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(57)【要約】
【課題】容易な調整作業によって複数の撮像装置で同じ
波長帯の光を受光できる光学フィルタ調整方法およびム
ラ検査装置を提供する。
【解決手段】薄膜に対して光を照射することによって、
当該薄膜の上面および下面でそれぞれ反射する反射光の
干渉による像の一部を少なくとも含む第１領域を撮像す
る。また、第１領域と重複する重複領域を有し、当該重
複領域に上記像の一部が少なくとも含まれる第２領域を
撮像する。薄膜に照射されてその反射光がそれぞれ撮像
されるまでの光路上に第１光学フィルタおよび第２光学
フィルタをそれぞれ配置して、特定の波長帯の光を透過
させる。それぞれ撮像された重複領域の像を用いて、第
１光学フィルタの透過波長帯と第２光学フィルタの透過
波長帯との相対的な関係を示すパラメータを算出する。
算出されたパラメータに基づいて、第１光学フィルタお
よび第２光学フィルタの少なくとも一方の光路に対する
傾きを変更する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜に対して光を照射することによって、当該薄膜の上面および下面でそれぞれ反射す
る反射光の干渉による像を形成する光照射工程と、
　前記光照射工程で形成された像の一部を少なくとも含む第１領域を撮像する第１撮像工
程と、
　前記第１領域と重複する重複領域を有し、当該重複領域に前記光照射工程で形成された
像の一部が少なくとも含まれる第２領域を撮像する第２撮像工程と、
　前記光照射工程で薄膜に照射されてその反射光が前記第１撮像工程で撮像されるまでの
光路上に第１光学フィルタを配置して、特定の波長帯の光を透過させる第１濾光工程と、
　前記光照射工程で薄膜に照射されてその反射光が前記第２撮像工程で撮像されるまでの
光路上に第２光学フィルタを配置して、特定の波長帯の光を透過させる第２濾光工程と、
　前記第１撮像工程および前記第２撮像工程でそれぞれ撮像された前記重複領域の像を用
いて、前記第１光学フィルタの透過波長帯と前記第２光学フィルタの透過波長帯との相対
的な関係を示すパラメータを算出する算出工程と、
　前記算出工程で算出されたパラメータに基づいて、前記第１光学フィルタおよび前記第
２光学フィルタの少なくとも一方の前記光路に対する傾きを変更する傾き変更工程とを含
む、光学フィルタ調整方法。
【請求項２】
　前記算出工程では、前記第１光学フィルタの透過波長帯と前記第２光学フィルタの透過
波長帯との相対的な関係を示す相関係数が前記パラメータとして算出され、
　前記傾き変更工程では、前記算出工程で算出された相関係数が所定の閾値より小さい場
合、前記第１光学フィルタおよび前記第２光学フィルタの少なくとも一方の前記光路に対
する傾きが変更される、請求項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項３】
　前記算出工程では、前記第１撮像工程で撮像された前記重複領域内と前記第２撮像工程
で撮像された前記重複領域内とにおいて、前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素
が順次選択され、当該画素毎の光量の関係に基づいて、前記相関係数が算出される、請求
項２に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項４】
　前記算出工程で相関係数を算出した際の回帰直線に基づいて、前記第１撮像工程で撮像
される感度および前記第２撮像工程で撮像される感度の少なくとも一方を調整する感度調
整工程を、さらに含む、請求項２に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項５】
　前記算出工程では、前記第１撮像工程で撮像された前記重複領域内における画素毎の光
量が極大となる画素の位置と前記第２撮像工程で撮像された前記重複領域内における画素
毎の光量が極大となる画素の位置との差、および前記第１撮像工程で撮像された前記重複
領域内における画素毎の光量が極小となる画素の位置と前記第２撮像工程で撮像された前
記重複領域内における画素毎の光量が極小となる画素の位置との差の総和が前記パラメー
タとして算出され、
　前記傾き変更工程では、前記算出工程で算出された総和が所定の閾値より大きい場合、
前記第１光学フィルタおよび前記第２光学フィルタの少なくとも一方の前記光路に対する
傾きが変更される、請求項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項６】
　前記算出工程では、前記第１撮像工程で撮像された前記重複領域内と前記第２撮像工程
で撮像された前記重複領域内とにおいて、前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素
が順次選択され、当該画素毎の光量の差分を２乗した値の総和が前記パラメータとして算
出され、
　前記傾き変更工程では、前記算出工程で算出された総和が所定の閾値より大きい場合、
前記第１光学フィルタおよび前記第２光学フィルタの少なくとも一方の前記光路に対する
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傾きが変更される、請求項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項７】
　膜厚を変動させた前記薄膜を上面に形成した板状部材を撮像対象物として載置する対象
物載置工程を、さらに含み、
　前記光照射工程では、前記撮像対象物の上面に形成された薄膜に対して光が照射され、
当該薄膜の上面および下面でそれぞれ反射する反射光の干渉による像が形成される、請求
項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項８】
　前記薄膜を上面に形成した所定形状の板状部材を撮像対象物として載置する対象物載置
工程を、さらに含み、
　前記算出工程では、前記第１撮像工程および前記第２撮像工程でそれぞれ撮像された前
記撮像対象物の形状を用いて、前記重複領域内において前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ
対応する画素が抽出され、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいて前記パラメータ
が算出される、請求項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項９】
　所定の基準マークが前記重複領域内に形成されたステージ上に、前記薄膜を上面に形成
した撮像対象物を当該基準マークと重畳しない位置に載置する対象物載置工程を、さらに
含み、
　前記算出工程では、前記第１撮像工程および前記第２撮像工程でそれぞれ撮像された前
記基準マークの位置を用いて、前記重複領域内において前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ
対応する画素が抽出され、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいて前記パラメータ
が算出される、請求項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項１０】
　前記薄膜は、上面に所定の基準マークが形成された撮像対象物の当該上面に形成され、
　前記算出工程では、前記第１撮像工程および前記第２撮像工程でそれぞれ撮像された前
記基準マークの位置を用いて、前記重複領域内において前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ
対応する画素が抽出され、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいて前記パラメータ
が算出される、請求項１に記載の光学フィルタ調整方法。
【請求項１１】
　薄膜に対して光を照射する光照射部と、
　前記光照射部が照射した光が前記薄膜の上面および下面でそれぞれ反射した反射光の干
渉による像の一部を少なくとも含む第１領域を撮像する第１撮像部と、
　前記第１領域と重複する重複領域を有し、当該重複領域に前記光照射部で形成された像
の一部が少なくとも含まれる第２領域を撮像する第２撮像部と、
　前記光照射部で照射され前記薄膜で反射して前記第１撮像部が撮像するまでの光路上に
配置され、特定の波長帯の光を透過させる第１光学フィルタと、
　前記光照射部で照射され前記薄膜で反射して前記第２撮像部が撮像するまでの光路上に
配置され、特定の波長帯の光を透過させる第２光学フィルタと、
　前記第１光学フィルタおよび前記第２光学フィルタの少なくとも一方の前記光路に対す
る傾きを変更する傾き変更部と、
　前記第１撮像部および前記第２撮像部でそれぞれ撮像された前記重複領域の像を用いて
