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(57)【要約】
(i)検査面から反射された検査光と基準面から反射され
た基準光との間の位相のシーケンスにおける各位相に対
するインターフェログラムを記録し、これらインターフ
ェログラムにより、検査面及び基準面により規定された
キャビティの種々の横断方向位置の各々に対する干渉信
号を規定するようにするステップと、(ii)記録したイン
ターフェログラムのうちの少なくとも一部に基づいて、
キャビティに対する最初の位相マップを計算するステッ
プと、(iii)この最初の位相マップと記録されたインタ
ーフェログラムのうちの少なくとも一部とに基づいて位
相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する
推定値を計算するステップと、(iv)位相シフトの増分に
対する計算した推定値と記録されたインターフェログラ
ムのうちの少なくとも一部とに基づいて改善した位相マ
ップを計算するステップとを具えている位相シフト干渉
(PSI)方法及びこれに対応するシステムを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動の存在下で用いる位相シフト干渉方法であって、この位相シフト干渉方法は、
　検査面から反射された検査光と基準面から反射された基準光との間の位相のシーケンス
における各位相に対するインターフェログラムを記録するステップであって、前記検査光
及び基準光は共通光源から発生されるようになっており、各インターフェログラムは、反
射された検査光と反射された基準光との干渉により生ぜしめられた強度パターンに対応さ
せ、これらインターフェログラムにより、検査面及び基準面により規定されたキャビティ
の種々の横断方向位置の各々に対する干渉信号を規定し、各干渉信号は、位相のシーケン
スに対応する一連の強度値を有し、位相のこのシーケンスにおける各位相対の間の差によ
り対応する位相シフトの増分を規定するようにする当該ステップ
を具えており、
　各位相シフトの増分は、系統的成分と、振動により生ぜしめられるランダム成分とを有
し、このランダム成分は、位相シフトの増分が正負符号を系統的成分に対する正負符号に
対し変化させる確率を生じるものであり、
　インターフェログラムは、インターフェログラムの少なくとも２つの異なる組を生じる
ように記録させ、インターフェログラムのこれらの異なる組は、インターフェログラムの
少なくとも１つの対を有する第１の組と、少なくとも１つのインターフェログラムを有す
る第２の組とを具え、第１の組におけるインターフェログラムの対に対する位相シフトの
増分における正負符号の変化の確率が、第２の組からの少なくとも１つのインターフェロ
グラムを有するインターフェログラムの如何なる対に対する正負符号の変化の確率よりも
小さくなるようにし、
　前記位相シフト干渉方法は更に、
　少なくとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対に基
づいて、キャビティに対する最初の位相マップを計算するステップと、
　この最初の位相マップと記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部とに
基づいて位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算するステ
ップと、
　位相シフトの増分に対するこれらの計算した推定値と記録されたインターフェログラム
のうちの少なくとも一部とに基づいて改善した位相マップを計算するステップと
を具えている位相シフト干渉方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフト増分を計算するのに用いら
れる記録されたインターフェログラムが、第２の組からの少なくとも１つのインターフェ
ログラムを有するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分の推定値を計算する
前記ステップが、キャビティの種々の位置に対する干渉信号を、最初の位相マップに対応
する理論的なキャビティに対する一組の理論的な干渉信号にフィッティングさせるととも
に、位相シフトの増分に対する推定値によりパラメータ化するステップを有している位相
シフト干渉方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分に対するパラメータ
化推定値が、種々の位置に共通の一組の位相シフトの増分を有するようにする位相シフト
干渉方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、インターフェログラムを記録するのに
用いる電子検出器によりフレームレートを規定し、第１の組の各インターフェログラムは
フレームレートの逆数よりも短い積分時間で記録するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項６】
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　請求項５に記載の位相シフト干渉方法において、第１の組の記録されたインターフェロ
グラムは、電子検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られる少なくと
も一対の順次のインターフェログラム有するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、順次の位相に対する各位相シフトの増
分の系統的成分により、位相シフトの増分に対する大きさの絶対値と、この大きさの絶対
値を与える期間と、この大きさの絶対値をこの期間で割った値に等しい位相勾配とを規定
し、インターフェログラムは、第１の組におけるインターフェログラムに対応する位相シ
フトの増分に対する位相勾配を、第２の組におけるインターフェログラムを含む位相シフ
トに対応する何れの位相勾配よりも大きくするように記録させるようにする位相シフト干
渉方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の位相シフト干渉方法において、第１の組におけるインターフェログラ
ムを位相のシーケンスの終端に記録する位相シフト干渉方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、位相のシーケンスを、機械的な位相シ
フト、波長同調、電気光学位相変調及び音響光学変調の何れか１つにより発生させる位相
シフト干渉方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、第１の組の位相シフトの増分の系統的
成分の大きさを絶対値でπ／２ラジアンにほぼ等しくする位相シフト干渉方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、最初の位相マップを計算する前記ステ
ップが、第１の組におけるインターフェログラムの種々の対の各々に対し予備的な位相マ
ップを計算するとともに、これらの予備的な位相マップを平均化する処理を有するように
する位相シフト干渉方法。
【請求項１２】
　請求項３に記載の位相シフト干渉方法において、前記フィッティングの処理は、位相シ
フトの増分の推定値を決定するために、種々の横断方向位置ｘに対する干渉信号Ｉj を式
【数１】

