱する光を結像するようにさらに構
成され、前記センサおよび前記照明サブシステムの光源は、互いに同期してゲート制御さ
れる請求項２２に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記複数の光ビームは、異なる方位角度、異なる極角度、または異なる方位角度と極角
度で前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに導かれる請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記照明サブシステムは、前記複数の光ビームの波長特性および偏光特性を変更するよ
うにさらに構成され、時間の関数として前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに導かれ
る前記複数の光ビームは、互いに異なる波長特性、互いに異なる偏光特性、または、互い
に異なる波長特性と偏光特性を有する請求項３８に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される前記散乱光を分離
するように構成された光学素子をさらに備え、前記センサは、前記異なるセグメントの１
つのセグメントを検出するようにさらに構成され、システムは、前記異なるセグメントの
別のセグメントを検出するように構成された別のセンサをさらに備える請求項２２に記載
のシステム。
【請求項４２】
　前記センサによって検出される前記異なるセグメントの前記１つのセグメントおよび前
記他のセンサによって検出される前記異なるセグメントの前記他のセグメントに応じて、
前記光学素子を変更または置換するようにさらに構成される請求項４１に記載のシステム
。
【請求項４３】
　前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される前記散乱光を分離
するように構成された光学素子をさらに備え、前記センサは、前記センサの１つの部分を
使用して前記異なるセグメントの１つのセグメントを検出し、前記センサの異なる部分を
使用して前記異なるセグメントの別のセグメントを検出するようにさらに構成され、前記
センサの前記１つの部分および前記他の部分は、互いに重なり合わず、前記センサ上で隣
接しない請求項２２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記収集サブシステムは、完全には回折制限されない解像度を有する散乱光コレクタを
備える請求項２２に記載のシステム。
【請求項４５】
　蛍光輝度増倍管を含むさらなるセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは、前記ウ
ェハ上の前記実質的に同じエリアから前記さらなるセンサに散乱する光を結像するように
さらに構成され、前記さらなるセンサは、前記散乱光に対するさらなる出力を生成し、前
記コンピュータサブシステムは、前記センサにおいてセンサ電子雑音が合計チャネル雑音
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で優勢となる場合、前記出力の代わりに前記さらなる出力を使用して、前記ウェハ上の欠
陥を検出するようにさらに構成される請求項２２に記載のシステム。
【請求項４６】
　光子計数のために構成されるさらなるセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは、
前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアから前記さらなるセンサに散乱する光を結像する
ようにさらに構成され、前記さらなるセンサは、前記散乱光に対するさらなる出力を生成
し、前記コンピュータサブシステムは、前記さらなる出力を使用して、前記ウェハ上の欠
陥を検出するようにさらに構成される請求項２２に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記複数の光ビームは光のパルス
を含み、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに導かれる前記光のパルスは、前記光の
パルスの継続時間にわたって空間的に変動せず、前記光のパルスの継続時間にわたって実
質的に一定の強度を有する請求項２２に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記照明サブシステムは、前記レーザに結合したビーム整形光学素子をさらに備える請
求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記複数の光ビームは光のパルス
を含み、前記ウェハ上の前記実質的に同じエリアに導かれる前記光のパルスは、前記光の
パルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する請求項２２に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記収集サブシステムと前記センサとの間に配置された微小電気機械システムベースの
光スイッチングデバイスをさらに備える請求項２２に記載のシステム。
【請求項５１】
　少なくとも１つのさらなるセンサをさらに備え、前記複数の光ビームは光のパルスを含
み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記光スイッチングデバイスは、前記光のパル
スの第１の集合によって生成される前記散乱光のパルスの第１の散乱光のパルスを前記セ
ンサに、そして、前記光のパルスの前記第１の集合に続いて、前記光のパルスの第２の集
合によって生成される前記散乱光のパルスの第２の散乱光のパルスを前記少なくとも１つ
さらなるのセンサに導くように構成されている請求項５０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記複数の光ビームは光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記光
スイッチングデバイスは、前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集
される前記散乱光を分離するように構成され、前記光スイッチングデバイスは、前記光の
パルスの第１の集合によって生成される前記散乱光のパルスの前記異なるセグメントの１
つのセグメントだけを前記センサに導き、次に、前記光のパルスの前記第１の集合に続い
て、前記光のパルスの第２の集合によって生成される前記散乱光のパルスの前記異なるセ
グメントの別の１つのセグメントだけを前記センサに導くように構成されている請求項５
０に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記複数の光ビームは光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記セ
ンサは、前記光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を有する前記散乱光の
パルスだけを検出する請求項２２に記載のシステム。
【請求項５４】
　所定到達時間を有する前記散乱光のパルスは、蛍光または光ルミネセンスを含む請求項
５３に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記複数の光ビームは光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記ス
キャンサブシステムは、前記ウェハを回転させることによって前記ウェハ内で前記光のパ
ルスをスキャンするようにさらに構成され、前記光のパルスが前記ウェハの中心領域を横
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切ってスキャンされるとき、前記照明サブシステムは、前記光のパルスが前記中心領域を
外れて前記ウェハ内でスキャンされるときに比べてより頻繁でなく前記ウェハ上の前記実
質的に同じエリアに前記光のパルスを導くようにさらに構成される請求項２２に記載のシ
ステム。
【請求項５６】
　前記複数の光ビームは光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記ス
キャンサブシステムは、前記ウェハを回転させ並進させることによって前記ウェハ内で前
記光のパルスをスキャンするようにさらに構成され、前記センサはエリアセンサを備え、
前記光のパルスが前記ウェハの中心領域を横切ってスキャンされるときに、前記スキャン
サブシステムは、前記ウェハ内で前記光のパルスを１以上の非湾曲直線でスキャンし、前
記光のパルスが前記中心領域を外れて前記ウェハ内でスキャンされるとき、前記スキャン
サブシステムは、前記ウェハ内で前記光のパルスをスパイラル式にスキャンする請求項２
２に記載のシステム。
【請求項５７】
　ウェハを検査するように構成されたシステムであって、
　複数のパルス状光ビームの第１のパルス状光ビームを、前記ウェハ上のエリアに、前記
照明サブシステムによって前記エリアに導かれる前記複数のパルス状光ビームの第２のパ
ルス状光ビームより時間的に早く導くように構成された照明サブシステムであって、前記
複数のパルス状光ビームの前記第１のパルス状光ビームおよび前記第２のパルス状光ビー
ムは前記ウェハ上で互いに異なる形状およびサイズを有し、前記複数のパルス状光ビーム
の前記第１のパルス状光ビームおよび前記第２のパルス状光ビームは、互いに異なる波長
、互いに異なる偏光、または、互いに異なる波長と偏光を有する、照明サブシステムと、
　前記ウェハ内で前記複数のパルス状光ビームをスキャンするように構成されたスキャン
サブシステムと、
　前記ウェハ上の前記エリアから１以上のセンサに散乱する光を結像するように構成され
た収集サブシステムであって、前記１以上のセンサは、前記散乱光に対する出力を生成す
る、収集サブシステムと、
　前記１以上のセンサの前記出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出し、前記複数のパ
ルス状光ビームの前記第１のパルス状光ビームによる照明に起因する前記エリアからの前
記散乱光に対する前記出力を使用して、前記エリアに導かれるべき前記複数のパルス状光
ビームの前記第２のパルス状光ビームのパワーを決定するように構成されたコンピュータ
サブシステムとを備えるシステム。
【請求項５８】
　前記照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを備え、前記コンピュータサブシステム
は、前記決定されたパワーに基づいて前記Ｑスイッチ式レーザのパワーを減衰させる請求
項５７に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを備え、前記決定されたパワーがゼロで
ある場合、前記コンピュータサブシステムは、前記Ｑスイッチ式レーザが、前記エリアを
照明することになる前記複数のパルス状光ビームの前記第２のパルス状光ビームを生成す
ることを防止する請求項５７に記載のシステム。
【請求項６０】
　前記コンピュータサブシステムは、前記エリアに実際に導かれる前記複数のパルス状光
ビームの前記第２のパルス状光ビームのパワーを監視し、前記エリアに導かれる前記パワ
ーに基づいてシステムの１以上のパラメータを変更して、前記エリアに実際に導かれる前
記複数のパルス状光ビームの前記第２のパルス状光ビームの前記パワーを正規化するよう
にさらに構成される請求項５７に記載のシステム。
【請求項６１】
　ウェハを検査するように構成されたシステムであって、
　前記ウェハ上のエリアに光のパルスを導くように構成された照明サブシステムと、
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　前記ウェハ内で前記光のパルスをスキャンするように構成されたスキャンサブシステム
と、
　前記ウェハ上の前記エリアからセンサに散乱する光のパルスを結像するように構成され
た収集サブシステムであって、前記センサは、前記センサの全エリア上に結像されうる前
記散乱光のパルスの数より少ない数の前記散乱光のパルスを積分するように構成され、前
記センサは、前記積分された散乱光のパルスに対する出力を生成するように構成された、
収集サブシステムと、
　前記センサによって生成される前記出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出するよう
に構成されたコンピュータサブシステムとを備えるシステム。
【請求項６２】
　前記スキャンサブシステムは、前記ウェハを回転させ並進させることによって前記ウェ
ハ内で前記光のパルスを同時にスキャンするようにさらに構成され、前記センサは、ピク
セルの長方形アレイを備える請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記センサによって積分される前記ある数のパルスは、前記散乱光の１つのパルスであ
り、前記センサは、前記散乱光の前記１つのパルスの継続時間の間、積分し、次に、前記
散乱光の前記１つのパルスに対する任意の電荷を前記センサから転送する請求項６１に記
載のシステム。
【請求項６４】
　前記収集サブシステムは、前記散乱光のパルスの１つのパルス内の前記散乱光の全てを
、前記センサの１つのピクセルだけに結像するように構成された１以上のアナモルフィッ
ク光学素子を備える請求項６１に記載のシステム。
【請求項６５】
　前記センサは、前記散乱光のパルスの継続時間の間、一方向に積分し、前記散乱光の前
記パルスに対する任意の電荷を前記センサから双方向に転送する請求項６１に記載のシス
テム。
【請求項６６】
　前記センサは、蛍光輝度増倍管およびエリアセンサを備え、前記センサは、前記散乱光
のパルスの継続時間の間でかつ前記散乱光の前記パルスに対応する前記蛍光輝度増倍管の
全ての蛍光エネルギーが完全に減衰するまで積分する請求項６１に記載のシステム。
【請求項６７】
　前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される前記散乱光の前記
パルスを分離するように構成された光学素子をさらに備え、前記センサは、前記異なるセ
グメントの１つのセグメントを検出するようにさらに構成され、システムは、前記異なる
セグメントの別のセグメントを検出するように構成された別のセンサをさらに備える請求
項６１に記載のシステム。
【請求項６８】
　前記センサによって検出される前記異なるセグメントの前記１つのセグメントおよび前
記他のセンサによって検出される前記異なるセグメントの前記他のセグメントに応じて、
前記光学素子を変更または置換するようにさらに構成される請求項６７に記載のシステム
。
【請求項６９】
　前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される前記散乱光の前記
パルスを分離するように構成された光学素子をさらに備え、前記センサは、前記センサの
１つの部分を使用して前記異なるセグメントの１つのセグメントを検出し、前記センサの
異なる部分を使用して前記異なるセグメントの別のセグメントを検出するようにさらに構
成され、前記センサの前記１つの部分および前記他の部分は、互いに重なり合わず、前記
センサ上で隣接しない請求項６１に記載のシステム。
【請求項７０】
　前記収集サブシステムは、完全には回折制限されない解像度を有する散乱光コレクタを
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備える請求項６１に記載のシステム。
【請求項７１】
　蛍光輝度増倍管を含むさらなるセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは、前記ウ
ェハ上の前記エリアから前記さらなるセンサに散乱する前記光のパルスを結像するように
さらに構成され、前記さらなるセンサは、前記散乱光のパルスに対するさらなる出力を生
成し、前記コンピュータサブシステムは、前記センサにおいてセンサ電子雑音が合計チャ
ネル雑音で優勢となる場合、前記出力の代わりに前記さらなる出力を使用して、前記ウェ
ハ上の欠陥を検出するようにさらに構成される請求項６１に記載のシステム。
【請求項７２】
　光子計数のために構成されるさらなるセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは、
前記ウェハ上の前記エリアから前記さらなるセンサに散乱する前記光のパルスを結像する
ようにさらに構成され、前記さらなるセンサは、前記散乱光のパルスに対するさらなる出
力を生成し、前記コンピュータサブシステムは、前記さらなる出力を使用して、前記ウェ
ハ上の欠陥を検出するようにさらに構成される請求項６１に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記ウェハ上の前記エリアに導か
れる前記光のパルスは、前記光のパルスの継続時間にわたって空間的に変動せず、前記光
のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する請求項６１に記載のシステム
。
【請求項７４】
　前記照明サブシステムは、前記レーザに結合したビーム整形光学素子をさらに備える請
求項７３に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記ウェハ上の前記エリアに導か
れる前記光のパルスは、前記光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有す
る請求項６１に記載のシステム。
【請求項７６】
　前記収集サブシステムと前記センサとの間に配置された微小電気機械システムベースの
光スイッチングデバイスをさらに備える請求項６１に記載のシステム。
【請求項７７】
　少なくとも１つのさらなるセンサをさらに備え、前記光スイッチングデバイスは、前記
光のパルスの第１の光のパルスによって生成される前記散乱光のパルスの第１の散乱光の
パルスを前記センサに、そして、前記光のパルスの前記第１の光のパルスに続いて、前記
光のパルスの第２の光のパルスによって生成される前記散乱光のパルスの第２の散乱光の
パルスを前記少なくとも１つさらなるのセンサに導くように構成されている請求項７６に
記載のシステム。
【請求項７８】
　前記光スイッチングデバイスは、前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメン
トで収集される前記散乱光のパルスを分離するように構成され、前記光スイッチングデバ
イスは、前記光のパルスの第１の光のパルスによって生成される前記散乱光の前記異なる
セグメントの１つのセグメントだけを前記センサに導き、次に、前記第１の光のパルスに
続いて、前記光のパルスの第２の光のパルスによって生成される前記散乱光の前記異なる
セグメントの別の１つのセグメントだけを前記センサに導くように構成されている請求項
７６に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記センサは、前記光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を有する前記
散乱光のパルスだけを検出する請求項６１に記載のシステム。
【請求項８０】
　所定到達時間を有する前記散乱光のパルスは、蛍光または光ルミネセンスを含む請求項
７９に記載のシステム。
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【請求項８１】
　前記スキャンサブシステムは、前記ウェハを回転させることによって前記ウェハ内で前
記光のパルスをスキャンするようにさらに構成され、前記光のパルスが前記ウェハの中心
領域を横切ってスキャンされるとき、前記照明サブシステムは、前記光のパルスが前記中
心領域を外れて前記ウェハ内でスキャンされるときに比べてより頻繁でなく前記ウェハ上
の前記エリアに前記光のパルスを導くようにさらに構成される請求項６１に記載のシステ
ム。
【請求項８２】
　前記スキャンサブシステムは、前記ウェハを回転させ並進させることによって前記ウェ
ハ内で前記光のパルスをスキャンするようにさらに構成され、前記センサはエリアセンサ
を備え、前記光のパルスが前記ウェハの中心領域を横切ってスキャンされるときに、前記
スキャンサブシステムは、前記ウェハ内で前記光のパルスを１以上の非湾曲直線でスキャ
ンし、前記光のパルスが前記中心領域を外れて前記ウェハ内でスキャンされるとき、前記
スキャンサブシステムは、前記ウェハ内で前記光のパルスをスパイラル式にスキャンする
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８３】
　ウェハを検査するように構成されたシステムであって、
　ウェハ上のエリアに光を導くように構成された照明サブシステムと、
　前記ウェハ内で光をスキャンするように構成されたスキャンサブシステムと、
　前記ウェハ上の前記エリアからセンサに散乱する光を結像するように構成された収集サ
ブシステムであって、前記センサは、前記散乱光に対する出力を生成するように構成され
た、収集サブシステムと、