、前記第１光学フィルタの透過波長帯と前記第２光学フィルタの透過波長帯との相対的な
関係を、前記傾き変更部で前記傾きを変更するパラメータとして算出する算出部とを備え
る、ムラ検査装置。
【請求項１２】
　前記算出部は、前記第１光学フィルタの透過波長帯と前記第２光学フィルタの透過波長
帯との相対的な関係を示す相関係数を前記パラメータとして算出し、当該相関係数が所定
の閾値より小さい場合、前記傾き変更部による前記傾きの変更が必要であるとする、請求
項１１に記載のムラ検査装置。
【請求項１３】
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　前記算出部は、前記第１撮像部で撮像された前記重複領域内と前記第２撮像部で撮像さ
れた前記重複領域内とにおいて、前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素を順次選
択し、当該画素毎の光量の関係に基づいて、前記相関係数を算出する、請求項１２に記載
のムラ検査装置。
【請求項１４】
　前記第１撮像部で撮像される感度および前記第２撮像部で撮像される感度の少なくとも
一方を調整する感度調整部を、さらに備え、
　前記算出部は、前記相関係数を算出した際の回帰直線を、前記感度調整部が感度調整す
る指標として算出する、請求項１２に記載のムラ検査装置。
【請求項１５】
　前記算出部は、前記第１撮像部で撮像された前記重複領域内における画素毎の光量が極
大となる画素の位置と前記第２撮像部で撮像された前記重複領域内における画素毎の光量
が極大となる画素の位置との差、および前記第１撮像部で撮像された前記重複領域内にお
ける画素毎の光量が極小となる画素の位置と前記第２撮像部で撮像された前記重複領域内
における画素毎の光量が極小となる画素の位置との差の総和を前記パラメータとして算出
し、当該総和が所定の閾値より大きい場合、前記傾き変更部による前記傾きの変更が必要
であるとする、請求項１１に記載のムラ検査装置。
【請求項１６】
　前記算出部は、前記第１撮像部で撮像された前記重複領域内と前記第２撮像部で撮像さ
れた前記重複領域内とにおいて、前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素を順次選
択し、当該画素毎の光量の差分を２乗した値の総和を前記パラメータとして算出し、当該
総和が所定の閾値より大きい場合、前記傾き変更部による前記傾きの変更が必要であると
する、請求項１１に記載のムラ検査装置。
【請求項１７】
　膜厚を変動させた前記薄膜を上面に形成した板状部材を撮像対象物として載置する対象
物載置部を、さらに備え、
　前記光照射部は、前記撮像対象物の上面に形成された薄膜に対して光を照射し、当該薄
膜の上面および下面でそれぞれ反射する反射光の干渉による像を形成する、請求項１１に
記載のムラ検査装置。
【請求項１８】
　前記薄膜を上面に形成した所定形状の板状部材を撮像対象物として載置する対象物載置
部を、さらに備え、
　前記算出部は、前記第１撮像部および前記第２撮像部でそれぞれ撮像された前記撮像対
象物の形状を用いて、前記重複領域内において前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する
画素を抽出し、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいて前記パラメータを算出する
、請求項１１に記載のムラ検査装置。
【請求項１９】
　所定の基準マークが前記重複領域内となるステージ面に形成され、前記薄膜を上面に形
成した撮像対象物を当該基準マークと重畳しない位置に載置する対象物載置部を、さらに
備え、
　前記算出部は、前記第１撮像部および前記第２撮像部でそれぞれ撮像された前記基準マ
ークの位置を用いて、前記重複領域内において前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する
画素を抽出し、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいて前記パラメータを算出する
、請求項１１に記載のムラ検査装置。
【請求項２０】
　前記薄膜は、上面に所定の基準マークが形成された撮像対象物の当該上面に形成され、
　前記算出部は、前記第１撮像部および前記第２撮像部でそれぞれ撮像された前記基準マ
ークの位置を用いて、前記重複領域内において前記薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する
画素を抽出し、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいて前記パラメータを算出する
、請求項１１に記載のムラ検査装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学フィルタ調整方法およびムラ検査装置に関し、より特定的には、膜厚ム
ラを検査する際に用いられる光学フィルタを調整する方法および膜厚ムラを検査するムラ
検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体基板やガラス基板（以下、単に基板と記載する）等の主面上に形成される
薄膜における膜厚のムラを検査する検査装置が開発されている。例えば、基板上に形成さ
れた薄膜に光を照射し、当該薄膜からの反射光および透過光による光干渉を利用して膜厚
のムラを検査する検査装置が開示されている（例えば、特許文献１および２参照）。
【０００３】
　上記特許文献１で開示されたムラ検査装置は、光学フィルタを介して上記薄膜からの反
射光および透過光を受光して、光の強度分布を撮像する撮像部（例えば、ラインセンサカ
メラ）を備えている。そして、当該ムラ検査装置は、上記光学フィルタの傾きを変更する
ことによって、当該光学フィルタの透過波長帯を調整し、膜厚のムラを検出する精度を向
上させている。
【０００４】
　上記特許文献２で開示されたムラ検査装置も、光学フィルタを介して上記薄膜からの反
射光および透過光を受光して、光の強度分布を撮像する撮像部を備えている。そして、当
該ムラ検査装置は、上記膜厚に対する特定波長の干渉光の強度変動の割合（感度）が、当
該膜厚に依存して変化する影響を補正しながら、得られる画像における所定の空間周波数
帯域の振幅の度合いを膜厚ムラとして検出している。
【特許文献１】特開２００６－２９２４８７号公報
【特許文献２】特開２００７－５７５２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、大型基板の主面全面に形成された薄膜を検査対象とする場合、光の強度分布を
撮像する撮像装置を複数備え、当該複数の撮像装置を用いて同時に異なる領域からの光の
強度分布を撮像することが必要となる。このとき、各撮像装置が受光する光の波長帯を相
対的に同じにしなければ、各撮像装置で同じ像が得られない。
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１および２で開示されたムラ検査装置を用いる場合、各撮
像装置が受光する波長帯を合わせるためには、各撮像装置に備えられている光学フィルタ
の透過波長帯の調整を行った後、調整後の精度を確認する必要がある。したがって、各撮
像装置の調整作業が非常に困難となり、多大な調整時間を要することになる。
【０００７】
　それ故に、本発明の目的は、上述した課題に鑑み、容易な調整作業によって複数の撮像
装置で同じ波長帯の光を受光できる光学フィルタ調整方法およびムラ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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下に述べるような特徴を有している。
　第１の発明は、光照射工程、第１撮像工程、第２撮像工程、第１濾光工程、第２濾光工
程、算出工程、および傾き変更工程を含む光学フィルタ調整方法である。光照射工程は、
薄膜に対して光を照射することによって、当該薄膜の上面および下面でそれぞれ反射する
反射光の干渉による像を形成する。第１撮像工程は、光照射工程で形成された像の一部を
少なくとも含む第１領域を撮像する。第２撮像工程は、第１領域と重複する重複領域を有
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し、当該重複領域に光照射工程で形成された像の一部が少なくとも含まれる第２領域を撮
像する。第１濾光工程は、光照射工程で薄膜に照射されてその反射光が第１撮像工程で撮
像されるまでの光路上に第１光学フィルタを配置して、特定の波長帯の光を透過させる。
第２濾光工程は、光照射工程で薄膜に照射されてその反射光が第２撮像工程で撮像される
までの光路上に第２光学フィルタを配置して、特定の波長帯の光を透過させる。算出工程
