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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　干渉計を用いて、複数の界面を有する物体から得られる低コヒーレンス干渉信号を受け
取ることであって、低コヒーレンス干渉信号は、少なくとも第１および第２の物体の界面
に起因する少なくとも第１および第２の重なり合う干渉パターンを含むことと、
　第１および第２の重なり合う干渉パターンの非対称の一部分に基づいて、第１および第
２の界面の少なくとも一方の空間的特性を決定することと
を、少なくとも行なうように構成され、
　前記非対称の一部分は、切断された干渉パターンの形状を有する、プロセッサ。
【請求項２】
　物体の空間的特性を決定するための方法であって、
　干渉計を用いて、第１の物体から得られる低コヒーレンス干渉信号を提供すること、
　低コヒーレンス干渉信号と干渉計の応答を示すテンプレートとに基づいて第１の物体の
空間的特性を決定することであって、テンプレートが、複数の第２の低コヒーレンス干渉
信号の各々から得られる寄与を含み、前記複数の第２の低コヒーレンス干渉信号の各々が
、基準物体の個々の異なる点に起因する、前記空間的特性を決定することと
を含み、
　前記テンプレートは、非対称の切断された干渉パターンの形状を有する、方法。
【請求項３】
　第１の物体が外面を含み、前記決定することが、外面の点の相対的な高さを決定するこ
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とを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記提供することが、干渉計を用いて、第１の物体の対応する異なる点からそれぞれ得
られる複数の低コヒーレンス干渉信号を提供することを含み、
　前記決定することが、対応する低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに基づいて各
異なる点の空間的特性を決定することを含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　複数の低コヒーレンス干渉信号はそれぞれ、干渉計を用いて物体の一部を結像すること
を含むステップによって得られた請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　物体が外面を有し、各異なる点の空間的特性が各点の高さである請求項４に記載の方法
。
【請求項７】
　物体が、フォトレジストによってコーティングされたウェハを含み、物体の外面がフォ
トレジストの外面である請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　低コヒーレンス干渉信号が、第１および第２の物体の界面に起因する重なり合う干渉パ
ターンを含み、前記空間的特性を決定することが、第１および第２の界面の少なくとも一
方の空間的特性を決定することを含む請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　第１の界面は物体の外面であり、前記決定することは、外面の空間的特性を決定するこ
とを含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　テンプレートの形状が、第２の界面ではなく第１の界面からの寄与が優勢な低コヒーレ
ンス干渉信号の部分に対応する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　複数の第２の低コヒーレンス干渉信号がそれぞれ、対応する基準物点の高さを示す物体
高さ依存性の特性を含み、前記方法はテンプレートを生成することを含み、該テンプレー
トを生成することが、物体高さ依存性の特性からの寄与を取り除くことを含む請求項２に
記載の方法。
【請求項１２】
　各第２の低コヒーレンス干渉信号が、対応する基準物点の高さを示す位相関連の特性を
有し、前記寄与を取り除くことが、位相関連の特性を取り除くことを含む請求項２に記載
の方法。
【請求項１３】
　第１および基準の物体は同じである請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
　第１の物体が、横たわる薄膜を含む基板を含み、複数の第２の低コヒーレンス干渉信号
が、単一の反射性界面を有する基準物体の一部から得られる請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　テンプレートと低コヒーレンス干渉信号とを比較することを含む請求項２に記載の方法
。
【請求項１６】
　前記比較することは、テンプレートと低コヒーレンス干渉信号とを相互相関させること
を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記相互相関させることは、低コヒーレンス干渉信号の形状に基づいて標準化すること
を含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　相互相関は部分複素の相互相関である請求項１６に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記比較することが、低コヒーレンス干渉信号内の場所を決定することを含み、前記空
間的特性を決定することが、場所の一方の側に位置する低コヒーレンス干渉信号の部分を
処理することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　低コヒーレンス干渉信号を変換することを含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　低コヒーレンス干渉信号が、第１および第２の重なり合う干渉パターンを含み、場所の
一方の側の低コヒーレンス干渉信号の部分は、第２の干渉パターンではなく第１の干渉パ
ターンからの寄与が優勢である請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　第１の干渉パターンは第１の物体の外面に起因する請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　複数の低コヒーレンス干渉信号を提供することであって、各低コヒーレンス干渉信号は
、干渉計を用いて物体の対応する異なる点から得られていることと、
　干渉計の応答を示すテンプレートを生成することであって、該生成することが、低コヒ
ーレンス干渉信号のそれぞれからの寄与を組み合わせることを含むことと、
を含み、
　前記テンプレートは、非対称の切断された干渉パターンの形状を有する、干渉計テンプ
レートを作成するための方法。
【請求項２４】
　各低コヒーレンス干渉信号が、干渉計を用いて物体の一部を結像することによって物体
の対応する異なる点から得られている請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　物体の異なる点がそれぞれ、個々の空間的特性を有し、各低コヒーレンス干渉信号が、
対応する物点の空間的特性に依存する空間依存性の特性を含み、前記テンプレートを生成
することが、低コヒーレンス干渉信号の少なくとも一部の空間依存性の特性を取り除くこ
とを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　空間的特性が、相対的な高さである請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記空間依存性の特性を取り除くことが、
　低コヒーレンス干渉信号を逆次元に変換することであって、変換後低コヒーレンス干渉
信号は、逆次元に沿っての位相変化を示すことと、
　逆次元に対する位相変化の線形部分を取り除くことと、
を含む請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　物体の異なる点が、物体の界面の周囲の異なる点である請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　界面が、物体の外面である請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　干渉計を用いて少なくとも１つの第２の低コヒーレンス干渉信号を得ることであって、
第２の低コヒーレンス干渉信号は、第２の物体の点に起因することと、
　第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに基づいて、第２の物体の点の空間的
特性を決定することと、
をさらに含む請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記干渉計を用いて得ることが、複数の第２の低コヒーレンス干渉信号を得ることを含
み、各第２の低コヒーレンス干渉信号は第２の物体の異なる点に起因し、前記第２の物体
の点の空間的特性を決定することが、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに
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基づいて第２の物体の異なる点の空間的特性を決定することを含む請求項３０に記載の方
法。
【請求項３２】
　前記複数の第２の低コヒーレンス干渉信号を得ることが、第２の物体の一部を結像する
ことを含む請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記決定することが、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを比較すること
を含む請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記比較することが、少なくとも１つの第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレート
とを相互相関させることを含む請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　第１の低コヒーレンス干渉信号の形状に対する相互相関を規格化することを含む請求項
３４に記載の方法。
【請求項３６】
　第２の物体が、基板と少なくとも１つの横たわる層とを含み、第２の物体の点は、横た
わる層の少なくとも一部によって規定される請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　横たわる層が、物体の外面を規定する表面を有し、第２の物体の点が外面に位置する請
求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　少なくとも１つの低コヒーレンス干渉信号を提供することであって、低コヒーレンス干
渉信号は、物体の少なくとも１つの点に起因する干渉パターンを含むとともに、干渉計を
用いて得られていることと、
　少なくとも１つの低コヒーレンス干渉信号から、干渉計の応答を示す非対称のテンプレ
ートを生成することと、
を含み、
　前記非対称のテンプレートは、切断された干渉パターンの形状を有する、干渉計テンプ
レートを生成するための方法。
【請求項３９】
　物体の少なくとも１つの点が空間的特性を有し、少なくとも１つの低コヒーレンス干渉
信号が、少なくとも１つの点の空間的特性に依存する空間依存性の特性を有し、前記生成
することが、低コヒーレンス干渉信号から空間依存性の特性を取り除くことを含む請求項
３８に記載の方法。
【請求項４０】
　物体から得られる低コヒーレンス干渉信号を提供することと、
　低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとの比較に基づいて物体の空間的特性を決定す
ることであって、テンプレートは非対称の切断された干渉パターンの形状を有することと
、
を含む方法。
【請求項４１】
　前記提供することが、物体の対応する異なる点からそれぞれ得られる複数の低コヒーレ
ンス干渉信号を提供することを含み、
　前記空間的特性を決定することが、対応する低コヒーレンス干渉信号とテンプレートと
の比較に基づいて物体の各異なる点の空間的特性を決定することを含む請求項４０に記載
の方法。
【請求項４２】
　低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを相互相関させることによって低コヒーレン
ス干渉信号とテンプレートとを比較することを含む請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
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　物体が、基板と少なくとも１つの横たわる層とを含み、物体の空間的特性が、少なくと
も横たわる層の外面の点の空間的特性である請求項４０に記載の方法。
【請求項４４】
　低コヒーレンス干渉信号が、横たわる層の外面から光を反射させることを含む方法によ
って得られている請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　横たわる層がフォトレジストである請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　物体の異なる点から複数の低コヒーレンス干渉信号を得るように構成された光学システ
ムと、コードを含むプロセッサと、を備える干渉計であって、
　前記プロセッサは、干渉計の応答を示すテンプレートを作成するように構成され、テン
プレートは複数の低コヒーレンス干渉信号からの寄与を含み、
　前記テンプレートは、非対称の切断された干渉パターンの形状を有する、干渉計。
【請求項４７】
　複数の低コヒーレンス干渉信号が、物体の異なる点の空間的特性に関係づけられる特性
を含み、
　テンプレートを作成するように構成されるコードが、物体の異なる点の空間的特性に関
係づけられる特性の少なくとも一部が無いテンプレートを作成するように構成されるコー
ドを含む請求項４６に記載の干渉計。
【請求項４８】
　プロセッサが、
　第２の物体から第２の低コヒーレンス干渉信号を得ることと、
　第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに基づいて第２の物体の空間的特性を
決定することと、
を行なうように構成されるコードを含む請求項４６に記載の干渉計。
【請求項４９】
　空間的特性を決定するためのコードが、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレート
とを比較するように構成されるコードを含む請求項４６に記載の干渉計。
【請求項５０】
　コンピュータ読取可能な媒体を含むプロセッサであって、前記媒体は、
　干渉計を用いて、物体の異なる点から得られる複数の低コヒーレンス干渉信号を受け取
ることと、
　干渉計の応答を示すテンプレートを生成することと、
を行うように構成されるコードを含み、テンプレートが複数の低コヒーレンス干渉信号か
らの寄与を含み、
　前記テンプレートは、非対称の切断された干渉パターンの形状を有する、プロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、以下の米国仮出願の利益を主張する。第６０／５０２，９３２号明細書（２
００３年９月１５日出願）「表面プロファイリングならびにフォーカスおよびティルト検
出のための高速走査干渉計」、第６０／５０２，９３３号明細書（２００３年９月１５日
出願）、「薄膜コーティングを有する場合がある表面をプロファイリングするためのかす
め入射干渉計」、第６０／５０２，９０７号明細書（２００３年９月１５日出願）、「薄
膜コーティングを通して表面をプロファイリングするための三角測量センサ」、第６０／
５０２，９３０号明細書（２００３年９月１５日出願）、「薄膜がある場合の表面トポグ
ラフィの高速測定」、および第６０／５３９，４３７号明細書（２００４年１月２６日出
願）、「干渉パターン・マッチング・テンプレートを用いた表面プロファイリング」。な
お各出願は、本明細書において参照により取り入れられている。
【０００２】
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　本発明は、物体の干渉分析、たとえば物体トポグラフィの干渉法決定に関する。
【背景技術】
【０００３】
　干渉法、たとえば走査白色光干渉法（ＳＷＬＩ）を用いて、物体の空間的特性を決定す
ることができる。典型的な空間的特性には、表面トポグラフィ、または何らかの基準に対
する物体の場所が含まれる。物体に不透明基板を覆う厚膜が含まれる場合には、ＳＷＬＩ
データには、基板－皮膜界面および皮膜－空気界面からそれぞれ生じる離間に配置された
２つのパターンが含まれる場合がある。干渉パターンが完全に分離できる場合、すなわち
２つの信号間にゼロ変調の領域が存在する場合には、標準的な技術を用いて、データから
、基板表面および皮膜－空気界面に関する独立した情報を得ることができる。覆う皮膜が
薄くなるにつれ、個々の干渉パターンは、互いに重なり合って歪め合い始める。このよう
な重なり合った干渉パターンが生じると、基板表面および皮膜－空気界面に関して誤った
空間情報が得られるおそれがある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一態様は、光路長差（ＯＰＤ）の関数として重なり合う干渉パターンを生成す
る物体からの低コヒーレンス干渉信号を分析するための方法およびシステムに関する。本
発明の方法およびシステムは、たとえばフラット・パネル・ディスプレイ測定、半導体ウ
ェハ計測、はんだバンプ処理、その場薄膜測定、および異種材料分析において用いること
ができる。
【０００５】
　１つの典型的な方法は、フォトリソグラフィ・システムに対するその場フォーカスおよ
びティルト調整において、パターニングされたウェハ上のフォトレジスト皮膜の空間的特
性を高速に決定することに関するものである。空間的特性には、フォトリソグラフィ・シ
ステムの基準に対するフォトレジスト上面のトポグラフィおよび／または位置を含めるこ
とができる。いくつかの実施形態においては、空間的特性は、たとえばフォトリソグラフ
ィ・システムに対するフォトレジスト皮膜の絶対的または相対位置を示す。
【０００６】
　一般的に、一態様において、本発明の特徴は、（ｉ）測定物体から低コヒーレンス干渉
信号を得ることであって、測定物体は第１および第２の界面を備え、低コヒーレンス干渉
信号は、それぞれ第１および第２の界面に起因する第１および第２の重なり合う干渉パタ
ーンを含むことと、（ｉｉ）重なり合う干渉パターンのサブセットを特定することであっ
て、サブセットは、第１および第２の干渉パターンの一方からの寄与が他方の干渉パター
ンからの寄与よりも大きいことと、を含む方法である。
【０００７】
　方法の実施形態には、以下の特徴のいずれかが含まれていても良い。
　前記得ることが、複数の低コヒーレンス干渉信号を得ることを含み、各低コヒーレンス
干渉信号は、第１および第２の重なり合う干渉パターンを含み、各第１の干渉パターンは
第１の界面の異なる点に起因し、各第２の干渉パターンは第２の界面の異なる点に起因し
、複数の低コヒーレンス干渉信号を得ることが、物体を結像することを含み、サブセット
を特定することが、それぞれの干渉信号のサブセットを特定することを含み、各サブセッ
トは、対応する干渉信号の第１および第２の干渉パターンの一方からの寄与が他方の干渉
パターンからの寄与より大きくても良い。
【０００８】
　複数の低コヒーレンス干渉信号のそれぞれに対して、前記得ることが、干渉計を用いる
ことを含み、光に起因する複数の低コヒーレンス信号がそれぞれ、光路長差の範囲を有し
、光路長差の各範囲は、干渉計のコヒーレンス長の少なくとも５０％であっても良い。た
とえば各範囲は、少なくとも干渉計のコヒーレンス長程度の大きさであっても良い。
【０００９】
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　第１の界面は物体の外面であっても良く、方法は、外面の複数の点のそれぞれの相対的
な高さを決定することを含んでいても良い。
　第１および第２の界面は、１０００ｎｍ以下だけ分離していても良い。
【００１０】
　第１の界面は物体の外面であり、第２の界面は外面の真下であっても良い。たとえば、
外面は、基板を覆うフォトレジスト層の外面であり、第２の界面は、フォトレジストの外
面と基板との間に規定されても良い。
【００１１】
　第１および第２の界面は、液晶ディスプレイ・セルの界面であっても良い。
　方法はさらに、低コヒーレンス干渉信号に基づいて第１または第２の界面の少なくとも
一部の点のそれぞれの空間的特性を決定することを含んでいても良い。
【００１２】
　第１および第２の重なり合う干渉パターンがそれぞれ複数のフリンジを含んでいても良
く、少なくとも一部の点のそれぞれの空間的特性を決定することが、第１または第２の重
なり合う干渉パターンの一方のフリンジの半分未満に基づいて少なくとも一部の点のそれ
ぞれの空間的特性を決定することを含んでいても良い。
【００１３】
　第１および第２の重なり合う干渉パターンがそれぞれ、複数のフリンジを含んでいても
良く、少なくとも一部の点のそれぞれの空間的特性を決定することが、各第１または第２
の重なり合う干渉パターンのフリンジの半分を変換することを含んでいても良い。
【００１４】
　少なくとも一部の点のそれぞれの空間的特性を決定することが、対応する干渉信号の重
なり合う干渉パターンの非対称のサブセットに基づいて少なくとも一部の点のそれぞれの
空間的特性を決定することを含んでいても良い。たとえば、少なくとも一部の点のそれぞ
れの空間的特性を決定することが、非対称のサブセットを変換することを含んでいても良
い。また、第１の界面は物体の外面であっても良く、少なくとも一部の点のそれぞれの空
間的特性を決定することが、外面の複数の点の空間的特性を決定することを含んでいても
良い。このような場合、各非対称のサブセットは、物体の外面に起因する干渉がゆうせい
であっても良い。
【００１５】
　サブセットを特定することが、干渉計応答を示すテンプレートに基づいて非対称のサブ
セットの境界を決定することを含んでいても良い。たとえばテンプレートは、物体の高さ