　前記センサによって生成される前記出力を使用して前記ウェハ上の点欠陥を検出し、前
記点欠陥のピクセル単位のサイズを決定し、前記点欠陥の前記サイズに基づいてシステム
の合焦状態を判定し、合焦状態に基づいてシステムの１以上のパラメータを変更するよう
に構成されたコンピュータサブシステムとを備えるシステム。
【請求項８４】
　前記コンピュータサブシステムは、合焦状態を判定し、前記ウェハに関して実施される
検査プロセス中に前記１以上のパラメータを変更するようにさらに構成される請求項８３
に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記照明サブシステムによって前記エリアに導かれる光に先だって前記ウェハ上のさら
なるエリアに他の光を導くように構成されたさらなるサブシステムをさらに備え、前記さ
らなるサブシステムは、前記さらなるエリアから散乱される光を検出するように構成され
たさらなるセンサを備え、前記コンピュータサブシステムは、前記さらなるエリアから散
乱される検出光に基づいて前記照明サブシステムによって前記エリアに導かれる光のパワ
ーを変更するようにさらに構成される請求項８３に記載のシステム。
【請求項８６】
　前記収集サブシステムは、前記ウェハ上の前記エリアから１以上のさらなるセンサに散
乱する光を結像するようにさらに構成され、前記１以上のさらなるセンサは、前記散乱光
に対する出力を生成するように構成され、前記センサおよび前記１以上のさらなるセンサ
のそれぞれは、前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される前記
散乱光を検出するように構成され、前記コンピュータサブシステムは、前記１以上のさら
なるセンサによって生成される前記出力を使用して前記ウェハ上の点欠陥を検出し、前記
１以上のさらなるセンサによって前記点欠陥の少なくとも１つの点欠陥について生成され
る、異なる出力を使用して前記点欠陥の少なくとも１つの点欠陥についてピクセル単位の
異なるサイズをそれぞれ決定し、前記サイズおよび前記異なるサイズに基づいて前記点欠
陥の少なくとも１つの点欠陥について重み付きサイズを決定し、前記重み付きサイズに基
づいてシステムの合焦状態を判定し、合焦状態に基づいてシステムの１以上のパラメータ
を変更するようにさらに構成される請求項８３に記載のシステム。
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【請求項８７】
　前記収集サブシステムは、前記ウェハ上の異なる点欠陥から前記センサの異なる部分上
に散乱する光を結像するようにさらに構成され、前記コンピュータサブシステムは、前記
異なる点欠陥のサイズと前記異なる点欠陥から散乱される光がその上で結像された前記セ
ンサの異なる部分との間の関係に基づいて、前記ウェハが傾斜しているかどうか、および
、前記ウェハがどのように傾斜しているかを決定するようにさらに構成される請求項８３
に記載のシステム。
【請求項８８】
　ウェハを検査するように構成されたシステムであって、
　ウェハ上のエリアに光を導くように構成された照明サブシステムと、
　前記ウェハ内で光をスキャンするように構成されたスキャンサブシステムと、
　前記ウェハ上の前記エリアからセンサに散乱する光を結像するように構成された収集サ
ブシステムであって、前記センサは、前記散乱光に対する出力を生成するように構成され
た、収集サブシステムと、
　前記センサによって生成される前記出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出するよう
に構成されたコンピュータサブシステムとを備えるシステム。
【請求項８９】
　蛍光輝度増倍管を含むさらなるセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは、前記ウ
ェハ上の前記エリアから前記さらなるセンサに散乱する光を結像するようにさらに構成さ
れ、前記さらなるセンサは、前記散乱光に対するさらなる出力を生成し、前記コンピュー
タサブシステムは、前記センサにおいてセンサ電子雑音が合計チャネル雑音で優勢となる
場合、前記出力の代わりに前記さらなる出力を使用して、前記ウェハ上の欠陥を検出する
ようにさらに構成される請求項８８に記載のシステム。
【請求項９０】
　光子計数のために構成されるさらなるセンサをさらに備え、前記収集サブシステムは、
前記ウェハ上の前記エリアから前記さらなるセンサに散乱する光を結像するようにさらに
構成され、前記さらなるセンサは、前記散乱光に対するさらなる出力を生成し、前記コン
ピュータサブシステムは、前記さらなる出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出するよ
うにさらに構成される請求項８８に記載のシステム。
【請求項９１】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記光は光のパルスを含み、前記
ウェハ上の前記エリアに導かれる前記光のパルスは、前記光のパルスの継続時間にわたっ
て空間的に変動せず、前記光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する
請求項８８に記載のシステム。
【請求項９２】
　前記照明サブシステムは、前記レーザに結合したビーム整形光学素子をさらに備える請
求項９１に記載のシステム。
【請求項９３】
　前記照明サブシステムは、周波数変換レーザを備え、前記光は光のパルスを含み、前記
ウェハ上の前記エリアに導かれる前記光のパルスは、前記光のパルスの継続時間にわたっ
て実質的に一定の強度を有する請求項８８に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記収集サブシステムと前記センサとの間に配置された微小電気機械システムベースの
光スイッチングデバイスをさらに備える請求項８８に記載のシステム。
【請求項９５】
　少なくとも１つのさらなるセンサをさらに備え、前記光は光のパルスを含み、前記散乱
光は散乱光のパルスを含み、前記光スイッチングデバイスは、前記光のパルスの第１の光
のパルスによって生成される前記散乱光のパルスの第１の散乱光のパルスを前記センサに
、そして、前記光のパルスの前記第１の光のパルスに続いて、前記光のパルスの第２の光
のパルスによって生成される前記散乱光のパルスの第２の散乱光のパルスを前記少なくと
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も１つさらなるのセンサに導くように構成されている請求項９４に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記光は光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記光スイッチング
デバイスは、前記収集サブシステムの収集開口数の異なるセグメントで収集される前記散
乱光のパルスを分離するように構成され、前記光スイッチングデバイスは、前記光のパル
スの第１の光のパルスによって生成される前記散乱光のパルスの前記異なるセグメントの
１つのセグメントだけを前記センサに導き、次に、前記光のパルスの前記第１の光のパル
スに続いて、前記光のパルスの第２の光のパルスによって生成される前記散乱光のパルス
の前記異なるセグメントの別のセグメントだけを前記センサに導くようにさらに構成され
る請求項９４に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記光は光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記センサは、前記
光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を有する前記散乱光のパルスだけを
検出する請求項８８に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記所定到達時間を有する前記散乱光のパルスは、蛍光または光ルミネセンスを含む請
求項９７に記載のシステム。
【請求項９９】
　前記光は光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記スキャンサブシ
ステムは、前記ウェハを回転させることによって前記ウェハ内で前記光のパルスをスキャ
ンするようにさらに構成され、前記光のパルスが前記ウェハの中心領域を横切ってスキャ
ンされるとき、前記照明サブシステムは、前記光のパルスが前記中心領域を外れて(outsi
de)前記ウェハ内でスキャンされるときに比べてより頻繁でなく前記ウェハ上の前記エリ
アに前記光のパルスを導くようにさらに構成される請求項８８に記載のシステム。
【請求項１００】
　前記光は光のパルスを含み、前記散乱光は散乱光のパルスを含み、前記スキャンサブシ
ステムは、前記ウェハを回転させ並進させることによって前記ウェハ内で前記光のパルス
をスキャンするようにさらに構成され、前記センサはエリアセンサを備え、前記光のパル
スが前記ウェハの中心領域を横切ってスキャンされるときに、前記スキャンサブシステム
は、前記ウェハ内で前記光のパルスを１以上の非湾曲直線でスキャンし、前記光のパルス
が前記中心領域を外れて前記ウェハ内でスキャンされるとき、前記スキャンサブシステム
は、前記ウェハ内で前記光のパルスをスパイラル式にスキャンする請求項８８に記載のシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願に対する相互参照］
　本願は、２０１１年７月１２日出願の「Ｓａｍｐｌｅ　Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ」という名称の米国仮出願第６１／５０６，８９２号に対して優先権を主張し、同
出願は、本明細書中に完全に記載されているかの如く参照により援用される。
【０００２】
　本発明は、一般に、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　以下の説明および例は、本セクションにこれらを記載することで従来技術であると自認
するものではない。
【０００４】
　検査プロセスは、半導体製造プロセス中の種々の工程において、ウェハ上の欠陥を検出
し、それにより、製造プロセスにおけるより高い歩留まり、したがって、より大きな利益
を得るために使用される。しかし、半導体デバイスの微細化に伴い、小さな欠陥がデバイ
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スを故障させる可能性があるため、許容可能な半導体デバイスの正しい製造にとって検査
が益々重要となっている。
【０００５】
　総合的な検査速度（ウェハ数／時間の単位）を維持した状態で、パーティクル、異常、
および他の欠陥タイプに対する感度を改善することは、ウェハ検査システムにおいて望ま
しい。暗視野光学検査システムは、通常、ウェハを特定のパターン－個々のスポット、ラ
イン、またはエリア－で照明するためのレーザ光およびセンサの対応する集合上に散乱光
を導くための収集光学部品を使用する。
【０００６】
　スポット（ミクロンオーダ）またはライン（ミクロン幅×ｍｍ長のオーダ）と対照的に
、ウェハの大きなエリア（１ｍｍ×１ｍｍのオーダ）が一度に照明される検査システムの
１つの利点は、数千から数百万の個々の検出器に関する情報を並列で取得できる多くの種
類の２次元センサが存在することである。さらに、スポット照明式検査システムは、照明
光学部品のためまた個々のセンサを統合するという複雑さのために、実際には数十のスポ
ットに制限され、それにより、達成可能なスループットを制限する。スポットおよびライ
ンスキャンシステムの１つのさらなる欠点は、照明エネルギーが比較的小さなエリアに集
中し、被検査表面上のパワー密度を増加させ、望ましくないことには、サンプル特性を変
更する可能性があることである。
【０００７】
　ＸＹ（または蛇行）検査シーケンスが、スパイラルシーケンスに比べて低い検査スルー
プットを提供し、したがって、スパイラルトラジェクトリ（Ｒ－Ｔｈｅｔａとして一般に
知られている）状況下で望ましいことがよく知られている。スパイラル検査システムの例
は、ＳＰ１およびＳＰ２機器を含み、ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（
カルフォルニア州、ミルピタス(Milpitas, California)所在）から市販されている。
【０００８】
　上述したように、かつ当技術分野（例えば、Ｇｕｅｔｔａに付与された米国特許第７，
２８６，６９７号）において、エリア検査システムは利点があるにもかかわらず、Ｒ－Ｔ
ｈｅｔａプラットフォーム上でのこの構成の実装態様は困難であることがわかっている。
その理由は、生成されるイメージのスパイラルシーケンスとほとんどの２次元アレイセン
サの直線的特質との特有の不一致が存在するからである。極イメージをリアルタイムに整
列させ位置合わせすることによる欠陥の検出は、演算量の極めて多い処理である。さらに
、ほとんどの２次元シリコンベースのセンサによって測定値に付加される付加雑音は、光
電子増倍管(photomultiplier tube)（ＰＭＴ）などの別個の検出器と比べ、実際にこうし
たシステムの感度性能を減少させる。ＸＹベースのエリア検査システムに関して、座標不
一致問題は存在しないが、こうしたシステムの過去の実施形態は、照明および収集サブシ
ステムの柔軟性の欠如のせいで、高速度で全ての関心欠陥を検出することができなかった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第７２８６６９７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、上述した欠点の１以上を持たない検査システムおよび／または方法を開発
することが有利であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　種々の実施形態の以下の説明は、添付の特許請求の範囲の主題をいずれの点でも制限す
るものと解釈されない。
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【００１２】
　一実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。システムは、ウ
ェハ上で複数の照明エリアを、エリアのそれぞれの間に照明フラックスが実質的に存在し
ない状態で同時に形成するように構成された照明サブシステムを含む。また、本システム
は、ウェハ内で複数の照明エリアをスキャンするように構成されたスキャンサブシステム
含む。さらに、システムは、エリアのそれぞれから２以上のセンサ上に散乱する光を同時
かつ別々に結像するように構成された収集サブシステムを含む。２以上のセンサの特性は
、散乱光が２以上のセンサの間のギャップに結像されないように選択される。２以上のセ
ンサは、散乱光に対する出力を生成する。システムは、２以上のセンサの出力を使用して
ウェハ上の欠陥を検出するように構成されたコンピュータサブシステムをさらに含む。こ
のシステムは、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００１３】
　別の実施形態は、ウェハを検査するように構成された別のシステムに関する。このシス
テムは、ウェハ上の実質的に同じエリアに複数の光ビームを導くように構成された照明サ
ブシステムを含む。複数の光ビームは、実質的に同じ波長特性および偏光特性を有する。
また、本システムは、ウェハ内で複数の光ビームをスキャンするように構成されたスキャ
ンサブシステムを含む。さらに、システムは、ウェハ上の実質的に同じエリアからセンサ
に散乱する光を結像するように構成された収集サブシステムを含む。センサは、散乱光に
対する出力を生成する。システムは、センサの出力を使用してウェハ上の欠陥を検出する
ように構成されたコンピュータサブシステムをさらに含む。このシステムは、本明細書に
記載するようにさらに構成することができる。
【００１４】
　さらなる実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。このシス
テムは、複数のパルス状光ビームの第１のパルス状光ビームを、ウェハ上のエリアに、照
明サブシステムによってエリアに導かれる複数のパルス状光ビームの第２のパルス状光ビ
ームより時間的に早く導くように構成された照明サブシステムを含む。複数のパルス状光
ビームの第１のパルス状光ビームおよび第２のパルス状光ビームはウェハ上で互いに異な
る形状およびサイズを有する。複数のパルス状光ビームの第１のパルス状光ビームおよび
第２のパルス状光ビームは、互いに異なる波長、互いに異なる偏光、または、互いに異な
る波長と偏光を有する。また、本システムは、ウェハ内で複数のパルス状光ビームをスキ
ャンするように構成されたスキャンサブシステムを含む。さらに、システムは、ウェハ上
のエリアから１以上のセンサに散乱する光を結像するように構成された収集サブシステム
を含む。１以上のセンサは、散乱光に対する出力を生成する。システムは、１以上のセン
サの出力を使用してウェハ上の欠陥を検出し、複数のパルス状光ビームの第１のパルス状
光ビームによる照明に起因するエリアからの散乱光に対する出力を使用して、エリアに導
かれるべき複数のパルス状光ビームの第２のパルス状光ビームのパワーを決定するように
構成されたコンピュータサブシステムをさらに含む。このシステムは、本明細書に記載す
るようにさらに構成することができる。
【００１５】
　さらなる実施形態は、ウェハを検査するように構成された別のシステムに関する。この
システムは、ウェハ上のエリアに光のパルスを導くように構成された照明サブシステムを
含む。また、本システムは、ウェハ内で光のパルスをスキャンするように構成されたスキ
ャンサブシステムを含む。さらに、システムは、ウェハ上のエリアからセンサに散乱する
光のパルスを結像するように構成された収集サブシステムを含む。センサは、センサの全
エリア上に結像されうる散乱光のパルスの数より少ない数の散乱光のパルスを積分するよ
うに構成される。センサは、積分された散乱光のパルスに対する出力を生成するように構
成される。システムは、センサによって生成される出力を使用してウェハ上の欠陥を検出
するように構成されたコンピュータサブシステムをさらに含む。このシステムは、本明細
書に記載するようにさらに構成することができる。
【００１６】
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　別の実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。このシステム
は、ウェハ上のエリアに光を導くように構成された照明サブシステムを含む。また、本シ
ステムは、ウェハ内で光をスキャンするように構成されたスキャンサブシステムを含む。
さらに、システムは、ウェハ上のエリアからセンサに散乱する光を結像するように構成さ
れた収集サブシステムを含む。センサは、散乱光に対する出力を生成するように構成され
る。システムは、センサによって生成される出力を使用してウェハ上の点欠陥を検出し、
点欠陥のピクセル単位のサイズを決定し、点欠陥のサイズに基づいてシステムの合焦状態
を判定し、合焦状態に基づいてシステムの１以上のパラメータを変更するように構成され
たコンピュータサブシステムをさらに含む。このシステムは、本明細書に記載するように
さらに構成することができる。
【００１７】
　さらなる実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。システム
は、ウェハ上のエリアに光を導くように構成された照明サブシステムを含む。また、本シ
ステムは、ウェハ内で光をスキャンするように構成されたスキャンサブシステムを含む。
さらに、システムは、ウェハ上のエリアからセンサに散乱する光を結像するように構成さ
れた収集サブシステムを含む。センサは、散乱光に対する出力を生成するように構成され
る。また、本システムは、センサによって生成される出力を使用してウェハ上の欠陥を検
出するように構成されたコンピュータサブシステムを含む。このシステムは、本明細書に
記載するようにさらに構成することができる。
【００１８】
　本発明の他の目的および利点は、以下の詳細な説明を読み、添付図面を参照することで
明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ウェハを検査するように構成されたシステムの一実施形態の側面図を示す模式図
である。
【図２】ウェハ上で長方形形状を有する複数の照明エリアの一実施形態の平面図を示す模
式図である。
【図３】ウェハを検査するように構成されたシステムの種々の実施形態の側面図を示す模
式図である。
【図４】ウェハを検査するように構成されたシステムの種々の実施形態の側面図を示す模
式図である。
【図５】ウェハを検査するように構成されたシステムの種々の実施形態の側面図を示す模
式図である。
【図６】ウェハを検査するように構成されたシステムの種々の実施形態の側面図を示す模
式図である。
【図７】ウェハの中心領域およびウェハの中心領域から外れた領域の一実施形態の平面図