は、第１撮像工程および第２撮像工程でそれぞれ撮像された重複領域の像を用いて、第１
光学フィルタの透過波長帯と第２光学フィルタの透過波長帯との相対的な関係を示すパラ
メータを算出する。傾き変更工程は、算出工程で算出されたパラメータに基づいて、第１
光学フィルタおよび第２光学フィルタの少なくとも一方の光路に対する傾きを変更する。
【０００９】
　第２の発明は、上記第１の発明において、算出工程では、第１光学フィルタの透過波長
帯と第２光学フィルタの透過波長帯との相対的な関係を示す相関係数がパラメータとして
算出される。傾き変更工程では、算出工程で算出された相関係数が所定の閾値より小さい
場合、第１光学フィルタおよび第２光学フィルタの少なくとも一方の光路に対する傾きが
変更される。
【００１０】
　第３の発明は、上記第２の発明において、算出工程では、第１撮像工程で撮像された重
複領域内と第２撮像工程で撮像された重複領域内とにおいて、薄膜上の同じ位置にそれぞ
れ対応する画素が順次選択され、当該画素毎の光量の関係に基づいて、相関係数が算出さ
れる。
【００１１】
　第４の発明は、上記第２の発明において、感度調整工程をさらに含む。感度調整工程は
、算出工程で相関係数を算出した際の回帰直線に基づいて、第１撮像工程で撮像される感
度および第２撮像工程で撮像される感度の少なくとも一方を調整する。
【００１２】
　第５の発明は、上記第１の発明において、算出工程では、第１撮像工程で撮像された重
複領域内における画素毎の光量が極大となる画素の位置と第２撮像工程で撮像された重複
領域内における画素毎の光量が極大となる画素の位置との差、および第１撮像工程で撮像
された重複領域内における画素毎の光量が極小となる画素の位置と第２撮像工程で撮像さ
れた重複領域内における画素毎の光量が極小となる画素の位置との差の総和がパラメータ
として算出される。傾き変更工程では、算出工程で算出された総和が所定の閾値より大き
い場合、第１光学フィルタおよび第２光学フィルタの少なくとも一方の光路に対する傾き
が変更される。
【００１３】
　第６の発明は、上記第１の発明において、算出工程では、第１撮像工程で撮像された重
複領域内と第２撮像工程で撮像された重複領域内とにおいて、薄膜上の同じ位置にそれぞ
れ対応する画素が順次選択され、当該画素毎の光量の差分を２乗した値の総和がパラメー
タとして算出される。傾き変更工程では、算出工程で算出された総和が所定の閾値より大
きい場合、第１光学フィルタおよび第２光学フィルタの少なくとも一方の光路に対する傾
きが変更される。
【００１４】
　第７の発明は、上記第１の発明において、対象物載置工程をさらに含む。対象物載置工
程は、膜厚を変動させた薄膜を上面に形成した板状部材を撮像対象物として載置する。光
照射工程では、撮像対象物の上面に形成された薄膜に対して光が照射され、当該薄膜の上
面および下面でそれぞれ反射する反射光の干渉による像が形成される。
【００１５】
　第８の発明は、上記第１の発明において、対象物載置工程をさらに含む。対象物載置工
程は、薄膜を上面に形成した所定形状の板状部材を撮像対象物として載置する。算出工程
では、第１撮像工程および第２撮像工程でそれぞれ撮像された撮像対象物の形状を用いて
、重複領域内において薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素が抽出され、当該対応す
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る画素間の画素値の関係に基づいてパラメータが算出される。
【００１６】
　第９の発明は、上記第１の発明において、対象物載置工程をさらに含む。対象物載置工
程は、所定の基準マークが重複領域内に形成されたステージ上に、薄膜を上面に形成した
撮像対象物を当該基準マークと重畳しない位置に載置する。算出工程では、第１撮像工程
および第２撮像工程でそれぞれ撮像された基準マークの位置を用いて、重複領域内におい
て薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素が抽出され、当該対応する画素間の画素値の
関係に基づいてパラメータが算出される。
【００１７】
　第１０の発明は、上記第１の発明において、薄膜は、上面に所定の基準マークが形成さ
れた撮像対象物の当該上面に形成される。算出工程では、第１撮像工程および第２撮像工
程でそれぞれ撮像された基準マークの位置を用いて、重複領域内において薄膜上の同じ位
置にそれぞれ対応する画素が抽出され、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいてパ
ラメータが算出される。
【００１８】
　第１１の発明は、光照射部、第１撮像部、第２撮像部、第１光学フィルタ、第２光学フ
ィルタ、傾き変更部、および算出部を備えるムラ検査装置である。光照射部は、薄膜に対
して光を照射する。第１撮像部は、光照射部が照射した光が薄膜の上面および下面でそれ
ぞれ反射した反射光の干渉による像の一部を少なくとも含む第１領域を撮像する。第２撮
像部は、第１領域と重複する重複領域を有し、当該重複領域に光照射部で形成された像の
一部が少なくとも含まれる第２領域を撮像する。第１光学フィルタは、光照射部で照射さ
れ薄膜で反射して第１撮像部が撮像するまでの光路上に配置され、特定の波長帯の光を透
過させる。第２光学フィルタは、光照射部で照射され薄膜で反射して第２撮像部が撮像す
るまでの光路上に配置され、特定の波長帯の光を透過させる。傾き変更部は、第１光学フ
ィルタおよび第２光学フィルタの少なくとも一方の光路に対する傾きを変更する。算出部
は、第１撮像部および第２撮像部でそれぞれ撮像された重複領域の像を用いて、第１光学
フィルタの透過波長帯と第２光学フィルタの透過波長帯との相対的な関係を、傾き変更部
で傾きを変更するパラメータとして算出する。
【００１９】
　第１２の発明は、上記第１１の発明において、算出部は、第１光学フィルタの透過波長
帯と第２光学フィルタの透過波長帯との相対的な関係を示す相関係数をパラメータとして
算出し、当該相関係数が所定の閾値より小さい場合、傾き変更部による傾きの変更が必要
であるとする。
【００２０】
　第１３の発明は、上記第１２の発明において、算出部は、第１撮像部で撮像された重複
領域内と第２撮像部で撮像された重複領域内とにおいて、薄膜上の同じ位置にそれぞれ対
応する画素を順次選択し、当該画素毎の光量の関係に基づいて、相関係数を算出する。
【００２１】
　第１４の発明は、上記第１２の発明において、感度調整部をさらに備える。感度調整部
は、第１撮像部で撮像される感度および第２撮像部で撮像される感度の少なくとも一方を
調整する。算出部は、相関係数を算出した際の回帰直線を、感度調整部が感度調整する指
標として算出する。
【００２２】
　第１５の発明は、上記第１１の発明において、算出部は、第１撮像部で撮像された重複
領域内における画素毎の光量が極大となる画素の位置と第２撮像部で撮像された重複領域
内における画素毎の光量が極大となる画素の位置との差、および第１撮像部で撮像された
重複領域内における画素毎の光量が極小となる画素の位置と第２撮像部で撮像された重複
領域内における画素毎の光量が極小となる画素の位置との差の総和をパラメータとして算
出し、当該総和が所定の閾値より大きい場合、傾き変更部による傾きの変更が必要である
とする。
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【００２３】
　第１６の発明は、上記第１１の発明において、算出部は、第１撮像部で撮像された重複
領域内と第２撮像部で撮像された重複領域内とにおいて、薄膜上の同じ位置にそれぞれ対
応する画素を順次選択し、当該画素毎の光量の差分を２乗した値の総和をパラメータとし
て算出し、当該総和が所定の閾値より大きい場合、傾き変更部による傾きの変更が必要で
あるとする。
【００２４】
　第１７の発明は、上記第１１の発明において、対象物載置部をさらに備える。対象物載
置部は、膜厚を変動させた薄膜を上面に形成した板状部材を撮像対象物として載置する。
光照射部は、撮像対象物の上面に形成された薄膜に対して光を照射し、当該薄膜の上面お
よび下面でそれぞれ反射する反射光の干渉による像を形成する。
【００２５】
　第１８の発明は、上記第１１の発明において、対象物載置部をさらに備える。対象物載
置部は、薄膜を上面に形成した所定形状の板状部材を撮像対象物として載置する。算出部
は、第１撮像部および第２撮像部でそれぞれ撮像された撮像対象物の形状を用いて、重複
領域内において薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素を抽出し、当該対応する画素間
の画素値の関係に基づいてパラメータを算出する。
【００２６】
　第１９の発明は、上記第１１の発明において、対象物載置部をさらに備える。対象物載
置部は、所定の基準マークが重複領域内となるステージ面に形成され、薄膜を上面に形成