には無関係な干渉計応答を示しても良い。境界を決定することが、テンプレートと低コヒ
ーレンス干渉信号とを比較することを含んでいても良い。
【００１６】
　サブセットを特定することが、干渉計応答を示すテンプレートと低コヒーレンス干渉信
号とを相互相関させることを含んでいても良い。相互相関させることが、低コヒーレンス
干渉信号の形状に基づいて標準化することを含んでいても良い。
【００１７】
　少なくとも一部の点のそれぞれの空間的特性を決定することが、対応する低コヒーレン
ス干渉信号と干渉計応答を示すテンプレートとに基づいて空間的特性を決定することを含
んでいても良い。少なくとも一部の点のそれぞれの空間的特性を決定することはさらに、
対応する低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを比較することを含んでいても良い。
比較することが、対応する低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとの間の最良のマッチ
ングの場所を決定することを含んでいても良い。たとえば、比較することが、テンプレー
トと重なり合う干渉パターンとを相互相関させることを含んでいても良い。相互相関させ
ることが、対応する低コヒーレンス干渉信号の形状に基づいて標準化することを含んでい
ても良い。
【００１８】
　テンプレートは非対称であっても良い。たとえばテンプレートは、切断された干渉パタ
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ーンの形状を有していても良い。本方法がさらに、基準物体の複数の点のそれぞれからの
基準の低コヒーレンス干渉信号を得ることによってテンプレートを生成することを含み、
テンプレートは、基準の低コヒーレンス干渉信号のそれぞれから得られる寄与を含んでい
ても良い。
【００１９】
　たとえば、各基準の低コヒーレンス干渉信号が、対応する物点の高さを示す物体高さ依
存性の特性を含んでいても良く、テンプレートを作成することが、基準の低コヒーレンス
干渉信号から物体高さ依存性の特性を取り除くことを含んでいても良い。基準の低コヒー
レンス干渉信号には、重なり合わない干渉パターンが含まれていても良い。
【００２０】
　他の態様においては、本発明の特徴は、（ｉ）物体から低コヒーレンス干渉信号を得る
ように構成された光学システムであって、物体は複数の界面を有し、低コヒーレンス干渉
信号は、少なくとも第１および第２の物体の界面に起因する少なくとも第１および第２の
重なり合う干渉パターンを含む、光学システムと、（ｉｉ）第１および第２の重なり合う
干渉パターンの非対称のサブセットに基づいて第１および第２の界面の少なくとも一方の
空間的特性を決定するように構成されたプロセッサと、を含む装置である。
【００２１】
　装置の実施形態には、以下の特徴のいずれかが含まれていても良い。
　プロセッサがさらに、第１および第２の干渉パターンの一方からの寄与が干渉パターン
の他方からの寄与よりも大きく含まれる低コヒーレンス干渉信号の部分を決定することと
、低コヒーレンス干渉信号の前記部分からデータのサブセットを選択することと、を行な
うように構成されても良い。
【００２２】
　第１の界面は物体の外面であっても良く、第１の干渉パターンは第１の界面に起因し、
プロセッサはさらに、第１の界面の空間的特性を決定するように構成されていても良い。
　光学システムが、物体から複数の低コヒーレンス干渉信号を得るように構成され、各低
コヒーレンス干渉信号は、第１および第２の界面の異なる点に起因する個々の第１および
第２の重なり合う干渉パターンを含んでいても良く、プロセッサはさらに、複数の低コヒ
ーレンス干渉信号の個々の非対称のサブセットに基づいて、第１の界面の複数の点の空間
的特性を決定するように構成されていても良い。
【００２３】
　たとえば複数の点の空間的特性は、それぞれの点の相対的な高さであっても良い。
　プロセッサは、物体の外面の、他の物体に対する空間的特性を決定するように構成され
ていても良い。
【００２４】
　プロセッサは、物体の外面の、フォトリソグラフィ装置に対する位置を決定するように
構成されていても良い。
　プロセッサはさらに、本発明の最初に述べた方法の態様について前述したステップのい
ずれかを行なうように構成されていても良い。
【００２５】
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、干渉計を用いて、複数の界面を有す
る物体から得られる低コヒーレンス干渉信号を受け取ることであって、低コヒーレンス干
渉信号は、少なくとも第１および第２の物体の界面に起因する少なくとも第１および第２
の重なり合う干渉パターンを含むことと、第１および第２の重なり合う干渉パターンの非
対称のサブセットに基づいて、第１および第２の界面の少なくとも一方の空間的特性を決
定することとを、少なくとも行なうように構成されたプロセッサである。プロセッサの実
施形態はさらに、本発明の最初に述べた方法の態様に関して前述した特徴を含んでいても
良い。
【００２６】
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、物体の空間的特性を決定するための
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方法であって、（ｉ）干渉計を用いて、第１の物体から得られる低コヒーレンス干渉信号
を提供することと、（ｉｉ）低コヒーレンス干渉信号と干渉計の応答を示すテンプレート
とに基づいて第１の物体の空間的特性を決定することと、を含む方法である。
【００２７】
　方法の実施形態には、以下の特徴のいずれかが含まれていても良い。
　第１の物体が外面を含んでいても良く、決定することが、外面の点の相対的な高さを決
定することを含んでいても良い。
【００２８】
　前記提供することが、干渉計を用いて、第１の物体の対応する異なる点からそれぞれ得
られる複数の低コヒーレンス干渉信号を提供することを含んでいても良く、前記決定する
ことが、対応する低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに基づいて各異なる点の空間
的特性を決定することを含んでいても良い。
【００２９】
　複数の低コヒーレンス干渉信号がそれぞれ、干渉計を用いて物体の一部を結像すること
を含むステップによって得られても良い。
　物体は外面を有しており、各異なる点の空間的特性は各点の高さであっても良い。たと
えば、物体が、フォトレジストによってコーティングされたウェハを含んでいても良く、
物体の外面がフォトレジストの外面であっても良い。
【００３０】
　テンプレートは非対称であっても良い。たとえばテンプレートは、切断された干渉パタ
ーンの形状を有していても良い。低コヒーレンス干渉信号が、第１および第２の物体の界
面に起因する重なり合う干渉パターンを含んでいても良く、空間的特性を決定することが
、第１および第２の界面の少なくとも一方の空間的特性を決定することを含んでいても良
い。第１の界面が物体の外面であっても良く、前記決定することが、外面の空間的特性を
決定することを含んでいても良い。さらに、テンプレートの形状は、第２の界面ではなく
第１の界面からの寄与が優勢な低コヒーレンス干渉信号の部分に対応していても良い。
【００３１】
　テンプレートが、複数の第２の低コヒーレンス干渉信号のそれぞれから得られる寄与を
含んでいても良い。たとえば、複数の第２の低コヒーレンス干渉信号がそれぞれ、基準物
体の個々の異なる点に起因しても良い。
【００３２】
　複数の第２の低コヒーレンス干渉信号がそれぞれ、対応する基準物点の高さを示す物体
高さ依存性の特性を含んでいても良く、方法が、テンプレートを生成することを含み、テ
ンプレートを生成することが、物体高さ依存性の特性からの寄与を取り除くことを含んで
いても良い。たとえば、各第２の低コヒーレンス干渉信号が、対応する基準物点の高さを
示す位相関連の特性を有していても良く、寄与を取り除くことが、位相関連の特性を取り
除くことを含んでいても良い。また第１の物体および基準物体は、同じであっても良い。
あるいは、第１の物体が、横たわる薄膜を含む基板を含んでいても良く、複数の第２の低
コヒーレンス干渉信号が、単一の反射性界面を有する基準物体の一部から得られても良い
。
【００３３】
　方法はさらに、テンプレートと低コヒーレンス干渉信号とを比較することを含んでいて
も良い。
　前記比較することが、テンプレートと低コヒーレンス干渉信号とを相互相関させること
を含んでいても良い。たとえば相互相関が、部分複素の相互相関を含んでいても良い。相
互相関させることが、低コヒーレンス干渉信号の形状に基づいて標準化することを含んで
いても良い。
【００３４】
　前記比較することが、低コヒーレンス干渉信号内の場所を決定することを含んでいても
良く、空間的特性を決定することが、場所の一方の側に位置する低コヒーレンス干渉信号
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の部分を処理することを含んでいても良い。さらに方法が、低コヒーレンス干渉信号を変
換することを含んでいても良い。たとえば、低コヒーレンス干渉信号が、第１および第２
の重なり合う干渉パターンを含んでいても良く、場所の一方の側の低コヒーレンス干渉信
号の部分は、第２の干渉パターンではなく第１の干渉パターンからの寄与が優勢であって
も良い。たとえば第１の干渉パターンが、第１の物体の外面に起因しても良い。
【００３５】
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、複数の低コヒーレンス干渉信号を提
供することであって、各低コヒーレンス干渉信号は、干渉計を用いて物体の対応する異な
る点から得られていることと、干渉計の応答を示すテンプレートを生成することであって
、低コヒーレンス干渉信号のそれぞれからの寄与を組み合わせることを含むことと、を含
む干渉計テンプレートを作成するための方法である。
【００３６】
　方法の実施形態には、以下の特徴のいずれかが含まれていても良い。
　各低コヒーレンス干渉信号が、干渉計を用いて物体の一部を結像することによって物体
の対応する異なる点から得られていても良い。
【００３７】
　物体の異なる点がそれぞれ、個々の空間的特性を有していても良く、各低コヒーレンス
干渉信号が、対応する物点の空間的特性に依存する空間依存性の特性を含んでいても良く
、テンプレートを生成することが、低コヒーレンス干渉信号の少なくとも一部の空間依存
性の特性を取り除くことを含んでいても良い。
【００３８】
　空間的特性が、相対的な高さであっても良い。
　空間依存性の特性を取り除くことが、低コヒーレンス干渉信号を逆次元に変換して（変
換後の低コヒーレンス干渉信号が逆次元での位相変化を示す）、逆次元に対する位相変化
の線形部分を取り除くことを含んでいても良い。
【００３９】
　物体の異なる点が、物体の界面の周囲の異なる点であっても良い。
　界面が物体の外面であっても良い。
　方法はさらに、干渉計を用いて少なくとも１つの第２の低コヒーレンス干渉信号を得る
ことであって、第２の低コヒーレンス干渉信号は、第２の物体の点に起因することと、第
２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに基づいて、第２の物体の点の空間的特性
を決定することと、を含んでいても良い。
【００４０】
　たとえば、第２の物体が基板と少なくとも１つの横たわる層とを含み、第２の物体の点
が、横たわる層の少なくとも一部によって規定されても良い。横たわる層が、物体の外面
を規定する表面を有し、第２の物体の点が外面に位置していても良い。
【００４１】
　干渉計を用いて得ることが、複数の第２の低コヒーレンス干渉信号を得ることを含み、
各第２の低コヒーレンス干渉信号は第２の物体の異なる点に起因しても良く、第２の物体
の点の空間的特性を決定することが、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに
基づいて第２の物体の異なる点の空間的特性を決定することを含んでいても良い。
【００４２】
　複数の第２の低コヒーレンス干渉信号を得ることが、第２の物体の一部を結像すること
を含んでいても良い。
　決定することが、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを比較することを含
んでいても良い。たとえば、比較することが、少なくとも１つの第２の低コヒーレンス干
渉信号とテンプレートとを相互相関させることを含んでいても良い。さらに、比較するこ
とが、第１の低コヒーレンス干渉信号の形状に対する相互相関を規格化することを含んで
いても良い。
【００４３】
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　テンプレートが、非対称の切断された低コヒーレンス干渉信号の形態を有していても良
い。
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、少なくとも１つの低コヒーレンス干
渉信号を提供することであって、低コヒーレンス干渉信号は、物体の少なくとも１つの点
に起因する干渉パターンを含むとともに、干渉計を用いて得られていることと、少なくと
も１つの低コヒーレンス干渉信号から、干渉計の応答を示す非対称のテンプレートを生成
することと、を含む干渉計テンプレートを生成するための方法である。
【００４４】
　方法の実施形態には、以下の特徴のいずれかが含まれていても良い。
　非対称のテンプレートが、切断された干渉パターンの形状を有していても良い。
　物体の少なくとも１つの点が空間的特性を有していても良く、少なくとも１つの低コヒ
ーレンス干渉信号が、少なくとも１つの点の空間的特性に依存する空間依存性の特性を有
していても良く、生成することが、低コヒーレンス干渉信号から空間依存性の特性を取り
除くことを含んでいても良い。
【００４５】
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、物体から得られる低コヒーレンス干
渉信号を提供することと、低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとの比較に基づいて物
体の空間的特性を決定することであって、テンプレートは切断された干渉パターンの形状
を有することと、を含む方法である。
【００４６】
　方法の実施形態は、以下の実施形態のいずれかを含んでいても良い。
　提供することが、物体の対応する異なる点からそれぞれ得られる複数の低コヒーレンス
干渉信号を提供することを含んでいても良く、空間的特性を決定することが、対応する低
コヒーレンス干渉信号とテンプレートとの比較に基づいて物体の各異なる点の空間的特性
を決定することを含んでいても良い。
【００４７】
　方法はさらに、低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを相互相関させることによっ
て低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを比較することを含んでいても良い。
　物体がさらに、基板と少なくとも１つの横たわる層とを含み、物体の空間的特性が、少
なくとも横たわる層の外面の点の空間的特性であっても良い。
【００４８】
　低コヒーレンス干渉信号が、横たわる層の外面から光を反射させることを含む方法によ
って得られても良い。たとえば、横たわる層がフォトレジストであっても良い。
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、物体の異なる点から複数の低コヒー
レンス干渉信号を得るように構成された光学システムと、コードを含むプロセッサと、を
備える干渉計である。プロセッサは、干渉計の応答を示すテンプレートを作成するように
構成され、テンプレートは複数の低コヒーレンス干渉信号からの寄与を含む。
【００４９】
　装置の実施形態には、以下の特徴のいずれかが含まれていても良い。
　複数の低コヒーレンス干渉信号が、物体の異なる点の空間的特性に関係づけられる特性
を含んでいても良く、テンプレートを作成するように構成されるコードが、物体の異なる
点の空間的特性に関係づけられる特性の少なくとも一部が無いテンプレートを作成するよ
うに構成されるコードを含んでいても良い。
【００５０】
　コードを含むプロセッサがさらに、第２の物体から第２の低コヒーレンス干渉信号を得
ることと、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとに基づいて第２の物体の空間
的特性を決定することと、を行なうように構成される。たとえば、空間的特性を決定する
ためのコードが、第２の低コヒーレンス干渉信号とテンプレートとを比較するように構成
されるコードを含んでいても良い。
【００５１】
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　プロセッサがさらに、前述した方法の態様に関連して前述した対応するステップのいず
れかを行なうように構成されていても良い。
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、コンピュータ読取可能な媒体を含む
プロセッサであって、媒体は、干渉計を用いて、物体の異なる点から得られる複数の低コ
ヒーレンス干渉信号を受け取ることと、干渉計の応答を示すテンプレートを生成すること
と、を行なうように構成されるコードを含み、テンプレートは複数の低コヒーレンス干渉
信号からの寄与を含む。
【００５２】
　さらなる実施形態においては、コードがさらに、プロセッサに、前述した方法の態様に
関連して前述した対応するステップのいずれかを行なわせても良い。
　干渉データを得るためのシステムの実施形態には、低コヒーレンス（スペクトル的に広
帯域のおよび／または拡張光源の）干渉計、たとえば白色光走査干渉法（ＳＷＬＩ）機器
が含まれる。低コヒーレンス干渉計は、少なくともシステムの要素を機械的または電気光
学的に走査して、基準経路と測定経路（測定経路は物体表面まで方向づけられている）と
の間の光路差（ＯＰＤ）を変えるために、備え付けられている。ＯＰＤ走査中の複数の干
渉信号が、プロセッサによって記録される。記録はたとえば、物体の一部を複数の検出器
要素上に結像することによって、行なわれる。低コヒーレンス光源および／または装置の
幾何学的配置によって、干渉信号を、物体表面の各結像点に対して、ゼロＯＰＤ位置の辺
りに局在化させる。システムは、複数の層を有する場合がある物体（詳細には基板上の透
明な薄膜）を分析するように構成されている。この場合、層間の界面からの干渉信号は完
全に分離される。
【００５３】
　本発明の方法は、各検出器要素によって検出される干渉信号の一部を選択することを含
む。選択部分は、選択された界面または表面（たとえば基板と薄膜層との間の界面）に対
応する。各干渉信号の選択部分は、その他の界面または表面からの反射に起因する不要な
干渉現象による歪みが比較的ない部分として特定される。選択部分は、対象界面に対する
ゼロＯＰＤとは異なるＯＰＤ位置に対して収集された干渉情報を含んでも良いし、または
これに限定されても良い。
【００５４】
　干渉信号の一部を選択するための本発明の方法には、特定の光路長差において始まる干
渉信号の一部を取り出すことが含まれる。特定の光路長差は、たとえば信号重心によって
または対象信号の実質的に未破損部分の範囲を予測可能に規定する信号の何らかの他の特
性によって、特定される。次に、取り出した部分を、まるで全信号であるかのようにさら
に処理するために送る。
【００５５】
　低コヒーレンス干渉信号の一部を選択するための本発明の他の方法には、測定物体から
収集される測定干渉信号と基準表面の事前測定によって生成されるテンプレートとを比較
することが含まれる。比較は、測定干渉信号自体を用いて、理論上の予測によって、また
はそれらの組み合わせによって行なわれる。テンプレートは、実質的に歪められていない
各低コヒーレンス干渉信号の一部に対応することができる。本方法には、テンプレートに
最良にマッチングする各測定低コヒーレンス干渉信号の場所を見出すことを含むことがで
きる。この技術によって、さらに処理することなく界面高さの場所を直接得ることができ
る。測定分解能に対する改善として、本技術は、複数の記憶信号（たとえば種々のオフセ
ットを有するテンプレートの組）を含むことで、補間の改善を可能にしても良い。
【００５６】
　データ処理におけるステップとして、いったん界面の場所が、光路長差に対する選択信
号部分の場所によって特定されたら、補償因子を含めることで、薄膜の屈折特性および分
散特性と、これらの材料パラメータがたとえば対物レンズのＮＡおよび照明のスペクトル
のバンド幅にどのように関係するのかとに、対処しても良い。これは、対象とする界面の
真の物理プロファイルに対応する補正データを得るためである。
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【００５７】
　いくつかの実施形態においては、フォトレジストの外面の空間的特性が、重なり合う干
渉パターンを含む干渉信号の少なくとも一部に基づいて決定される。空間的特性に基づい
て、フォトレジストおよびフォトリソグラフィ・システムの相対位置を変更することがで
きる。
【００５８】
　いくつかの実施形態においては、物体の外面の空間的特性が、低コヒーレンス干渉の少
なくとも一部から、たとえば外面から何らかの材料を取り除いた後に、決定される。空間
的特性に基づいて、さらに材料を取り除くことができる。たとえば、さらに取り除く間に
除去レートを変更することができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態においては、物体の一部の空間的特性が、たとえば物体の一部にレ
ーザ・ビームを照射してスクライブ・ラインを形成した後で、決定される。空間的特性に
基づいて、物体または他の物体のさらなるスクライビングが行なわれる。
【００６０】
　いくつかの実施形態においては、複数の低コヒーレンス干渉信号が得られる。各干渉信
号は、光路長差値の関数としての検出器強度を含み、およびＩｓｙｓとして示すことがで
きる。複数の干渉信号を、周波数ドメイン内で平均化して、単一の部分スペクトル※ｑ～