を示す模式図である。
【図８】ウェハの中心領域およびウェハの中心領域から外れた領域を、本明細書に記載す
る実施形態によってスキャンすることができる別の方法の一実施形態の平面図を示す模式
図である。
【図９】ウェハを検査するように構成されたシステムの一実施形態の側面図を示す模式図
である。
【図１０】実質的に同じ極角度および異なる方位角度でウェハ上の実質的に同じエリアに
導かれる複数の光ビームの一実施形態の平面図を示す模式図である。
【図１１】ウェハ上で互いに異なる形状およびサイズを有する複数の光ビームの一実施形
態の平面図を示す模式図である。
【図１２】ウェハを検査するように構成されたシステムの一実施形態の側面図を示す模式
図である。
【図１３】照明サブシステムの光源によって生成される１つの光ビーム、および、ウェハ
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上の実質的に同じエリアから反射された光を収集し、収集された反射光を、ウェハ上の実
質的に同じエリアに戻るように導くことによって形成されたさらなる光ビームを含む複数
の光ビームの一実施形態の側面図を示す模式図である。
【図１４】ピクセルの長方形アレイを含むセンサの一実施形態の平面図を示す模式図であ
る。
【図１５】点欠陥のピクセル単位のサイズが、ウェハを検査するように構成されたシステ
ムの合焦状態に応じてどのように変動しうるかの平面図を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、種々の変更形態および代替形態が可能であるが、本発明の特定の実施形態は
、図面において例として示され、本明細書で詳細に述べられる。しかし、図面および図面
に対する詳細な説明は、開示される特定の形態に本発明を制限することを意図するのでは
なく、逆に、その意図は、添付特許請求の範囲によって規定される本発明の精神および範
囲内に入る全ての変更物、等価物、および代替物を包含することである。
【００２１】
　一般に、本明細書に記載する実施形態は、照明（例えば、レーザ照明）がウェハ上に入
射する、ウェハまたはウェハ上の照明スポットが、ある方式で並進される、散乱光が収集
サブシステム（収集対物レンズを含むことができる）によって収集される、収集光学部品
において、選択可能な偏光および／または散乱角度特性に基づいて散乱光を分割すること
ができる、散乱光の選択された部分が、１以上のセンサ上に導かれる、センサによって生
成される処理出力（例えば、イメージ情報）によって欠陥が検出されることを含むウェハ
検査方法およびシステムに関する。
【００２２】
　ここで図面を参照すると、図が一定の縮尺に従って描かれていないことが留意される。
特に、図の要素の一部の縮尺は、その要素の特性を強調するために著しく誇張される。図
が同じ縮尺に従って描かれていないことも留意される。同様に構成されうる２つ以上の図
に示す要素は、同じ参照数字を使用して示されている。
【００２３】
　一実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。検査の速度およ
び／または感度を最適化するために、空間的に不連続な照明プロファイルを使用すること
ができる。例えば、このシステムは、ウェハ上で複数の照明エリアを、エリアのそれぞれ
の間に照明フラックスが実質的に存在しない状態で同時に形成するように構成された照明
サブシステムを含む。こうして、システムは、マルチスポット（「マルチパッチ(multi-p
atch)」）検査のために構成される。
【００２４】
　本明細書に記載する照明サブシステムは全て、おそらくはいくつかの照明光学部品に結
合した１以上の光源を含む。例えば、マルチパッチ照明は、３つの方法、すなわち、１つ
のレーザについて１つのパッチを有する複数のレーザ、１つのレーザからの複数のレーザ
ビーム、および、１以上のレーザのビームを分離する回折光学素子によって生成されうる
。１つのこうした例では、照明サブシステムは、特定の入射角度または複数のディスクリ
ートな入射角度の偏光によってウェハを照明する１つのレーザ源（または複数のレーザ源
）を含むことができる。検査のための最適照明入射角度は、要因の中でもとりわけ、検査
されるウェハタイプおよび検出される関心欠陥に依存する。照明サブシステムは、順次に
または同時に、ほぼ通常の入射角度および／または４５°以上の斜め角度の照明を可能に
するように構成することができる。さらに、レーザ源は、パルス状レーザとすることがで
きる。
【００２５】
　複数の照明エリアは、実質的にフラットトップのエリア照明、ガウス状エリア照明、非
ガウス状エリア照明、任意の他の構造化エリア照明など、ウェハ上で異なる断面形状を有
することができる。例えば、複数のフラットトップ照明エリアを、これらのエリアの間に
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照明フラックスが全くない状態で、ウェハ上に形成することができる。複数の照明エリア
を、ウェハの一番上の表面などのウェハの表面上に形成することができる。しかし、複数
の照明エリアを、膜を有するウェハ上に、膜積層体内の特定の界面に、またはさらに下部
表面に（例えば、ウェハ内に）形成することができる。
【００２６】
　一実施形態では、複数の照明エリアのそれぞれは、ウェハ上で長方形形状を有する。例
えば、図２に示すように、複数の照明エリア２００のそれぞれは、ウェハ２０２で長方形
形状を有することができ、ウェハ進行方向は、矢印２０４で示す方向とすることができる
。図２で示す実施形態では、３つの別個の照明エリア（またはパッチ）が、本明細書にさ
らに記載するように（例えば、３つの別個のレーザビームまたは回折光学素子によって）
ウェハ上に形成される。パッチの交互配置を、現行のマルチスポット検査システムで使用
されるのと同様な方法で達成することができる。
【００２７】
　レーザエリア検査におけるこの実装態様の１つの利点は、比較的高速のセンサが、実質
的に長方形（すなわち、センサの一方の寸法が他の寸法より実質的に長い）である傾向が
あることが、問題に対する解決策であることである。ウェハ上に実質的に長方形の（例え
ば、４０：１または１００：１のアスペクト比の）パッチを形成することは困難である。
本明細書に記載する実装態様では、１３：１または３３：１のアスペクト比の３つのパッ
チが、それぞれ１つの４０：１または１００：１のパッチの代理をすることができ、３つ
の低速センサが、１つのより大きく実質的に細長いセンサの代理をすることができる。一
般に、エリア検査モードシステムの場合、１：１と１００：１との間の比が考慮されうる
。ある実施形態では、複数の照明エリアは、ウェハ上で互いに重なり合わない。例えば、
このシステムが「オンザフライ式フラッシュ(flash on the fly)」であるため、パッチは
、ウェハ上で重なり合わないように配列されることができ、ステージ（本明細書でさらに
述べられる）は、各フラッシュ間で程よい量だけ移動することになる。パッチはまた、よ
り好都合な場合、３×１アレイの代わりに１×３アレイとして投影されうる。「ウェハ上
の長方形形状(A rectangular shape on the wafer)」は、その用語が本明細書で使用され
る場合、実質的に長方形であるが、例えば、任意の光ビームを結像させるという固有の制
限のせいで、正確には長方形でない場合がある形状を指す。
【００２８】
　一実施形態では、照明サブシステムは、単一の光ビームから生成される複数の光ビーム
を使用してウェハ上で複数の照明エリアを形成する。例えば、複数の光ビームは、回折光
学素子を使用して１つのビームから生成することができる。図１に示す１つのこうした実
施形態では、照明サブシステムは、光源１００および回折光学素子１１０を含む。光源お
よび回折光学素子は、光源によって生成される光ビームが回折光学素子に導かれ、回折光
学素子が、その単一の光ビームから２つ以上の（例えば、３つの）光ビーム１１２を生成
するように構成される。光源は、本明細書に記載する光源の任意の光源を含むことができ
、回折光学素子は、当技術分野で知られている任意の適した回折光学素子を含むことがで
きる。図１に示すように、複数の光ビームを、斜めの入射角度でウェハ１１４に導くこと
ができる。しかし、複数の光ビームを、本明細書にさらに記載するように、任意の他の適
した入射角度でウェハに導くことができる。図１に示す照明サブシステムは、反射光学素
子、屈折光学素子、偏光子、アパーチャ、ビーム整形素子、波長フィルタ、および同様な
ものなどの任意の他の適した光学素子を含むことができる。
【００２９】
　別の実施形態では、照明サブシステムは、複数の光源によって生成される複数の光ビー
ムを使用して、ウェハ上に複数の照明エリアを形成する。例えば、図３に示すように、照
明サブシステムは、複数の光源３００，３０２，３０４を含むことができる。光源は、パ
ルス状レーザなどの本明細書に記載する光源の任意の光源を含むことができる。複数の光
源のそれぞれは、同じ特性を有する光を生成するように構成された（例えば、複数の光源
のそれぞれは、同じ種類およびモデルのレーザとすることができる）。図３に示すように
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、複数の光源は、複数の光ビーム３０６を生成することができ、複数の光ビームは、同じ
入射角度またはほぼ同じ入射角度でウェハ１１４に導かれることができる。しかし、複数
の光ビームは、異なる角度で注入される３つのレーザビームとすることができる。さらに
、複数の光ビームが、斜めの入射角度でウェハに導かれるものとして図３に示されるが、
複数の光ビームを、垂直のまたはほぼ垂直の入射角度でウェハに導くことができる。図３
に示す照明サブシステムは、上述したような任意の他の適した光学素子を含むことができ
る。図３に示すシステムを、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを含み、照明サブシ
ステムは、光のパルスを使用して複数の照明エリアを同時に形成するようにさらに構成さ
れ、ウェハ上のエリアに導かれる光のパルスは、光のパルスの継続時間にわたって空間的
に変動せず、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する。例えば、本
明細書に記載する照明サブシステムは、エリアモード検査において、空間的なフラットト
ップ照明および時間的なフラットトップ照明出力を有する周波数変換レーザを使用するこ
とができる。エリアモード検査システムは、ウェハの表面上で連続であるガウスまたは「
フラットトップ(flat top)」照明プロファイルを利用することが多い。１つのこうした実
施形態では、照明サブシステムは、レーザに結合したビーム整形光学素子を含む。例えば
、図６に示すように、照明サブシステムは、光源１００（この事例ではレーザとすること
ができる）に結合したビーム整形光学素子６００を含むことができる。ビーム整形光学素
子は、当技術分野で知られている任意の適したビーム整形光学素子を含むことができる。
さらに、ビーム整形光学素子が、１つの光ビームだけの経路内にあるように、図６の１つ
の光源だけに結合して示されるが、ビーム整形光学素子は、本明細書に記載する照明サブ
システムの任意の照明サブシステム内に含まれる光源のそれぞれに結合することができる
、または、本明細書に記載するシステムによって使用される照明ビームのそれぞれの経路
内に配置することができる。図６の照明サブシステムおよびシステムを、本明細書に記載
するようにさらに構成することができる。フラットトップビームは、レーザの外部の回折
光学素子または他のビーム整形光学部品によってだけでなく、レーザ自体の内部で、最適
化された非線形周波数変換プロセスの自然の結果として生成することができる。１つのさ
らなるオプションは、ウェハ損傷の確率をさらに低減するために、ユーザ指定の時間的パ
ルス形状を提供するレーザを利用することである。例えば、最も一般的なパルス状レーザ
は、ピーク強度が平均強度の２倍を超える時間的にほぼ双曲線セカントパルス形状を示す
。しかし、レーザ技術における最近の開発は、いわゆる「フラットトップ」または「ボッ
クスカー(box car)」時間的パルス形状が生成されることを可能にした。これらのパルス
のピーク強度は、平均強度と本質的に同じであり、約２倍の改善を、検査スループットに
おいて達成することができる。
【００３１】
　別の実施形態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを含み、照明サブシステム
は、光のパルスを使用して複数の照明エリアを同時に形成するようにさらに構成され、ウ
ェハ上のエリアに導かれる光のパルスは、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定
の強度を有する。こうした実施形態は、光のパルスが光のパルスの継続時間にわたって空
間的に変動することを許容されることを除いて上述したように構成することができる。
【００３２】
　また、本システムは、ウェハ内で複数の照明エリアをスキャンするように構成されたス
キャンサブシステムを含む。スキャンサブシステムは、検査中にウェハを所定場所に保持
するチャックを含むことができる。例えば、図１に示すように、スキャンサブシステムは
チャック１１６を含むことができる。チャックは、エッジ把持チャック、真空チャック、
またはエアベアリングチャックでありうる。１つのチャックは、複数のウェハ径（例えば
、３００ｍｍおよび４５０ｍｍ）または単一基板径を支持するこができる。スキャンサブ
システムはまた、チャック１１６に結合し、ポジショニングサブシステム１２０に結合し
たシャフト１１８を含むことができる。ポジショニングサブシステム１２０は、シャフト
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１１８を回転および／または並進させるように構成されたモータ、ギア、ステージ、およ
び同様なものなどの種々の要素を含むことができる。シャフト１１８は、シャフトの回転
および／または並進が、チャック、それにより、ウェハの回転および／または並進を引起
すようにチャック１１６に結合することができる。
【００３３】
　スキャンサブシステムは、スパイラル式に、Ｘ－Ｙ式に、または本明細書にさらに記載
するように両者のある組合せで、ウェハを並進させることができる。特に、上述したスパ
イラルスキャンに加えて、Ｘ－Ｙ蛇行スキャンおよびＲＴ－ＸＹハイブリッドスキャンが
共に、照明光学部品および収集光学部品に対してウェハを並進させるために使用すること
ができる。本明細書に記載するスパイラル運動検査システムは、ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（カルフォルニア州、ミルピタス所在）から市販されているＳＰ
１およびＳＰ２検査システムと類似している。ただし、本明細書に記載するいくつかの顕
著な例外がある。例えば、ウェハ上の照明エリアは、かなり大きく、通常、数百ミクロン
から最大数ミリメートルにわたって延在し、スピンドル回転レートは、比較的控えめであ
り、通常、１，０００～５，０００ｒｐｍを超えず、収集サブシステムは、ほぼ回折制限
された性能を有する場合がある。さらに、径が４５０ｍｍまでの基板およびそれを超える
基板は、本明細書に記載するシステムによって検査不能である。
【００３４】
　スパイラル検査システムでは、ウェハの中心における回転レートは、所望のオーバラッ
プを有する検査フレームの生成をサポートするのに十分であるべきである。一実施形態で
は、照明サブシステムは、光のパルスを使用して複数の照明エリアを同時に形成するよう
にさらに構成され、エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパルスを含み、スキ
ャンサブシステムは、ウェハを回転させることによってウェハ内で光のパルスをスキャン
するように構成され、光のパルスがウェハの中心領域を横切ってスキャンされるとき、照
明サブシステムは、光のパルスが中心領域を外れてウェハ内でスキャンされる場合に比べ
て頻繁でなくウェハ上の複数の照明エリアに光のパルスを同時に導くように構成される。
例えば、回転ステージ上でパルス状レーザおよびエリアセンサを使用する検査の場合、ウ
ェハの中心の近くでは、ウェハの線速度がウェハの中心において半径に比例して減少する
ため、レーザパルスを、益々頻繁でなくトリガーすることができる。こうして、スキャン
は、検査感度を一定に留めながら、エリア／時間の単位でのより遅いレートで進む。レー
ザの全平均パワーは利用されない。代替的に、被照明エリアは、ウェハの損傷が光源によ
って誘起されない限り、スキャン中に連続して低減されうる。図７に示す１つのこうした
実施形態では、ウェハ１１４の中心領域７００は、ウェハの中心７０２を包含し、かつ、
ウェハのエッジ７０４から離間する領域とすることができる。中心領域は、例えば、ウェ
ハの内側１／３またはウェハの内側１／４を包含することができる。ウェハの中心領域に
含まれるウェハの部分は、例えば、ウェハの回転速度、ウェハの径、レーザのパワー、及
び、ウェハが任意の所与の時間に曝露されるパワーに関連する任意の他のパラメータに応
じて変動する場合がある。
【００３５】
　ある実施形態では、照明サブシステムは、光のパルスを使用して複数の照明エリアを同
時に形成するようにさらに構成され、エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパ
ルスを含み、スキャンサブシステムは、ウェハを回転させ並進させることによってウェハ
内で光のパルスをスキャンするようにさらに構成され、２以上のセンサはエリアセンサを
備え、光のパルスがウェハの中心領域を横切ってスキャンされるときに、スキャンサブシ
ステムは、ウェハ内で光のパルスを１以上の非湾曲直線でスキャンし、光のパルスが中心
領域を外れてウェハ内でスキャンされる場合、スキャンサブシステムは、ウェハ内で光の
パルスをスパイラル式にスキャンする。こうして、本明細書に記載する実施形態は、回転
ステージ上でパルス状レーザおよびエリアセンサを用いて、検査中のハイブリッドスキャ
ンのために構成することができる。例えば、ハイブリッドアプローチでは、ウェハのほと
んどを、スパイラル式にスキャンすることができる。図８に示す１つのこうした例では、



(21) JP 2014-524033 A 2014.9.18

10

20

30

40

50

上述したように定義することができる、ウェハの中心領域７００を外れたウェハ１１４の
領域８００を、スパイラル式８０２にスキャンすることができる。その後、ウェハの中心
領域７００を、一連の小さなｘｙ蛇行移動(move)、単一の直線運動、または、直線運動に
続く角度回転の組合せによってスキャンすることができる。こうして、中心領域を、直線
式８０４であって、スキャンが、スキャンとスキャンとの間に反対方向への段階的並進に
よってｘ方向またはｙ方向に実施される、直線式８０４で、または、径方向式８０６であ
って、スキャンが、ウェハの段階的な回転と回転との間にウェハの径に沿って実施される
、径方向式８０６でスキャンすることができる。こうして、ウェハの中心におけるウェハ
のどこかの部分を検査しないこと（スキャンサブシステムまたは光学部品に対するウェハ
のアライメントが不完全である場合に起こる可能性がある）が回避され、センサからの出
力を適切に整列させることは、難題でなくなり、検査スループットが増加しうる。さらに
、長方形センサを横切る円形トラックの「スミア形成(smearing)」効果が、光源の反復レ
ートに応じて最小にされうる。
【００３６】
　システムは、エリアのそれぞれから２以上のセンサ上に散乱する光を同時かつ別々に結
像するように構成された収集サブシステムを含む。一般に、本明細書に記載する収集サブ
システムは、ある種類の散乱光コレクタ（例えば、図１に示す散乱光コレクタ１２２など
の収集対物レンズ）おそらくは散乱光コレクタに結合したいくつかのさらなる光学素子（
例えば、アパーチャ、スプリッタ、偏光素子、１以上の反射光学素子、および、図１に示
す屈折光学素子１２４などの１以上の屈折光学素子）を含むことができる。同じ収集レン
ズは、複数のセンサ上のエリアのそれぞれからの散乱光を結像することができる。例えば
、図１に示すように、散乱光コレクタ１２２は、ウェハ上の複数の照明エリアの１つの照
明エリアからの散乱光１２６およびウェハ上の複数の照明エリアの別の照明エリアからの
散乱光１２８を収集することができる。
【００３７】
　収集サブシステムは、ウェハから散乱される光を収集するために１以上の対物レンズを
含むことができる。比較的高い開口数(numerical aperture)（ＮＡ）の対物レンズに加え
て、低いＮＡのまたはさらに非結像の収集光学部品のさらなる集合を、水平線の近くの収
集半球内に配設することができる。それにより、これらの角度からの光散乱情報が収集さ
れ、主対物レンズを通して検出されないと思われる欠陥および関心特徴部のさらなる取得
を可能にすることになる。
【００３８】
　収集サブシステムはまた、散乱光を選択的にフィルタリングする種々の要素を含んで、
関心欠陥の取得レートを高め、偽アラームレートを低減することができる。種々の要素は