した撮像対象物を当該基準マークと重畳しない位置に載置する。算出部は、第１撮像部お
よび第２撮像部でそれぞれ撮像された基準マークの位置を用いて、重複領域内において薄
膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素を抽出し、当該対応する画素間の画素値の関係に
基づいてパラメータを算出する。
【００２７】
　第２０の発明は、上記第１１の発明において、薄膜は、上面に所定の基準マークが形成
された撮像対象物の当該上面に形成される。算出部は、第１撮像部および第２撮像部でそ
れぞれ撮像された基準マークの位置を用いて、重複領域内において薄膜上の同じ位置にそ
れぞれ対応する画素を抽出し、当該対応する画素間の画素値の関係に基づいてパラメータ
を算出する。
【発明の効果】
【００２８】
　上記第１の発明によれば、大型基板等の主面全面に形成された薄膜を検査対象とする複
数の撮像装置が受光する波長帯が相対的に同じとなるため、各撮像工程で同じ像が得られ
ることとなる。例えば、光学フィルタの透過波長帯に製造個体差がある場合であっても、
傾き変更工程で光学フィルタの透過波長帯が相対的に合わせられるため、複数の撮像装置
が受光する透過波長帯を精度良く一致させることができ、複数の撮像装置間の個体差を吸
収して安定した検査を実現することができる。この波長帯を調整する際、各撮像装置の透
過波長帯の数値を絶対的に合わせるのではなく、パラメータを用いて相対的に同じ透過波
長帯に調整しているため、各撮像装置の調整作業が容易となり、短時間で調整を終えるこ
とができる。
【００２９】
　上記第２の発明によれば、全体的な光量の差があったとしても、相関係数を算出するこ
とによって、一般的な算出方法で容易に光学フィルタの傾きを変更するパラメータを得る
ことができる。
【００３０】
　上記第３の発明によれば、重複領域内において薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画
素を順次選択し、当該画素毎の光量の関係を用いれば、容易に相関係数を算出することが
できる。
【００３１】
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　上記第４の発明によれば、相関係数を算出した際の回帰直線に基づいて、第１撮像工程
および第２撮像工程における相対的な受光感度の差を、容易に補正することが可能となる
。
【００３２】
　上記第５の発明によれば、全体的な光量の差があったとしても、光量が極大となる画素
位置および極小となる画素位置の差分の総和を用いることによって、容易に光学フィルタ
の傾きを変更するパラメータを得ることができる。
【００３３】
　上記第６の発明によれば、光量の差分を２乗した総和を用いることによって、容易に光
学フィルタの傾きを変更するパラメータを得ることができる。
【００３４】
　上記第７の発明によれば、積極的に膜厚を変動させた薄膜を用いることによって、光学
フィルタの調整に好適な画像を得ることができる。
【００３５】
　上記第８の発明によれば、撮像対象物の形状を利用して、重複領域において薄膜上の同
じ位置にそれぞれ対応する画素を精確に抽出することができる。
【００３６】
　上記第９の発明によれば、ステージ上に形成された基準マークを利用して、重複領域に
おいて薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素を精確に抽出することができる。
【００３７】
　上記第１０の発明によれば、撮像対象物上に形成された基準マークを利用して、重複領
域において薄膜上の同じ位置にそれぞれ対応する画素を精確に抽出することができる。
【００３８】
　本発明のムラ検査装置によれば、上述した光学フィルタ調整方法と同様の効果を得るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、図１および図２を参照して、本発明の一実施形態に係るムラ検査装置について説
明する。例えば、当該ムラ検査装置は、半導体基板やガラス基板（以下、単に基板と記載
する）等の主面上に形成される薄膜における膜厚のムラを検査する。なお、図１は、本発
明の一実施形態に係るムラ検査装置の全体構成の一例を示す側面図である。図２は、当該
ムラ検査装置の主要部の構成の一例を示す上面図である。図３は、第１濾光機構２ａおよ
び第２濾光機構２ｂの構造の一例を示す側断面図である。
【００４０】
　図１に示すように、ムラ検査装置は、基板Ｐの一方の主面上に形成された薄膜Ｆの膜厚
ムラを検査する。例えば、薄膜Ｆは、パターン形成用のレジスト膜であり、基板Ｐの主面
上にレジスト液を塗布することにより形成される。なお、薄膜Ｆは、絶縁膜や導電膜でも
よく、塗布以外の方法（例えば、蒸着法、化学気相成長法、スパッタリング等）により形
成されたものであってもよい。ムラ検査装置は、大略的に、第１撮像部１ａ、第２撮像部
１ｂ、第１濾光機構２ａ、第２濾光機構２ｂ、ステージ３、ガイド３１、モータ３２、お
よびライン照明４を備えている。
【００４１】
　ここで、以下の説明を具体的にするために、ムラ検査装置に対して設定する座標系につ
いて定義する。図１および図２に示すように、互いに直交するＸＹＺ軸をムラ検査装置に
対して定義する。具体的には、ムラ検査装置のステージ３が移動する水平方向をＸ軸とし
、当該Ｘ軸に直交する水平方向をＹ軸とする。また、ムラ検査装置の上下方向をＺ軸とし
、上方向をＺ軸正方向とする。
【００４２】
　ステージ３は、薄膜Ｆが形成された主面を上側に向けた基板Ｐを、その上面に載置して
保持する。ステージ３の上面は、好ましくは黒色艶消しで着色される。モータ３２には、
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ステージ３の一部と螺合するボールねじ（図示省略）が接続され、モータ３２が駆動する
ことによってモータ３２の回転軸が回転する方向にボールねじが回転する。また、ガイド
３１は、図示Ｘ軸方向に延設される。そして、ステージ３は、モータ３２の駆動力を受け
て、ガイド３１に沿って基板Ｐの主面に沿うＸ軸方向に水平移動する。なお、モータ３２
の駆動（回転速度、回転方向）は、制御部５（図４参照）によって制御される。
【００４３】
　ライン照明４は、ステージ３の上方（Ｚ軸正方向）空間に設置され、ステージ３に保持
された基板Ｐの主面上の薄膜Ｆに向けて光を出射する。例えば、ライン照明４は、ハロゲ
ンランプ、石英ロッド、およびシリンドリカルレンズを備える。ハロゲンランプは、白色
光（すなわち、可視領域全ての波長帯の光を含む光）を出射する光源である、石英ロッド
は、ステージ３の移動方向に直交するＹ軸方向に延設された円柱状のロッドであり、その
端部にハロゲンランプを配設する。また、シリンドリカルレンズは、Ｙ軸方向に延設され
、石英ロッドに沿って付設される。このような構成によって、ハロゲンランプから出射さ
れた光が石英ロッドに入射し、Ｙ軸方向に伸びる線状光（すなわち、光束断面がＹ軸方向
に伸びた線状となる光）に変換される。そして、石英ロッドの側面から出射された線状光
は、シリンドリカルレンズを介して基板Ｐの主面に対して傾斜した方向から当該主面に入
射する。このように、ライン照明４は、基板Ｐの主面に沿うと共にステージ２の移動方向
（Ｘ軸方向）に直交する線状光を、基板Ｐの主面上の薄膜Ｆへ照射する。なお、図１にお
いては、ライン照明４から基板Ｐに出射される線状光の光路を破線で示している。
【００４４】
　ライン照明４から出射された線状光は、基板Ｐの主面上に形成された薄膜Ｆに対して０
°より大きい入射角（例えば、基板Ｐの主面に対して入射角６０°）で入射する。そして
、薄膜Ｆに入射した線状光の一部は、薄膜Ｆの上面（表面）で反射する。一方、薄膜Ｆが
ライン照明４からの線状光に対する光透過性を有しているため、当該線状光のうち薄膜Ｆ
の上面で反射しなかった線状光は、薄膜Ｆを透過して基板Ｐの主面（すなわち、薄膜Ｆの
下面）で反射する。そして、薄膜Ｆの上面で反射した線状光と基板Ｐの主面で反射した線
状光との干渉光が、第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂを介して第１撮像部１ａお
よび第２撮像部１ｂにそれぞれ入射する。なお、図１においては、基板Ｐから第１撮像部
１ａおよび第２撮像部１ｂに入射する干渉光の光路も破線で示している。
【００４５】
　なお、ライン照明４は、基板Ｐ上に形成された薄膜Ｆに好ましくない影響を与える波長
帯の光が出射する光に含まれている場合、当該波長帯の光を透過しないフィルタ等をライ
ン照明４からから基板Ｐに至る光路上に設けてもかまわない。また、薄膜Ｆが赤外線に対
して透過性を有する場合、ハロゲンランプに代えて赤外線を出射する光源をライン照明４
に設けてもかまわない。
【００４６】
　また、ライン照明４は、石英ロッドに代えて複数の光ファイバを直線状に配列したファ