ｓｙｓ※を決定する。このスペクトルは、周波数ドメイン内のすべての低コヒーレンス干
渉信号に対するフィールド平均に対応する。
【００６１】
　部分スペクトルを逆変換して、テンプレート※Ｉ～ｓｙｓ※を得る。この実部は、各干
渉信号に類似する干渉信号を表わす場合があるが、振幅スケーリングと物体高さ依存性の
差とが取り除かれている。いくつかの実施形態においては、テンプレートは、各走査位置
ζにおける包絡線および位相を複素関数※Ｉ～ｓｙｓ※の係数および引数を用いてそれぞ
れ分離できるように、複雑な形式※Ｉ～ｓｙｓ※で維持される。
【００６２】
　別に定義がない限り、本明細書で用いられる技術用語および科学用語はすべて、本発明
が属する技術分野の通常の知識を有する者によって広く理解されているものと同じ意味を
有する。
【００６３】
　特に断りのない限り、本明細書で説明される方法およびシステムによって決定される物
体の空間的特性は、相対的であっても良いし絶対的であっても良い。
　本発明の他の特徴、目的、および優位性は、以下の詳細な説明から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】薄膜または他のコーティングが存在しない固体シリコン基板からの低コヒーレン
ス干渉信号を示す図である。走査位置はζ座標である。
【図２】図１の説明を参照して、シリコン基板の複数の異なる場所のそれぞれから得られ
る干渉信号からの寄与を含むテンプレートを示す図である。図２のテンプレートには窓関
数を乗じている。窓関数も示されている。
【図３】基板および横たわる薄膜を有する物体から得られる重なり合う干渉パターンを例
示する図である。
【図４】非対称のテンプレートを示す図である。
【図５】２μｍのＳｉ３Ｎ４コーティングを有する（シリコン）基板からの低コヒーレン
ス干渉信号を示す図である。
【図６】１．１μｍのＳｉ３Ｎ４コーティングを有する（シリコン）基板からの低コヒー
レンス干渉信号を示す図である。
【図７】図３のプロット（ダイアモンド）および図６のプロット（実線）の直接の比較を
示す拡大図である。
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【図８】テンプレートを作成する方法を例示するフローチャートである。
【図９】干渉信号を得るための典型的な干渉法システムを示す図である。
【図１０ａ】基板と横たわる層たとえば薄膜とを含む測定物体の断面を示す図である。
【図１０ｂ】図１ａの物体を示す平面図である。
【図１１ａ】銅相互接続を有する典型的な構造を示す図である。平坦化前の構造を示す。
【図１１ｂ】銅相互接続を有する典型的な構造を示す図である。平坦化後の構造を示す。
【図１２ａ】はんだバンプ処理の間に形成される典型的な構造を示す図である。はんだを
付加する前の構造を示す。
【図１２ｂ】はんだバンプ処理の間に形成される典型的な構造を示す図である。はんだを
付加した後であるが、はんだを流す前の構造を示す図である。
【図１３】典型的な液晶ディスプレイの一部を示す図である。
【図１４ａ】図２の干渉信号のフーリエ変換の大きさスペクトルの正周波数部分を例示す
る図である。
【図１４ｂ】フィールド平均化されたスペクトル※ｑ～ｓｙｓ※の正周波数部分を含む変
換後ドメインにおけるテンプレートを示す図である。テンプレートは、物体の異なる点か
らの複数の干渉信号からの寄与を含む。
【図１５】複数の干渉信号から決定されるテンプレートを例示し、およびその下でテンプ
レートのフリンジが減衰する包絡線も例示する図である。テンプレートは、窓関数が施さ
れていないことを除いて、図３のテンプレートと同一である。
【図１６】図２の干渉信号のフリンジの振幅と包絡線との積を例示する図である。
【図１７】図３の窓のあるテンプレートと図２の干渉信号とから決定されるメリット関数
を例示する図である。
【図１８】図２の干渉信号を収集するために用いられる物体の高さプロファイルを例示す
る図である。
【図１９】図２の信号を収集するために用いられるシリコン基板から収集される１０１個
のシミュレートされた基準干渉信号Ｉｅｘの第２の組のうちの１つを例示する図である。
走査位置はζ座標である。
【図２０ａ】図１９の干渉信号のフーリエ変換の大きさスペクトルの正周波数部分を例示
する図である。
【図２０ｂ】テンプレート変換された干渉データを例示する図であり、図１９による複数
の干渉信号からの寄与を含むフィールド平均化されたスペクトル※ｑ～ｓｙｓ※の正周波
数部分である。
【図２１】図１９のデータから得られるテンプレートと非対称の窓関数との積から決定さ
れる非対称のテンプレートを示す図である。図１９のデータから得られるテンプレートの
右側部分のみが維持されている。
【図２２】薄膜を有するシリコン基板から収集される１０１個のシミュレートされた干渉
信号Ｉｅｘの１つを例示する図である。薄膜が存在すること以外は、シリコン基板は、図
１９のデータを収集するために用いられるものと同じである。走査位置はζ座標である。
【図２３】図２２の干渉信号のフリンジの振幅と包絡線との積を例示する図である。
【図２４】図２１の非対称のテンプレートと図２２のデータとから決定されるメリット関
数を例示する図である。
【図２５】図２１のテンプレートと図２２のデータとを用いて決定された、図２２のデー
タを収集するために用いられるシリコン基板の基板－皮膜界面の高さプロファイルを例示
する図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　図１を参照して、シミュレートされている低コヒーレンス干渉信号１５０に、物体の単
一の点（たとえば、単一の反射性界面を有するシリコン・ウェハの点）から得られる複数
の検出器強度値が含まれている。強度値は、物点からの反射光と基準物体からの反射光と
の間の光路長差（ＯＰＤ）の関数としてプロットされる。干渉信号１５０は、ＯＰＤを走
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査することによって得られる低コヒーレンス白色光走査干渉法（ＳＷＬＩ）信号である。
ＯＰＤの走査はたとえば、光学部品および／または物体を移動させて物体からの反射光ま
たは基準光が進む光路を変えることによって、行なわれる。低コヒーレンス走査白色光干
渉計として構成することができる干渉計の例は、ミラウ（Ｍｉｒａｕ）干渉計である。代
替的にまたは組み合わせて、干渉計によってＯＰＤを変えることを、物体からの反射光お
よび基準光の空間分布を検出することによって行なっても良い。ＯＰＤは、検出器上の空
間位置の関数として変化する。
【００６６】
　図１では、強度値が、ＯＰＤ（ここでは走査位置）の関数としてプロットされている。
強度値によって、複数のフリンジ１５２を有する干渉パターン１５１がマッピングされて
いる。フリンジは、低コヒーレンス包絡線１５４に従って最大値の両側で減衰している。
低コヒーレンス包絡線がない場合には、干渉パターンのフリンジは通常、振幅が広範囲の
光路差に渡って同様である。包絡線１５４自体は、このような干渉信号内において明確に
現れることはないが、説明のために示している。ＯＰＤ軸に沿っての干渉パターンの場所
は一般的に、ゼロＯＰＤの位置（たとえば、物点からの反射光と基準物体からの反射光と
の間のゼロＯＰＤに対応する走査位置または空間位置）に関係づけられる。ゼロＯＰＤ走
査位置は、物体トポグラフィ（各物点の相対的な高さを記述する）と、物体自体の方位お
よび位置（干渉計に対する各物点の位置に影響を及ぼす）との関数である。また干渉信号
には、機器の寄与も含まれる。機器の寄与はたとえば、干渉計オプティクスに関係づけら
れる。干渉計オプティクスはたとえば、オプティクスの開口数（ＮＡ）、データ収集レー
ト、走査速度、干渉信号を収集するために用いられる光の波長、波長の関数としての検出
器感度、および他の機器による特性である。
【００６７】
　フリンジ１５２の振幅を変調するコヒーレンス包絡線１５４の幅は一般的に、検出光の
コヒーレンス長に対応する。コヒーレンス長を決定する要因の中には、時間コヒーレンス
現象（たとえば、光源のスペクトル・バンド幅に関係づけられる）、および空間コヒーレ
ンス現象（たとえば、物体を照明する光の入射角度の範囲に関係づけられる）がある。通
常、コヒーレンス長は、以下の場合に減少する。（ａ）光源のスペクトルのバンド幅が大
きくなる、および／または（ｂ）入射角度の範囲が大きくなる。データを収集するために
用いられる干渉計の構成に依存して、これらのコヒーレンス現象の一方もしくは他方が優
勢になっても良く、またはそれらが両方とも全体のコヒーレンス長に実質的に寄与しても
良い。干渉計のコヒーレンス長は、単一の反射表面を有する物体（たとえば、薄膜構造で
はない）から干渉信号を得ることによって、決定することができる。コヒーレンス長は、
観察される干渉パターンを変調する包絡線の半値幅に対応する。
【００６８】
　図１から分かるように、干渉信号１５０が発生するのは、検出光の光路差の範囲が、コ
ヒーレンス包絡線の幅よりも大きく変化する場合、したがって検出光のコヒーレンス長よ
りも大きく変化する場合である。一般的に、低コヒーレンス干渉信号は、検出光のコヒー
レンス包絡線によって振幅変調される干渉フリンジを得ることによって発生することがで
きる。たとえば干渉パターンは、観察される干渉フリンジの振幅が互いに対して少なくと
も２０％、少なくとも３０％、または少なくとも５０％だけ異なるＯＰＤに渡って得られ
る場合がある。たとえば、フリンジ９８の最大振幅は、フリンジ９９の最大振幅よりも約
５０％小さい。
【００６９】
　低コヒーレンス干渉計は、干渉計のコヒーレンス長に匹敵するかまたはそれを超えるＯ
ＰＤの範囲に渡って検出される干渉信号を検出するように、構成することができる。たと
えば、検出されるＯＰＤの範囲は、コヒーレンス長より少なくとも２倍大きくても良いし
、少なくとも３倍大きくても良い。いくつかの実施形態においては、検出光のコヒーレン
ス長は、物体の特徴の高さ変化のオーダであり、たとえば数ミクロン以下だが検出光の公
称上の波長を超えるオーダである。
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【００７０】
　一般的に、干渉信号（たとえば干渉パターンの形状および位相）に対する機器関連の寄
与は、物体のトポグラフィおよび位置とともにゆっくりと変化する傾向がある。他方で、
干渉信号が、異なる空間的特性（たとえば異なる相対的な高さ、または干渉計に対して異
なる相対位置）を有する物点から得られる場合、干渉パターンは走査位置軸に沿ってシフ
トする。したがって、異なる物点から得られる干渉パターンは、形状は同様であるが、各
点の空間的特性に関係づけられる量だけ走査位置軸に沿ってシフトしている場合がある。
【００７１】
　図２を参照して、物体および物点の空間的特性に関係づけられる寄与が、テンプレート
２１５によって低減されるかまたは取り除かれている。このような寄与はたとえば、物体
トポグラフィ（異なる点の相対的な高さを記述する）、物体位置、および物体方位寄与で
ある。テンプレート２１５は、物体に対する干渉計の応答を表わしており、干渉計を用い
て得られる低コヒーレンス干渉信号内に現れる寄与を表わす機器の寄与を含むことができ
る。前述したように、このような機器の寄与は、異なる物点から得られる干渉信号に対し
て同様であるかまたは同じである。したがってテンプレート２１５には、異なる物点から
得られる干渉信号からの寄与を含むことができる。異なる点は、分析すべき表面全体の周
囲に配置しても良いし、分析すべき領域の１つまたは複数のサブセットの周囲に配置して
も良い。
【００７２】
　異なる物点からの干渉信号を処理して、複数の干渉信号からの情報を組み合わせ（たと
えば平均化し）て、テンプレートを作成する。結果として生じるテンプレートは、信号対
雑音レベル（Ｓ／Ｎ）を、個々の干渉信号よりも著しく高くすることができる。いくつか
の実施形態においては、テンプレート２１５は、複数の干渉信号からの寄与を含み、その
Ｓ／Ｎは、少なくとも１０、少なくとも３３、または少なくとも１００倍だけ、個々の干
渉信号よりも大きい。出願人は、このようなテンプレートに基づいて干渉信号を処理する
ことで、物体の１つまたは複数の空間的特性を決定できることを見出した。
【００７３】
　図３を参照して、干渉信号１９０は、物体１９１から収集される。物体１９１は、基板
１９２および横たわる層（たとえば薄膜１９３）を含む。基板および皮膜によって、それ
らの間の界面１９４が規定される。皮膜の外面１９５によって、物体とその周囲（たとえ
ば、空気、他のガス、または真空）との間の界面が規定される。界面は一般的に、物体の
部分間の屈折率変化によって規定される。
【００７４】
　干渉信号１９０には、界面１９４に起因する第１の干渉パターン１９６と、界面１９５
に起因する第２の干渉パターン１９７とが含まれる。第１および第２の干渉パターン１９
６、１９７は、重なり合っている。たとえば、干渉パターン１９６、１９７の最大値は、
干渉計のコヒーレンス長よりも短いＯＰＤだけ分離しており、パターン１９６、１９７は
、ゼロ強度の領域によって分離されてはいない。物体の空間的特性を決定するための既存
の方法では、物体が、重なり合う干渉パターンを生成する界面を有する場合、誤った結果
が得られる可能性がある。なぜならば、重なり合う干渉パターンは互いに歪め合うからで
ある。出願人は、このような界面を有する物体の場合、その空間的特性は、重なり合う干
渉パターン上の一部に基づいて決定できることを見出した。たとえば、界面１９５の空間
的特性、たとえば物体１９１の外面のトポグラフィは、干渉信号１９０のサブセット２０
０に基づいて決定することができる。サブセット２００は、干渉パターン１９６（界面１
９４による）からの寄与ではなく、干渉パターン１９７（界面１９５による）からの寄与
が優勢である。界面１９４の空間的特性は、サブセット２００と同様であるが重なり合う
パターンの左側に位置するサブセットに基づいて、決定することができる。
【００７５】
　図４を参照して、テンプレート１８０は非対称であり、切断された干渉パターンの形状
を有する。１つまたは複数の界面を有する物体の空間的特性、たとえば物体１９０の界面
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１９５の空間的特性は、非対称のテンプレート１８０に基づいて決定することができる。
いくつかの実施形態においては、干渉信号を非対称のテンプレートによって処理して、干
渉信号のサブセットの境界を決定することができ、これを処理して、界面の空間的特性を
決定することができる。たとえば、干渉信号２００（図３）をテンプレート１８０（図４
）によって処理して、干渉信号１９０に伴うサブセット２００の境界２０１を決定するこ
とができる（図３）。境界は通常、干渉信号のｘ軸に沿っての位置、たとえば走査位置で
ある。サブセットを、境界に基づいて選択することができる。サブセットにさらに処理を
施して、特定の界面の空間的特性を決定することができる。いくつかの実施形態において
は、干渉信号を非対称のテンプレートによって処理することで、物体の界面の空間的特性
を決定することが、さらに処理することなく可能となる。
【００７６】
　次に、薄膜のない物体に起因する低コヒーレンス干渉信号と薄膜のない物体に起因する
低コヒーレンス干渉信号とについて、詳しく説明する。
　図１を再び参照して、低コヒーレンス干渉信号１５０によってシミュレートされている
データは、次のものを用いて収集されている。光源として、波数がガウシアン分布をなし
、波長のバンド幅が１００ｎｍであり、その中心が平均値６４０ｎｍであり、対物レンズ
開口数（ＮＡ）が０．３のもの。測定物体として、固体窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４、屈折率
＝２．０１９）からなるもの（この材料は、６４０ｎｍにおいて部分的に透明である）。
【００７７】
　次に図５を参照して、低コヒーレンス干渉信号１５６によって、シリコン（Ｓｉ、屈折
率＝３．７２５－０．０２９ｉ）基板に２μｍのＳｉ３Ｎ４をコーティングした測定物体
から収集されるデータが、シミュレートされている。明瞭にするために、干渉信号１５６
は、ノイズを用いずにシミュレートされている。信号１５６には、第１の干渉パターン１
５７と第２の干渉パターン１５９とが含まれる。第１および第２の干渉パターン１５７、
１５９には、ピーク１６５、１６７とフリンジ１６２、１６４とが、それぞれ含まれてい
る。フリンジは、それぞれの包絡線１５８、１６０に従って減衰する。干渉パターンのピ
ークは、走査位置軸に沿って離間に配置されている。干渉パターン１５７、１５９は、測
定物体の基板－皮膜界面および皮膜－空気界面からの反射に起因する干渉に、それぞれ対
応する。干渉パターン１５７、１５９は重なり合っていない。たとえばパターンは、本質
的にゼロ変調強度の領域１６９によって、離間に配置されている。したがって、物体界面
の空間的特性を決定するために、干渉信号１５７、１５９を互いに独立に処理することが
できる。
【００７８】
　図６を参照して、低コヒーレンス干渉信号１７０は、シリコン（Ｓｉ、屈折率＝３．７
２５－０．０２９ｉ）基板に１．１μｍ厚みのＳｉ３Ｎ４薄膜をコーティングした物体か
ら収集されるデータをシミュレートしている。干渉信号には、第１の干渉パターン１７２
（シリコン基板における界面に起因する）と第２の干渉パターン１７４（Ｓｉ３Ｎ４層の
外面に起因する）とが含まれ、各パターンには複数のフリンジが含まれている。フリンジ
は、それぞれの包絡線１８１、１８３に従って減衰する。膜厚が薄いために（図５と比較
して）、干渉パターン１７２、１７４は重なり合って全体の干渉パターンを形成している
。従来のデータ処理では、組み合わされた干渉効果を区別することができず、誤った界面
の空間的特性が与えられるであろう。たとえば不正確な皮膜高さ、トポグラフィ、または
位置である。
【００７９】
　図７を参照して、図１からの干渉信号１５０の一部を、干渉パターン１７２および１７
４を含む図６の干渉信号１７０の一部とともにプロットしている。（ここで、明瞭にする
ために、干渉信号１５０の干渉パターンを、図１の線を形成するために接続された点とし
てではなく、離散的な点として示している。各点は、特定の走査位置で観察される検出器
強度を表している。）１．１μｍの皮膜が存在するために、干渉信号１７０は、干渉信号
１５０と比べると変化しているが、干渉パターン１７４の部分（皮膜－空気界面）と干渉
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パターン１５１の部分（基板－空気界面に起因する）とは、ほぼ同一である。
【００８０】
　本明細書において説明するいくつかの実施形態においては、１つまたは複数の層（たと
えば薄膜）を有する基板を含む物体の選択部分の空間的特性を、干渉信号のサブセットに
基づいて決定する。このような物体から得られる干渉信号には、重なり合う干渉パターン
が含まれる場合があるが、信号には、重なり合いによる歪みが比較的ないサブセットが含
まれている可能性がある。干渉信号の比較的歪められていないサブセットを用いて、測定
物体の空間的特性を決定することができる。通常、各サブセットには、測定物体の選択部
分に起因する干渉が優勢な干渉パターンの少なくとも一部が含まれる。たとえば、図６を
参照して、干渉信号１７０のサブセット１８０’には、１．１μｍ厚みのＳｉ３Ｎ４薄膜
－空気界面に起因する干渉からの寄与が優勢なフリンジが含まれ、その下のシリコン－皮
膜界面に起因する干渉（干渉信号の左側に現れる）からのものではない。サブセット１８
０’は、走査位置に対して非対称である。サブセット１８０’の特性（たとえば干渉位相
を含む）は、Ｓｉ３Ｎ４薄膜－空気界面に対応しており、その下のシリコン－皮膜界面か
らの影響は、ほとんどないかまたは全くない。
【００８１】