に応じてフィッティングする処理を有するようにし、ここで、
　Δj はｊによりインデックス化した位相のシーケンスを規定し、
　式

【数２】

は最初の位相マップ

に対する理論的な干渉信号に対応し、
　Ａ（ｘ）及びＢ（ｘ）は、記録された干渉信号に対するＡＣ及びＤＣ成分とし、
　Ｃj ＝ cos（Δj ）及びＳj ＝－ sin（Δj ）とし、
　位相シフトの増分Δ´はΔ´j ＝ Mod 2π（Δj －Δj-1 ）に応じて位相のシーケンス
から決定するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項１３】
　請求項３に記載の位相シフト干渉方法において、前記フィッティングの処理は更に、位
相のシーケンス中での検査面のピストン運動、チップ運動及びチルト運動のうちの２つ以



(4) JP 2012-508884 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

上における変化を考慮するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、この方法が更に、改善した位相マップ
に関する情報を記憶又は出力するステップを具えている位相シフト干渉方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の位相シフト干渉方法において、最初の位相マップを計算する前記ステ
ップが、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムであって、第２
の組における如何なるインターフェログラムでもないインターフェログラムのうちの少な
くとも一部に基づいて、最初の位相マップに対する正負符号を決定する処理を有するよう
にする位相シフト干渉方法。
【請求項１６】
　位相シフト干渉方法であって、この方法は、
　検査面から反射された検査光と基準面から反射された基準光との間の位相のシーケンス
における各位相に対するインターフェログラムを記録するステップであって、これらの検
査光及び基準光は共通光源から発生させ、各インターフェログラムは、反射された検査光
と反射された基準光との干渉により生ぜしめられた強度パターンに対応させ、これらイン
ターフェログラムにより、検査面及び基準面により規定されたキャビティの種々の横断方
向位置の各々に対する干渉信号を規定し、各干渉信号は、位相のシーケンスに対応する一
連の強度値を有し、位相のこのシーケンスにおける各位相対の間の差により対応する位相
シフトの増分を規定するようにするステップ
を具えており、
　インターフェログラムを記録するのに用いる電子検出器によりフレームレートを規定し
、記録されたインターフェログラムは、各インターフェログラムがフレームレートの逆数
よりも短い積分時間で記録されたこれらインターフェログラムの少なくとも１つの対を有
する第１の組を具えるようにし、
　位相シフト干渉方法は更に、
　少なくとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対に基
づいて、キャビティに対する最初の位相マップを計算するステップと、
　この最初の位相マップと記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部とに
基づいて位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算するステ
ップと、
　位相シフトの増分に対するこの計算した推定値と記録されたインターフェログラムのう
ちの少なくとも一部とに基づいて改善した位相マップを計算するステップと
を具えている位相シフト干渉方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の位相シフト干渉方法において、第１の組における記録されたインタ
ーフェログラムは、電子検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られる
少なくとも一対の順次のインターフェログラムを有するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分の推定値を計算す
る前記ステップが、キャビティの種々の位置に対する干渉信号を、最初の位相マップに対
応する理論的なキャビティに対する一組の理論的な干渉信号にフィッティングさせるとと
もに、位相シフトの増分に対する推定値によりパラメータ化する処理を有している位相シ
フト干渉方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分に対するパラメー
タ化推定値が、種々の位置に共通の一組の位相シフトの増分を有するようにする位相シフ
ト干渉方法。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の位相シフト干渉方法において、インターフェログラムの第１の組は
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、順次のインターフェログラムの複数の対を有し、各インターフェログラムは、フレーム
レートの逆数よりも短い積分時間で記録されるとともに電子検出器の隣接フレームにまた
がる位相シフトの増分中に得られるようにする位相シフト干渉方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の位相シフト干渉方法において、最初の位相マップを計算する前記ス
テップが、第１の組におけるインターフェログラムの種々の対の各々に対し予備的な位相
マップを計算するとともに、これらの予備的な位相マップを平均化する処理を有するよう
にする位相シフト干渉方法。
【請求項２２】
　請求項１６に記載の位相シフト干渉方法において、最初の位相マップを計算する前記ス
テップが、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムであって、こ
の第１の組とは異なる第２の組における如何なるインターフェログラムでもないインター
フェログラムのうちの少なくとも一部に基づいて、最初の位相マップに対する正負符号を
決定する処理を有するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の位相シフト干渉方法において、最初の位相マップを計算する前記ス
テップが更に、互いにほぼ直角位相関係にある記録されたインターフェログラムの対の１