イバアレイを設けて、ハロゲンランプからの光がファイバアレイを通過することにより線
状光に変換してもよい。また、ライン照明４は、ハロゲンランプおよび石英ロッドに代え
て、直線状に配列された複数の光源から線状光を出射してもかまわない。
【００４７】
　第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂは、それぞれステージ３の上方（Ｚ軸正方向）空
間に設置され、それぞれ第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂを介して、ライン照明
４から出射されて薄膜Ｆで反射した上記干渉光を受光する。例えば、図２に示すように、
第１撮像部１ａは、ステージ３においてＹ軸正方向側となるステージ３の上面領域の一部
を撮像対象領域とする。一方、第２撮像部１ｂは、ステージ３においてＹ軸負方向側とな
るステージ３の上面領域の一部を撮像対象領域とする。そして、第１撮像部１ａの撮像対
象領域と第２撮像部１ｂの撮像対象領域とは、ステージ３の上面中央付近でそれぞれの一
部が重複するように設定される。
【００４８】
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　例えば、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂは、それぞれラインセンサおよび集光レ
ンズを備える。集光レンズは、基板Ｐからラインセンサまでの上記光路上に配置され、薄
膜Ｆで反射した干渉光のうち、第１濾光機構２ａまたは第２濾光機構２ｂを透過した波長
帯の干渉光をラインセンサに向けて集光する。ラインセンサは、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　
Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）がＹ軸方向に列設され、集光レンズで集光されて結像さ
れた波長帯の干渉光を受光し、受光した光の強度分布を制御部５へ出力する。つまり、第
１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂが繰り返し光の強度分布を示すデータを制御部５へ出
力することによって、制御部５は、基板Ｐおよびステージ３の移動中に、各ＣＣＤから出
力される出力値のＹ軸方向における分布を繰り返し取得することができる。
【００４９】
　第１濾光機構２ａは、基板Ｐから第１撮像部１ａまでの上記光路上に配置され、上記干
渉光のうち、特定の波長帯の光のみを透過させて第１撮像部１ａへ出射する。また、第２
濾光機構２ｂは、基板Ｐから第２撮像部１ｂまでの上記光路上に配置され、上記干渉光の
うち、特定の波長帯の光のみを透過させて第２撮像部１ｂへ出射する。なお、第１濾光機
構２ａと第２濾光機構２ｂとは、図示Ｃ軸を中心に図示Ａ方向にそれぞれに設けられてい
る光学フィルタ１２を傾斜させることによって、相対的に同じ波長帯の光のみを透過させ
る。以下、図３を用いて、光学フィルタ１２を傾斜させる傾斜機構１４の一例について説
明する。
【００５０】
　図３において、第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂは、それぞれ光学フィルタ１
２、フィルタ枠１３、および傾斜機構１４を備えている。そして、傾斜機構１４は、支持
部材１４１、フィルタ回転軸１４２、マイクロメータ１４３、およびバネ１４４を備えて
いる。なお、図３においては、支持部材１４１のみを断面形状で示しており、支持部材１
４１内部に配置される他の構成要素の側面が見える状態で示している。
【００５１】
　光学フィルタ１２は、狭い波長帯の光を透過する可視狭帯域フィルタ（例えば、半値幅
１０ｎｍの狭帯域干渉フィルタ）である。光学フィルタ１２は、基板Ｐから第１撮像部１
ａおよび第２撮像部１ｂへの光路（図３では、一点鎖線で示す）上にそれぞれ配置される
。これら光学フィルタ１２によって、基板Ｐからの干渉光のうち、光学フィルタ１２が透
過させる特定の波長帯の光のみが透過して第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂへそれぞ
れ出射される。
【００５２】
　また、光学フィルタ１２は、例えば円環状のフィルタ枠１３の内周部に固設されている
。フィルタ枠１３の外側には、光学フィルタ１２の中心を通るＹ軸方向にそれぞれ突設さ
れるフィルタ回転軸１４２が設けられる。そして、フィルタ回転軸１４２は、それぞれ支
持部材１４１と嵌合され、フィルタ回転軸１４２を中心に支持部材１４１に対して図示Ａ
方向に回転可能に光学フィルタ１２およびフィルタ枠１３が支持される。また、支持部材
１４１は、光学フィルタ１２の受光面が基板Ｐから第１撮像部１ａまたは第２撮像部１ｂ
への光路と交差し、かつ、直交する方向を向くように、例えば上記集光レンズに固定され
る。
【００５３】
　傾斜機構１４は、基板Ｐから第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂへの光路（図３に示
す一点鎖線）に対する光学フィルタ１２の傾きを変化させる。傾斜機構１４が光学フィル
タ１２の傾きを変化させることによって、基板Ｐからの干渉光に対する光学フィルタ１２
の透過波長帯が変化する。
【００５４】
　マイクロメータ１４３は、支持部材１４１に設けられ、その伸縮部がフィルタ枠１３の
下端部と当接して、当該伸縮部が伸びた場合にフィルタ回転軸１４２を中心とした上記回
転方向の一方方向（例えば、図示Ａ方向のうち、時計方向）にフィルタ枠１３が回転する
。バネ１４４は、支持部材１４１に設けられる弾性体であり、フィルタ回転軸１４２を中
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心とした上記回転方向の他方方向（例えば、図示Ａ方向のうち、反時計方向）にフィルタ
枠１３の上端部を付勢する。傾斜機構１４は、マイクロメータ１４３の伸縮部が伸張（す
なわち、フィルタ枠１３の下端部を押し出す）ことによって、バネ１４４が収縮してフィ
ルタ枠１３が光学フィルタ１２と共にフィルタ回転軸１４２を中心とした一方方向（例え
ば、時計方向）に回動する。また、マイクロメータ１４３の伸縮部が短縮（すなわち、フ
ィルタ枠１３の下端部を引き戻す）ことによって、収縮状態のバネ１４４の反発力により
フィルタ枠１３と共に光学フィルタ１２が反時計方向に回動する。このように、マイクロ
メータ１４３の伸縮部を伸張または短縮することによって、光学フィルタ１２の上記光路
に対する傾きが変化する。
【００５５】
　傾斜機構１４によって光学フィルタ１２の透過面が上記光路に対して傾けられると、基
板Ｐからの干渉光に対する光学フィルタ１２の透過波長帯の中心波長が短波長側にシフト
される。一例として、光学フィルタ１２が１°傾けられることにより、透過波長帯が約０
．５ｎｍだけ短波長側にシフトする。
【００５６】
　なお、傾斜機構１４は、他の態様によって光学フィルタ１２を傾斜させてもかまわない
、例えば、光学フィルタ１２のフィルタ回転軸１４２の端部にステッピングモータの駆動
軸を接合し、制御部５（図４参照）の制御に応じてステッピングモータが駆動する態様で
もかまわない。この場合、制御部５の制御に応じて、光学フィルタ１２がフィルタ回転軸
１４２を中心に回動して、光路に対する光学フィルタ１２の傾きが自動的に調整される。
【００５７】
　次に、図４を参照して、ムラ検査装置における制御機能の概略構成について説明する。
なお、図４は、ムラ検査装置の制御機能の一例を示すブロック図である。
【００５８】
　図４において、ムラ検査装置は、上述した構成部の他に、制御部５、モータドライバ３
３、およびディスプレイ５１を備えている。
【００５９】
　例えば、制御部５は、一般的なコンピュータシステムで構成され、内蔵されるコンピュ
ータが用いるハードディスクやメモリ等の記憶媒体やユーザがムラ検査装置に指示等を入
力する入力装置を有している。制御部５は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにて受
光した光の強度分布（基板Ｐの主面の領域に対応する分布）に基づいて、薄膜Ｆの膜厚ム
ラを検査する。具体的には、制御部５は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂからの出
力を受け付けて基板Ｐの主面に対応する光の強度分布を示す２次元画像を生成し、２次元
画像の各画素の値から薄膜Ｆの膜厚ムラを検出する。そして、制御部５は、上記２次元画
像や、薄膜Ｆのムラ検査結果を示す情報を、ディスプレイ５１に出力して表示する。
【００６０】
　また、制御部５は、ムラ検査装置における各構成部の動作を制御する。具体的には、制
御部５は、モータドライバ３３を介して、モータ３２の駆動を制御する。また、制御部５