　１．１μｍ厚みのＳｉ３Ｎ４薄膜の空間的特性（たとえばその表面での１つまたは複数
の点の相対的な高さ）は、サブセット１８０’に基づいて決定することができる。いくつ
かの実施形態においては、決定する際に、干渉信号１７０のサブセット１８０’の外側部
分を重視することは、ほとんどないか全くない。たとえば干渉信号の他の部分は、抑える
（たとえばゼロに設定する）ことができる。サブセット１８０’を分析して、測定物体の
皮膜－空気界面の部分の空間的特性を決定することができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態においては、サブセット１８０’は非対称であり、サブセット１８
０’に含まれるのは、干渉パターン・フリンジの強度を変調する包絡線の下の領域の７５
％以下、６５％以下、または５０％以下である。たとえばサブセット１８０’に含まれる
のは、包絡線１８３の真下の約５０％の領域のみである。
【００８３】
　いくつかの実施形態においては、サブセットの少なくとも３０％、少なくとも４０％、
少なくとも５０％、または少なくとも７５％が、近接して離間に配置された第２の界面ま
たは表面がなければ観察されたであろう干渉パターンの重心の一方の側に位置する。たと
えば、サブセット１８０’は本質的にすべて、干渉パターン１５１の重心の右側に位置す
る。干渉パターン１５１は、図６の重なり合う干渉パターン１７２を生じる皮膜がなけれ
ば観察されるものである。
【００８４】
　いくつかの実施形態においては、サブセット１８０’に含まれるフリンジの数は、干渉
信号のフリンジ全部の数よりも少ない。たとえば、図６を参照して、干渉信号１７０には
、強度が少なくとも閾値強度１８９程度に大きい１６個のフリンジが含まれる。図４の干
渉パターンは重なり合っているため（図３の干渉パターンとは異なる）、両方の干渉パタ
ーン１７２、１７４のフリンジが総和に寄与する。サブセット１８０’には、フリンジの
５０％以下、またはフリンジの３５％以下、２５％以下、２０％以下、１５％以下が含ま
れていても良い。閾値強度は、最大フリンジ強度の少なくとも２．５％、少なくとも５％
、少なくとも１０％、または少なくとも２０％であっても良い。閾値強度は、最大フリン
ジ強度の３０％以下、たとえば、２５％以下、２０％以下、１５％以下であっても良い。
【００８５】
　いくつかの実施形態においては、サブセット１８０’の幅は、分析すべき表面または界
面に対応する干渉パターンに隣接する干渉パターンから決定される。たとえば、干渉パタ
ーン１７２は、基板－皮膜界面（シリコン－Ｓｉ３Ｎ４）に起因し、干渉パターン１７４
は、隣接する横たわるＳｉ３Ｎ４－空気界面に起因する。隣接する干渉パターン１７２の
寸法（たとえば幅Δ）は、ピーク１９１と、隣接する干渉パターンの振幅が選択値（たと
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えばピークの２５％、ピークの１５％、ピークの１０％、ピークの５％、またはピークの
２％）まで低減している走査位置（たとえば走査位置１９３）とから、決定することがで
きる。サブセット１８０’の場所は、ピーク１９１のΔ内に位置する干渉信号のデータを
除外することによって、すなわち走査位置１９７の左側のデータを除外することによって
、決定される。
【００８６】
　その代わりにまたはそれに加えて、干渉信号１７０の異なるサブセット（たとえば、図
６の左側に位置する干渉信号１７０の部分から得られるサブセット）に分析を施して、測
定物体の基板－皮膜界面の空間的特性を決定することができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態においては、測定物体の空間的特性を決定するために、干渉パター
ンのサブセットにＦＤＡを施す。ＦＤＡの実施形態においては、サブセットを逆次元に変
換することが、たとえばフーリエ変換によって可能である。通常、分析には、変換後信号
の周波数に対する周波数ドメイン位相の変化レートを決定することが含まれる。ＦＤＡ技
術は、米国特許第５，３９８，１１３号明細書、発明の名称「干渉信号の空間周波数分析
による表面トポグラフィ測定のための方法および装置」において、概略的に説明されてい
る（この文献の内容は本明細書において参照により取り入れられている）。
【００８８】
　いくつかの実施形態においては、干渉パターンのサブセットを、光路長差ドメイン内で
、たとえば信号を変換することなく走査ドメイン内で、直接分析する。空間情報を、たと
えばサブセットの部分の位置、サブセット内のフリンジの間隔、または第２の干渉信号の
フリンジに対するサブセットのフリンジの位相に基づいて、決定することができる。
【００８９】
　いくつかの実施形態においては、干渉信号に対するサブセット１８０’の位置もしくは
境界、および／または測定物体の選択部分の一部の空間的特性（たとえば基板－皮膜もし
くは皮膜－空気界面のトポグラフィまたは位置）を、少なくとも１つのテンプレート（理
論、実験、またはそれらの組み合わせから決定される）を用いて決定する。テンプレート
は、対称的であっても良いし、テンプレート１８０の場合と同様に非対称であっても良い
。テンプレートによって、複数の表面または界面からの不要な信号を含むことがある測定
干渉信号の対応部分にマッチングするためのフィルタ・テンプレートを得ることができる
。テンプレート・アプローチでは、測定物体の選択部分に起因する干渉に対応する測定干
渉データ部分の位置を、走査位置に対して決めるために、マッチングまたはデータ相関ア
ルゴリズムを用いることができる。干渉データの対応部分の、走査位置に対する場所は、
測定物体の選択部分の空間的特性を示す。テンプレート・データは、１つまたは複数の基
準物体、１つまたは複数の測定物体、またはそれらの組み合わせから得ても良い。
【００９０】
　いくつかの実施形態においては、干渉信号内の対象領域を決定するために、干渉信号を
テンプレートに基づいて処理する。たとえば、テンプレートと干渉信号とを相互相関させ
て、干渉信号の対象領域に対応する走査位置を決定することができる。境界の一方の側の
干渉信号部分にさらに処理を施すことが、たとえば周波数ドメイン分析（ＦＤＡ）によっ
て、または光路長寸法において可能である。これについては前述した通りである。
【００９１】
　いくつかの実施形態においては、干渉信号をテンプレートに基づいて処理して、特定の
界面に対応する走査位置を決定する。特定の界面とは、たとえば基板－薄膜間の界面、ま
たは薄膜と物体を囲む環境との間の界面（たとえば薄膜－空気界面）である。このような
界面を有する物体の例は、フォトレジスト・コーティングされたウェハである。いったん
対象領域が特定されたら、干渉信号の一部にさらに分析（たとえばＦＤＡまたは位相シフ
ト）を施して、物体または物点の空間的特性（たとえば物体トポグラフィ、位置、または
方位）を決定することができる。いくつかの実施形態においては、データの分析部分は、
非対称であり、特定の界面に起因する干渉パターン部分のみを含む。空間的特性は、近く
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に界面が存在していても正確に決定することができる。このような界面はたとえば、１０
００ｎｍ以下、８００ｎｍ以下、６００ｎｍ以下、５００ｎｍ以下、たとえば、４００ｎ
ｍ以下だけ分離している界面である。いくつかの実施形態においては、１つまたは複数の
空間的特性は、２００ｎｍ以上だけ分離している界面が存在していても正確に決定される
。たとえば、薄膜－空気界面の１つまたは複数の点の高さおよび位置は、その下に基板－
皮膜界面が存在していても、正確に決定することができる。いくつかの実施形態において
は、２つの界面間の距離は、データを得るために使用される干渉計のコヒーレンス長のオ
ーダであり、たとえば数ミクロン以下のオーダである。
【００９２】
　いくつかの実施形態においては、物体の空間的特性を決定するために、テンプレートを
用いて干渉パターンを処理する。たとえば、テンプレートと干渉信号との間の相互相関を
用いて、物体の高さもしくは位置および／またはその１つもしくは複数の点を決定するこ
とができる。
【００９３】
　いくつかの実施形態においては、テンプレートを、第１の物体（たとえば薄膜のない基
準物体）から得る。テンプレートに基づいて、第２の物体（たとえば基板－皮膜および皮
膜－空気の界面を有する測定物体）から得られる１つまたは複数の干渉信号を、処理する
。いくつかの実施形態においては、物体から得られるテンプレートを用いて、同じ物体か
ら得られる干渉信号を処理する。
【００９４】
　いくつかの実施形態においては、空間的特性は、測定物体のトポグラフィ（たとえば、
基板を覆う層の高さ、位置、または厚み）に関係づけられる。空間的特性は、測定物体の
一部の位置および／または方位、たとえば他の物体に対する測定物体の一部の位置、たと
えばフォトリソグラフィ・ツールの基準部分に対する基板を覆う層の表面の位置に、関係
づけられても良い。
【００９５】
　“物体からの干渉信号の取得”
　図９を参照して、干渉信号を得るための典型的な測定システム５０には、干渉計５１と
自動化されたコンピュータ制御システム５２とが含まれる。測定システム５０は、測定物
体５３の１つまたは複数の空間的特性を決定するように動作することができる。いくつか
の実施形態においては、１つまたは複数の空間的特性は、物体５３のトポグラフィおよび
／または物体５３の他の物体（たとえばシステム５０の一部）に対する場所に関係する。
いくつかの実施形態においては、その他の物体は、フォトリソグラフィ・システムの基準
部分である。いずれにしても、システム５０は、１つまたは複数の少なくとも部分的に横
たわる層を含む物体（たとえばフォトレジストまたははんだの層と接触する基板）の１つ
または複数の空間的特性を決定するように、動作することができる。
【００９６】
　光源５４は、スペクトル的に広帯域の光源（たとえば白色光ランプ）であっても良いし
、複数の異なる波長（たとえば複数の発光ダイオードから生じる）を含んでいても良い。
光源５４は、拡散スクリーン５５を照明する。広帯域光源に対する代替案または広帯域光
源と組み合わせとして、光源５４には、狭帯域または擬似単色の光源（通常は開口数が高
い）を含むことができる。単色光源を高い開口数と組み合わせて用いることで、低コヒー
レンス干渉信号を得ることができる、たとえばコヒーレンス長は、数ミクロン以下のオー
ダであっても良い。
【００９７】
　レンズ５６から、平行ビームがビーム・スプリッティング素子５７に伝えられる。ビー
ム・スプリッティング素子５７によって、ビームの第１の部分がレンズ６２および基準物
体５８に伝えられる。いくつかの実施形態においては、基準物体５８は、光学的に平坦で
あるとともに、単一の反射表面のみを含んでいる。たとえば、基準物体５８は基準ミラー
とすることができる。いくつかの実施形態においては、基準物体５８は、３次元の表面ト
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ポグラフィを示し、および／または光を反射する複数の離間に配置された層を含む。以下
の説明では、基準物体５８は、単一の反射面を含む基準ミラーであると、限定することな
く仮定する。
【００９８】
　ビーム・スプリッティング素子５７によって、ビームの第２の部分がレンズ６０に送ら
れる。レンズ６０によって、ビームが測定物体５３上にフォーカスされる。ビーム・スプ
リッティング素子５７によって、基準ミラー５８からの反射光と測定物体５３からの反射
光とが組み合わされる。組み合わされた光は、レンズ６１に送られる。レンズ６１によっ
て、組み合わされた光が検出器５９にフォーカスされる。測定物体５３から反射された光
とミラー５８から反射された光とが、検出器５９で干渉して、合成されたビーム強度を示
す検出器信号が生成される。
【００９９】
　検出器５９には通常、複数の検出器要素（たとえば画素）が含まれ、これらは少なくと
も一次元、より一般的には二次元に配置されている。以下の説明では、検出器５９には二
次元配列の検出器要素（たとえば複数の画素を含むＣＣＤ）が含まれることを、限定する
ことなく仮定する。図示した実施形態では、レンズ６０およびレンズ６１によって、測定
物体５３からの反射光が検出器５９上にフォーカスされるため、検出器５９の各検出器要
素は、個々の点（たとえば測定物体５３の小さい領域または場所）に対応する。さらに、
レンズ６２はレンズ６１と協同して基準物体５８を検出器５９上に結像する。こうして、
干渉パターンを検出器５９において観察することが、拡張された（すなわち空間的にイン
コヒーレントな）照明の場合でも可能である。
【０１００】
　前述したように、測定物体５３は、複数の反射面（たとえば１つまたは複数の少なくと
も部分的に光透過性の層を含む基板）を含む可能性がある。最も外側の光透過性の層と周
囲の大気（または真空）との間の界面によって、第１の反射面が規定される。層間の各界
面または層と基板との間の各界面によって、さらなる反射面が規定される。このような実
施形態においては、測定物体５３からの反射光には、各反射面または界面から反射される
寄与（たとえば別個のビーム）が含まれる可能性がある。各反射面または界面は一般的に
、ビーム伝搬軸に沿って離間に配置されているため、別個のビームはそれぞれ、測定物体
５３からの反射光と組み合わされたときに、異なる干渉パターンを生成する。検出器５９
によって観察される干渉パターンには、測定物体から反射される各別個のビームが生成す
る干渉パターンの総和が含まれる。
【０１０１】
　システム５０は通常、基準物体５８に送られて反射される光と測定物体５３に送られて
反射される光との間で光路長差（ＯＰＤ）を形成するように構成される。いくつかの実施
形態においては、測定物体５３を移動または作動させることを、電気機械的なトランスデ
ューサ６３（たとえば圧電性のトランスデューサ（ＰＺＴ））とコンピュータ５２によっ
て制御される付随の駆動エレクトロニクス６４とによって行なうことで、干渉計５１のＯ
ＰＤを変える方向に沿って正確な走査を行なうことができる。いくつかの実施形態におい
ては、システム５０は、基準物体５８を移動させることによってＯＰＤを変更するように
構成されている。いくつかの実施形態においては、システム５０は、少なくとも物体のト
ポグラフィの高さ変化と同程度の大きさの量だけ、ＯＰＤを変更するように構成されてい
る。いくつかの実施形態においては、光路長を、少なくとも干渉計のコヒーレンス長と同
程度の大きさの距離（たとえば数ミクロンのオーダ）だけ変化させる。
【０１０２】
　システム５０は、ＯＰＤの変更に伴って複数の検出器信号を収集することが、たとえば
測定物体５３の位置を走査することによって可能である。こうして収集された検出器信号
は、干渉信号の配列としてデジタル・フォーマットで記憶することができる、検出器５９
の各画素から１つの干渉信号が収集され、各干渉信号は、測定物体５３の異なる場所に対
する強度の変化をＯＰＤの関数として表わす。たとえば、検出器５９に１２８ｘ１２８個
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の配列が含まれ、走査中に６４個の画像が記憶される場合、ほぼ１６，０００個の干渉信
号が発生し、各６４個のデータ点が長さ方向に存在する。広帯域光源５４を用いる実施形
態においては、干渉信号を、白色光走査干渉法（ＳＷＬＩ）干渉信号、より一般的には、
低コヒーレンス長走査干渉信号と言う場合がある。
【０１０３】
　データを収集した後で、コンピュータ５２は、干渉信号を、たとえば方法１００および
１１０と、測定物体の表面トポグラフィを示す出力データとに従って、処理すること（６
７）ができる。次に、方法１００、１１０およびデータ処理６７の種々の態様について説
明する。
【０１０４】
　“干渉法テンプレートの作成”
　図８を参照して、テンプレートを得るための方法１１０には、複数の典型的な基準干渉
信号を得ること（１１２）が含まれる。これはたとえば、物体の複数の異なる点を結像す
ることによってなされる。基準干渉信号は、理論的に生成すること、測定物体の代わりに
基準物体を用いて得られる基準干渉信号から決定すること、測定物体自体を用いて得られ
る測定干渉信号から決定することが可能であり、またはこのような技術の組み合わせによ
って可能である。いずれにしても、複数の基準干渉信号を変換して（１１４）、変換され
た次元にし、複数の変換後干渉信号を作成する。これはたとえば、フーリエ変換によって
なされる。ステップ１１６では、複数の変換後干渉法の組からの寄与を含む、１つまたは
複数の代表的な変換後干渉信号が作成される。ステップ１１８では、変換されたテンプレ
ートが作成される。変換後テンプレートは、干渉計からの寄与を維持しながら、物体のト
ポグラフィおよび位置からの寄与を制限または排除することができる。変換後テンプレー
トには、複数の基準干渉信号から得られる寄与を含むことができる。いくつかの実施形態
においては、変換後テンプレート干渉データは、変換後干渉信号の平均から得られる。ス
テップ１２０では、変換後テンプレートを逆変換して（１２０）、テンプレートを作成す
る。テンプレートは非対称であり得る。
【０１０５】
　テンプレートを得るための方法１１０について、測定物体の代わりに基準物体から得ら
れる基準干渉信号（１１２）からテンプレートを作成する文脈において、限定することな
く説明する。しかし方法１１０には、測定物体自体から収集される測定干渉信号からテン
プレートを作成することが含まれていても良い。基準物体には通常、単一の反射面が含ま
れる。たとえば物体には、透明なコーティングまたは皮膜が無い可能性がある。いくつか
の実施形態においては、基準物体は、弱い非線形性を有するＳＷＬＩ干渉信号を生成する
、たとえば、炭化ケイ素平坦面である。基準物体は、３次元のトポグラフィを有していて
も良く、その結果、基準物体の高さｈｓｙｓは、物点が異なると変化する。物体は、複数
の画素ｘを有する二次元検出器（たとえばシステム５０の検出器５９）を備える干渉法シ
ステムを用いて結像される。そのため、異なる物点から検出される光は、異なる検出器画
素によって検出される。強度値が、異なる走査位置ζにおいて得られる。各位置は、異な
るＯＰＤに対応するため、複数の干渉信号（通常は各検出器画素に対して１つ）が得られ
る。説明を、このような構成を用いて得られるＳＷＬＩデータの典型的な説明から始める
。しかし説明は、任意の低コヒーレンス干渉信号に適用できることを理解されたい。これ
は信号が、たとえば走査により測定光と基準光との間の光路長差を変えることによって得
られたのか、または複数の光路長差に渡って測定光と基準光とを空間的に検出することに
よって得られたのかに、関係しない。変動ＯＰＤは一般的に、観察されるフリンジの振幅
を変調するのには十分である。
【０１０６】
　低コヒーレンス干渉信号は、場合によっては、包絡線によって変調される純粋な正弦曲
線の搬送波を通して、記述することができる。変調された正弦曲線の搬送波の説明が適用
できるのは、たとえば対称的な光源スペクトル、非分散オプティクス、および固体表面物
体を含む場合である。しかし一般的に、実際の干渉法システムの場合には、これらの条件
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を満たしていない。したがって、以下の説明では一般化して、純粋な正弦曲線の搬送波か
らのずれを吸収するさらなる非線形ＯＰＤ依存性の位相項を含むようにする。当然のこと
ながら、方法１１０は、低コヒーレンス干渉信号の他の説明、たとえば前述の正弦曲線の
搬送波モデルの点から実施することが可能である。
【０１０７】
　単一の検出器画素ｘによって検出される低コヒーレンス干渉信号（たとえば基準干渉信
号Ｉｓｙｓ（ζ、ｘ））は、走査位置ζの関数として以下のように変化する。
【０１０８】
【数１】