つ以上を、１つ以上の記録された干渉信号に基づいて識別するとともに、最初の位相マッ
プの大きさに対する絶対値を、識別された直角位相関係にあるインターフェログラムの対
に基づいて決定する処理を有するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項２４】
　請求項１６に記載の位相シフト干渉方法において、位相のシーケンスを、機械的な位相
シフト、波長同調、電気光学位相変調及び音響光学変調の何れか１つにより発生させる位
相シフト干渉方法。
【請求項２５】
　振動の存在下で用いる位相シフト干渉システムであって、この位相シフト干渉システム
は、
　光源と、位相シフト干渉計と、電子検出器とを有する位相シフト干渉装置であって、検
査面から反射された検査光と前記位相シフト干渉計の基準面から反射された基準光との間
の位相のシーケンスにおける各位相に対するインターフェログラムを記録するように構成
された当該位相シフト干渉装置
を具えており、前記検査光及び基準光は前記光源に相当する共通光源から発生されるよう
になっており、
　各インターフェログラムは、反射された検査光と反射された基準光との干渉により生ぜ
しめられた強度パターンに相当し、これらインターフェログラムにより、検査面及び基準
面により規定されたキャビティの種々の横断方向位置の各々に対する干渉信号を規定し、
各干渉信号は位相のシーケンスに対応する一連の強度値を有し、この位相のシーケンスに
おける位相の各対間の差が対応する位相シフトの増分を規定するようになっており、
　各位相シフトの増分は、位相シフト干渉計により与えられる系統的成分と振動により生
ぜしめられるランダム成分とを有し、このランダム成分により、位相シフトの増分が正負
符号を系統的成分に対する正負符号に対して変化させる確率を生ぜしめるようになってお
り、
　前記位相シフト干渉装置は、インターフェログラムの少なくとも２つの異なる組を生じ
るようにこれらインターフェログラムを記録するように構成されており、これらの異なる
組は、少なくとも一対のインターフェログラムを有する第１の組と少なくとも１つのイン
ターフェログラムを有する第２の組とを具え、第１の組におけるインターフェログラムの
対に対する位相シフトの増分における正負符号の変化の確率が、第２の組からの少なくと
も１つのインターフェログラムを有するインターフェログラムの如何なる対に対する正負
符号の変化の確率よりも小さくなるようにし、
　前記位相シフト干渉システムは更に、
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　前記位相シフト干渉装置に結合された電子プロセッサ
を具え、この電子プロセッサは、
（ｉ）少なくとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対
に基づいてキャビティに対する最初の位相マップを計算し、
（ii）最初の位相マップと、記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部と
に基づいて、位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算し、
（iii ）位相シフトの増分に対し計算された推定値と、記録されたインターフェログラム
のうちの少なくとも一部とに基づいて、改善された位相マップを計算する
ように構成された、
位相シフト干渉システム。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の位相シフト干渉システムにおいて、前記電子プロセッサによる位相
シフトの増分の推定値の前記計算が、前記キャビティの種々の位置に対する干渉信号を、
最初の位相マップに対応する理論的なキャビティに対する理論的な干渉信号の組にフィッ
ティングさせるとともに、位相シフトの増分に対する推定値によりパラメータ化する処理
を有するようにする位相シフト干渉システム。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の位相シフト干渉システムにおいて、前記電子検出器は、インターフ
ェログラムをフレームレートに応じて記録するように構成されており、前記位相シフト干
渉装置は、各インターフェログラムがフレームレートの逆数よりも短い積分時間で記録さ
れるとともに電子検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られた少なく
とも一対の順次のインターフェログラムを有するように、第１の組におけるインターフェ
ログラムを記録するように構成されている位相シフト干渉システム。
【請求項２８】
　請求項２５に記載の位相シフト干渉システムにおいて、順次の位相に対する各位相シフ
トの増分の系統的成分により、位相シフトの増分の大きさに対する絶対値と、この絶対値
を与えるための期間と、この絶対値をこの期間で割った値に等しい位相傾斜とを規定し、
前記位相シフト干渉装置は、第１の組におけるインターフェログラムに対応する位相シフ
トの増分の各々に対する位相傾斜を、第２の組におけるインターフェログラムを含む位相
シフトの増分に対応する何れの位相傾斜よりも大きくするインターフェログラムを記録す
るように構成されている位相シフト干渉システム。
【請求項２９】
　位相シフト干渉システムであって、この位相シフト干渉システムは、
　光源と、位相シフト干渉計と、電子検出器とを有する位相シフト干渉装置であって、検
査面から反射された検査光と前記位相シフト干渉計の基準面から反射された基準光との間
の位相のシーケンスにおける各位相に対するインターフェログラムを記録するように構成
された当該位相シフト干渉装置
を具えており、前記検査光及び基準光は前記光源に相当する共通光源から発生されるよう
になっており、
　各インターフェログラムは、反射された検査光と反射された基準光との干渉により生ぜ
しめられた強度パターンに相当し、これらインターフェログラムにより、検査面及び基準
面により規定されたキャビティの種々の横断方向位置の各々に対する干渉信号を規定し、
各干渉信号は位相のシーケンスに対応する一連の強度値を有し、この位相のシーケンスに
おける位相の各対間の差が対応する位相シフトの増分を規定するようになっており、
　前記電子検出器は、インターフェログラムをフレームレートに応じて記録するように構
成されており、前記位相シフト干渉装置は、各インターフェログラムがフレームレートの
逆数よりも短い積分時間で記録される少なくとも一対のインターフェログラムを有する第