は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂの撮像動作を制御する。
【００６１】
　次に、図５～図８を参照して、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにそれぞれ備えら
れている光学フィルタ１２の透過波長帯を調整する動作の一例について説明する。なお、
図５は、ムラ検査装置において光学フィルタ１２の透過波長帯を調整する動作の一例を示
すフローチャートである。図６は、光学フィルタ１２の透過波長帯を調整するための対象
物が載置されたムラ検査装置のステージ３上の状態の一例を示す上面図である。図７は、
第１画像、第２画像、および比較領域の一例を説明するための模式図である。図８は、第
１画像および第２画像の画素値における相関係数の一例を説明するための図である。なお
、図５に示すフローチャートにおいては、ムラ検査装置の動作のうち、光学フィルタ１２
の透過波長帯を調整する動作について説明し、本願発明と直接関連しない他の動作につい
ては詳細な説明を省略する。また、図５では、制御部５等が実行する各ステップを「Ｓ」
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と略称する。
【００６２】
　ムラ検査装置（制御部５）の電源がオンされると、制御部５は、記憶媒体に記憶された
プログラムを読み込んで当該プログラムの実行が可能となる状態となる。図５に示すフロ
ーチャートは、以上の処理が完了した後に当該プログラムを実行することによって行われ
るムラ検査装置の動作を示すフローチャートである。
【００６３】
　図５において、ムラ検査装置は、初期設定を行って（ステップＳ５１）、次のステップ
に処理を進める。例えば、上記ステップＳ５１において、図６に示すように、ムラ検査装
置のステージ３上には、光学フィルタ１２の透過波長帯を調整するための対象物が載置さ
れる。ここで、上記対象物は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂそれぞれに設けられ
ている光学フィルタ１２の透過波長帯の相対的な差を効率よく比較するために、膜厚を積
極的に変動させた薄膜Ｆｓがその上面に形成された所定形状（例えば、円形）の平板部材
である。そして、上記対象物は、形成された薄膜Ｆｓを上面として、第１撮像部１ａの撮
像対象領域と第２撮像部１ｂの撮像対象領域とが重複する位置に載置される。また、上記
ステップＳ５１において、制御部５は、透過波長帯を調整する動作で用いられる各データ
を初期化して、メインメモリ等のデータ格納領域を初期設定する。
【００６４】
　次に、制御部５は、モータドライバ３３を介してモータ３２を駆動させて、ステージ３
の位置を初期位置まで水平移動させる（ステップＳ５２）。そして、制御部５は、モータ
ドライバ３３を介してモータ３２を駆動させて、所定の移動速度で上記初期位置からステ
ージ３の移動を開始して（ステップＳ５３）、次のステップに処理を進める。
【００６５】
　次に、ムラ検査装置は、ライン照明４から線状光を上記対象物に対して出射し（ステッ
プＳ５４）、次のステップに処理を進める。なお、上記ステップＳ５３において、ステー
ジ３の水平移動が開始されているため、ライン照明４によって線状光が照射される領域は
、ステージ３の水平移動に応じて上記対象物に対して移動していくことになる。
【００６６】
　次に、制御部５は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂがそれぞれの撮像対象領域を
同時に撮像する制御を行い（ステップＳ５５）、次のステップに処理を進める。上記ステ
ップＳ５５では、ライン照明４からの線状光が上記対象物の主面で反射し、第１濾光機構
２ａおよび第２濾光機構２ｂの光学フィルタ１２をそれぞれ透過することによって、特定
の透過波長帯の干渉光のみが第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂへ導かれる。第１撮像
部１ａおよび第２撮像部１ｂでは、集光レンズを介して、上記対象物の主面からの透過波
長帯の干渉光をラインセンサによりそれぞれ受光する。そして、第１撮像部１ａおよび第
２撮像部１ｂは、それぞれ撮像対象領域に対する反射光の選択波長帯における強度分布を
取得して、その情報（例えば、ラインセンサの各ＣＣＤの出力値）を制御部５へ出力する
。
【００６７】
　次に、制御部５は、ステージ３が移動終了位置まで水平移動したか否かを判断する（ス
テップＳ５６）。そして、制御部５は、ステージ３が移動終了位置まで水平移動していな
い場合、上記ステップＳ５４およびステップＳ５５を繰り返すことによって、制御部５は
、撮像対象領域に対する反射光の強度分布を取得する処理を繰り返す。一方、制御部５は
、ステージ３が移動終了位置まで水平移動した場合、次のステップＳ５７へ処理を進める
。
【００６８】
　これらステップＳ５４～ステップＳ５６の処理によって、ムラ検査装置は、ステージ３
が初期位置から移動終了位置まで水平移動している間、上記対象物からの干渉光の強度分
布が繰り返し取得されることにより、上記対象物の全体について透過波長帯における干渉
光の強度分布が取得される。
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【００６９】
　ステップＳ５７において、制御部５は、モータドライバ３３を介してモータ３２を停止
させて、ステージ３の水平移動を停止し、ライン照明４による線状光の出射および第１撮
像部１ａおよび第２撮像部１ｂによる撮像処理を終了して、次のステップに処理を進める
。
【００７０】
　次に、制御部５は、比較領域に対して、第１画像の画素値と第２画像の画素値との間の
相関係数を算出し（ステップＳ５８）、次のステップに処理を進める。ここで、図７およ
び図８を参照して、上記ステップＳ５８で用いる第１画像、第２画像、および比較領域と
、相関係数とについて説明する。
【００７１】
　図７において、第１画像は、第１撮像部１ａから取得した干渉光の強度分布に基づいて
生成される２次元画像である。第２画像は、第２撮像部１ｂから取得した干渉光の強度分
布に基づいて生成される２次元画像である。そして、比較領域は、第１撮像部１ａの撮像
対象領域と第２撮像部１ｂの撮像対象領域とが重複する領域（重複領域）のうち、上記対
象物が少なくとも含まれる領域である。そして、上記ステップＳ５８では、上記重複領域
内に設定された比較領域を撮像している第１画像の画素値と、同じ比較領域を撮像してい
る第２画像の画素値との間の相関係数を算出する。例えば、１画素をステージ３上におけ
る１００μｍ×１００μｍとして、上記比較領域に相当する第１画像の画素および第２画
像の画素がそれぞれ１００画素×１０００画素程度となるように、上記比較領域を設定す
る。
【００７２】
　ここで、第１画像において比較領域に相当する画像と第２画像において同じ比較領域に
相当する画像とを抽出するためには、それぞれの基準となる撮像物を設ければよい。一例
として、上記対象物の外周形状（例えば、円形）を基準として、同じ比較領域に相当する
画像を第１画像および第２画像からそれぞれ抽出する。つまり、この場合、第１画像およ
び第２画像でそれぞれ撮像されている対象物の形状に基づいて、重複領域内において上記
対象物（薄膜Ｆｓ）上の同じ位置にそれぞれ対応する画素群が設定され、当該画素群から
同じ比較領域に相当する画像が抽出されることになる。他の例として、上記重複領域にお
けるステージ３の上面に基準マークを設け、上記対象物を当該基準マークに重畳しないよ
うに載置する。そして、上記ステージ３上の基準マークを基準として、同じ比較領域に相
当する画像を第１画像および第２画像からそれぞれ抽出する。さらに他の例として、対象
物の上面に基準マークを設ける。そして、上記対象物上の基準マークを基準として、同じ
比較領域に相当する画像を第１画像および第２画像からそれぞれ抽出する。
【００７３】
　制御部５は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂからそれぞれ取得した干渉光の強度
分布に対して、膜厚の変動に起因する輝度値（光量）の差を強調する画像処理（コントラ
スト強調処理）を行って、上記第１画像および上記第２画像をそれぞれ生成してもかまわ
ない。例えば、制御部５は、上記対象物上の強度分布を示す元画像に対して、メディアン
フィルタにより平滑化処理を行って平滑化画像を求め、元画像の各画素の値を平滑化画像
の対応する画素の値で除算することにより、膜厚変動による輝度値（光量）の変動よりも
、広範囲における輝度値（光量）の変動を除去する画像処理を行うことによって、上記コ
ントラスト強調処理を行う。このような画像処理によって、薄膜Ｆｓの膜厚の変動が画素
値の変動として強調表現された２次元画像が、第１画像および第２画像としてそれぞれ得
られることになる。
【００７４】