ここで、ＤＣｓｙｓは一定のバックグラウンドであり、ＡＣｓｙｓは、公称角振動数Ｋ０

で振動し、および包絡線ｍｓｙｓと位相φｓｙｓとによって変調される干渉信号の振幅で
あり、ｈｓｙｓ（ｘ）は、画素ｘで結像される物点の高さである。信号包絡線ｍｓｙｓは
、光源の特性、検出器が検出する波長の範囲、および光学システムの開口数に関係づけら
れる。前述したように、包絡線ｍｓｙｓおよび位相φｓｙｓは両方とも一般的に、走査位
置とともにゆっくりと変化する。相対位置（たとえば高さ）が異なる物体場所から得られ
る干渉パターンは、包絡線関数および周波数内容が同様に成形されている傾向があるが、
表面高さに関係づけられる量だけ走査位置軸に沿ってシフトしている。以下の説明では、
テンプレートの決定について例示するが、物体の空間的特性からの寄与は限定されている
かまったくないが、機器の寄与は維持される場合についてである。
【０１０９】
　いくつかの実施形態においては、テンプレートを決定することには、基準干渉信号を異
なる次元に変換すること（１１４）が含まれる。変換はたとえば、各基準干渉信号をフー
リエ変換して、個々の変換後干渉信号ｑｓｙｓ（Ｋ、ｘ）を得ることによって行なう。こ
こでＫの単位は、変換後の次元（たとえば、波数、走査位置の逆次元、又はデータ収集周
波数）である。
【０１１０】
　干渉信号のフーリエ変換は、以下の式に従って行なうことができる。
【０１１１】

【数２】

ここで、
【０１１２】
【数３】

であり、規格化積分は、以下のようになる。
【０１１３】

【数４】

ここで「＾」を用いて、※ζ＾※は式（２）および（３）における積分の自由変数である
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ことを示す。基準干渉信号をフーリエ変換し、フーリエのシフト定理を適用することで、
各画素ｘに対する変換後干渉信号を、以下のように表現することができる。
【０１１４】
【数５】

ここで、
【０１１５】
【数６】

であり、
【０１１６】

【数７】

である。
【０１１７】
　変換後干渉信号のＫ＜０の周波数成分は、スペクトルの正周波数成分の複素共役であり
、Ｋが反転されている。
　変換後干渉信号に、窓関数を施して、周波数ドメイン対象領域（ＲＯＩ）（たとえばＫ
ｍｉｎ～Ｋｍａｘとして規定される窓）を選択しても良い。窓の選択は、ＲＯＩ内のノイ
ズに対して意味のある強度または振幅を有するＧｓｙｓ（Ｋ－Ｋ０）のＤＣが無い正周波
数スペクトル成分が優勢になるようにまたはこれのみを含むように、行なっても良い。窓
関数は、アポダイジング関数であっても良い。
【０１１８】
　代表的な変換後干渉データを作成すること（１１８）には、複数の変換後干渉信号を組
み合わせることを含むことができる。このような組み合わせはたとえば、重み付け（たと
えばノイズに基づく重み付け）を伴うかまたは伴わない平均化によって行なう。いくつか
の実施形態においては、作成すること（１１８）には、変換後干渉信号の大きさからの寄
与を含む第１の変換後干渉信号と、変換後干渉信号の位相からの寄与を含む第２の変換後
干渉信号とを作成することが、含まれる。たとえば、変換後干渉信号の大きさの組み合わ
せ（たとえば大きさのフィールド平均）を含む第１の変換後干渉信号は、以下のように決
定することができる。
【０１１９】

【数８】

ここで、以下のようになる。
【０１２０】
【数９】

また、変換後干渉信号の位相の組み合わせ（たとえば位相のフィールド平均）は、以下の
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ように決定することができる。
【０１２１】
【数１０】

ここで、角度周波数の関数としての測定位相は、以下のようになる。
【０１２２】
【数１１】

この場合、以下のようになる。
【０１２３】

【数１２】

　周波数ドメイン内の位相データφ’’’ｓｙｓに対する３つのプライム符号は、位相情
報内に複数の２π不確定性が存在することを示す。この不確定性は、（１）角度周波数Ｋ
間におけるもの、（２）画素間におけるもの、（３）絶対的な基準に対する全体的なもの
である。式（１０）におけるｃｏｎｎｅｃｔＫ関数は、これらのプライム符号の１つを、
各画素に対する角度周波数に渡って接続することによって取り除く。このような２π不確
定性を取り除くための関数の例が、以下の文献で説明されている。米国特許出願第１０／
０５３，１０６号明細書（２００１年１１月２日出願）、発明の名称「高さ走査干渉法お
よび位相ギャップ分析を含む装置」、ならびにギグリア（Ｇｈｉｇｌｉａ）ら、「２次元
位相アンラッピング：理論、アルゴリズム、およびソフトウェア（ＴｗｏＤｉｍｅｎｓｉ
ｏｎａｌＰｈａｓｅＵｎｗｒａｐｐｉｎｇ：Ｔｈｅｏｒｙ，Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ，ａｎ
ｄＳｏｆｔｗａｒｅ）」、ジョン・ワイリ＆ソンズ（ＪｏｈｎＷｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ）社
、（ニューヨーク、１９９８年）。なお、これらの文献は本明細書において参照により取
り入れられている。式（９）におけるフィールド平均によって、プライム符号がもう１つ
取り去られて、たった一つのプライム符号のみが残る。これは、位相に対する全体的なオ
フセット値は未知であることを示す。
【０１２４】
　変換後テンプレート※ｑ～ｓｙｓ※を、以下のようにして作成することができる（１１
８）。
【０１２５】

【数１３】

ここで、関数ｎｏｎｌｉｎＫによって、角度周波数Ｋに対して非線形である引数部分が返
されるため、角度周波数Ｋに伴う位相の線形変化が取り除かれる。角度周波数に伴う位相
の線形変化は、走査位置軸に沿っての干渉パターンの物体トポグラフィ関連のシフトに関
係づけられる。周波数の線形変化を取り除くことによって、干渉パターンに対するある特
定の機器関連の寄与を維持することができる。こうしてテンプレートは、物体に対する機
器の応答に関係する。なお位相の線形変化は、干渉信号を組み合わせる前に取り除くこと
ができることに、注意されたい。
【０１２６】
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　式（１２）におけるチルダ「～」は、変換後テンプレート※ｑ～ｓｙｓ※には正の非ゼ
ロ周波数だけが含まれることを示す。非ゼロの周波数のみを含むことに対する代替案とし
て、変換後テンプレートは他の周波数を含むこともできる。
【０１２７】
　変換後テンプレート※ｑ～ｓｙｓ※を逆変換して、走査ドメインにおけるテンプレート
を作成することができる。
【０１２８】
【数１４】

逆フーリエ変換によれば、
【０１２９】
【数１５】

【０１３０】
【数１６】

ここで、便宜上、平均化されたスケーリング因子※ＡＣｓｙｓ※に、１の値を割り当てる
。
【０１３１】
　関数※Ｉ～ｓｙｓ※の実部は、各走査位置において容易に分離できる包絡線および位相
を有する。包絡線は以下の通りである。
【０１３２】

【数１７】

一方、位相は以下のようになる。
【０１３３】
【数１８】

この場合、以下のようになる。
【０１３４】
【数１９】

　テンプレートは、干渉信号と同じ単位を有していても良い。たとえば検出器強度対走査
位置である。変換後テンプレートは、変換後干渉信号と同じ単位（たとえば強度または振
幅対逆走査位置）を有していても良い。テンプレートは一般的に、物体（たとえば物体界
面の点）に対する干渉計の応答を表わしても良い。たとえば、前述したように、テンプレ
ートを決定することには、たとえば物体の場所および表面高さｈｓｙｓに関係づけられる
寄与を低減または取り除く一方で、機器に関係づけられる寄与（たとえば包絡線の形状お
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よび位相に関係づけられる寄与）を維持することを、含むことができる。また振動および
一定のバックグラウンド信号ＡＣｓｙｓ、ＤＣｓｙｓの振幅からの寄与を、低減または取
り除いても良い。テンプレート※ｑ～ｓｙｓ※または※Ｉ～ｓｙｓ※のいずれかを用いて
、測定物体の空間的特性を決定することができる。これはテンプレートが、基準物体から
収集されたのか、または他の方法で（たとえば測定物体自体から）収集されたのかに、関
係しない。
【０１３５】
　いくつかの実施形態においては、空間的特性の決定で用いるために、テンプレートの一
部を選択することができる。たとえば、テンプレートの窓のある部分※Ｉ～ｐａｔ※を、
窓関数を用いて選択することができる。
【０１３６】
【数２０】