１の組を含むようにインターフェログラムを記録するように構成されており、
　前記位相シフト干渉システムは更に、
　前記位相シフト干渉装置に結合された電子プロセッサ
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を具え、この電子プロセッサは、
（ｉ）少なくとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対
に基づいてキャビティに対する最初の位相マップを計算し、
（ii）最初の位相マップと、記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部と
に基づいて、位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算し、
（iii ）位相シフトの増分に対し計算された推定値と、記録されたインターフェログラム
のうちの少なくとも一部とに基づいて、改善された位相マップを計算する
ように構成された、
位相シフト干渉システム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の位相シフト干渉システムにおいて、位相シフト干渉装置は更に、第
１の組における記憶されたインターフェログラムが、電子検出器の隣接フレームにまたが
る位相シフトの増分中に得られた少なくとも一対の順次のフレームを含むようにするよう
に構成されている位相シフト干渉システム。
【請求項３１】
　位相シフト干渉方法であって、この位相シフト干渉方法は、
　検査面から反射された検査光と基準面から反射された基準光との間の位相のシーケンス
における各位相に対するインターフェログラムを記録するステップであって、これらの検
査光及び基準光は共通光源から発生させ、各インターフェログラムは、反射された検査光
と反射された基準光との干渉により生ぜしめられた強度パターンに対応させ、これらイン
ターフェログラムにより、検査面及び基準面により規定されたキャビティの種々の横断方
向位置の各々に対する干渉信号を規定し、各干渉信号は、位相のシーケンスに対応する一
連の強度値を有し、位相のこのシーケンスにおける各位相対の間の差により対応する位相
シフトの増分を規定するようにする当該ステップと、
　記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部に基づいてキャビティに対す
る最初の位相マップを計算するステップと、
　この最初の位相マップと記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部とに
基づいて位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算するステ
ップと、
　位相シフトの増分に対するこれらの計算した推定値と記録されたインターフェログラム
のうちの少なくとも一部とに基づいて改善した位相マップを計算するステップと
を具えており、
　各位相シフトの増分は、系統的成分と、振動により生ぜしめられるランダム成分とを有
するようにし、
　位相シフトの増分の推定値を計算する前記ステップが、位相シフトの増分のうちの少な
くとも一部に対する系統的成分に関する情報に基づいて、推定値に対する正負符号を決定
する処理を有するようにする、
位相シフト干渉方法。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、推定値に対する正負符号を決定する
前記処理は、系統的成分に関する前記情報を、位相シフトの増分の推定値の組に対し正及
び負の符号の各々と相関づける処理を有するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項３３】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、最初の位相マップを計算する前記ス
テップは、互いにほぼ直角位相関係にある記録されたインターフェログラムの対の１つ以
上を、１つ以上の記録された干渉信号に基づいて識別する処理を有するようにする位相シ
フト干渉方法。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の位相シフト干渉方法において、直角位相関係にある複数の対を識別
し、最初の位相マップを計算する前記ステップは更に、直角位相関係にある各対に対し予
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備的な位相マップを計算し、これらの予備的な位相マップの全てに対する正負符号を同じ
に設定し、予備的な位相マップを平均化して最初の位相マップを提供する処理を有するよ
うにする位相シフト干渉方法。
【請求項３５】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分の推定値を計算す
る前記ステップが、キャビティの種々の位置に対する干渉信号を、最初の位相マップに対
応する理論的なキャビティに対する一組の理論的な干渉信号にフィッティングさせるとと
もに、位相シフトの増分に対する推定値によりパラメータ化する処理を有している位相シ
フト干渉方法。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分に対するパラメー
タ化推定値が、種々の位置に共通の一組の位相シフトの増分を有するようにする位相シフ
ト干渉方法。
【請求項３７】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、インターフェログラムを記録するの
に用いる電子検出器によりフレームレートを規定し、インターフェログラムの少なくとも
１つの順次の対が、フレームレートの逆数よりも短い積分時間で記録されるとともに電子
検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られるようにする位相シフト干
渉方法。
【請求項３８】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、位相のシーケンスを、機械的な位相
シフト、波長同調、電気光学位相変調及び音響光学変調の何れか１つにより発生させる位
相シフト干渉方法。
【請求項３９】
　請求項３５に記載の位相シフト干渉方法において、前記フィッティングの処理は、位相
シフトの増分の推定値を決定するために、種々の横断方向位置ｘに対する干渉信号Ｉj を
式
【数３】