、本明細書に記載する光学素子および微小電気機械システム(micro-electro-mechanical 
system)（ＭＥＭＳ）ベースのデバイスなどの要素を含むことができる。さらに、種々の
要素は、偏光子、ビームスプリッタ、アパーチャ、空間フィルタ、および同様なものを含
むことができる。
【００３９】
　収集サブシステムは、２以上のセンサ（例えば、２つ以上のエリアセンサ）上にフィル
タリングされた光を結像するように構成された１以上の光学素子をさらに含むことができ
る。例えば、図１に示す屈折光学素子１２４は、図１に示すセンサ１３０，１３２上にフ
ィルタリングされた光を結像するように構成することができる。
【００４０】
　さらに、収集サブシステムは、好ましくは、ウェハ上の複数の照明エリアのそれぞれか
らの光が、対応するセンサだけの上で別々に結像されるように構成される。例えば、図２
に示すように、複数の照明エリアの第１の照明エリアからの散乱光１２６のみがセンサ１
３０上に結像される一方、複数の照明エリアの第２の照明エリアからの散乱光１２８のみ
がセンサ１３２上で結像される。こうして、複数の照明エリアの２つ以上の照明エリアか
らの光が、同じセンサ上で結像されないことになる。
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【００４１】
　２以上のセンサの特性は、２以上のセンサ間のギャップ内で散乱光が結像しないように
選択される。例えば、センサ１３０，１３２は、２つのセンサ間のギャップ１３４内で散
乱光１２６および１２８が結像しないように、選択し構成することができる。１つのこう
した例では、より小さく費用がかからない２つのセンサが、センサ間の「ギャップ(gap)
」内で普通なら結像されることになる散乱レーザ光によって感度の望ましくない損失を経
験することなく利用されることができる。ディスクリートなセンサ間のギャップは、パッ
キング制約、支持エレクトロニクスなどのせいで、不可避であることが多い。さらに、２
次元センサおよびそれらの固有の制限（例えば、そのデータレート、列レート(column ra
te)などにおける）によって、光源およびセンサは、必ずしも非常にうまく結合されない
場合がある。現在使用されるいくつかのシステムは、これらの制限を克服するために、セ
ンサの焦点面アレイを含む。しかし、本明細書に記載する実施形態では、光源の特性およ
び２次元センサの特性は、制限を克服するために整合(match)する。
【００４２】
　２以上のセンサは、散乱光に対する出力を生成する。２以上のセンサは、ポイントセン
サまたは比較的低い解像度のセンサを含むことができる。２以上のセンサはまた、例えば
、ディスクリートな光電子増倍管(photomultiplier tube)（ＰＭＴ）、電荷結合素子（Ｃ
ＣＤ）、時間遅延積分器(time delay integrator)（ＴＤＩ）、相補的金属酸化物半導体
（ＣＭＯＳ）センサ、科学用ＣＭＯＳ（ｓＣＭＯＳ）、ＰＭＴアレイ、電子衝撃型ＣＣＤ
（ＥＢ－ＣＣＤ）、電子増倍型ＣＣＤ（ＥＭ－ＣＣＤ）、増倍型フォトダイオード、また
はアバランシェフォトダイオード（ＡＰＤ）アレイを含むことができる。各チャネルおよ
び／またはセンサは、波長フィルタリング技法を使用することによって、照明波長、ウェ
ハ相互作用によって生成されるさらなる波長、または、両者のある組合せに対するように
構成することができる。これは、あるタイプの関心欠陥のより選択的な検出を可能にする
。さらに、本明細書に記載するシステムで使用されるセンサは、検査のために使用される
スキャンのタイプおよび／または照明サブシステムに含まれる光源に応じて変動する場合
がある。例えば、ＸＹスキャン構成では、高反復レートモードロック式レーザが使用され
、ウェハを照明し、それにより、おそらくは、ＴＤＩモードでデータを採取するように構
成されたセンサによってレーザ誘起ウェハ損傷を回避しうる。
【００４３】
　いくつかの事例では、収集サブシステムの要素を、２以上のセンサの１以上の特性に基
づいて選択することができる。例えば、いくつかの場合には、収集サブシステムは、１以
上のチューブレンズを含むことができ、１以上のチューブレンズのアナモルフィック比は
、２以上のセンサのアスペクト比に基づいて選択することができる。さらに、異なるセン
サタイプが、システムの異なるチャネルのために使用される場合、各センサがウェハ上の
同じエリアを測定することを保証するために、異なるチューブレンズが異なるアナモルフ
ィック倍率を有することができる。
【００４４】
　収集サブシステムに含まれる対物レンズは、視野にわたって回折制限された比較的高い
ＮＡであるとすることができる。代替的に、非回折制限型対物レンズが使用されうる。例
えば、一実施形態では、収集サブシステムは、完全に回折制限されない解像度を有する散
乱光コレクタを含む。特に、コレクタの設計および製造は、コスト低減のために、収集チ
ャネル内の、関連する、通常使用されるアパーチャおよび偏光子によって生成される歪有
り点広がり関数(distorted point spread function)に適切に整合することができる。対
物レンズの解像度についての仕様は、ターゲット欠陥の幾何形状および材料（例えば、シ
リカ球）、ならびに、基板タイプが与えられる場合に、その欠陥の取得レートを最適化す
る瞳またはフーリエ平面を予め知ることによって計算されうる。完全に回折制限されるこ
とからの解像度要件の減少は、システムユーザにとってかなりのコスト節約をもたらしう
る。
【００４５】
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　また、本明細書に記載するシステムは、自動焦点サブシステム（図示せず）を含むこと
ができる。自動焦点サブシステムは、ウェハ、光源、収集光学部品、および照明光学部品
の移動によらず、ウェハの表面がセンサにおいて常に合焦状態にあることを保証すること
ができる。自動焦点サブシステムは、光源（検査のために使用される光源であるかまたは
光源でないとすることができる）、センサ、回路、センサに対するウェハイメージの位置
を決定するためのロジック（例えば、２次元センサ）、および検査中に注目される任意の
偏移を補正するためのフィードバックシステムを含むことができる。自動焦点サブシステ
ムを、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００４６】
　システムは、２以上のセンサの出力を使用してウェハ上の欠陥を検出するように構成さ
れたコンピュータサブシステムをさらに含む。こうして、コンピュータサブシステムは、
センサによって生成される信号または他の出力内の欠陥を検出する手段を提供する。例え
ば、図１に示すシステムは、２以上のセンサに結合したコンピュータサブシステム１３６
を含むことができ、それにより、コンピュータサブシステムは、２以上のセンサによって
生成される出力を受取ることができる。コンピュータサブシステムは、出力ならびに任意
の適した欠陥検出アルゴリズムおよび／または方法を使用してウェハ上の欠陥を検出する
ように構成することができる。例えば、コンピュータサブシステムは、欠陥検出閾値を出
力に適用することができ、欠陥検出閾値を超えることが見出される任意の出力を、欠陥ま
たは潜在的な欠陥として識別することができる。
【００４７】
　コンピュータサブシステムは、当技術分野で知られている任意の適したコンピュータシ
ステムを含むことができる。例えば、コンピュータサブシステム１３６は、パーソナルコ
ンピュータ、メインフレームコンピュータ、ワークステーション、イメージコンピュータ
、並列プロセッサ、または当技術分野で知られている任意の他のデバイスを含む種々の形
態をとることができる。一般に、用語「コンピュータサブシステム(computer subsystem)
」を、メモリ媒体からの命令を実行する１以上のプロセッサを有する任意のデバイスを包
含するように幅広く定義することができる。
【００４８】
　散乱光の収集に関して、現在使用されるシステムに優る、本明細書に記載する実施形態
の１つの改善は、パーティクルおよび欠陥の検出を高めるための表面散乱の選択的かつ構
成可能な収集である。以前に使用された一部のシステムは、パターン散乱の影響を低減し
、ポイントパーティクルおよびポイント欠陥からの散乱を高めるために、収集光学部品内
で空間フィルタシステムを回転させることを含む。本明細書に記載する実施形態では、フ
ィルタリングは、ウェハが回転している間、照明角度に対して特定の配向でウェハスキャ
ン中に固定であるとすることができる。フィルタは、選択された角度に配列される複数の
偏光子および散乱波長に不透明な材料の可動セクションの組合せを使用することによって
、収集の、ある立体角（関心欠陥からではなくバックグラウンドからの望ましくない散乱
光を含む）を排除する。フィルタリングは、対物レンズのバックフーリエ平面内で実施さ
れるため、照明野内の各ポイントにおける望ましくないバックグラウンドを同時になくす
ことができる。
【００４９】
　複数エリアタイプセンサを、同様に、本明細書に記載する空間フィルタリング技法と連
携して使用することができる。例えば、システムは、柔軟性がある収集システムを含むこ
とができ、複数のセンサが、複数の偏光状態および／または散乱の立体角を有する散乱光
を検出するように選択的に構成される。各センサは、他のセンサ（存在する場合）が収集
しない散乱光を収集するように配設することができる。さらに、各センサは、多素子セン
サとすることができ、異なる特性を有することができる。例えば、１つのセンサは、増倍
型ＥＢ－ＣＣＤセンサとすることができる。別のセンサは、リレーレンズによってＣＣＤ
またはＣＭＯＳチップに結合した独立型磁気焦点蛍光輝度増倍管を含むことができる。第
３のセンサは、低解像度独立型ＣＣＤチップとすることができる。さらなるセンサが、同
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様に存在する場合がある。各チャネルについてのセンサのタイプおよびサイズは、そのチ
ャネルにおいて予想される散乱バックグラウンド特性ならびにそのチャネルにおける関心
欠陥の感度要件に基づいて選択することができる。特定のセンサ上に投影される点広がり
関数が、空間フィルタリングによって大きいことが予想される場合、低解像度が好ましい
。こうして、動作コストを低減するために、他の雑音源が支配するチャネル内の低コスト
センサによってシステムを最適化することができる。
【００５０】
　上述したシステム構成を、ここに記載することになるいくつかの異なる実施形態で実装
することができる。例えば、一実施形態では、システムは、収集サブシステムの収集ＮＡ
の異なるセグメントで収集される、エリアのそれぞれから散乱される光を同時かつ別々に
分割するように構成された光学素子を含み、２以上のセンサは、異なるセグメントの１つ
のセグメントを検出するように構成され、システムは、異なるセグメントの別のセグメン
トを検出するように構成された別の２以上のセンサを含む。１つのこうした実施形態は図
４に示され、光学素子４００は、散乱光コレクタ１２２によって収集される光の経路内に
配置される。ウェハ上の複数の照明エリアの１つの照明エリアのみからの散乱光１２６の
みが、明確にするために図４に示される。光学素子を、好ましくは、収集サブシステムの
フーリエ平面またはフーリエ平面の共役に配置することができる。「フーリエ平面に(at 
a Fourier plane)」または「フーリエ平面の共役に(at a conjugate of the Fourier pla
ne)」は、まさにフーリエ平面にまたはまさにフーリエ平面の共役にのみでないことを意
味するように本明細書で定義される。代わりに、これらの用語は、「フーリエ平面にまた
はその近くに(at or near a Fourier plane)」または「フーリエ平面の共役にまたはその
近くに(at or near a conjugate of the Fourier plane)」をそれぞれ意味することを意
図される。本明細書に記載する光学素子は、フーリエ平面の正確な場所に、または、フー
リエ平面の正確な場所の約５％誤差（どんな誤差源であれ、システム内に存在する誤差、
および／または、システム内の物理的制約による）以内にある位置に配置される場合、「
フーリエ平面にまたはその近くに」あると考えられうる。「フーリエ平面の共役にまたは
その近くに」は、同様な方法で記述されうる。
【００５１】
　光学素子は、アパーチャ、マスク、アパーチャ付きミラー、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ
）素子、またはマイクロミラーアレイなどの種々の光学素子を含むことができる。１つの
こうした例では、適したアパーチャは、折り畳みミラーの１つの部分が光を透過し、一方
、折り畳みミラーの別の部分が光を反射するように、折り畳みミラーのある部分をカット
アウトすることによって形成することができる。別のこうした例では、アパーチャ付きミ
ラーは、透明基板上に金属膜および／または誘電体膜のマスク用皮膜を形成することによ
って製造されうる。収集ＮＡのセグメント化は、異なる方向に光を屈折させる種々のファ
セット配向を有するプリズムなどの他のビーム分割光学素子を使用することによって、同
様に実現されうる。デジタル光投影器で一般に使用されるようなデジタルマイクロミラー
デバイスを含む、収集ＮＡをセグメント化する他の手段もまた可能である。
【００５２】
　光学素子（および本明細書に記載する他の光学素子）は、収集ＮＡを異なるセグメント
に分離するために使用され、それにより、異なるセグメント内の散乱光が、システムの異
なるセンサまたはチャネルに導かれうる。例えば、上述したように、光学素子は、光を反
射させる１つの部分および光を透過させる別の部分を有することができる。したがって、
光学素子は、収集ＮＡを、２つのセグメントに分離することができ、その１つのセグメン
トは、反射によって１つのチャネルに導かれ、その別のセグメントは、透過によって別の
チャネルに導かれる。
【００５３】
　一実施形態では、図４に断面で示すように、光学素子は、収集ＮＡの１つのセグメント
に対応する透過部分４０２，４０４、ならびに、収集ＮＡの別の異なりかつ互いに排他的
なセグメントに対応する反射部分４０６を含むことができる。反射部分４０６は、部分４
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０６に対応する収集ＮＡのセグメントにおいて実質的に全ての光を反射することができ（
すなわち、部分４０６は、散乱光のほぼ０％透過を有することができる）、一方、部分４
０２，４０４は、部分４０２，４０４に対応する収集ＮＡのセグメントにおいて実質的に
全ての光を透過することができる（すなわち、部分４０２，４０４は、散乱光のほぼ１０
０％透過を有することができる）。こうして、全収集ＮＡは、２つの互いに排他的な部分
に分離されうる。
【００５４】
　上述したように、光学素子の異なる部分は、収集ＮＡの異なるセグメントに対応し、散
乱光が、光学素子によってその異なるセグメントに分離される。さらに、図４に示すよう
に、部分４０２，４０４は、照明サブシステムの入射平面に関して互いに鏡面対称である
。さらに、部分４０２，４０４は、収集ＮＡの異なるセグメントの１つのセグメントに対
応することができる。こうして、異なるセグメントの１つのセグメントは、照明サブシス
テムの入射平面に関して互いに鏡面対称である２つの個々のセグメント（部分４０２，４
０４に対応する）を含むことができる。さらに、図４に示すように、部分４０２，４０４
のそれぞれは、入射平面から離間する。さらに、部分のそれぞれは、部分４０２に関して
述べられる、第１、第２、および第３の面によって画定されうる。特に、部分４０２は、
第１の面４０２ａ、第２の面４０２ｂ、および第３の面４０２ｃを含む。第１の面４０２
ａは、直線であり、入射平面に関してある角度で配列される。第２の面４０２ｂは、直線
であり、入射平面に対して実質的に平行であり、第１の面より実質的に短い。さらに、第
３の面４０２ｃは湾曲する。図４に示すように、部分４０４もまた、これらの３つの面に
よって画定される。
【００５５】
　図４にさらに示すように、２以上のセンサ（センサ１３０で示す）は、異なるセグメン
トの１つのセグメントを検出するように構成され、システムは、異なるセグメントの別の
セグメントを検出するように構成された別の２以上のセンサ（センサ４０８で示す）を含
む。センサ４０８および他の２以上のセンサを、本明細書に記載するようにさらに構成す
ることができる。さらに、２以上のセンサおよび他の２以上のセンサは、同じタイプのセ
ンサまたは異なるタイプのセンサとすることができる。例えば、２以上のセンサおよび他
の２以上のセンサは、センサのそれぞれに導かれると予想される光の量に応じて選択する
ことができる。さらに、本明細書にさらに記載するような光学素子は、他の２以上のセン
サに結合することができる。例えば、図４に示すように、屈折光学素子４１０は、センサ
４０８およびシステムに含まれる他の２以上のセンサの任意のセンサ上に光学素子４００
によって反射される光を結像するように構成することができる。図４に示すシステムを、
本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００５６】
　本明細書に記載するこれらのまた任意の他の実施形態では、各チャネルは、対応するセ
ンサ上の、点広がり関数の、ピクセル単位での異なる形状および範囲で終わることができ
る。したがって、異常に対する感度を最大にするために、異なるアナログおよび／または
フィルタリング技法を、それぞれの個々のセンサ出力に適用することができる。特に、フ
ーリエ平面アパーチャに基づく点広がり関数の予想される形状は、検査に先だって計算さ
れることができ、次に、適切なフィルタ係数が、検査中に適用されうる。
【００５７】
　１つのこうした実施形態では、システムは、２以上のセンサによって検出される異なる
セグメントの１つのセグメント、および、他の２以上のセンサによって検出される異なる
セグメントの他のセグメントに応じて、光学素子を変更または置換するようにさらに構成
される。例えば、システムは、複数の構成可能なチャネルを有するエリアモード検査シス
テム内に柔軟性のあるアパーチャ収集空間を含むことができる。他の検査システムに優る
、このエリア検査システムの１つの改善は、パーティクルおよび欠陥の検出を高めるため
の表面散乱の選択的かつ構成可能な収集である。システムを、任意の適した方法で光学素
子を変更または置換するように構成することができる。
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【００５８】
　別の実施形態では、システムは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収
集される、エリアのそれぞれから散乱される光を同時かつ別々に分割するように構成され
た光学素子を含み、２以上のセンサは、２以上のセンサの１つの部分を使用して異なるセ
グメントの１つのセグメントを検出し、２以上のセンサの異なる部分を使用して異なるセ
グメントの別のセグメントを検出するように構成され、２以上のセンサの１つの部分およ
び他の部分は、互いに重なり合わず、かつ、２以上のセンサ上で隣接しない。例えば、シ
ステムは、収集空間内の角度によって散乱光を分離し、単一センサ上の２つの別個のパッ
チ内に光を再結像させるために構成することができる。特に、センサ上のアクティブなピ
クセルの数を、照明の形状および範囲と連携してまたはそれらと独立にスキャン中または
スキャンの前に制御することができる。特定のセンサ上の素子の全てまたは一部を利用す
ることができる。多数の素子を含む１つのセンサの１つの部分は、立体角の１つの範囲か
ら散乱光を受取ることができ、そのセンサの別の部分は、立体角の別の範囲から散乱光を
受取ることができる。例えば、センサが１０００×１０００の個々の素子を含む場合、１
０００×５００の素子は、４０°前方位角と６０°前方位角との間で生成される散乱光の
イメージを受取ることができる。センサの第２の半分（１０００×５００）は、１２０°
方位角と１６０°方位角との間で生成される表面からの散乱光のイメージを受取ることが
できる。いくつかの場合には、センサ表面上に結像される散乱光の部分は、反転すること
ができ、他の部分は、非反転のままである場合がある。１つのさらなる構成は、各列の両
端（例えば、行１と行Ｎ）からセンサデータを同時に読出すことであり、それは、一部の
センサにおいて、センサデータレートを効果的に２倍にしうる。
【００５９】
　本明細書に記載するシステムの実施形態のそれぞれは、２０１１年１２月７日に出願さ
れたＺｈａｏ等による国際公開第２０１２／０８２５０１号に記載されるようにさらに構
成することができ、同文献は、本明細書中に完全に記載されているかの如く参照により援
用される。
【００６０】
　さらなる実施形態では、システムは、蛍光輝度増倍管を含むさらなる２以上のセンサを
含み、収集サブシステムは、エリアのそれぞれからさらなる２以上のセンサに散乱する光
を同時かつ別々に結像するように構成され、さらなる２以上のセンサは、散乱光に対する