テンプレート窓は、以下によって与えられる。
【０１３７】
【数２１】

　典型的な窓の中心は、ゼロ走査位置ζ＝０にあり、この場合、適切な窓は、以下のよう
であっても良い。
【０１３８】
【数２２】

ここで、窓幅Δζは任意に決定しても良い。あるいは窓関数の端点を、包絡線の最大振幅
に対して規定することができる。たとえば窓の幅は、最大振幅の１０％に対応する走査位
置まで延びていても良い。
【０１３９】
　いくつかの実施形態においては、窓のあるテンプレートの中心はゼロ走査位置にはない
。いくつかの実施形態においては、窓のあるテンプレートは、干渉データに対して非対称
である。たとえば、窓のあるテンプレートは、テンプレートの一方の側では１０％振幅に
対応する走査位置まで延びる一方で、テンプレートの他方の側では、同じ相対的な振幅に
対応する走査位置まで延びていなくても良い。たとえば、包絡線ｍｓｙｓのピークの走査
位置に対応するようにζｓｔａｒｔを選択して、テンプレート・データが、記憶されたピ
ークの一方の側の走査位置にのみ対応するようにすることができる。このような切断され
たテンプレートを用いて、複数の近接した離間に配置された層が存在ある場合に（たとえ
ば薄膜を有する基板）、表面または界面の対象領域または空間的特性を決定することがで
きる。
【０１４０】
　“テンプレートに基づいた対象領域または空間的特性の決定”
　測定物体の対象領域または空間的特性を決定することには、干渉信号とテンプレートと
を比較することを含むことができる。比較はたとえば、テンプレートに対応する（たとえ
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ばテンプレートと同様の形状特徴を有する）測定干渉信号部分の位置を決めることによっ
て行なう。比較は、干渉信号とテンプレートとの間の相互相関から決定されるメリット関
数として表現することができる。次に、干渉信号とテンプレートとを比較するための２つ
の方法について説明する。
【０１４１】
　“テンプレートに基づいて空間的特性を決定する第１の方法”
　以下の説明では、テンプレート※Ｉ～ｐａｔ※を用いて、測定物体の対象領域または空
間的特性を決定することについて例示する。測定物体から、複数の測定干渉信号※Ｉ～ｅ

ｘ※が収集される。各干渉信号によって、画素ｘに対する検出器強度対走査位置信号が、
以下のように記述される。
【０１４２】
【数２３】

各干渉信号※Ｉ～ｅｘ※のフーリエ変換を、以下のように得ることができる。
【０１４３】
【数２４】

【０１４４】
【数２５】

ここで、以下のようになる。
【０１４５】

【数２６】

各フーリエ変換後測定干渉信号の正周波数部分から、部分スペクトルを得ることができる
。
【０１４６】
【数２７】

各部分スペクトルは、以下のように逆変換することができる。
【０１４７】
【数２８】

【０１４８】
【数２９】

　画素ｘに対する各逆変換後部分スペクトル※Ｉ～ｅｘ※の実部は、同じ画素に対する干
渉信号Ｉｅｘに対応する。さらに、スペクトル※Ｉ～ｅｘ※の位相および包絡線は、単純
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な演算によって容易に分離できる、たとえば信号強度ＡＣｅｘ（ｘ）と包絡線ｍｅｘとの
積は、複素関数※Ｉ～ｅｘ※の大きさから、以下のように決定することができる。
【０１４９】
【数３０】

　テンプレート干渉データの包絡線ｍｐａｔの少なくとも一部は通常、形状特徴が、各ス
ペクトル※Ｉ～ｅｘ※の減衰を記述する包絡線ｍｅｘと同様である。包絡線間の差は通常
、各画素ｘに結像される物体場所の線形のオフセットｈｅｘとスケーリング因子ＡＣｅｘ

（ｘ）とに、関係づけられる。さらに、実験的な位相オフセットおよび干渉パターン・テ
ンプレート位相オフセットφｅｘ、φｐａｔの間の差も、各画素ｘに結像される物体場所
の高さに関係づけられる。通常、位相オフセットの差は、高さｈｅｘに直線的に比例する
。したがって、包絡線ｍｅｘ、ｍｐａｔ間の差および／または位相オフセットφｅｘ、φ

ｐａｔ間の差を用いて、測定物体の空間的特性を決定することができる。本方法には、包
絡線ｍｅｘ、ｍｐａｔの形状とφｅｘ、φｐａｔとが最良にマッチングされる走査位置ζ

ｂｅｓｔを特定することを、含んでも良い。比較の結果は、メリット関数によって記述す
ることができる。いくつかの実施形態においては、メリット関数は、干渉信号とテンプレ
ートとを相互相関させることによって決定される。相互相関は、複素相関または部分複素
相関とすることができる。
【０１５０】
　いくつかの実施形態においては、ζｂｅｓｔを特定することは、窓ｗによって規定され
る干渉データのサブセット内におけるテンプレートと干渉信号との相関から得られるメリ
ット関数Πを用いて、特定される。
【０１５１】
【数３１】

ここで、以下のようになる。
【０１５２】
【数３２】

上式は複素相関関数である。および
【０１５３】
【数３３】

【０１５４】
【数３４】



(30) JP 5587241 B2 2014.9.10

10

20

30

40

上式は、メリット関数を信号強度とは無関係にする規格化である。規格化は、干渉信号の
形状、たとえば窓ｗ内の複素干渉信号の大きさの二乗の移動平均に、依存することができ
る。式（３０）は、統計学で良く知られている「ピアソン（Ｐｅａｒｓｏｎ）のｒ」の二
乗であり、やはり最小２乗法分析によって得ることができる。テンプレートの複素共役※
Ｉ～＊

ｐａｔ※を用いることによって、同位相の線形位相項Ｋ０ζが打ち消され、φｅｘ

、φｐａｔがマッチングした場合のΠが最大になる。相関の絶対値｜｜によって、わずか
でも残った複素位相が取り除かれる。
【０１５５】
　Π（ζ）が、誤った高い値を生成すること、または低い信号レベルで特異性に遭遇する
ことを防ぐために、以下のように、最小値ＭｉｎＤｅｎｏｍを分母に加えることができる
。
【０１５６】
【数３５】

ここで、ｍａｘ（　）関数によって、全走査長さζにおける信号強度｜※Ｉ～ｅｘ※｜の
最大値が返され、またＭｉｎＤｅｎｏｍは、関連情報を得るために考慮される最小の相対
信号強度である。たとえばＭｉｎＤｅｎｏｍは、ノイズのレベルに依存して、最大信号の
５％または他の値に設定することができる。また相関は、比較的ノイズの多いデータに対
しては、相関の結果を決定する際の影響力が小さくなるようにデータを重み付けすること
によって、行なっても良い。
【０１５７】
　相関積分※Ｉ～※は、相関定理を用いて周波数ドメイン内で行なうことができる。
【０１５８】
【数３６】

ここで、以下のようになる。
【０１５９】
【数３７】

および、以下のようになる。
【０１６０】

【数３８】

　メリット関数Πによって、最良マッチング位置ζｂｅｓｔが得られる。通常、最良マッ
チング位置はメリット関数のピークであり、ピークの相対振幅はマッチングの質の目安で
ある。この値はゼロ～１であり、１は完全なマッチングに対応する。最良マッチング位置
の検索には、さらなる条件および制約を含めて、より確固としたものにすることができる
。妥当な最良マッチング位置ζｂｅｓｔを、以下のような信号強度を有するように選択す
ることができる。
【０１６１】
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【数３９】

ここで、ＭｉｎＭｏｄは、０～１００％の値である。典型的なＭｉｎＭｏｄは、滑らかな
表面に対しては１０％で、粗い表面に対してはもっと低いのが通常である。また最良マッ
チング位置におけるメリット関数の値は、誤った結果を減らすために、選択された最小の
ＭｉｎＭｅｒｉｔを超える必要があるとすることができる。
【０１６２】

【数４０】

ここで、ＭｉｎＭｅｒｉｔの値は０～１であり、典型的な値は約０．３である。
【０１６３】
　測定物体に、近接して離間に配置された界面または表面が無い場合には、メリット関数
のΠが最大になる走査位置ζを検索することができる。測定物体に、近接して離間に配置
された界面または表面がある場合には、ＭｉｎＭｏｄおよびＭｉｎＭｅｒｉｔの条件を両
方とも満たす走査位置が複数ある場合がある。走査位置は、たとえば検索アルゴリズムを
用いて特定することができる。検索アルゴリズムとしては、一方の端（たとえばζ座標走
査の上端）から始まりＭｉｎＭｅｒｉｔ条件を満たす第１のピークを見出すものである。
アルゴリズムではさらに、ＭｉｎＲｅｌＭｏｄおよびＭｉｎＲｅｌＭｅｒｉｔ条件を設定
する。これらの条件では、より小さいピークの信号が相対的に、なんらかのパーセンテー
ジ値に基づいて、最も高いピークに匹敵することが要求される。
【０１６４】
　代替的または相補的な検索ルーチンには、メリット関数のΠがある特定の閾値（たとえ
これがピークでなかったとしても）を超える第１の走査位置を検索することが、含まれる
。このアプローチを、近接して離間に配置された表面または界面を有する測定物体に起因
するデータを分析するために用いても良い。このような表面または界面では、たとえば、
その下に基板が存在するために、皮膜－空気界面に起因するピークが分かりにくい。
【０１６５】
　Πの検索方法には、たとえば表面高さの位置を決めるためにメリット関数の微分を求め
ることを含むことができる。
　最良マッチング位置ζｂｅｓｔは通常、包絡線ｍｅｘ、ｍｐａｔが重なる走査位置に関
係づけられる。したがって、相互相関からの最良マッチング位置によって、通常の分解能
またはＣＴ－Ｎｏｒｍ高さ測定値を得ることができる。
【０１６６】

【数４１】

ここで下付きのΘは、高さ測定値ｈΘ（真の高さｈではない）が、コヒーレンス・アプロ
ーチまたはフリンジ－コントラスト分析に基づくものであることを示す。
【０１６７】
　周波数ドメイン分析の場合と同様に、通常の分解能高さプロファイルｈΘには、フリン
ジ・オーダの不確定性は無いが、ある特定のノイズ・レベルが存在する場合がある。周波
数ドメイン分析については、米国特許第５，３９８，１１３号明細書に説明されている。
なお、この文献は本明細書において参照により取り入れられている。ノイズ・レベルは、
干渉パターン内のその下の搬送波フリンジを用いることによって低減しても良い。
【０１６８】
　相関テンプレート分析では、以下の相関関数の引数
【０１６９】
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【数４２】

は、差φｅｘ－φｐａｔに等しい相対位相値を有する。相対位相φ”によって、テンプレ
ート・マッチングに関する微細スケール情報が得られる。式（４１）におけるダブル・プ
ライムは、φ”に対してフリンジ・オーダの二重の不確定性が残っていることを示す。両
方は、走査位置ζに渡って接続した後の、画像内の画素間のものおよびデータに対する全
体的なものである。相対位相φ”は、走査位置とともにほぼ線形速度Ｋ０で進む。ピーク
の相関位置ζｂｅｓｔにおける相対位相φ”は、干渉パターン・テンプレートの包絡線部
分に対する位相ギャップである。
【０１７０】
【数４３】

この結果、より高分解能の位相プロファイルが得られる。
【０１７１】
【数４４】

ここでΘは、公称上の角度周波数Ｋ０における位相の単位でのコヒーレンス・プロファイ
ルである。
【０１７２】

【数４５】

　式（４４）におけるコヒーレンス・プロファイルΘ（ｘ）は、数学的な解析に合致する
公称上の角度周波数Ｋ０を用いて決定することができる。Ｋ０が不正確の場合は通常、補
間誤差が生じる。いくつかの実施形態においては、以下のように、テンプレートをそれ自
体と自己相関させる。
【０１７３】

【数４６】

その結果、自己相関位相を、走査位置ζの関数として検索することができる。
【０１７４】
【数４７】

走査位置間の増分ζｓｔｅｐを知ることによって、公称角振動数Ｋ０が、以下のように与
えられる。
【０１７５】

【数４８】
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公称振動数Ｋ０を用いて、フリンジ・オーダの不確定性を取り除くことが、フィールド接
続された近似的な位相ギャップα’を用いて可能になる。この位相ギャップα’は、以下
の式に従う。
【数４９】

ここで、Ｒｏｕｎｄ関数は、その引数に最も近い整数を返す。位相ギャップα’は、たと
えば正弦－余弦平均化技術を用いて決定することができる。位相ギャップを決定するため
の典型的な技術については、以下の文献に説明されている。米国特許出願第１０／０５３
，１０６号明細書、発明の名称「位相ギャップ分析を含む高さ走査干渉法および装置」（
２００１年１１月２日出願）、米国特許出願第１０／４２９，１７５号明細書、発明の名
称「走査干渉法のための位相ギャップ分析」（２００３年５月２日出願）、「白色光干渉
顕微鏡法におけるフリンジ・オーダの決定」アプライド・オプティクス（Ａｐｐｌ．Ｏｐ
ｔ．）４１（２２）４５７１（２００２）。なおこれらの文献は、本明細書において参照
により取り入れられている。位相ギャップが決定されたら、測定物体の高さを、コヒーレ
ンス・プロファイルおよび公称上の周波数Ｋ０を用いて、以下のように決定することがで
きる。
【０１７６】
【数５０】

　“テンプレートに基づいて空間的特性を決定する第２の方法”
　空間的特性を決定するための前述の方法には、干渉信号を、光路長差の次元から逆次元
（たとえば逆走査次元）に変換することが含まれている。いくつかの実施形態においては
、干渉信号を、たとえば逆次元へ変換することなく、走査次元において処理する。この処
理には、干渉信号とテンプレートとを、走査次元において相互相関させることを含めるこ
とができる。たとえば処理には、各干渉信号とテンプレートとに、部分複素相関を以下の
ように施すことを、含むことができる。
【０１７７】
【数５１】

　テンプレートの特性は、干渉信号とテンプレートとの間の最良マッチング位置に対する
部分複素相関の感度が高まるように、選択することができる。干渉信号を以下のように書
くと、
【０１７８】

【数５２】

部分複素相関を、以下のように、２つの部分の合計として表現することができる。
【０１７９】
【数５３】

ここで、望ましくないｅｒｒ項は以下のように与えられる。
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【０１８０】
【数５４】

テンプレート※Ｉ～ｐａｔ※の特性は、ｅｒｒを小さくする（たとえば項をゼロの方に持
っていく）ように選択することができる。その結果、相関の結果が、式（５３）の左側の
第１項によって決定される。たとえば、このようなテンプレート※Ｉ～ｐａｔ※のフーリ
エ変換※ｑ～ｐａｔ※は、干渉信号の期待される周波数の正周波数近傍の外側における値
が、低いかまたは無視できても良い。いくつかの実施形態においては、テンプレート※Ｉ
～＊

ｐａｔ※の複素部分の平均値またはＤＣ値はゼロであり、※Ｉ～＊
ｐａｔ※と（数学

的仮定の）※Ｉ～＊
ｅｘ※との相関もゼロである。たとえば、テンプレート※Ｉ～ｐａｔ

※は、負周波数成分がゼロとすることができる。
【０１８１】
　前述したように作成された変換後テンプレートにアポダイジング窓関数を施すことによ
って、範囲Ｋｍｉｎ…Ｋｍａｘにおける強い、ＤＣが無い正周波数スペクトル成分から本
質的になるテンプレート※Ｉ～ｐａｔ※を作成することができる。いくつかの実施形態に
おいては、アポダイジング窓関数には、周波数ドメインにおいてもっと鋭いカット・オフ
を有する窓の代わりに二乗余弦またはフォン・ハン（ｖｏｎ－Ｈａｎｎ）窓が、含まれる
。
【０１８２】

【数５５】

アポダイズド窓関数によって、※Ｉ～ｓｙｓ※を生成するときのリンギングが減り、限定
された走査長において干渉パターンに関する重要な情報をすべて含むことが容易になる。
なおアポダイゼイションに適応するために、全体の周波数ドメイン範囲ΔＫは、正方形ま
たは長方形の窓関数より大きく（たとえば周波数ドメインにおいて２倍広く）ても良い。
【０１８３】
　正方形または長方形の窓と比較して鮮明さが低い走査ドメイン窓関数ｗも、以下のよう
に用いることができる。
【０１８４】
【数５６】

　干渉パターン・テンプレートは、以下のように、テンプレートと走査ドメイン窓関数と
の積によって与えられる。
【０１８５】
【数５７】

ここで※Ｉ～ｓｙｓ※には、複数の干渉信号からの寄与が含まれる。ｗを量Δζ／４だけ
右へシフトさせることによって、非対称の窓を作成することができる。しかし通常は、窓
はζ＝０の位置の辺りに設定される。
【０１８６】
　非ゼロ値のみを維持し、開始オフセットζｏｆｆｓを示すことによって、最終的なイン
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数※Ｉ～ｐａｔ．ｉｎｌ※は、別個の部分複素相関における核として用いる。
【０１８７】
【数５８】