　上記対象物に形成された薄膜Ｆｓの膜厚が異なると薄膜Ｆｓの反射率も異なるため、第
１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにてそれぞれ受光する干渉光の強度も異なる。例えば
、図８に示すように、薄膜Ｆｓの膜厚分布にムラが生じている場合は、生成される第１画
像および第２画像においてもそれぞれの画素値にムラ（干渉縞）が生じる。
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【００７５】
　光学フィルタ１２の透過波長帯が変更されると薄膜Ｆｓと反射率との関係も変化するた
め、上記第１画像および第２画像に生じる干渉縞も変化する。したがって、第１撮像部１
ａの光学フィルタ１２の透過波長帯と第２撮像部１ｂの光学フィルタ１２の透過波長帯と
が相対的に異なる場合、上記第１画像における比較領域の干渉縞形状と上記第２画像にお
ける同じ比較領域の干渉縞形状とが異なるものとなる。この場合、第１画像および第２画
像の同じ位置に対応するそれぞれの画素（例えば、図８に示す画素Ｋ１と画素Ｋ２）の画
素値を比較した場合、当該画素値が相対的に異なることがある。つまり、第１撮像部１ａ
の光学フィルタ１２の透過波長帯と第２撮像部１ｂの光学フィルタ１２の透過波長帯とが
相対的に異なる状態で生成された第１画像および第２画像を用いて、基板Ｐ上に形成され
た薄膜Ｆ（図１参照）のムラを検査する場合、薄膜Ｆｓの膜厚と反射率との関係がそれぞ
れ異なるため正確なムラ検査ができない。
【００７６】
　一方、第１撮像部１ａの光学フィルタ１２の透過波長帯と第２撮像部１ｂの光学フィル
タ１２の透過波長帯とが相対的に同じである場合、上記第１画像における比較領域の干渉
縞形状と上記第２画像における同じ比較領域の干渉縞形状とが同じとなる。このように、
第１撮像部１ａの光学フィルタ１２の透過波長帯と第２撮像部１ｂの光学フィルタ１２の
透過波長帯とが相対的に同じ状態で生成された第１画像および第２画像を用いて、基板Ｐ
上に形成された薄膜Ｆのムラを検査する場合、薄膜Ｆの膜厚と反射率との関係がそれぞれ
同じになるため、広範囲に渡って均質なムラ検査が可能となる。この場合、第１画像およ
び第２画像の同じ位置に対応するそれぞれの画素の画素値を比較した場合、第１画像全体
の明るさと第２画像全体の明るさとが同じであれば、当該画素値が相対的に同じとなる。
したがって、上記画素値が相対的に同じとなって、図８の下図に示すように第１画像での
画素値に対応する第２画像での画素値の関係が第１画像の画素値＝第２画像の画素値の関
係となり、その相関係数が１に近い値となる。また、第１画像全体の明るさと第２画像全
体の明るさとが異なるが、それぞれの干渉縞形状が同じである場合、第１画像での画素値
に対応する第２画像での画素値の関係が１次関数（直線）で定義される関係となり、その
相関係数が１に近い値となる。一方、上記第１画像における比較領域の干渉縞形状と上記
第２画像における同じ比較領域の干渉縞形状とが異なる場合、第１画像での画素値に対応
する第２画像での画素値の関係が離散する状態となり、その相関係数が小さな値となる。
上記ステップＳ５８では、第１画像での画素値に対応する第２画像での画素値の関係を相
関係数で評価することによって、上記第１画像における比較領域の干渉縞形状と上記第２
画像における同じ比較領域の干渉縞形状とが同じであるか否かを評価する。
【００７７】
　なお、上述したように第１画像および第２画像における干渉縞形状の相違を評価しよう
とする場合、干渉縞があまり生じていない画像を用いた評価は不適となる。したがって、
本実施例では、上記対象物として、膜厚を積極的に変動させた薄膜Ｆｓがその上面に形成
された平板部材を用いている。これによって、積極的に干渉縞が生じた第１画像および第
２画像を生成することができるため、第１撮像部１ａの光学フィルタ１２の透過波長帯と
第２撮像部１ｂの光学フィルタ１２の透過波長帯との相対評価に好適な画像となる。
【００７８】
　図５に戻り、上記ステップＳ５８の処理の後、制御部５は、上記ステップＳ５８で算出
された相関係数が予め定められた閾値以上か否かを判断する（ステップＳ５９）。そして
、制御部５は、上記ステップＳ５８で算出された相関係数が予め定められた閾値未満であ
る場合、次のステップＳ６０に処理を進める。一方、制御部５は、上記ステップＳ５８で
算出された相関係数が予め定められた閾値以上である場合、第１撮像部１ａおよび第２撮
像部１ｂの光学フィルタ１２が適正に調整されたと判断して、当該フローチャートによる
処理を終了する。
【００７９】
　ステップＳ６０において、ムラ検査装置は、傾斜機構１４によって光学フィルタ１２の
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傾きが調整され、上記ステップＳ５２に戻って処理を繰り返す。なお、上記ステップＳ６
０における光学フィルタ１２の傾き調整は、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂの光学
フィルタ１２の少なくとも一方に対して行えばよく、光学フィルタ１２の透過面を光路に
対して傾けることによって、光学フィルタ１２の透過波長帯の中心波長を短波長側にシフ
トすることが可能であるため、第１撮像部１ａの光学フィルタ１２の透過波長帯と第２撮
像部１ｂの光学フィルタ１２の透過波長帯とを相対的に同じにするように調整することが
可能である。そして、この傾き調整によって、ムラ検査装置では、前回の処理とは異なる
透過波長帯の干渉光が第１撮像部１ａおよび／または第２撮像部１ｂにより受光されて第
１画像および第２画像が生成され、再度、相関係数による評価が行われることになる。な
お、上記ステップＳ６０における光学フィルタ１２の傾き調整は、作業者が傾斜機構１４
を手動で操作してもいいし、制御部５が自動的に傾斜機構１４の動作を制御してもかまわ
ない。
【００８０】
　このような光学フィルタ１２の傾き調整が完了した後、ムラ検査装置では、基板Ｐ上に
形成された薄膜Ｆの膜厚が検査される。例えば、ムラ検査装置は、制御部５によって第１
画像および第２画像における各画素値のばらつきの程度が検査され、予め設定されている
ムラ閾値よりもばらつきの程度が大きい領域が存在する場合、当該領域が基板Ｐに形成さ
れた薄膜Ｆにおいて許容範囲を超える膜厚ムラが生じている領域として検出される。なお
、生成された第１画像および第２画像や薄膜Ｆのムラ検査結果は、必要に応じてディスプ
レイ５１に表示してもよい。
【００８１】
　このように、上記ムラ検査装置では、大型基板等の主面全面に形成された薄膜を検査対
象とする複数の撮像装置（第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂ）が受光する波長帯が相
対的に同じとなるため、各撮像装置で同じ像が得られることとなる。例えば、光学フィル
タ１２の透過波長帯に製造個体差（例えば、中心波長において±２ｎｍ～±５ｎｍ程度の
個体差）がある場合であっても、上述した調整動作で光学フィルタ１２の透過波長帯が相
対的に合わせられるため、複数の撮像装置が受光する透過波長帯を精度良く一致させるこ
とができ、複数の撮像装置間の個体差を吸収して安定したムラ検査を実現することができ
る。この波長帯を調整する際、各撮像装置の透過波長帯の数値を絶対的に合わせるのでは
なく、相関係数を用いて相対的に同じ透過波長帯に調整しているため、各撮像装置の調整
作業が容易となり、短時間で調整を終えることができる。
【００８２】
　また、上記ムラ検査装置では、第１画像全体の明るさと第２画像全体の明るさとが異な
るが、それぞれの干渉縞形状が同じである場合、第１画像での画素値に対応する第２画像
での画素値の関係が１次関数で定義される関係（回帰直線）となった相関係数が評価され
る。したがって、第１画像の画素値＝第２画像の画素値の関係にはない１次関数で定義さ
れる関係で相関係数が１に近い値となった場合、受光する波長帯が相対的に同じであるが
第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂの個体差等によって受光感度が異なることが考えら
れる。この場合、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにおける受光感度の差の傾向が、
上記１次関数によって判明しているため、当該１次関数を用いて何れか一方のデータを補
正することによって、相対的に等しい第１画像および第２画像が得られることになる。こ
のように、上記ムラ検査装置では、相関係数を算出した際の回帰直線に基づいて、第１撮
像部１ａおよび第２撮像部１ｂにおける相対的な受光感度の差を、容易に補正することも
可能となる。
【００８３】
　なお、上述した光学フィルタ１２の傾き調整処理では、第１画像において比較領域に相
当する画像と第２画像において同じ比較領域に相当する画像との間で、同一画素位置での