さらなる出力を生成し、コンピュータサブシステムは、２以上のセンサにおいてセンサ電
子雑音が合計チャネル雑音で優勢となる場合、出力の代わりにさらなる出力を使用して、
ウェハ上の欠陥を検出するようにさらに構成される。例えば、こうした実施形態は、セン
サの性能、コスト、および信頼性を最適化するために、上述した１以上の柔軟性のあるア
パーチャを含むことができる。１つのこうした実施形態では、図５に示すシステムは、エ
リアのそれぞれからさらなる２以上のセンサ（センサ５０２によって図５に示す）に散乱
する光を同時かつ別々に結像するように構成された光学素子５００を含む。光学素子５０
０はまた、収集サブシステムの全体の収集ＮＡにわたって散乱光のある部分を透過させ、
収集サブシステムの全体の収集ＮＡにわたって散乱光のある部分を反射させるように構成
されたビームスプリッタを含むことができる。例えば、光学素子５００は、単純な７０／
３０ビームスプリッタとすることができる。さらに、上述したように、各チャネルについ
てのセンサのタイプおよびサイズは、そのチャネルにおいて予想される散乱バックグラウ
ンド特性ならびにそのチャネルにおける関心欠陥の感度要件に基づいて選択することがで
きる。いくつかのこうした場合には、センサ電子雑音が合計チャネル雑音で優勢となる場
合、増倍型センサが望ましい場合がある。しかし、センサ読出し雑音以外の別の雑音源が
支配するとき、非増倍型センサが好ましい場合がある。例えば、さらなる２以上のセンサ
（図５においてセンサ５０２で示す）はそれぞれ、蛍光輝度増倍管（図５においてセンサ
５０４で示す）を含み、２以上のセンサ（図５においてセンサ１３０で示す）は、蛍光輝
度増倍管を含まないとすることができる。こうした構成を、同様に反転することができ、
それにより、２以上のセンサ（図５においてセンサ１３０で示す）はそれぞれ、蛍光輝度
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増倍管（図５に示さず）を含み、さらなる２以上のセンサ（図５においてセンサ５２０で
示す）は、蛍光輝度増倍管を含まない。こうして、本明細書に記載する種々の光学素子（
例えば、柔軟性のあるアパーチャおよびミラー配置構成）が使用され、光が弱いときに増
倍型センサに光を導き、光が強い場合に、他の非増倍型センサに光を導くことができる。
特定のセンサ上に投影される点広がり関数が、空間フィルタリングのせいで大きいと予想
されるとき、サンプリング理論に従って、より低い総合センサ解像度が許容されうる。例
えば、一部のチャネルにおいて、ウェハ上の照明用パッチは、収集光学部品および空間フ
ィルタを通して結像させると、範囲が約２０００の点広がり関数とすることができる。他
のチャネルにおいて、異なる空間フィルタが収集ＮＡを制限した状態で、ウェハ上の照明
用パッチのイメージは、範囲が１０００の点広がり関数とすることができる。こうして、
システムは、動作コストを低減するために、他の雑音源が支配するチャネル内の低コスト
センサによってシステムを最適化することができる。さらに、増倍型センサは、一般に、
非増倍型センサに比べて寿命が短いため、この特定の構成は、システムの信頼性の改善も
可能にする。図５に示すシステムは、本明細書に記載するようにさらに構成することがで
きる。例えば、図５に示すように、収集サブシステムは、光学素子５００からさらなる２
以上のセンサへの散乱光を結像するように構成された屈折光学素子５０６を含むことがで
きる。屈折光学素子５０６は、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
図５に示すシステムは、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００６１】
　こうした実施形態は、同様にまたは代替的に、最も適切なセンサに散乱光を導くために
、上述した１以上の柔軟性のあるアパーチャを含むことができる。例えば、１つのセンサ
を、かなりの光散乱について最適化することができ、一方、別のセンサを、実質的に低い
光散乱について最適化することができる。こうした構成では、比較的低い光散乱について
最適化されるセンサ、例えば、蛍光輝度増倍型センサは、かなりの散乱によって損傷され
る可能性があり、またさらに、比較的大きなバックグラウンドがある状態で最適感度を達
成するために必要でない。したがって、スキャンのある部分の間、光学素子は、かなりの
光散乱について最適化されたセンサに散乱光の１つの部分を導き、低い光散乱について最
適化される異なるセンサに、散乱光の別の異なる部分を導くように構成することができる
。異なる例では、光学素子は、システムに含まれる複数のセンサの１つのセンサのみに散
乱光の全てを導くように構成することができ、散乱光が導かれるセンサは、スキャン中に
変わることができる。
【００６２】
　別の実施形態では、システムは、光子計数のために構成されるさらなる２以上のセンサ
を含み、収集サブシステムは、エリアのそれぞれからさらなる２以上のセンサに散乱する
光を同時かつ別々に分割するようにさらに構成され、さらなる２以上のセンサは、散乱光
に対するさらなる出力を生成し、コンピュータサブシステムは、さらなる出力を使用して
ウェハ上の欠陥を検出するようにさらに構成される。例えば、こうした実施形態は、セン
サの性能、コスト、および信頼性を最適化するために、上述した複数の柔軟性のあるアパ
ーチャを含むことができる。いくつかのこうした場合には、いわゆる光子計数技法を、シ
ステムに含まれるセンサの１以上について使用することができる。こうした実施形態は、
図４または図５に示すように構成することができ、さらなる２以上のセンサ（センサ４０
８またはセンサ５０２と蛍光輝度増倍管５０４の組合せで示す）は、光子計数のために構
成されるセンサと置換される。光子計数のために構成されるセンサは、アバランシェフォ
トダイオードなどの当技術分野で知られている任意の適したこうしたセンサとすることが
できる。
【００６３】
　一実施形態では、システムは、収集サブシステムと２以上のセンサとの間に配置された
ＭＥＭＳベースの光スイッチングデバイスを含む。例えば、全てのレーザパルスの間で再
構成されうる比較的高速のＭＥＭＳベースの光スイッチングデバイスが存在する。これら
の光スイッチングデバイスの１以上を、収集光学部品内の適した場所に配設することがで
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きる。例えば、図４および図５に示す光学素子４００，５００を、それぞれ、ＭＥＭＳベ
ースの光スイッチングデバイスによって置換することができる。ＭＥＭＳベースの光スイ
ッチングデバイスは、当技術分野で知られる任意の適したこうした要素を含むことができ
る。
【００６４】
　１つのこうした実施形態では、システムは、さらなる２以上のセンサを含み、照明サブ
システムは、光のパルスを使用して複数の照明エリアを同時に形成するように構成され、
エリアのそれぞれから散乱される光は散乱光のパルスを含み、光スイッチングデバイスは
、光のパルスの第１の集合によって生成される散乱光のパルスの第１の集合を２以上のセ
ンサに、そして、光のパルスの第１の集合に続いて、光のパルスの第２の集合によって生
成される散乱光のパルスの第２の集合をさらなる２以上のセンサに導くように構成される
。例えば、図４および図５に示す光学素子４００，５００が、それぞれ、上述した光スイ
ッチングデバイスによって置換される場合、図４において検出器４０８でまた図５におい
て検出器５０２で示すさらなる２以上のセンサを、この実施形態におけるさらなる２以上
のセンサのために使用することができる。こうして、収集光学部品内の光スイッチングデ
バイスは、コストを節約するために、交互のセンサ上に交互のフレームを導くことができ
る。こうして、比較的高い繰返しレートのレーザが利用可能であるが、特定のセンサタイ
プのデータレートおよび／またはフレームレートが制限される場合、後続のレーザパルス
によって生成される散乱光は、レーザパルスの間でＭＥＭＳデバイスを再構成することに
よって、交互のセンサに導かれうる。例えば、周波数ｆのパルス状レーザによって生成さ
れる散乱光を、周波数ｆで動作する電気光学的ビームスプリッタに導くことができる。電
気光学的ビームスプリッタは、２つのセンサ間で散乱光を交互に比較的高速にスイッチン
グするために使用することができ、各センサはｆ／２の有効フレームレートを有する。し
たがって、センサが、制限された読出しレートを有し、システムが、コスト、パッケージ
ング、または他の理由で、２以上のセンサが並んで設置されることを可能にしない場合、
あるタイプの光スイッチング素子が、時間の関数として異なるセンサ上に光を導くことに
よって、データレートが倍増される（例えば、２倍になる、３倍になるなど）ことを可能
にしうる。個々のセンサコンポーネントの制限が克服されうる。こうした実施形態は、約
２ｋＨｚ～約４０ｋＨｚ（光スイッチの使用を可能にするのに十分に低い）の繰返しレー
トを有するＱスイッチ式レーザに関して特にうまく働く。
【００６５】
　別のこうした実施形態では、照明サブシステムは、光のパルスを使用して複数の照明エ
リアを同時に形成するように構成され、エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光の
パルスを含み、光スイッチングデバイスは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメ
ントで収集される、エリアのそれぞれからの散乱光のパルスを同時かつ別々に分割するよ
うに構成され、光スイッチングデバイスは、光のパルスの第１の集合によって生成される
散乱光のパルスの第１の集合の異なるセグメントの１つのセグメントのみを２以上のセン
サに導き、次に、光のパルスの第１の集合に続いて、光のパルスの第２の集合によって生
成される散乱光のパルスの第２の集合の異なるセグメントの別のセグメントのみ２以上の
センサに導くように構成される。例えば、１つのセンサは、後続のレーザスポット上の散
乱光半球の異なるセクションを受取り処理しうる。ＭＥＭＳデバイスは、散乱光の特定の
束を空間的に選択し、センサに導くように構成されることになる。特に、ＭＥＭＳデバイ
スを、上述した光学素子４００のように機能するように構成することができる。結像対物
レンズの視野サイズは、この構成によって、少なくとも２倍だけ減少されることができ、
そのことは、スイッチングデバイスの余分な費用を考慮した後でさえも、かなりのコスト
節約を可能にする。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、照明サブシステムは、光のパルスを使用して複数の照明エリ
アを同時に形成するように構成され、エリアのそれぞれから散乱される光は、散乱光のパ
ルスを含み、２以上のセンサは、光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を
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有する散乱光のパルスのみを検出する。１つのこうした実施形態では、所定到達時間を有
する散乱光のパルスは、蛍光または光ルミネセンスを含む。例えば、本明細書に記載する
実施形態は、蛍光などを探すために、カメラシャッタ同期を利用することができる。特に
、各チャネルおよび／またはセンサは、レーザパルスに対して時間的に同期して、特定の
到達時間を有する光子のみを取得することができる。こうして、蛍光または光ルミネセン
スなどの時間依存効果を、古典的な手段によって生成される散乱光と無関係に観察するこ
とができ、それにより、関心表面および／または関心欠陥に関するさらなる情報が提供さ
れる。
【００６７】
　光のパルスを使用して複数の照明エリアが形成される別の実施形態では、センサ採取お
よびスキャンサブシステムの回転および／または並進レートが、「オンザフライ式フラッ
シュ(flash on the fly)」に従って、このパルス周波数に同期することができる（または
、逆も同様である）。後続のレーザパルス間のある程度の空間的オーバラップが、先に述
べたように望ましい。
【００６８】
　散乱光が、検査システムの２つ以上のチャネルの間で分割される実施形態の任意の実施
形態では、各チャネルは、チャネルのフーリエ平面とセンサとの間に配置された別個のア
ナモルフィック光学素子を含むことができる。チャネルのそれぞれのチャネル内の別個の
アナモルフィック光学素子は、異なり、チャネルが検出するために使用される散乱光（例
えば、散乱光のセグメント）の特性に依存するとすることができる。
【００６９】
　上述した実施形態のそれぞれは、本明細書に記載するようにさらに構成することができ
る。
【００７０】
　別の実施形態は、ウェハを検査するように構成された別のシステムに関する。このシス
テムは、ウェハ上の実質的に同じエリアに複数の光ビームを導くように構成された照明サ
ブシステムを含む。複数の光ビームは、実質的に同じ波長特性および偏光特性を有する。
例えば、同じ波長特性および偏光特性の２つ以上の光ビームは、無損失で結合することが
できないが、２つ以上の光ビームは、（図９に示す折り畳みミラーを使用して）互いに平
行にされうる。いくつかの実施形態では、複数の光ビームはレーザビームである。こうし
て、照明サブシステムは、複数のレーザビーム構成を有することができる。別の実施形態
では、複数の光ビームは、照明サブシステムの単一レーザのみによって生成される。例え
ば、エリアモードのために使用される複数の照明ビームは、単一レーザ内で生成すること
ができる。一部のレーザは、周波数変換結晶を有し、その寿命は、結晶上に入射するスポ
ットの強度によって制限されうる。複数の同時の入射スポットによって、結晶の寿命を延
長することができる。図９に示す１つのこうした実施形態では、照明サブシステムは、レ
ーザであるとすることができる単一光源９００のみを含むことができる。レーザは、本明
細書に記載するレーザまたは当技術分野で知られている任意の他の適したレーザの任意の
レーザを含むことができる。
【００７１】
　光源からの光を、照明サブシステムのビームスプリッタ９０２に導くことができ、ビー
ムスプリッタ９０２は、光源からの光ビームを、第１の光ビーム９０４と別の光ビームに
分割するように構成される。照明サブシステムはまた、ビームスプリッタ９０６を含むこ
とができ、ビームスプリッタ９０６は、ビームスプリッタ９０２からの光ビームを第２の
光ビーム９０８と別の光ビームに分割するように構成される。ビームスプリッタ９０２，
９０６は、当技術分野で知られている任意の適したビームスプリッタを含むことができる
。照明サブシステムはまた、反射光学素子９１０を含むことができ、反射光学素子９１０
は、ビームスプリッタ９０６からの光ビームを第３の光ビーム９１１として、照明サブシ
ステムの屈折光学素子９１２に反射するように構成される。照明サブシステムはまた、第
１の光ビームの経路内に配置された反射光学素子９１４および第２の光ビームの経路内に
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配置された反射光学素子９１６を含むことができる。反射光学素子９１４および９１６は
、第１および第２の光ビームを屈折光学素子９１２にそれぞれ導くように構成され、それ
により、第１、第２３、および第３の光ビームは、屈折光学素子９１２に入射するとき、
実質的に互いに平行になる。こうして、光ビームのそれぞれの経路内配置された反射光学
素子は、光ビームのそれぞれが屈折光学素子に導かれる角度を制御することができ、屈折
光学素子は、光ビームのそれぞれがウェハに導かれる角度を制御する。反射光学素子９１
０，９１４，９１６は、当技術分野で知られている任意の適した反射光学素子を含むこと
ができ、屈折光学素子９１２は、当技術分野で知られている任意の適した屈折光学素子を
含むことができる。図９に示すシステムは、本明細書に記載するようにさらに構成するこ
とができる。
【００７２】
　別の実施形態では、光源９００、ビームスプリッタ９０２，９０６、ならびに反射光学
素子９１０，９１４，９１６を、複数の（例えば、３つの）ビームがそこから発するレー
ザなどの単一光源と置換することができる。光源から発する複数のビームを、実質的に同
じ角度で屈折光学素９１２に導き、次に、屈折光学素子によってウェハに導くことができ
る。こうした実施形態は、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００７３】
　２つ以上の（例えば、３つの）光ビームは、互いに平行になるように配列される場合、
ウェハ上の同じ場所にレンズ（例えば、屈折光学素子９１２）によって合焦されうる。こ
うした構成は、１００μｍ以上のウェハ上のスポットサイズを可能にする。例えば、いく
つかのこうした実施形態では、照明サブシステムは、ウェハ上に複数のビームを導くよう
に構成されたレンズ（例えば、屈折光学素子９１２）を含むことができ、レンズは、約０
．１以上のＮＡを有しうるため、いくつかの比較的低いＮＡの入力ビームを同時に合焦さ
せうる。１つのこうした例では、２６６ｎｍレーザを含む照明サブシステムの場合、約１
００μｍ～約１ｍｍのスポットサイズは、スポットを形成するために、０．０１未満のＮ
Ａのみを必要とする。レンズのＮＡが比較的低いため、全てのビームが、ウェハ上の同じ
パッチをほぼ同じサイズで照明しうる。対照的に、約１μｍスポットの場合、レンズＮＡ
は、０．５以上である必要があることになるため、単一レンズが、同じ波長の複数のビー
ムを注入することができない。一般に、任意の数のビームまたは光源が、本明細書に記載
する照明サブシステムによって使用されることができる。
【００７４】
　一実施形態では、複数の光ビームは、実質的に同じ極角度および異なる方位角度でウェ
ハ上の実質的に同じエリアに導かれる。こうして、複数の光ビーム（例えば、レーザビー
ム）は、ほぼ同じ入射角度でウェハを照明することができる。例えば、１つのレーザビー
ムは、５５°の極角度と０°の方位角度で入射し、第２のレーザビームは、５５°の極角
度と２°の方位角度で入射することができる。ほぼ同じ入射角度および偏光のベクトルを
使用することができ、それにより、各光ビームによって生成される散乱光は、同じ特性お
よび偏光状態を有し、それにより、収集サブシステムで効果的にフィルタリングされる。
同一の波長の光ビームを、厳密に同じ角度で結合し注入することはできないが、互いの５
°以内の注入は、可能であり、感度が低下しないようにほぼ同じ表面散乱特性をもたらす
ことになる。別の例では、中心ビームが、約Ｘ°の極角度でウェハ上に入射する場合、２
つの他のビームは、例えば、約Ｘ－２°の極角度と約Ｘ＋２°の極角度でウェハ上に入射
することができ、ビームのそれぞれからの結果として得られる表面散乱に実質的にほとん
ど差が存在しないことになる。
【００７５】
　別の実施形態では、複数の光ビームは、ウェハ上の実質的に同じエリアに同時に導かれ
る。例えば、複数の光ビームが実質的に同じ波長と偏光特性を有する場合、上述したよう
に、複数の光ビームは、単一光源からの光を、わずかに異なる方位角度および／または極
角度でウェハに導かれる複数の光ビームに分割することによって、または、わずかに異な
る方位角度および／または極角度でウェハに導かれる複数の光ビームを生成する複数の光
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源を使用することによって、ウェハ上の実質的に同じエリアに同時に導かれうる。同じ波
長と偏光特性を有する複数の光ビームをウェハに同時に導くことは、本明細書にさらに記
載するようにいくつかの利点を有する。
【００７６】
　別の実施形態では、複数の光ビームは、エリア照明モードでウェハ上の実質的に同じエ
リアを照明する。例えば、照明サブシステムは、エリアモード用の複数の照明ビーム構成
を有することができる。いくつかの実施形態では、ウェハ上の実質的に同じエリアは、５
０ミクロンより大きい横寸法を有する。例えば、図１０に示すように、複数の光ビーム９
０４、９０８、および９１１を、屈折光学素子９１２によってウェハ１１４上の実質的に
同じエリア１０００に導くことができる。実質的に同じエリア１０００の最も短い寸法で
ある横寸法１００２は、５０ミクロンより大きいとすることができる。さらに、実質的に
同じエリア１０００は、図１０に示すようにウェハ上で楕円形状を有することができるが
、実質的に同じエリアは、本明細書にさらに記載するようにウェハ上で任意の他の形状（
例えば、長方形）を有することができる。
【００７７】
　別の実施形態では、複数の光ビームはパルス状光ビームであり、照明サブシステムは、
複数の光ビームの１つの光ビームを、ウェハ上の実質的に同じエリアに、照明サブシステ
ムによって実質的に同じエリアに導かれる複数の光ビームの別の光ビームより遅れて導く
ように構成され、それにより、パルス状光ビームは、パルス状光ビームのそれぞれより長
い継続時間を有する光の１つの連続パルスとして実質的に同じエリアを照明する。さらな
る実施形態では、複数の光ビームはパルス状光ビームであり、照明サブシステムは、複数
の光ビームの１つの光ビームを、ウェハ上の実質的に同じエリアに、照明サブシステムに
よって実質的に同じエリアに導かれる複数の光ビームの別の光ビームより遅れて導くよう