ここで、任意的なオフセットζｏｆｆｓは、ゼロ位置を維持するので、フーリエ変換実施
のオフセットと一致する。
【０１８８】
　たたみこみ核※Ｉ～ｐａｔ．ｉｎｌ※に対するフレームまたはバケットの数は、機器の
コヒーレンス長、走査レート（ｎｍ／フレーム）、パターン閾値パラメータに依存して、
変化する。たとえば、パターン閾値が２０％に設定された状態では、窓ｗに対するΔζの
範囲は、システム特徴付け信号包絡線の幅から、最大値の両側における２０％のレベルま
でである。１００ｎｍバンド幅、５６０ｎｍ中心波長、および８０ｎｍ／フレームの走査
レートの場合、核※Ｉ～ｐａｔ．ｉｎｌ※の範囲は、ほぼ２３バケットである。パターン
閾値を４０％まで増加させると、※Ｉ～ｐａｔ．ｉｎｌ※は１７バケットまで減少する。
【０１８９】
　メリット関数は、以下のようにして決定することができる。
【０１９０】

【数５９】

ここで、※～Ｉ※は、式（５７）によって規定されるイン・ラインの部分複素相関である
。規格化は、選択された任意の単一強度（たとえば飽和のすぐ下の信号）から、決定する
ことができる。たとえばこのような信号は、以下のように、検出器におけるデジタル・グ
レー・レベルの半分であっても良い。
【０１９１】

【数６０】

　たとえパターン・マッチングの質は変化しなくても、メリット関数は干渉信号強度とと
もに振動する。いくつかの実施形態においては、メリット関数を決定することは、干渉信
号Ｉｅｘを段階的に進むＰＳＩアルゴリズム（共役核※Ｉ～＊

ｐａｔ．ｉｎｌ※によって
規定される）を適用する場合と同様に作用する。これは、式（５７）の部分複素相関を、
離散的なデータの形で書き換えることによって、例示することができる。
【０１９２】
【数６１】

アルゴリズム係数は以下のように規定される。
【０１９３】
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【数６２】

【０１９４】
【数６３】

したがって、以下のようになる。
【０１９５】
【数６４】

および、以下のようになる。
【０１９６】
【数６５】

　部分複素相関に基づくメリット関数を検索して、対象領域（たとえば物体の界面）に対
応する場所を特定することができる。たとえば、物体の外面に対応する走査位置を決定す
る場合には、メリット関数の右側から第１のピークを検索することができる（右側の走査
位置は、物体から距離が増加する方向に対応すると仮定する）。皮膜の外面に対応する走
査位置を決定する場合には、少なくとも２つのメリット・ピークが存在すると仮定して、
メリット関数の右側から第１のピークを検索することができる。メリット関数の最も強い
２つのピークに対応する走査位置から、膜厚を決定することができる。
【０１９７】
　いくつかの実施形態においては、メリット関数は、規格化された信号強度の二乗に近い
。したがって、メリット関数の平方根のピークを検索することができる。
【０１９８】
【数６６】

　メリット関数を、ＭｉｎＭｏｄ２未満の値をすべてゼロに設定して、簡単にすることが
できる。次に、簡単にしたメリット関数のピークを検索する。いったんピークの位置が決
まったら、本来のΠｉｎｌｉｎｅメリット関数を用いて、隣接する離散的な走査位置間を
補間することによって、より正確な情報を得ることができる。
【０１９９】
　メリット関数Πは、窓ｗ内において実験的な信号が干渉パターン・テンプレート※Ｉ～

ｐａｔ※にどのくらい良好にマッチングするかを評価するという点で、単純な信号強度ま
たは包絡線計算とは異なっている。この理由により、信号大きさに対する規格化が必要と
なる。
【０２００】
　“処理およびプロセッサ・コード”
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　前述したコンピュータ解析方法はいずれも、ハードウェアで実施することも、ソフトウ
ェアで実施することも、または両方の組み合わせで実施することもできる。本方法は、本
明細書で説明した方法および図に従う標準的なプログラミング技術を用いて、コンピュー
タ・プログラムで実施することができる。本明細書で説明した関数を実施して、出力情報
を生成するために、プログラム・コードを入力データに適用する。出力情報を、１つまた
は複数の出力装置たとえばディスプレイ・モニタに加える。各プログラムを、高いレベル
の手続き型またはオブジェクト指向のプログラミング言語で実施して、コンピュータ・シ
ステムと通信しても良い。しかしプログラムは、必要に応じて、アセンブリまたは機械語
で実施することができる。どの場合でも、言語は、コンパイル済みまたはインタープリッ
ト済みの言語とすることができる。さらに、プログラムは、その目的のために事前にプロ
グラムされた専用の集積回路上で実行することができる。
【０２０１】
　このようなコンピュータ・プログラムはそれぞれ、好ましくは、多目的または特殊目的
のプログラム可能なコンピュータによって読取可能な記憶媒体または装置（たとえばＲＯ
Ｍまたは磁気的ディスケット）上に記憶され、本明細書で説明した手順を行なうためにコ
ンピュータが記憶媒体または装置を読み込んだときに、コンピュータを構成および操作す
る。またコンピュータ・プログラムは、プログラム実行中にキャッシュまたはメイン・メ
モリ内に存在することもできる。また本分析方法は、コンピュータ・プログラムによって
構成されるコンピュータ－読取可能な記憶媒体として実施することもできる。そのように
構成された記憶媒体によって、コンピュータが、本明細書で説明した関数を行なうために
特定および所定の仕方で動作する。
【０２０２】
　“典型的な応用例”
　前述した低コヒーレンス干渉法およびシステムは、以下の表面分析問題のいずれに対し
て用いても良い。単純な薄膜；多層薄膜；回折するかそうでなければ複雑な干渉効果を生
じる鋭いエッジおよび表面特徴；未分析の表面荒さ；未分析の表面特徴、たとえばその他
の場合には滑らかな表面上のサブ波長幅の溝；異種材料；表面の偏光依存性の特性；およ
び、干渉現象の入射角度依存性の摂動を招く表面または変形可能な表面特徴の偏向、振動
、または移動。薄膜の場合、対象となる可変パラメータは、膜厚、皮膜の屈折率、基板の
屈折率、またはそれらの何らかの組み合わせであっても良い。次に、このような特徴を示
す物体および装置を含む典型的な応用例について、説明する。
【０２０３】
　“フォトリソグラフィ”
　多くのマイクロエレクトロニクス応用において、基板（たとえばシリコン・ウェハ）を
覆うフォトレジスト層をパターニングするために、フォトリソグラフィが用いられている
。図１Ｏａおよび１Ｏｂを参照して、物体３０には、基板（たとえばウェハ３２）と、横
たわる層たとえばフォトレジスト層３４とが含まれている。物体３０には、屈折率の異な
る種材料間に生じる複数の界面が含まれている。たとえば物体を囲む界面３８は、フォト
レジスト層３４の外面３９が、物体３０を囲む環境（たとえば液体、空気、他のガス、ま
たは真空）と接触する場所であると規定される。基板－層の界面３６は、ウェハ３２の表
面３５とフォトレジスト層３４の底面３７との間に規定される。ウェハの表面３５には、
複数のパターニングされた特徴２９が含まれていても良い。これらの特徴のいくつかは、
基板の隣接部分と、高さが同じであるが屈折率が異なっている。基板の隣接部分に対して
上方または下方に、他の特徴が延びていても良い。したがって界面３６は、フォトレジス
トの外面の下に存在する複雑な変化するトポグラフィを示しても良い。
【０２０４】
　物体上に、フォトリソグラフィ装置によってパターンが結像される。たとえばパターン
は、電子回路の素子（または回路の陰画）に対応していても良い。結像した後に、フォト
レジストの一部を取り除いて、取り除かれたフォトレジストの下の基板を露出する。露出
された基板を、エッチングし、堆積材料で覆い、その他の場合には改質することができる
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。残りのフォトレジストによって、基板の他の部分が、このような改質から保護される。
【０２０５】
　生産効率を増加させるために、単一のウェハから複数のデバイスが作製されることもあ
る。デバイスは、同じであっても良いし異なっていても良い。各デバイスは、ウェハのサ
ブセットにパターンを結像する必要がある。場合によっては、パターンは、異なるサブセ
ット上に順次に結像される。いくつかの理由から、順次的な結像を行なうことができる。
光学的な収差があると、ウェハの広い領域に渡って適切なパターン・フォーカス品質を実
現することが、妨げられるおそれがある。光学的な収差がない場合であっても、ウェハお
よびフォトレジストの空間的特性のために、やはりウェハの広い領域に渡って適切なパタ
ーン・フォーカスを実現することが妨げられる場合がある。次に、ウェハ／レジストの空
間的特性とフォーカス品質との間の関係の態様について、説明する。
【０２０６】
　再び図１０ｂを参照して、物体３０が、個数Ｎのサブセットの４０ｉによって示されて
いる。各サブセットは、結像すべき物体の全領域４１よりも小さい。各サブセット４０ｉ