輝度値（光量）の相関係数を求め、当該相関係数の大きさによって光学フィルタ１２の透
過波長帯の相対的な一致度を評価している。しかしながら、他の手法を用いて、光学フィ
ルタ１２の透過波長帯の相対的な一致度を評価してもかまわない。
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【００８４】
　一例として、第１画像および第２画像において輝度（光量）の極大を示す位置および極
小を示す位置の差を用いて、光学フィルタ１２の透過波長帯の相対的な一致度を評価する
。具体的には、第１画像の比較領域に相当する画像において、輝度（光量）の極大を示す
位置（第１極大位置）および極小を示す位置（第１極小位置）をそれぞれ求める。また、
第２画像の比較領域に相当する画像において、輝度（光量）の極大を示す位置（第２極大
位置）および極小を示す位置（第２極小位置）をそれぞれ求める。そして、第１極大位置
と第２極大位置との差分および第１極小位置と第２極小位置との差分をそれぞれ総和して
、当該総和が閾値未満であれば光学フィルタ１２の透過波長帯が相対的に一致していると
する。つまり、第１の例では、上記総和が閾値以上であれば、光学フィルタ１２の傾きが
調整されることになる。このように第１の例では、上述した相関係数による一致度評価と
同様に、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにおける相対的な受光感度の差があっても
、光学フィルタ１２の透過波長帯の相対的な一致度を評価することが可能となる。
【００８５】
　他の例として、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにおける相対的な受光感度が同じ
である場合、第１画像において比較領域に相当する画像と第２画像において同じ比較領域
に相当する画像との間における同一画素位置での輝度値（光量）の差を用いて、光学フィ
ルタ１２の透過波長帯の相対的な一致度を評価する。具体的には、第１画像において比較
領域に相当する画像と第２画像において同じ比較領域に相当する画像との間で、同一画素
位置での輝度値（光量）の差分の２乗をそれぞれ総和して、当該総和が閾値未満であれば
光学フィルタ１２の透過波長帯が相対的に一致しているとする。つまり、第２の例では、
上記総和が閾値以上であれば、光学フィルタ１２の傾きが調整されることになる。このよ
うに第２の例では、第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂにおける相対的な受光感度が同
じである場合、簡単な計算によって光学フィルタ１２の透過波長帯の相対的な一致度を評
価することが可能となる。
【００８６】
　また、第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂは、ライン照明４から第１撮像部１ａ
および第２撮像部１ｂへのそれぞれの光路上に配置されれば、他の位置に配置されてもか
まわない。例えば、第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂは、ライン照明４から基板
Ｐへの光路上に配置されてもよい。
【００８７】
　また、上述した光学フィルタ１２の傾き調整処理は、ムラ検査の対象となる複数の基板
Ｐに対して、当該ムラ検査前に一度行えばよい。一般的に、ムラ検査装置では複数枚の同
種類の基板Ｐの膜厚ムラが連続的に検査されるが、光学フィルタ１２の傾き調整は１枚目
の基板Ｐの検査前のみに行えばよく、その後の傾き調整は不要である。このように、ムラ
検査装置では、複数枚の基板Ｐの膜厚ムラを連続的に検査する場合、光学フィルタ１２の
透過波長帯の調整に係る作業を簡素化することができる。
【００８８】
　また、第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂは、互いに異なる複数の狭い波長帯の
光を選択的にそれぞれ透過する複数の光学フィルタから、選択的に光路上に配置可能に構
成してもかまわない。例えば、第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂは、それぞれ上
記複数の光学フィルタを保持する円板状のフィルタホイールに設置し、当該フィルタホイ
ールを回転させる回転モータを備える。また、フィルタホイールは、その法線方向が基板
Ｐから第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂに至る光路に平行になるようにそれぞれ配置
され、フィルタホイールに設けられた複数の光学フィルタには、上述した傾斜機構１４が
それぞれ設けられる。そして、制御部５が上記回転モータを駆動させて、選択する光学フ
ィルタの透過面が第１撮像部１ａまたは第２撮像部１ｂへの光路上に配置されるようにフ
ィルタホイールを停止させる。その後、光路上に配置されている光学フィルタに設けられ
ている傾斜機構１４を用いて、上述した光学フィルタの傾き調整処理を行うことによって
、本発明を適用することが可能となる。
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【００８９】
　また、上述した説明では、第１撮像部１ａ、第２撮像部１ｂ、第１濾光機構２ａ、第２
濾光機構２ｂ、およびライン照明４の位置を固定して、ステージ３を水平移動させる態様
を用いたが、第１撮像部１ａ、第２撮像部１ｂ、第１濾光機構２ａ、第２濾光機構２ｂ、
およびライン照明４とステージ３とが相対的に水平移動すればよい。例えば、ステージ３
の位置を固定して、第１撮像部１ａ、第２撮像部１ｂ、第１濾光機構２ａ、第２濾光機構
２ｂ、およびライン照明４を水平移動させてもかまわない。また、ステージ３を一方方向
に水平移動させて、第１撮像部１ａ、第２撮像部１ｂ、第１濾光機構２ａ、第２濾光機構
２ｂ、およびライン照明４を当該一方方向とは逆方向となる他方方向に水平移動させても
かまわない。
【００９０】
　また、上述した説明では、比較的大型の基板の主面全面に形成された薄膜等を２つの撮
像装置（第１撮像部１ａおよび第２撮像部１ｂ）を用いてムラ検査する例を挙げたが、３
つ以上の撮像装置を用いても本発明を適用できることは言うまでもない。例えば、第１の
撮像装置、第２の撮像装置、および第３の撮像装置の順に３つの撮像装置が設けられてい
る場合、第１の撮像装置への透過波長帯と第２の撮像装置への透過波長帯とを調整した後
、第２の撮像装置への透過波長帯と第３の撮像装置への透過波長帯とを調整する。このと
き、第１の撮像装置への透過波長帯と第２の撮像装置への透過波長帯とを調整した後は、
当該第２の撮像装置への透過波長帯を固定した状態で第３の撮像装置への透過波長帯を調
整することによって、上述した動作を各撮像装置に繰り返すことによって同様に各撮像装
置への透過波長帯を相対的に同じ状態に調整することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明に係る光学フィルタ調整方法およびムラ検査装置は、容易な調整作業によって複
数の撮像装置で同じ波長帯の光を受光でき、比較的大型の基板の主面全面に形成された薄
膜等を検査対象とする際に用いられる複数の光学フィルタの調整や当該薄膜のムラを検査
する装置等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の一実施形態に係るムラ検査装置の全体構成の一例を示す側面図
【図２】図１のムラ検査装置の主要部の構成の一例を示す上面図
【図３】図１の第１濾光機構２ａおよび第２濾光機構２ｂの構造の一例を示す側断面図
【図４】図１のムラ検査装置の制御機能の一例を示すブロック図
【図５】図１のムラ検査装置において光学フィルタ１２の透過波長帯を調整する動作の一
例を示すフローチャート
【図６】光学フィルタ１２の透過波長帯を調整するための対象物が載置されたムラ検査装
置のステージ３上の状態の一例を示す上面図
【図７】第１画像、第２画像、および比較領域の一例を説明するための模式図
【図８】第１画像および第２画像の画素値における相関係数の一例を説明するための図
【符号の説明】
【００９３】
　１ａ…第１撮像部
　１ｂ…第２撮像部
　１２…光学フィルタ
　１３…フィルタ枠
　１４…傾斜機構
　１４１…支持部材
　１４２…フィルタ回転軸
　１４３…マイクロメータ
　１４４…バネ
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　２ａ…第１濾光機構
　２ｂ…第２濾光機構
　３…ステージ
　３１…ガイド
　３２…モータ
　３３…モータドライバ
　４…ライン照明
　５…制御部
　５１…ディスプレイ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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