に構成され、それにより、複数の光ビームによってウェハ上に入射するピークパルスパワ
ーは、複数の光ビームがウェハ上の実質的に同じエリアに同時に導かれた場合に比べて小
さい。こうして、これらの実施形態は、単一の光ビームと比較してパルス継続時間を効果
的に伸長することができるという利点を有する。エリアモード用の複数照明ビーム構成で
は、パルス継続時間が伸長され、ウェハ上に入射するピークパルスパワーを低減し、それ
により、ウェハを損傷する確率を低減する場合がある。１つの特定の例では、レーザまた
は光源のそれぞれが、約２ｋＨｚと５０ｋＨｚとの間の繰返しレートおよび約１０ｎｓと
２００ｎｓとの間のパルス継続時間を有するパルス状光源であると仮定すると、パルスが
全てウェハ上に同時に入射する場合、エネルギー密度は実質的に高いことになる。しかし
、ウェハが、パルス継続時間と比較して実質的にゆっくり移動するため、パルスは、時間
的に広がり、依然として基本的に同じエリアを曝露させうる。例えば、第１のパルスは時
間ｔ０でウェハに入射し、第２のパルスは時間ｔ０＋ｔ１でウェハに入射し、第３のパル
スは時間ｔ０＋２×ｔ１でウェハに入射することができる。したがって、第１のパルスと
最後のパルスとの間の時間間隔（例えば、上記例ではｔ０＋２×ｔ１）内で、ウェハが、
センサを基準として２以上のセンサピクセルにわたって移動していない限り、総合信号対
雑音比は、パルスが全てウェハ上に同時に入射する場合とほぼ同じであるが、ウェハ上に
入射するピークパワー密度は、ウェハを損傷しないように低減されることになる。
【００７８】
　別の実施形態では、複数の光ビームは、照明サブシステムの複数のレーザによって生成
される。例えば、エリアモードのために使用される複数の照明ビームを、複数のレーザか
ら生成することができる。図１２に示す１つのこうした実施形態では、照明サブシステム
は、光ビーム１２０６，１２０８，１２１０をそれぞれ生成するように構成されたレーザ
１２００，１２０１，１２０４を含むことができる。レーザ１２００，１２０１，１２０
４は、同一のレーザ（すなわち、同じ種類およびモデルを有するレーザ）とすることがで
きる。代替的に、レーザ１２００，１２０１，１２０４は、他の光ビームのそれぞれと同
じ波長と偏光特性を有する光ビームを生成する異なるレーザ（すなわち、異なる種類およ
び／またはモデルを有するレーザ）とすることができる。図１２に示すように、光ビーム
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のそれぞれを、上述したように構成することができる単一屈折光学素子（例えば、屈折光
学素子９１２）によってウェハ１１４に導くことができる。図１２に示す光ビームを、本
明細書にさらに記載するように（例えば、同時にまたは順次に）ウェハに導くことができ
る。さらに、図１２に示すシステムは、本明細書に記載するようにさらに構成することが
できる。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、複数の光ビームは、照明サブシステムの光源によって生成さ
れる１つの光ビーム、および、ウェハ上の実質的に同じエリアから反射される光を収集し
、収集される反射光を、ウェハ上の実質的に同じエリアに戻るように導くことによって形
成される別の光ビームを含む。こうした実施形態は、複数の光ビームを生成するために複
数の光源を使用するのと機能が同じであるとすることができる。例えば、エリアモードの
ために使用される複数の照明ビームは、同じ光ビームの複数のパスを再循環させることに
よって（ウェハからの反射光ビームを収集し、光ビームをウェハに戻るように導くことに
よって）生成することができる。こうして、第１のパスからの反射光は、収集され、ウェ
ハの実質的に同じ場所に入射する第２のビームになるよう再形成されることができる。複
数パスの光ビームオプションでは、それぞれの後続の照明パスについて利用可能なパワー
は、表面反射および光学効率(optics efficiency)を再循環させることによって減少する
ことになるが、効果的な照明パワーは、５０％以上の因数で高められうる。一般に、これ
らのマルチビーム技法が、本明細書に記載するシステムと対照的にラインまたはスポット
検査システム上への実装にとって難題であることに留意された。１つの代替の照明オプシ
ョンは、欠陥のより効率的な検出を可能にするために異なる波長の複数のレーザビームを
使用することである。
【００８０】
　１つのこうした実施形態では、図１３に示すように、複数の光ビームは、照明サブシス
テムの光源（図１３には示さず）によって生成される光ビーム１３００を含むことができ
る。光ビーム１３００を、本明細書に記載する光源の任意の光源によって生成することが
できる。図１３に示すように、光ビーム１３００は、（例えば、屈折光学素子９１２に関
して）本明細書にさらに記載するように構成することができる屈折光学素子１３０２によ
ってウェハ１１４に導かれる。ウェハ上の実質的に同じエリアから鏡面反射される光１３
０４は、照明サブシステムの反射光学素子１３０６によって収集され、反射光学素子１３
０６は、収集される反射光ビームをビーム再形成光学部品１３０８に導く。反射光学素子
１３０６は、任意の適した反射光学素子を含むことができ、ビーム再形成光学部品１３０
８は、任意の適したビーム形成素子（例えば、アナモルフィック光学素子、視野絞り、空
間フィルタ、偏光フィルタ、および同様なもの）を含むことができる。ビーム再形成光学
部品１３０８は、収集される反射光ビームを反射光学素子１３１０に導き、反射光学素子
１３１０は、収集される反射光を光ビーム１３１２として、ウェハ上の実質的に同じエリ
アに戻るように導く。例えば、図１３に示すように、ウェハ１１４から鏡面反射される光
１３１４は、反射光学素子１３０６によって収集されることができ、反射光学素子１３０
６は、収集される反射光ビームをビーム再形成光学部品１３０８に導く。ビーム再形成光
学部品１３０８は、この収集される反射光を光ビーム１３１６として、ウェハ上の実質的
に同じエリアに戻るように導く。図１３に示す照明サブシステムの部分は、本明細書で述
べられ示されるシステムの実施形態の任意の実施形態に含まれることができる。
【００８１】
　一実施形態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを含み、複数の光ビームは光
のパルスを含み、ウェハ上の実質的に同じエリアに導かれる光のパルスは、光のパルスの
継続時間にわたって空間的に変動せず、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の
強度を有する。１つのこうした実施形態では、照明サブシステムは、レーザに結合したビ
ーム整形光学素子を含む。別の実施形態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを
含み、複数の光ビームは光のパルスを含み、ウェハ上の実質的に同じエリアに導かれる光
のパルスは、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する。こうした実
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施形態は、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００８２】
　また、本システムは、ウェハ内で複数の光ビームをスキャンするように構成されたスキ
ャンサブシステムを含む。スキャンサブシステムは、本明細書に記載するようにさらに構
成することができる。さらに、システムは、ウェハ上の実質的に同じエリアから散乱され
る光をセンサに結像するように構成された収集サブシステムを含む。センサは、散乱光に
対する出力を生成する。収集サブシステムおよびセンサは、本明細書に記載するようにさ
らに構成することができる。
【００８３】
　収集光学部品内のズームレンズ群は、必要とされる検査の速度および／または検査の感
度に応じて、ウェハ上の異なるサイズのエリアが同じ１つのセンサ（または複数のセンサ
）上に結像されることを可能にする。比較的高速の（１時間あたりより多くのウェハの）
検査が所望されるとき、ウェハの大きなエリア（例えば２ｍｍ×２ｍｍ）が、一定サイズ
の１つのセンサ（または複数のセンサ）上に結像される。高い感度の（通常、低速の）検
査が所望されるとき、拡大要素が収集光学部品の経路に挿入されるかまたは移動された後
に、より小さなエリアがセンサ上に結像される。速度または感度のこの変化は、一般に、
検査中と検査前の両方で実施されうる。照明スポットのエリアは、適切な領域を曝露する
ために同時に増加される。照明スポットの強度は、照明スポットエリアが変化するときに
、好ましくは同じままであるが、レーザ誘起損傷が回避されうる範囲で、検査感度を改善
するために増加されることができる（先に述べた複数ビーム技法は、レーザ誘起損傷の確
率を低減しうる）。代替的に、収集光学部品のより小さなズーム倍率を、より大きな照明
エリアと連携して使用することができ、ウェハの大きな部分をイメージングするために、
さらなるセンサが使用されて、それにより、検査感度を維持しながら検査速度が改善され
る。
【００８４】
　一実施形態では、収集サブシステムは、完全には回折制限されない解像度を有する散乱
光コレクタを含む。こうした実施形態は、本明細書に記載するようにさらに構成すること
ができる。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、照明サブシステムは、ウェハ上の実質的に同じエリアに導か
れる複数の光ビームを時間の関数として変動させるように構成され、収集サブシステムは
、ウェハ上の複数のエリアからセンサに散乱する光を結像するように構成され、センサお
よび照明サブシステムの光源は、互いに同期してゲート制御される。こうして、システム
は、エリアモードにおける時間領域マルチスポット検査のために構成することができる。
例えば、照明プロファイルは、上述したように位置の関数として変動するのみならず、時
間の関数としても変動することができる。ウェハの異なる部分からの散乱光は、同じセン
サによって受取られることができ、また、スループット、欠陥取得を改善するかまたは表
面のダメージの確率を低減するために、照明およびセンサを共にゲート制御すること（本
発明者等は、時間領域マルチスポットと呼ぶであろう）が有利である場合がある。時間的
に異なる照明プロファイルが、異なる方位角度および／または極角度からウェハ上に入射
するレーザまたはレーザビームによって生成されうる。２つの異なる光学構成を用いて同
じウェハを２回検査することに比べて、時間領域マルチスポット検査の１つの実質的な利
点は、各ウェハを検査することに関連する一定時間のオーバヘッドである。例えば、ロー
ディング、アンローディング、位置合わせ、加速、および減速が１回適用されるだけであ
り、それにより、総合スループットが増加する。
【００８６】
　１つのこうした実施形態では、複数の光ビームは、異なる方位角度、異なる極角度、ま
たは異なる方位角度と極角度でウェハ上の実質的に同じエリアに導かれる。例えば、上述
したように、複数の光ビームを、異なる方位角度と同じ極角度でウェハ上の実質的に同じ
エリアに同時に導くことができるが、複数の光ビームがウェハに導かれる方位角度および
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極角度は共に、（例えば、図９に示す反射光学素子または図１２に示す複数の光源の位置
を変更することによって）経時的に変動しうる。
【００８７】
　別のこうした実施形態では、照明サブシステムは、複数の光ビームの波長特性および偏
光特性を変更するように構成され、時間の関数としてウェハ上の実質的に同じエリアに導
かれる複数の光ビームは、互いに異なる波長特性、互いに異なる偏光特性、または、互い
に異なる波長特性と偏光特性を有する。例えば、上述したように、複数の光ビームが同じ
波長特性および偏光特性を有することができるが、複数の光ビームの波長特性および偏光
特性は共に、（例えば、（例えば、偏光子の回転による）時間依存偏光特性を有する１以
上の偏光子を使用して、および／または、時間依存波長特性を有する１以上の波長フィル
タを使用して）経時的に変動しうる。
【００８８】
　一実施形態では、複数の光ビームは光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み
、センサは、光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を有する散乱光のパル
スのみを検出する。１つのこうした実施形態では、所定到達時間を有する散乱光のパルス
は、蛍光または光ルミネセンスを含む。こうした実施形態は、本明細書に記載するように
さらに構成することができる。
【００８９】
　システムは、センサの出力を使用してウェハ上の欠陥を検出するように構成されたコン
ピュータサブシステムをさらに含む。コンピュータサブシステムは、本明細書に記載する
ようにさらに構成することができる。
【００９０】
　全表面の散乱強度が、収集される光散乱チャネルの１以上において所定の値を超える基
板の場合、これらのチャネルに関連する特定のセンサの光減衰あるいは光利得または電子
利得は、検査の前に調整され、検査感度またはダイナミックレンジを最大にすることがで
きる。
【００９１】
　一実施形態では、複数の光ビームはパルス状光ビームであり、照明サブシステムは、複
数の光ビームの第１の光ビームを、ウェハ上の実質的に同じエリアに、照明サブシステム
によって実質的に同じエリアに導かれる複数の光ビームの第２の光ビームより時間的に早
く導くようにさらに構成され、複数の光ビームの第１の光ビームおよび第２の光ビームは
ウェハ上で互いに異なる形状およびサイズを有し、コンピュータサブシステムは、複数の
光ビームの第１の光ビームによる照明に起因する実質的に同じエリアからの散乱光に対す
る出力を使用して、複数の光ビームの第２の光ビームが、実質的に同じエリアに導かれる
べきかどうかを判定するようにさらに構成される。こうした実施形態は、先行ビーム（例
えば、第１の複数の光ビーム）が、ウェハ上の比較的大きなパーティクルを検知するため
に使用され、それにより、主検査ビーム（例えば、第２の複数の光ビーム）によって比較
的大きなパーティクルを照明することによって引起されうるウェハに対する損傷を防止す
ることができるため、有利である場合がある。さらに、先行ビームが、ウェハ上のヘイズ
(haze)が高くなり過ぎているかどうかを検出するために使用され、それにより、センサの
損傷閾値またはセンサの使用可能なダイナミックレンジを超えうるヘイズによる光散乱に
よって引起されうるセンサに対する損傷を防止することができる。図１１は、主検査ビー
ムによって照明されるスポット１１０４に先行するウェハ１１０２上の副ビーム照明スポ
ット１１００の一例を示す。副ビームの比較的細長いスポットは、光学部品の視野を著し
く増加させないという利点を有する。図１１に示すように、２つのビームは、ウェハ上で
、時間的にかつ空間的に著しく異なるプロファイルを有することができる。ウェハ上での
スポットの移動方向は矢印１１０６で示される。本明細書にさらに記載するように、検査
ビームの照明エリアから散乱される光は、複数のセンサ上に結合することができ、検査ビ
ームのために使用される照明は、パルス状照明とすることができる。副ビームからの散乱
光に応じて、コンピュータサブシステムは、検査ビームのために使用されることになるパ
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ルスを発しないための光源に対する信号であるトリガーを生成することができる。
【００９２】
　複数の光ビームの第１の光ビームおよび第２の光ビームによる照明に起因する実質的に
同じエリアからの散乱光は、同じセンサによって検出することができる。しかし、複数の
光ビームの第１の光ビームおよび第２の光ビームによる照明に起因する実質的に同じエリ
アからの散乱光は、異なるセンサによって検出することができる。この場合、上述したセ
ンサは、複数の光ビームの第２の光ビームによる照明に起因する実質的に同じエリアから
の散乱光を検出するために使用され、別のセンサは、複数の光ビームの第１の光ビームに
よる照明に起因する実質的に同じエリアからの散乱光を検出するために使用されることに
なる。他のセンサは、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【００９３】
　こうして、検査のために使用されるシステムの要素（またはシステムに含まれるさらな
る光学サブシステム）は、比較的大きな欠陥または他の光散乱事象を、これらの事象から
の散乱光がエリア検査センサ上に入射する前に、検出するように構成することができる。
例えば、かなりの量の散乱光が、イメージセンサを飽和させるまたは損傷するあるいは散
乱を定量的に測定するセンサの能力を超える場合がある。散乱エリアの検査の前に入射強
度を減少させることが好ましい。システム（またはさらなる光学サブシステム）は、主検
査スポットおよび対応するセンサエリアに先行してウェハをスキャンし、かなりの散乱光
が検出される場合、制御信号が、表面のそのエリアに入射するパワーを低減する（例えば
、なくす）。代替的に、散乱光の減衰が、収集サブシステムに付加されることができる、
または、センサまたは増倍型素子の光利得または電子利得が、（例えば、電気光学シャッ
タを使用して）時間的に調整されることができる。
【００９４】
　１つのこうした実施形態では、照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを含み、コン
ピュータサブシステムは、複数の光ビームの第２の光ビームが実質的に同じエリアに導か
れるべきでないと判定する場合、複数の光ビームの第２の光ビームが実質的に同じエリア
を照明することを防止する。例えば、上述したように、副ビームからの散乱光に応じて、
コンピュータサブシステムは、検査ビームのために使用されることになるパルスを発しな
いためのＱスイッチ式レーザに対する信号であるトリガーを生成することができる。しか
し、コンピュータサブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを制御することなく、複数の光ビ
ームの第２の光ビームが実質的に同じエリアを照明することを防止することができる。例
えば、コンピュータサブシステムは、Ｑスイッチ式レーザに結合した比較的高速な電気光
学シャッタなどの光学素子を制御し、それにより、光学素子は、Ｑスイッチ式レーザによ
って生成されるパルスが実質的に同じエリアを照明することを防止する。さらに、上述し
た実施形態は、ＣＷレーザまたはモードロック式レーザなどの他のパルス状光源によって
実装することができる。
【００９５】
　別の実施形態では、複数の光ビームはパルス状光ビームであり、照明サブシステムは、
複数の光ビームの第１の光ビームを、ウェハ上の実質的に同じエリアに、照明サブシステ
ムによって実質的に同じエリアに導かれる複数の光ビームの第２の光ビームより時間的に
早く導くように構成され、複数の光ビームの第１の光ビームおよび第２の光ビームはウェ
ハ上で互いに異なる形状およびサイズを有し、コンピュータサブシステムは、複数の光ビ
ームの第１の光ビームによる照明に起因する実質的に同じエリアからの散乱光に対する出
力を使用して、実質的に同じエリアに導かれるべき複数の光ビームの第２の光ビームのパ
ワーを決定するように構成される。コンピュータサブシステムによって決定される複数の
光ビームの第２の光ビームのパワーは、第２の光ビームのゼロパワー、フルパワー、また
はある部分的パワーとすることができる。例えば、第１の光ビームによる散乱光がウェハ
上で比較的大きなパーティクルを示す場合、コンピュータサブシステムは、第２の光ビー
ムのフルパワーによる加熱に起因してパーティクルが分解することを防止するために、第
２の光ビームがゼロパワーまたは部分的パワーでウェハに導かれるべきであると判定する
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ことができる。代替的に、第１の光ビームによる散乱光が、比較的大きなパーティクルが
全くウェハ上に存在しないことを示す場合、コンピュータサブシステムは、比較的小さな
パーティクルの検出を可能にするために、第２の光ビームがフルパワーでウェハに導かれ
るべきであると判定することができる。こうした実施形態は、本明細書に記載するように
さらに構成することができる。
【００９６】
　１つのこうした実施形態では、照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを含み、コン
ピュータサブシステムは、決定されたパワーに基づいてＱスイッチ式レーザのパワーを減
衰させる。例えば、コンピュータサブシステムは、任意の適した方法でＱスイッチ式レー
ザに結合し、それにより、コンピュータサブシステムは、コンピュータサブシステムによ
って決定されるパワーに整合するようにレーザのパワーを制御しうる。
【００９７】
　１つのこうした実施形態では、コンピュータサブシステムは、実質的に同じエリアに実