内では、空間的特性の変化（たとえば、ウェハまたはフォトレジストの高さおよび傾斜の
変化）は通常、全領域４１に渡って調べる場合よりも小さい。それにもかかわらず、異な
るサブセット４０ｉのウェハまたはフォトレジストは通常、高さおよび傾斜が異なる。た
とえば、層３４は厚みΔｔ１およびΔｔ２を示しており、これらによって表面３９の高さ
および傾斜が変わる（図１０ａ）。このように、物体の各サブセットは、フォトリソグラ
フィ結像装置との空間的な関係が異なっている場合がある。フォーカスの品質は、空間的
な関係（たとえば、物体とフォトリソグラフィ結像装置との間の距離）に関係づけられる
。物体の異なるサブセットを適切にフォーカスするためには、物体と結像装置との相対的
な再位置合わせを必要とする場合がある。物体の高さおよび傾斜が変化するため、適切な
サブセットのフォーカスは、結像されるサブセットから遠い物体部分（たとえば物体の側
面４３）に対して物体の位置および方位を決定するだけでは、実現できない。
【０２０７】
　結像すべき（さもなくば処理すべき）物体のサブセットにおける物体の空間的特性を決
定することによって、適切なフォーカスを実現することができる。いったんサブセットの
位置が決定されたら、物体（および／またはフォトリソグラフィ結像装置の一部）を移動
、たとえば平行移動、回転、および／または傾斜させて、サブセットの位置を基準（たと
えばフォトリソグラフィ結像装置の一部）に対して、変更することができる。決定および
移動（必要ならば）は、各サブセットを結像するために繰り返すことができる。
【０２０８】
　サブセットの空間的特性の決定には、物体の薄い層の外面の１つまたは複数の点の位置
および／または高さを決定することを含むことができる。１つまたは複数の点は、結像す
べき物体のサブセット内に位置している。たとえばサブセット４０２（図１ａ）の外面３
９の位置および方位は、サブセット内の点４２１～４２３の位置に基づいて、決定するこ
とができる。結像すべきサブセットの空間的特性の決定には、干渉計を用いてサブセット
に光を用いて照明すること、および照明されたサブセットからの反射光を含む干渉信号を
検出することを、含むことができる。いくつかの実施形態においては、複数のサブセット
を、光を用いて同時に結像して、複数の干渉信号を得る。各干渉信号は、サブセットの１
つまたは複数の空間的特性を示す。こうして、干渉信号を用いて、複数のサブセットに渡
って物体のトポグラフィを示す画像を作成することができる。サブセットのフォトリソグ
ラフィの間、複数の干渉信号から決定される個々のサブセットのトポグラフィに基づいて
、ウェハを位置合わせする。したがって各サブセットを、フォトリソグラフィ装置に対し
て最適なフォーカスが得られるように位置合わせすることができる。
【０２０９】
　結像すべき物体の各サブセットからの干渉信号を検出することには、サブセットからの
反射光および基準光の検出を、少なくとも検出光のコヒーレンス長と同程度に長いＯＰＤ
範囲に渡って行なうことを、含むことができる。たとえば、光を少なくともそのコヒーレ
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ンス長に渡って検出しても良い。いくつかの実施形態においては、干渉計を、照明された
サブセットからの反射光が、外側界面（たとえば外面３９）または内側界面（たとえば界
面３６）のいずれかからの反射光が優勢になるように、構成する。いくつかの実施形態に
おいては、物体の空間的特性を、干渉信号の一部のみに基づいて決定する。たとえば干渉
信号に、２つ以上の重なり合う干渉パターンが含まれる場合には、１つの干渉パターンの
、物体の単一界面からの寄与が優勢である部分に基づいて、物体の空間的特性を決定する
ことができる。
【０２１０】
　“銅相互接続構造および化学的機械的研磨”
　チップの異なるパーツ間の電気的相互接続を作製するために、いわゆる「デュアル・ダ
マシン銅」プロセスを用いることは、チップ製造業者の間では一般的になりつつある。こ
れは、好適な表面トポグラフィ・システムを用いると効果的に特徴付けることができるプ
ロセスの例である。デュアル・ダマシン・プロセスには６つの部分があると考えることが
できる。（１）中間層誘電体（ＩＬＤ）の堆積。誘電体材料（たとえばポリマー、または
ガラス）の層を、ウェハ（複数の別個のチップを含む）の表面上に堆積する；（２）化学
的機械的研磨（ＣＭＰ）。誘電体層を研磨して、精密な光リソグラフィに好適な滑らかな
表面を形成する；（３）リソグラフィ・パターニングおよび反応性イオン・エッチング・
ステップの組み合わせ。ウェハ表面に平行に進む狭いトレンチと、トレンチの底部から下
部の（以前に規定された）電気伝導層まで進む小さいビアとを含む複雑なネットワークを
形成する；（４）金属堆積ステップの組み合わせ。銅トレンチおよびビアの堆積を実現す
る；（５）誘電体堆積ステップ。誘電体を銅トレンチおよびビア上に設ける；および（６
）最終的なＣＭＰステップ。過剰な銅を取り除いて、誘電体材料によって囲まれる銅充填
されたトレンチ（あるいはビア）のネットワークを残す。
【０２１１】
　図１１ａを参照して、デバイス５００は、基板５０１上に堆積された銅特徴５０２上へ
の誘電体５０４の堆積によって形成される皮膜構造の典型である。誘電体５０４は不均一
な外面５０６を有しており、この外面は、誘電体に沿っての高さ変化を示す。デバイス５
００から得られる干渉信号には、表面５０６、銅特徴５０２と誘電体５０４との間の界面
５０８、基板５０１と誘電体５０４との間の界面５１０に起因する干渉パターンが含まれ
る可能性がある。デバイス５００は、同様に干渉パターンを生成する複数の他の特徴を含
んでいても良い。
【０２１２】
　図１１ｂを参照して、装置５００’は、最終的なＣＭＰステップ後の装置５００の状態
を例示している。上部の表面５０６は平坦化されて表面５０６’になっており、界面５０
８は周囲に対して露出していても良い。基板表面における界面５１０は、損なわれないま
まとなっている。装置の性能および均一性は、表面５０４の平坦化をモニタすることに大
きく左右される。次のことを理解しておくことは重要である。すなわち研磨レート、した
がって研磨後の残りの銅（および誘電体）の厚みは、研磨条件（たとえばパッド圧力およ
び研磨スラリ組成）だけでなく、銅および周囲の誘電体領域の局所的な詳細配置（すなわ
ち、方位、近傍、形状）に、強くおよび複雑な仕方で依存する。したがって、銅元素５０
２上の表面５０６の部分は、表面５０６の他の部分とは異なるレートでエッチングされる
場合がある。さらに、いったん銅元素５０２の界面５０８が露出すると、誘電体および銅
元素は、異なるエッチ・レートを示す場合がある。
【０２１３】
　この「位置依存性の研磨レート」があるために、可変の表面トポグラフィが、横方向の
多くの長さスケールで形成されることが知られている。たとえば、このことの意味は、ウ
ェハのエッジ近くに位置するチップは総計すると、中心近くに位置するチップよりも速く
研磨されるため、形成される銅領域は、エッジ付近では所望よりも薄く、中心では所望よ
りも厚いということである場合がある。これは、「ウェハ・スケール」のプロセス不均一
性（すなわち、ウェハ直径に匹敵する長さスケールで起こるもの）の例である。また銅ト
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レンチの密度が高い領域は、銅線密度の低い近くの領域よりも、研磨レートが高くなるこ
とも知られている。この結果、銅密度の高い領域において「ＣＭＰ誘導腐食」として知ら
れる現象が生じる。これは、「チップ・スケール」のプロセス不均一性－すなわち単一チ
ップの寸法にほぼ比例する（はるかに小さいこともある）長さスケールで起こるもの－の
例である。銅充填された単一のトレンチ領域（周囲の誘電体材料よりも高いレートで研磨
される傾向がある）内では、他のタイプのチップ・スケールの不均一性（「デッシング」
として知られる）が発生する。トレンチの幅が数ミクロンよりも大きくなると、デッシン
グが厳しくなり、その結果、影響の及んだ線が後に過大な電気抵抗を示して、チップ故障
に至る場合がある。
【０２１４】
　ＣＭＰによって誘発されるウェハおよびチップ・スケールのプロセス不均一性は、予測
が本来的に難しく、ＣＭＰ処理システム内の状態が進むにつれて経時的な変化を受ける。
効果的にモニタを行なって、どの不均一性も確実に許容範囲内に留まるようにプロセス条
件を適切に調整するためには、プロセス・エンジニアが、非接触の表面トポグラフィ測定
を、チップ上で多数かつ幅広い場所において頻繁に行なうことが重要である。これは、前
述した干渉法およびシステムの実施形態を用いれば可能である。
【０２１５】
　いくつかの実施形態においては、１つまたは複数の空間的特性（たとえば表面５０６の
トポグラフィおよび／または誘電体５０４の厚み）のモニタを、ＣＭＰ前および／または
ＣＭＰ中に構造から低コヒーレンス干渉信号を得ることによって、行なう。空間的特性に
基づいて、研磨条件を変化させて、所望の平坦な表面５０６’を実現することができる。
たとえば、パッド圧力、パッド圧力分布、研磨剤特性、溶媒組成および流量、ならびに他
の条件を、空間的特性に基づいて決定することができる。必要に応じて、ある程度の研磨
時間の後、空間的特性を再び決定して研磨条件を変えることができる。またトポグラフィ
および／または厚みは、たとえば表面５０４’が実現される終点を示す。こうして、低コ
ヒーレンス干渉信号を用いて、物体の異なる領域を過剰研磨することによって凹部が発生
することを、避けることができる。この点で、低コヒーレンス干渉方法およびシステムに
は優位性がある。なぜならば、装置の空間的特性、たとえば（ａ）銅元素５０２上の誘電
体の表面と（ｂ）基板表面５１０上であるが銅元素５０２に隣接する誘電体の表面との相
対高的なさを、複数の界面が存在していても決定できるからである。
【０２１６】
　“はんだバンプ処理”
　図１２ａおよび１２ｂを参照して、構造５５０は、はんだバンプ処理の間に生成される
構造の典型である。構造５５０には、基板５５１、はんだに対して非湿潤性の領域５０２
、はんだに対して湿潤性の領域５０３が含まれている。領域５０２は外面５０７を有する
。領域５０３は外面５０９を有する。したがって、領域５０２と基板５０１との間に界面
５０５が形成される。
【０２１７】
　処理中に、はんだ５０４の塊を、湿潤性の領域５０３と接触するように位置合わせする
。はんだを流すとすぐに、はんだは、湿潤性の領域５０３と確実な接触を形成する。隣接
する非湿潤性の領域５０２は、流したはんだが構造の周囲で望ましくないマイグレーショ
ンを起こさないようにするためのダムのように作用する。構造の空間的特性、たとえば表
面５０７、５０９の相対的な高さと表面５０２に対するはんだ５０４の寸法とを、知って
いることが望ましい。本明細書の他の説明から判断できるように、構造５５０には、それ
ぞれ干渉パターンを生じ得る複数の界面が含まれている。干渉パターン間で重なり合いが
起こると、既知の干渉技術を用いて空間的特性を正確に決定することはできない。本明細
書で説明したシステムおよび方法を用いれば、空間的特性を決定することができる。
【０２１８】
　構造５５０から決定される空間的特性を用いて、製造条件、たとえば層５０２、５０３
に対する堆積時間と領域５０３の面積当たりに用いるはんだ５０４の量とを、変えること
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ができる。さらに、はんだを流すために用いる加熱条件を、空間的特性に基づいて変えて
、適切なフローを実現しおよびまたははんだのマイグレーションを防ぐこともできる。
【０２１９】
　“液晶ディスプレイ”
　図１３を参照して、パッシブ・マトリックスＬＣＤ４５０が複数の層から構成されてい
る。主なパーツは、シール４５４によって接続される２つのガラス・プレート４５２、４
５３である。入射光を単一方向に偏光するために、正面ガラス・プレート４５３に偏光子
４５６を貼り付ける。偏光光は、正面ガラス・プレート４５３を通る。インジウム・スズ
酸化物（ＩＴＯ）層４５８を、電極として用いる。ＳｉＯｘに基づくパッシベーション層
４６０（ハード・コート層と呼ばれることもある）を、ＩＴＯ４５８上にコーティングし
て、表面を電気的に絶縁する。液晶流体４６４をアライメントするために、パッシベーシ
ョン層４６０上にポリイミド４６２をプリントする。液晶流体は、電界に敏感であり、電
界が加えられると方位を変える。また液晶は、光学的に活性であり、入射光の偏光方向を
回転させる。セル・ギャップΔｇ、すなわち液晶層４６４の厚みは、スペーサ４６６によ
って決定される。スペーサ４６６は、２つのガラス・プレート４５２、４５３を、固定さ
れた間隔に保つ。前面プレート４５３から背面プレート４５２に向かう電位が存在しない
場合、偏光光は、液晶層４６４を通る際に９０°だけ回転される。一方のプレートから他
方のプレートに対して電位を加えた場合、光は回転しない。光は、液晶層４６４を通った
後に、もう一つのポリイミド層４６８、もう一つのハード・コート層４７０、背面のＩＴ
Ｏ電極４７２、および背面のガラス・プレート４５２を通る。光は、背面の偏光子４７４
に達すると、９０°だけ回転しているか否かに依存して、透過するかまたは吸収される。
セル４５０は、カラー・ディスプレイを実現するために、フィルタ４７６または他のカラ
ー化要素を含んでいても良い。
【０２２０】
　セル・ギャップΔｇによって、ＬＣＤの光電気特性（たとえば、コントラスト比および
明るさ）が、かなりの程度まで決定される。均一な高品質ディスプレイを得るためには、
製造中のセル・ギャップ制御が重要である。実際のセル・ギャップは、スペーサ４６６の
寸法とは異なっている場合がある。なぜならば、アセンブリの間に、圧力または真空を加
えて液晶媒体を導入し、封止剤４５４が硬化するために、寸法が変化することがあるから
であり、および加えられた液晶媒体によってプレート４５２、４５３間に毛管力が生成さ
れるからである。液晶媒体４６４を加える前および後の両方において、プレート４５２、
４５３の表面４８０、４８２によって光が反射されて、セル・ギャップΔｇを示す干渉パ
ターンが生じる。干渉信号の低コヒーレンス性質を、それ自体で、または説明した干渉信
号処理技術と組み合わせて用いることで、製造中にセル・ギャップΔｇなどのセル特性を
モニタすることができる。これは、セルの他の層が形成する界面があっても可能である。
【０２２１】
　典型的な方法としては、セル・ギャップΔｇを示す干渉パターンを含む低コヒーレンス
干渉信号を、層４６４を加える前に得ることを挙げることができる。セル・ギャップ（ま
たはセルの他の空間的特性）を、干渉パターンから決定して、特定の値と比較することが
できる。特定の値と決定されたセル・ギャップとの差が許容誤差を超えている場合、製造
条件（たとえばプレート４５２、４５３に加える圧力または真空）を変えて、セル・ギャ
ップΔｇを変更することができる。このプロセスは、所望のセル・ギャップが実現される
まで繰り返すことができる。そして液晶媒体をセル内に導入する。加えるべき液晶媒体の
量は、測定されたセルの空間的特性から決定することができる。こうすることによって、
セルの過剰充填または充填不足を回避することができる。また充填プロセスを、表面４８
０、４８２からの干渉信号を観察することによって、モニタすることができる。いったん
セルが充填されたら、セル・ギャップΔｇ（または他の空間的特性）をモニタするために
、さらに低コヒーレンス干渉パターンを得る。再び製造条件を変えて、セル・ギャップを
維持するかまたは許容誤差内に入れるようにすることができる。
【０２２２】
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　レーザ・スクライビングおよび切断
　同時に製造された異なる構造（たとえばマイクロエレクトロニクス構造）を分離するた
めに、レーザを用いて物体にスクライブすることができる。分離の品質は、スクライビン
グ条件、たとえば、レーザ・フォーカス・サイズ、レーザ・パワー、物体の平行移動速度
、およびスクライビング深さに、関係づけられる。構造の特徴の密度が大きい場合がある
ため、スクライブ・ラインは、構造の隣接する薄膜または層の場合がある。薄膜または層
に付随する界面によって、干渉法を用いてスクライビング深さを決定するときに生じる干
渉パターンが形成される場合がある。このような隣接する皮膜または層があっても、本明
細書で説明した方法およびシステムを用いてスクライビング深さを決定することができる
。
【０２２３】
　典型的な方法としては、１つまたは複数の電子構造をスクライブすること、およびスク
ライブ・ラインに沿って構造を分離することを、挙げることができる。分離の前および／
または後に、低コヒーレンス干渉信号を用いてスクライビングの深さを決定することがで
きる。他のスクライビング条件が知られている。たとえば、レーザ・スポット・サイズ、
レーザ・パワー、平行移動速度である。スクライビング深さは、干渉信号から決定するこ
とができる。スクライビング条件（スクライビング深さなど）の関数としての分離品質は
、分離された構造を評価することによって決定することができる。このような決定に基づ
いて、所望の分離品質を実現するのに必要なスクライビング条件を決定することができる
。製造が継続される間、スクライブされた領域から低コヒーレンス干渉信号を得て、プロ
セスをモニタすることができる。スクライビング条件を変えて、スクライビング特性を維
持するかまたは許容誤差内に入れるようにすることができる。
【０２２４】
　実施例
　以下の非限定の例の文脈において、測定物体の空間的特性を決定することについて、さ
らに説明する。
【０２２５】
　“１．単一表面の測定物体の空間的特性の決定”
　再び図１を参照して、干渉信号１５０は、物体表面を横切る直線状の軌跡を示す合計１
０１個の干渉信号の１つでしかない。便宜上、残りの１００個の干渉信号は図示しない。
二酸化ケイ素物体表面は、ほぼ球面のプロファイルであり、ＰＶ＝６００ｎｍである。照
射波長は５５０ｎｍで、バンド幅は１００ｎｍである。バンド幅は、波数においてガウシ
アンである。開口数は、垂直入射の平行光に対して０．０１である。各干渉信号は、２５
６個のグレー・スケール・ステップのフル・スケール・デジタル分解能を有する。平均の
信号強度は、６５個のグレー・レベルＤＣとその上の２０個のグレー・レベル振幅ＡＣで
ある。信号は、２つのグレー・レベルの標準偏差を有するランダム・ノイズを有する。
【０２２６】
　１０１個の干渉信号を、フーリエ変換を用いて逆領域に変換する。図１４ａを参照して
、干渉信号２００のフーリエ変換２０５の大きさは、ピークがミクロン当たり約３．７周
期のＰＬＤに位置する。変換後干渉信号を用いて、変換されたすべての干渉信号からの寄
与を含む変換後テンプレートを作成する。対象領域２０２は、ピークを中心に示されてい
る。
【０２２７】
　図１４ｂを参照して、１０１個の変換後干渉信号からの寄与を含む変換後干渉信号２０
４は、信号対ノイズ比（Ｓ／Ｎ）が、各変換後干渉信号よりも実質的に高い。これは、図
１０ａおよび１０ｂを比較すると理解することができる。
【０２２８】
　図１５を参照して、テンプレート２１０には、包絡線２１２に従って減衰する複数のフ
リンジが含まれる。テンプレート２１０は、Ｓ／Ｎが各干渉信号よりも実質的に高い。こ
れは、図１および１１を比較すると理解することができる。テンプレート２１２はさらに
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、物体表面高さと、異なる干渉信号間の位相差と、ＤＣバイアスとからの寄与が、テンプ
レートから取り除かれている点で、１０１個の測定干渉信号（たとえば１５０の組）とは
異なる。
【０２２９】
　再び図２を参照して、窓のあるテンプレート２１５は、テンプレート２１２と窓関数２
１７との積を表わしており、窓関数の外側のテンプレート２１２の値はゼロに設定されて
いる。
【０２３０】
　図１６を参照して、関数２２０は、図１の干渉信号２００の振動する信号のＡＣ部分の
振幅とフリンジ（ＡＣｅｘｍｅｘ）の減衰を記述する包絡線との積によって、与えられる
。
【０２３１】
　図１７を参照して、メリット関数２３０が、図２の窓のあるテンプレートと図１の干渉
信号１５０との複素相互相関によって得られる。
　図１８を参照して、測定物体の表面高さが、物体表面に渡る横方向位置の関数として示
されている。表面高さは、テンプレート２１５と１０１個の干渉信号とから、コヒーレン
ス・プロファイル２４０ｈΘのアプローチと位相プロファイル２４２ｈΘのアプローチと
を用いて、決定される。
【０２３２】
　“２．薄膜を有する測定物体の空間的特性の決定”
　図１９を参照して、基準干渉信号３００は、実施例１で用いたのと同じ基準物体から得
られる１０１個の基準干渉信号の１つである。
【０２３３】
　図２０ａおよび２０ｂを参照して、１０１個の基準干渉信号が、フーリエ変換によって
逆領域に変換されている。干渉信号３００のフーリエ変換３０５の大きさは、ピークがミ
クロン当たり約３．７周期のＯＰＤに位置する。１０１個の変換後干渉信号の大きさから
の寄与を含む変換後干渉信号３０４は、信号対ノイズ比（Ｓ／Ｎ）が、各変換後干渉信号
よりも実質的に高い。これは、図２０ａと２０ｂとを比較すると理解することができる。
【０２３４】
　１０１個の変換後干渉信号から、図１５のテンプレート２１２と同様の特性を有するテ
ンプレート（図示せず）が作成される。図２１を参照して、非対称の窓のあるテンプレー
ト３１５が、テンプレートと窓関数３１７との積を表わし、窓関数３１７の外側のテンプ
レートの値が、ゼロに設定されている。テンプレートの左側の境界は、フリンジの減衰を
決定する包絡線のピークに対応する。
【０２３５】
　図２２を参照して、シリコン基板上の二酸化ケイ素皮膜（Ｓｉ上のＳｉＯ２）を含む測
定物体から、測定干渉信号４００が得られる。物体の基板は、基準干渉信号を収集するた
めに用いるものと同じである。すなわち基板は、実施例１で用いた測定物体と同じである
。膜厚の値は、エッジにおける９００ｎｍから中央部における１５００ｎｍまで変わる（
画素５０において）。実施例１の場合と同じ条件の下で、１０１個の測定干渉信号の線形
ストリップが収集される。
【０２３６】
　図２２に見られるように、干渉信号４００には、第１および第２の干渉パターン４０２
、４０４が含まれる。これらは、基板－皮膜界面および皮膜－空気界面にそれぞれ起因す
る。干渉パターンは、部分的に重なり合っている。
【０２３７】
　図２３を参照して、図２２の干渉信号４００の振動する信号のＡＣ部分の振幅と第１お
よび第２の干渉パターン４０２、４０４のフリンジの減衰を記述する包絡線との積によっ
て、関数４２０が与えられる。
【０２３８】
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　図２４を参照して、メリット関数４２５に、第１および第２のピーク４２７、４２９が
、走査位置の関数として含まれている。メリット関数４２５は、図２２の非対称のテンプ
レートを図２３の干渉信号と相互相関させることによって、得られる。相互相関の各点は
、式３０に関して前述したように規格化される。線４３１は、走査位置に対する第１のピ
ーク位置ζｂｅｓｔの場所を示す。第１のピーク位置ζｂｅｓｔは、皮膜－空気界面の場
所を示す。
【０２３９】
　図２５を参照して、皮膜－空気界面に対する高さプロファイルを示す。プロファイル４
４０ｈΘ（コヒーレンス）が、コヒーレンス・アプローチを用いて決定され、高さプロフ
ァイル４４２ｈΘ（位相）が、位相アプローチを用いて決定される。
【０２４０】
　尚、国際出願の英文明細書中にＪＩＳコードで表記できない箇所があったため、この翻
訳文では代替表記を使用した、具体的には、
※ｑ～ｓｙｓ※、※Ｉ～ｓｙｓ※、※ＡＣｓｙｓ※、※Ｉ～ｐａｔ※、※Ｉ～ｅｘ※、※
Ｉ～＊

ｐａｔ※、※Ｉ～※、※ｑ～ｐａｔ※、※Ｉ～＊
ｅｘ※、※Ｉ～ｐａｔ．ｉｎｌ※

、※～Ｉ※、及び※Ｉ～＊
ｐａｔ．ｉｎｌ※は、

【０２４１】
【数６７】

のように、国際出願の明細書ではアルファベットの上又は下に「チルダ」を付けて表現さ
れていたものや、それらの記号の上に更に「横棒」が引かれていたものがあったが、便宜
上、翻訳文では※で挟んで表現した。
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