際に導かれる複数の光ビームの第２の光ビームのパワーを監視し、実質的に同じエリアに
導かれるパワーに基づいてシステムの１以上のパラメータを変更して、実質的に同じエリ
アに実際に導かれる複数の光ビームの第２の光ビームのパワーを正規化するように構成さ
れる。こうして、ソフトウェアおよびハードウェアを、パルスごとのレーザエネルギーの
変動の正規化のために使用することができる。こうした実施形態は、Ｑスイッチ式レーザ
のパルスごとのレーザエネルギーの変動が重要でなくはないとすることができるため、有
利である。
【００９８】
　本明細書に記載するシステムは、実質的に同じエリアに導かれる光ビームのパワーを減
衰させることによってレーザパルスエネルギーの変化についてシステムを正規化すること
ができるが、本明細書に記載するシステムは、同様にまたは代替的に、レーザパルスのエ
ネルギーを検出し、検出されたエネルギーに基づいてセンサの利得を正規化する、かつ／
または、コンピュータサブシステムを使用してセンサによって生成される出力を正規化す
ることによって、レーザパルスエネルギー変化についてシステムを正規化することができ
る。
【００９９】
　一実施形態では、システムは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集
される散乱光を分離するように構成された光学素子を含み、センサは、異なるセグメント
の１つのセグメントを検出するように構成され、システムは、異なるセグメントの別のセ
グメントを検出するように構成された別のセンサを含む。１つのこうした実施形態では、
システムは、センサによって検出される異なるセグメントの１つのセグメントおよび他の
センサによって検出される異なるセグメントの他のセグメントに応じて、光学素子を変更
または置換するように構成される。こうした実施形態は、本明細書でさらに述べ示すよう
に構成することができる。
【０１００】
　別の実施形態では、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集される散乱
光を分離するように構成された光学素子を含み、センサは、センサの１つの部分を使用し
て異なるセグメントの１つのセグメントを検出し、センサの異なる部分を使用して異なる
セグメントの別のセグメントを検出するように構成され、センサの１つの部分および他の
部分は、互いに重なり合わず、センサ上で隣接しない。こうした実施形態は、本明細書で
さらに述べ示すように構成することができる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、システムは、蛍光輝度増倍管を含むさらなるセンサを含み、
収集サブシステムは、ウェハ上の実質的に同じエリアからさらなるセンサに散乱する光を
結像するように構成され、さらなるセンサは、散乱光に対するさらなる出力を生成し、コ
ンピュータサブシステムは、センサにおいてセンサ電子雑音が合計チャネル雑音で優勢と
なる場合、出力の代わりにさらなる出力を使用して、ウェハ上の欠陥を検出するように構
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成される。こうした実施形態は、本明細書でさらに述べ示すように構成することができる
。
【０１０２】
　別の実施形態では、システムは、光子計数のために構成されるさらなるセンサを含み、
収集サブシステムは、ウェハ上の実質的に同じエリアからさらなるセンサに散乱する光を
結像するように構成され、さらなるセンサは、散乱光に対するさらなる出力を生成し、コ
ンピュータサブシステムは、さらなる出力を使用して、ウェハ上の欠陥を検出するように
構成される。こうした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構成することができ
る。
【０１０３】
　一実施形態では、システムは、収集サブシステムとセンサとの間に配置されたＭＥＭＳ
ベースの光スイッチングデバイスを含む。１つのこうした実施形態では、システムは、少
なくとも１つのさらなるセンサを含み、複数の光ビームは光のパルスを含み、散乱光は散
乱光のパルスを含み、光スイッチングデバイスは、光のパルスの第１の集合によって生成
される散乱光のパルスの第１の散乱光のパルスをセンサに、そして、光のパルスの第１の
集合に続いて、光のパルスの第２の集合によって生成される散乱光のパルスの第２の散乱
光のパルスを少なくとも１つさらなるのセンサに導くように構成される。別のこうした実
施形態では、複数の光ビームは光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み、光ス
イッチングデバイスは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集される散
乱光を分離するように構成され、光スイッチングデバイスは、光のパルスの第１の集合に
よって生成される散乱光のパルスの異なるセグメントの１つのセグメントだけをセンサに
導き、次に、光のパルスの第１の集合に続いて、光のパルスの第２の集合によって生成さ
れる散乱光のパルスの異なるセグメントの別の１つのセグメントだけをセンサに導くよう
に構成される。こうした実施形態は、本明細書でさらに述べ示すように構成することがで
きる。
【０１０４】
　一実施形態では、複数の光ビームは光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み
、スキャンサブシステムは、ウェハを回転させることによってウェハ内で光のパルスをス
キャンするように構成され、光のパルスがウェハの中心領域を横切ってスキャンされると
き、照明サブシステムは、光のパルスが中心領域を外れてウェハ内でスキャンされるとき
に比べてより頻繁でなくウェハ上の実質的に同じエリアに光のパルスを導くように構成さ
れる。こうした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構成することができる。
【０１０５】
　別の実施形態では、複数の光ビームは光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含
み、スキャンサブシステムは、ウェハを回転させ並進させることによってウェハ内で光の
パルスをスキャンするように構成され、センサはエリアセンサを含み、光のパルスがウェ
ハの中心領域を横切ってスキャンされるときに、スキャンサブシステムは、ウェハ内で光
のパルスを１以上の非湾曲直線でスキャンし、光のパルスが中心領域を外れてウェハ内で
スキャンされるとき、スキャンサブシステムは、ウェハ内で光のパルスをスパイラル式に
スキャンする。こうした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構成することがで
きる。
【０１０６】
　上述した実施形態のそれぞれは、本明細書に記載するように構成することができる。
【０１０７】
　さらなる実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。このシス
テムは、複数のパルス状光ビームの第１のパルス状光ビームを、ウェハ上のエリアに、照
明サブシステムによってエリアに導かれる複数のパルス状光ビームの第２のパルス状光ビ
ームより時間的に早く導くように構成された照明サブシステムを含む。複数のパルス状光
ビームの第１のパルス状光ビームおよび第２のパルス状光ビームはウェハ上で互いに異な
る形状およびサイズを有する。複数のパルス状光ビームの第１のパルス状光ビームおよび
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第２のパルス状光ビームは、互いに異なる波長、互いに異なる偏光、または、互いに異な
る波長と偏光を有する。この照明サブシステムは、本明細書でさらに述べ示すように構成
することができる。
【０１０８】
　また、本システムは、ウェハ内で複数のパルス状光ビームをスキャンするように構成さ
れたスキャンサブシステムを含む。このスキャンサブシステムは、本明細書でさらに述べ
示すように構成することができる。さらに、システムは、ウェハ上のエリアから１以上の
センサに散乱する光を結像するように構成された収集サブシステムを含む。１以上のセン
サは、散乱光に対する出力を生成する。収集サブシステムおよびセンサは、本明細書でさ
らに述べ示すように構成することができる。
【０１０９】
　システムは、１以上のセンサの出力を使用してウェハ上の欠陥を検出し、複数のパルス
状光ビームの第１のパルス状光ビームによる照明に起因するエリアからの散乱光に対する
出力を使用して、エリアに導かれるべき複数のパルス状光ビームの第２のパルス状光ビー
ムのパワーを決定するように構成されたコンピュータサブシステムをさらに含む。コンピ
ュータサブシステムは、本明細書でさらに述べ示すように構成することができる。
【０１１０】
　一実施形態では、照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを含み、コンピュータサブ
システムは、決定されたパワーに基づいてＱスイッチ式レーザのパワーを減衰させる。別
の実施形態では、照明サブシステムは、Ｑスイッチ式レーザを含み、決定されたパワーが
ゼロである場合、コンピュータサブシステムは、Ｑスイッチ式レーザが、エリアを照明す
ることになる複数のパルス状光ビームの第２のパルス状光ビームを生成することを防止す
る。さらなる実施形態では、コンピュータサブシステムは、エリアに実際に導かれる複数
のパルス状光ビームの第２のパルス状光ビームのパワーを監視し、エリアに導かれるパワ
ーに基づいてシステムの１以上のパラメータを変更して、エリアに実際に導かれる複数の
パルス状光ビームの第２のパルス状光ビームのパワーを正規化するように構成される。こ
うした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構成することができる。
【０１１１】
　上述した実施形態のそれぞれは、本明細書に記載するように構成することができる。
【０１１２】
　さらなる実施形態は、ウェハを検査するように別の構成されるシステムに関する。この
システムは、ウェハ上のエリアに光のパルスを導くように構成された照明サブシステムを
含む。照明サブシステムは、本明細書でさらに述べ示すように構成することができる。
【０１１３】
　一実施形態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを含み、複数の光ビームは光
のパルスを含み、ウェハ上のエリアに導かれる光のパルスは、光のパルスの継続時間にわ
たって空間的に変動せず、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有し、
光のパルスは、エリア照明モードでウェハ上のエリアを照明する。１つのこうした実施形
態では、照明サブシステムは、レーザに結合したビーム整形光学素子を含む。別の実施形
態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを含み、ウェハ上のエリアに導かれる光
のパルスは、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有し、光のパルスは
、エリア照明モードでウェハ上のエリアを照明する。これらの実施形態は、本明細書でさ
らに述べ示すように構成することができる。
【０１１４】
　また、本システムは、ウェハ内で光のパルスをスキャンするように構成されたスキャン
サブシステムを含む。スキャンサブシステムは、本明細書でさらに述べ示すように構成す
ることができる。
【０１１５】
　一実施形態では、スキャンサブシステムは、ウェハを回転させることによってウェハ内
で光のパルスをスキャンするように構成され、光のパルスがウェハの中心領域を横切って
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スキャンされるとき、照明サブシステムは、光のパルスが中心領域を外れてウェハ内でス
キャンされるときに比べてより頻繁でなくウェハ上のエリアに光のパルスを導くように構
成される。こうした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構成することができる
。
【０１１６】
　別の実施形態では、スキャンサブシステムは、ウェハを回転させ並進させることによっ
てウェハ内で光のパルスをスキャンするように構成され、センサはエリアセンサを含み、
光のパルスがウェハの中心領域を横切ってスキャンされるときに、スキャサブシステムは
、ウェハ内で光のパルスを１以上の非湾曲直線でスキャンし、光のパルスが中心領域を外
れてウェハ内でスキャンされるとき、スキャンサブシステムは、ウェハ内で光のパルスを
スパイラル式にスキャンする。こうした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構
成することができる。
【０１１７】
　１ｋＨｚ以上のレーザ繰返しレートが、一般に許容可能である。エリア検査システムを
回転させることに関する比較的高い繰返しレートまたはＣＷレーザの１つの明らかな欠点
は、単一センサ採取サイクル中のイメージのスミア形成を回避することを必要とされる望
ましくないほどに高いデータレートである。しかし、低い繰返しレートは、ウェハ損傷の
確率を増加させうる。一部のウェハ（例えば、有機膜を含むウェハ）は、より容易に損傷
される。ウェハ上に入射する同じ平均レーザ強度の場合、低い繰返しレートは、非線形加
熱効果が無視される場合、高い繰返しレートに比べてウェハを損傷する可能性が高いこと
になる。比較的低い繰返しレートによって、レーザ照明の強度は、広いエリアにわたって
広がり、それにより、損傷の確率を低減しうるが、光学部品の視野要件およびおそらくは
センササイズ要件が、増加し、システムにかなりのコストを付加することになる。最大レ
ーザ繰返しレートは、１レーザパルス／フレームに関して、最大センサフレームレートに
よって同様に制約されうる。しかし、センサフレームレートは、センサ上のアクティブな
ピクセルまたは素子の数を減少させることによっておそらくは増加しうる。
【０１１８】
　感度を改善しながら、表面のダメージを回避するために、ウェハ上の１エリアについて
複数のレーザパルスを使用することができる。サンプルは、依然として連続して移動され
るが、曝露エリア内の大きなオーバラップが、後続の光源パルス間に存在する。この場合
、センサ速度（フレームレート）は、検査スループットを維持するために増加されうる。
それぞれの個々のレーザパルスによって生成される散乱信号は、センサから読出され、位
置合わせされ、重ね合わされ、ポストセンサハードウェアまたはソフトウェアにおいて処
理されうる。
【０１１９】
　代替的に、システムは、ウェハ上のエリアからセンサに散乱する光のパルスを結像する
ように構成された収集サブシステムを含む。センサは、センサの全エリア上に結像されう
る散乱光のパルスの数より少ない数の散乱光のパルスを積分するように構成される。こう
して、センサは、部分的ＴＤＩモード／部分的ＣＣＤモードで実行されうる。例えば、セ
ンサは、１以上の（あるいは別の適切に小さい数の）パルスを効果的に光学的に積分する
ためにＴＤＩモードで実行することができる。いくつかの実施形態では、センサによって
積分されるパルスの数は、散乱光の１つのパルスであり、センサは、散乱光の１つのパル
スの継続時間の間、積分し、次に、散乱光の１つのパルスに対する任意の電荷をセンサか
ら転送する。少数のパルスだけによって、ｒ－ｔｈｅｔａ検査システム上で動作する長方
形センサの「スミア形成(smearing)」効果が制限されうる。例えば、積分されるピクセル
の数は、２または３ピクセルだけとすることができ、それは、積分されるピクセルの数を
制限することによって達成することができ、センサを使用して通常実施される積分方法（
例えば、全センサにわたるピクセルが通常積分される）と異なる。センサは、積分された
散乱光のパルスに対する出力を生成するように構成される。収集サブシステムおよびセン
サは、本明細書で述べ示すようにさらに構成することができる。こうした実施形態はまた
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、２０１１年１２月１２日に出願された米国特許出願第６１／５６９，６１１号に記載さ
れるように構成することができ、同出願は、本明細書中に完全に記載されているかの如く
参照により援用される。
【０１２０】
　一実施形態では、収集サブシステムは、完全には回折制限されない解像度を有する散乱
光コレクタを含む。こうした実施形態は、本明細書に記載するようにさらに構成すること
ができる。
【０１２１】
　一実施形態では、スキャンサブシステムは、ウェハを回転させ並進させることによって
ウェハ内で光のパルスをスキャンするように構成され、センサは、ピクセルの長方形アレ
イを含む。例えば、図１４に示すように、センサ１４００は、ピクセル１４０２の長方形
アレイを含むことができる。
【０１２２】
　別の実施形態では、収集サブシステムは、散乱光のパルスの１つのパルス内の散乱光の
全てを、センサの１つのピクセルだけに結像するように構成された１以上のアナモルフィ
ック光学素子を含む。例えば、収集サブシステムに含まれる光学部品のアナモルフィック
比は、１つのピクセル上で全ての光を収集するために変更することができる。レーザパル
スの継続時間のせいでいくつかのピクセルを横切ってレーザパルスが延在するという問題
を解決する１つの他の方法は、楕円の代わりに、センサ上で最後に丸くなるように、スポ
ットのスミアイメージを拡大する拡大光学部品を有することである。光軸の１つの光軸は
、他の軸と異なる倍率を有することになる。有限継続時間のレーザパルスの問題とは別に
、これらのアナモルフィック光学構成は、異なるアスペクト比、解像度、および／または
サイズの光学センサを使用するチャネルに整合するために使用されうる。
【０１２３】
　さらなる実施形態では、センサは、散乱光のパルスの継続時間の間、一方向に積分し、
散乱光のパルスに対する任意の電荷をセンサから双方向に転送する。例えば、図１４に示
すように、センサは、矢印１４０４で示す方向に一方向に積分し、次に、矢印１４０６で
示すように任意の電荷を双方向に転送する。図１４でさらに示すように、積分の方向は、
電荷転送の方向に垂直とすることができる。こうして、センサは、パルスの継続時間中、
積分し、次に、センサ上で電荷転送方向を反転することができる。さらに、センサは、Ｃ
ＣＤとすることができ、また、多くのＣＣＤは、電荷が、ＣＣＤの両側から転送されるこ
とを可能にし、それにより、データレートを効果的に２倍にする。しかし、レーザスポッ
トは、センサの側の一方の側に向かってスミア形成するだけである。したがって、一方向
に積分し、次に、レーザパルスが終了すると停止し、次に、電荷を双方向にシフトオフす
る場合、依然として全ての光を光学的に積分しながら、データレート／スループットのほ
とんどが得られる。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、センサは、蛍光輝度増倍管およびエリアセンサを含み、セン
サは、散乱光のパルスの継続時間の間でかつ散乱光のパルスに対応する蛍光輝度増倍管の
全ての蛍光エネルギーが完全に減衰するまで積分する。こうした実施形態では、センサは
、ＴＤＩセンサ、ＣＣＤ、またはＣＭＯＳセンサとすることができる。例えば、センサが
蛍光輝度増倍管の出力を検出する場合、蛍光輝度増倍管は、減衰するのに比較的長い時間
がかかる蛍光（ＴＶのように）を含む。この全ての蛍光エネルギーを収集するのに必要な
出来る限り長い期間、センサのピクセルを積分し、次に、電荷の転送（ＣＣＤの場合）ま
たはピクセル電圧の読出し（ＣＭＯＳの場合）を開始することができる。明らかに、これ
は、蛍光が減衰するのを待つことによってスループットを犠牲にするが、少なくとも全て
のエネルギーが、少数のピクセルに収集されることになる。こうした実施形態は、本明細
書で述べ示すように構成することができる。
【０１２５】
　一実施形態では、センサは、光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を有
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する散乱光のパルスだけを検出する。１つのこうした実施形態では、所定到達時間を有す
る散乱光のパルスは、蛍光または光ルミネセンスを含む。こうした実施形態は、本明細書
で述べ示すように構成することができる。
【０１２６】
　システムは、センサによって生成される出力を使用してウェハ上の欠陥を検出するよう
に構成されたコンピュータサブシステムを含む。コンピュータサブシステムは、本明細書
で述べ示すようにさらに構成することができる。
【０１２７】
　一実施形態では、システムは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集
される散乱光のパルスを分離するように構成された光学素子を含み、センサは、異なるセ
グメントの１つのセグメントを検出するように構成され、システムは、異なるセグメント
の別のセグメントを検出するように構成された別のセンサを含む。１つのこうした実施形
態では、システムは、センサによって検出される異なるセグメントの１つのセグメントお
よび他のセンサによって検出される異なるセグメントの他のセグメントに応じて、光学素
子を変更または置換するように構成される。こうした実施形態は、本明細書で述べ示すよ
うにさらに構成することができる。
【０１２８】
　一実施形態では、システムは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集
される散乱光のパルスを分離するように構成された光学素子を含み、センサは、センサの
１つの部分を使用して異なるセグメントの１つのセグメントを検出し、センサの異なる部
分を使用して異なるセグメントの別のセグメントを検出するように構成され、センサの１
つの部分および他の部分は、互いに重なり合わず、センサ上で隣接しない。こうした実施
形態は、本明細書で述べ示すようにさらに構成することができる。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、システムは、蛍光輝度増倍管を含むさらなるセンサを含み、
収集サブシステムは、ウェハ上のエリアからさらなるセンサに散乱する光のパルスを結像
するように構成され、さらなるセンサは、散乱光のパルスに対するさらなる出力を生成し
、コンピュータサブシステムは、センサにおいてセンサ電子雑音が全体の(total)チャネ
ル雑音で優勢となる場合、出力の代わりにさらなる出力を使用して、ウェハ上の欠陥を検
出するように構成される。こうした実施形態は、本明細書で述べ示すようにさらに構成す
ることができる。
【０１３０】
　ある実施形態では、システムは、光子計数のために構成されるさらなるセンサを含み、
収集サブシステムは、ウェハ上のエリアからさらなるセンサに散乱する光のパルスを結像
するように構成され、さらなるセンサは、散乱光のパルスに対するさらなる出力を生成し
、コンピュータサブシステムは、さらなる出力を使用して、ウェハ上の欠陥を検出するよ
うに構成される。こうした実施形態は、本明細書で述べ示すようにさらに構成することが
できる。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、システムは、収集サブシステムとセンサとの間に配置された
微小電気機械システムベースの光スイッチングデバイスを含む。１つのこうした実施形態
では、システムは、少なくとも１つのさらなるセンサを含み、光スイッチングデバイスは
、光のパルスの第１の光のパルスによって生成される散乱光のパルスの第１の散乱光のパ
ルスをセンサに、そして、光のパルスの第１の光のパルスに続いて、光のパルスの第２の
光のパルスによって生成される散乱光のパルスの第２の散乱光のパルスを少なくとも１つ
さらなるのセンサに導くように構成される。別のこうした実施形態では、光スイッチング
デバイスは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集される散乱光のパル
スを分離するように構成され、光スイッチングデバイスは、光のパルスの第１の光のパル
スによって生成される散乱光の異なるセグメントの１つのセグメントだけをセンサに導き
、次に、光のパルスの第１の光のパルスに続いて、光のパルスの第２の光のパルスによっ
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て生成される散乱光の異なるセグメントの別の１つのセグメントだけをセンサに導くよう
に構成される。こうした実施形態は、本明細書でさらに述べ示すように構成することがで
きる。
【０１３２】
　上述した実施形態のそれぞれは、本明細書に記載するようにさらに構成することができ
る。
【０１３３】
　別の実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。このシステム
は、ウェハ上のエリアに光を導くように構成された照明サブシステムを含む。照明サブシ
ステムは、本明細書でさらに述べ示すように構成することができる。システムは、ウェハ
内で光をスキャンするように構成されたスキャンサブシステムを含む。このスキャンサブ
システムは、本明細書でさらに述べ示すように構成することができる。さらに、システム
は、ウェハ上のエリアからセンサに散乱する光を結像するように構成された収集サブシス
テムを含む。センサは、散乱光に対する出力を生成するように構成される。収集サブシス
テムおよびセンサは、本明細書でさらに述べ示すように構成することができる。
【０１３４】
　システムは、センサによって生成される出力を使用してウェハ上の点欠陥を検出し、点
欠陥のピクセル単位のサイズを決定し、点欠陥のサイズに基づいてシステムの合焦状態を
判定し、合焦状態に基づいてシステムの１以上のパラメータを変更するように構成された
コンピュータサブシステムをさらに含む。こうして、システムは、欠陥の点広がり関数を
みることによって自動焦点を実施することができる。換言すれば、ウェハの高さを決定す
る１つの考えられる手段は、実際の検査プロセスによって検出される、ピクセル単位の点
欠陥のサイズを見ることである。したがって、本明細書に記載する実施形態を、検査アル
ゴリズムによって合焦状態を測定するために構成することができる。特に、非パターン化
検査システム上で検出される多くの欠陥が、実質的に小さなバックグラウンド上の上部の
点欠陥であることになるため、２Ｄセンサ上に結像される、これらの欠陥を検出するアル
ゴリズムはまた、これらの欠陥のサイズを特徴付けうる。欠陥が、システム較正によって
指定された欠陥より大きい場合、これは、焦点ずれ状態に対応しうる。例えば、図１５に
示すように、２次元センサ１５０２上に結像される欠陥１５００は、システムが合焦状態
にあるときに１つのサイズを有することになり、２次元センサ１５０２上に結像される欠
陥１５０４は、システムが焦点ずれであるときに異なる（例えば、大きい）サイズを有す
ることになる。こうした実施形態は、別個の自動焦点検知システムを不必要にしうる、ま
たは、既存の自動焦点検知システムがより単純にされうる。
【０１３５】
　コンピュータサブシステムによって変更されるシステムの１以上のパラメータは、検査
照明の位置、照明光学部品の位置、収集光学部品の位置、ウェハ高さ、チャックの傾斜、
あるいは検査システム内の温度および／または圧力を含むことができる。１以上のパラメ
ータを、フィードフォワード技法を使用して変更することができる。システムの焦点深度
は、先に述べたようにウェハとセンサとの間の収集光学部品内に存在するアパーチャおよ
び／または偏光子に依存し、また、システム動作は、異なるタイプのウェハの検査を最適
化するために開発されるこれらの種々のモードを反映するように構成されうる。
【０１３６】
　点欠陥のサイズに基づいてウェハの高さを決定することは、非パターン化検査用途にお
いて最も有利に行われる。パターン化ウェハ検査用途では、センサ上で光を散乱させるウ
ェハ上の多くの異なる構造が存在する。これらの構造のそれぞれは、結像レンズの点広が
り関数より小さいかまたは大きいサイズとすることができる。任意の特異のセンサフレー
ム内のどの散乱光パターンが適切な自動焦点誤差信号を提供することになるかを確認する
ことは困難になる。一方、非パターン化検査用途では、多くの欠陥が、点欠陥であり、結
像システムの点広がり関数（約２５０～３００ｎｍとすることができる）より実質的に小
さなサイズであり、したがって、センサ上で、点広がり関数のほぼ正確なサイズであるよ
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うに見えることになる。この場合、偏差は容易に計算されうる。
【０１３７】
　一実施形態では、コンピュータサブシステムは、合焦状態を判定し、ウェハに関して実
施される検査プロセス中に１以上のパラメータを変更するように構成される。こうして、
コンピュータサブシステムは、焦点を原位置で制御し、それにより、検査プロセス中にウ
ェハを合焦状態に維持しうる。コンピュータサブシステムは、原位置での制御を実施する
ために任意の適した方法で構成されうる。
【０１３８】
　別の実施形態では、システムは、照明サブシステムによってエリアに導かれる光に先だ
ってウェハ上のさらなるエリアに他の光を導くように構成されたさらなるサブシステムを
含み、さらなるサブシステムは、さらなるエリアから散乱される光を検出するように構成
されたさらなるセンサを含み、コンピュータサブシステムは、さらなるエリアから散乱さ
れる検出光に基づいて照明サブシステムによってエリアに導かれる光のパワーを変更する
ように構成される。エリアおよびさらなるエリアは、この実施形態において、必ずしも異
なるサイズおよび形状を有しないことを除いて、図１１に示すように構成することができ
る。さらに、さらなるサブシステムは、図１２に示す方法と同様の方法で配列する場合が
あり、光源１２００、１２０２、および１２０４の１つの光源は、さらなるサブシステム
用の光源として使用され、センサ１３０および５０２の１つのセンサは、さらなるサブシ
ステムのセンサとして使用される。こうして、さらなるサブシステムおよび主検査サブシ
ステムは共に、屈折光学素子９１２および散乱光コレクタ１２２などの同じ光学素子のい
くつかを利用することができる。さらなるサブシステムは、任意の他の適した光学素子を
含むことができる。コンピュータサブシステムは、この実施形態では本明細書にさらに記
載するように、照明サブシステムによってエリアに導かれる光のパワーを変更するように
構成することができる。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、収集サブシステムは、ウェハ上のエリアから１以上のさらな
るセンサに散乱する光を結像するように構成され、１以上のさらなるセンサは、散乱光に
対する出力を生成するように構成され、センサおよび１以上のさらなるセンサのそれぞれ
は、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集される散乱光を検出するよう
に構成され、コンピュータサブシステムは、１以上のさらなるセンサによって生成される
出力を使用してウェハ上の点欠陥を検出し、１以上のさらなるセンサによって点欠陥の少
なくとも１つの点欠陥について生成される、異なる出力を使用して点欠陥の少なくとも１
つの点欠陥についてピクセル単位の異なるサイズをそれぞれ決定し、サイズおよび異なる
サイズに基づいて点欠陥の少なくとも１つの点欠陥について重み付きサイズを決定し、重
み付きサイズに基づいてシステムの合焦状態を判定し、合焦状態に基づいてシステムの１
以上のパラメータを変更するように構成される。例えば、点広がり関数を、よりよいフィ
ードバック信号を得るために、種々のチャネル（各チャネルは、散乱半球の異なる部分を
収集するため、わずかに異なる点広がり関数を生成する）によって重み付けることができ
る。この収集サブシステム、さらなるセンサ、およびコンピュータサブシステムは、本明
細書に記載するようにさらに構成することができる。
【０１４０】
　別の実施形態では、収集サブシステムは、ウェハ上の異なる点欠陥からセンサの異なる
部分上に散乱する光を結像するように構成され、コンピュータサブシステムは、異なる点
欠陥のサイズと異なる点欠陥から散乱される光がその上で結像されたセンサの異なる部分
との間の関係に基づいて、ウェハが傾斜しているかどうか、また、ウェハがどれほど傾斜
しているかを決定するように構成される。例えば、ウェハの傾斜を、センサにわたる応答
に基づいて把持用チャックを傾斜させることによってリアルタイムに補正することができ
る（センサの中央における別の欠陥についての点広がり関数に対するセンサのエッジにお
ける１つの欠陥についての点広がり関数は、ウェハが水平でないこと、したがって、ウェ
ハが傾斜していることを示すことができる）。
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【０１４１】
　上述した実施形態のそれぞれは、本明細書に記載するようにさらに構成することができ
る。
【０１４２】
　さらなる実施形態は、ウェハを検査するように構成されたシステムに関する。システム
は、ウェハ上のエリアに光を導くように構成された照明サブシステムを含む。光は、エリ
ア照明モードでウェハ上のエリアを照明する。この照明サブシステムは、本明細書でさら
に述べ示すように構成することができる。
【０１４３】
　一実施形態では、照明サブシステムは、周波数変換レーザを含み、光は光のパルスを含
み、ウェハ上のエリアに導かれる光のパルスは、光のパルスの継続時間にわたって空間的
に変動せず、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する。１つのこう
した実施形態では、照明サブシステムは、レーザに結合したビーム整形光学素子を含む。
こうした実施形態は、本明細書で述べ示すようにさらに構成することができる。いくつか
の実施形態では、周波数変換レーザを含み、光は光のパルスを含み、ウェハ上のエリアに
導かれる光のパルスは、光のパルスの継続時間にわたって実質的に一定の強度を有する。
こうした実施形態は、本明細書にさらに記載するように構成することができる。
【０１４４】
　また、本システムは、ウェハ内で光をスキャンするように構成されたスキャンサブシス
テムを含む。スキャンサブシステムは、本明細書でさらに述べ示すように構成することが
できる。
【０１４５】
　一実施形態では、光は光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み、スキャンサ
ブシステムは、ウェハを回転させることによってウェハ内で光のパルスをスキャンするよ
うに構成され、光のパルスがウェハの中心領域を横切ってスキャンされるとき、照明サブ
システムは、光のパルスが中心領域を外れてウェハ内でスキャンされるときに比べてより
頻繁でなくウェハ上のエリアに光のパルスを導くように構成される。別の実施形態では、
光は光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み、スキャンサブシステムは、ウェ
ハを回転させ並進させることによってウェハ内で光のパルスをスキャンするように構成さ
れ、センサはエリアセンサを含み、光のパルスがウェハの中心領域を横切ってスキャンさ
れるときに、スキャンサブシステムは、ウェハ内で光のパルスを１以上の非湾曲直線でス
キャンし、光のパルスが中心領域を外れてウェハ内でスキャンされるとき、スキャンサブ
システムは、ウェハ内で光のパルスをスパイラル式にスキャンする。こうした実施形態は
、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【０１４６】
　さらに、システムは、ウェハ上のエリアからセンサに散乱する光を結像するように構成
された収集サブシステムを含む。センサは、散乱光に対する出力を生成するように構成さ
れる。この収集サブシステムおよびセンサは、本明細書に記載するようにさらに構成する
ことができる。
【０１４７】
　一実施形態では、光は光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み、センサは、
光のパルスに対して時間的に同期して、所定到達時間を有する散乱光のパルスだけを検出
する。１つのこうした実施形態では、所定到達時間を有する散乱光のパルスは、蛍光また
は光ルミネセンスを含む。こうした実施形態は、本明細書に記載するようにさらに構成す
ることができる。
【０１４８】
　また、本システムは、センサによって生成される出力を使用してウェハ上の欠陥を検出
するように構成されたコンピュータサブシステムを含む。コンピュータサブシステムは、
本明細書でさらに述べ示すように構成することができる。
【０１４９】
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　一実施形態では、システムは、蛍光輝度増倍管を含むさらなるセンサを含み、収集サブ
システムは、ウェハ上のエリアからさらなるセンサに散乱する光を結像するように構成さ
れ、さらなるセンサは、散乱光に対するさらなる出力を生成し、コンピュータサブシステ
ムは、センサにおいてセンサ電子雑音が合計チャネル雑音で優勢となる場合、出力の代わ
りにさらなる出力を使用して、ウェハ上の欠陥を検出するように構成される。こうした実
施形態は、本明細書で述べ示すようにさらに構成することができる。
【０１５０】
　別の実施形態では、システムは、光子計数のために構成されるさらなるセンサを含み、
収集サブシステムは、ウェハ上のエリアからさらなるセンサに散乱する光を結像するよう
に構成され、さらなるセンサは、散乱光に対するさらなる出力を生成し、コンピュータサ
ブシステムは、さらなる出力を使用して前記ウェハ上の欠陥を検出するように構成される
。こうした実施形態は、本明細書に記載するようにさらに構成することができる。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、システムは、収集サブシステムとセンサとの間に配置された
ＭＥＭＳベースの光スイッチングデバイスを含む。１つのこうした実施形態では、システ
ムは、少なくとも１つのさらなるセンサを含み、光は光のパルスを含み、散乱光は散乱光
のパルスを含み、光スイッチングデバイスは、光のパルスの第１の光のパルスによって生
成される散乱光のパルスの第１の散乱光のパルスをセンサに、そして、光のパルスの第１
の光のパルスに続いて、光のパルスの第２の光のパルスによって生成される散乱光のパル
スの第２の散乱光のパルスを少なくとも１つさらなるのセンサに導くように構成される。
別のこうした実施形態では、光は光のパルスを含み、散乱光は散乱光のパルスを含み、光
スイッチングデバイスは、収集サブシステムの収集ＮＡの異なるセグメントで収集される
散乱光のパルスを分離するように構成され、光スイッチングデバイスは、光のパルスの第
１の光のパルスによって生成される散乱光のパルスの異なるセグメントの１つのセグメン
トだけをセンサに導き、次に、光のパルスの第１の光のパルスに続いて、光のパルスの第
２の光のパルスによって生成される散乱光のパルスの異なるセグメントの別のセグメント
だけをセンサに導くように構成される。こうした実施形態は、本明細書に記載するように
さらに構成することができる。
【０１５２】
　上述した実施形態のそれぞれは、本明細書に記載するようにさらに構成することができ
る。
【０１５３】
　本明細書に記載するシステムの任意のシステムは、上述した主検査光学チャネルと独立
にまたは連携して欠陥を検出するように設計されるさらなるチャネルおよび／またはサブ
システム（図示せず）を含むことができる。こうしたさらなるチャネルの一例は、ノマル
スキ微分干渉コントラスト(differential interference contrast)（ＤＩＣ）「明視野(b
right field)」チャネルである。
【０１５４】
　本明細書に記載する検査システムの任意の検査システムの全てのチャネルは、表面品質
ならびに関心欠陥に関する情報を生成する。複数のチャネルからの出力は、Ｃｈｅｎ等に
付与された２０１０年７月２９日に公開された米国特許出願公開第２０１０／０１８８６
５７号およびＣｈｅｎ等に付与され２０１２年２月２３日に公開された米国特許出願公開
第２０１２／００４４４８６号に記載される、種々の論理手段および／または種々の算術
演算によって組合されることができ、これらの文献は、その全てが本明細書中に完全に記
載されているかの如く参照により援用される。時々、これは、イメージまたはチャネル融
合を指し、有利には、偽計数率を減少させながら、異常取得率を改善する。
【０１５５】
　本明細書に記載する実施形態はまた、Ｇｕｅｔｔａに付与された米国特許第７，２８６
，６９７号、Ｋｏｒｎｇｕｔ等に付与された米国特許第７，３３９，６６１号、Ｆｕｒｍ
ａｎ等に付与された米国特許第７，５２５，６５９号、Ｆｕｒｍａｎ等に付与された米国
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特許第７，８２６，０４９号、およびＦｕｒｍａｎ等に付与された米国特許第７，８４３
，５５８号に記載されるようにさらに構成することができ、これらの文献は、その全てが
本明細書中に完全に記載されているかの如く参照により援用される。
【０１５６】
　本発明の種々の態様のさらなる修正形態および代替の実施形態は、本説明を考慮すると
当業者に明らかである可能性がある。例えば、ウェハを検査するように構成されたシステ
ムが提供される。したがって、本説明は、例証としてだけ解釈され、当業者に本発明を実
施する一般的な方法を教示するためのものである。本明細書で示し述べる本発明の形態は
、現在のところ好ましい実施形態と考えられる。全てが、本発明の説明の利益を得た後に
当業者に明らかになるが、要素および材料を、本明細書で示し述べる要素および材料に代
えることができ、部品およびプロセスを反転することができ、本発明のある特徴を独立に
利用することができる。添付特許請求の範囲に記載する本発明の精神および範囲から逸脱
することなく、本明細書に記載する要素において変更を行うことができる。

【図１】 【図２】
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