に応じてフィッティングする処理を有するようにし、ここで、
　Δj はｊによりインデックス化した位相のシーケンスを規定し、
　式
【数４】

は最初の位相マップ

に対する理論的な干渉信号に対応し、
　Ａ（ｘ）及びＢ（ｘ）は、記録された干渉信号に対するＡＣ及びＤＣ成分とし、
　Ｃj ＝ cos（Δj ）及びＳj ＝－ sin（Δj ）とし、
　位相シフトの増分Δ´はΔ´j ＝ Mod 2π（Δj －Δj-1 ）に応じて位相のシーケンス
から決定するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項４０】
　請求項３５に記載の位相シフト干渉方法において、前記フィッティングの処理は更に、
位相のシーケンス中での検査面のピストン運動、チップ運動及びチルト運動のうちの２つ
以上における変化を考慮するようにする位相シフト干渉方法。
【請求項４１】
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　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、この方法が更に、改善した位相マッ
プに関する情報を記憶又は出力するステップを具えている位相シフト干渉方法。
【請求項４２】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、記録されたインターフェログラムに
基づいて改善した位相マップを計算する前記ステップが、
　位相シフトの増分に対する計算した推定値と記録されたインターフェログラムのうちの
少なくとも一部とに基づいて、中間の位相マップを計算する処理と、
　この中間の位相マップと記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部とに
基づいて位相シフトの増分の各々に対する改善した推定値を計算する処理と、
　位相シフトの増分に対するこの改善した推定値と記録されたインターフェログラムのう
ちの少なくとも一部とに基づいて改善した位相マップを計算する処理と
を具えている位相シフト干渉方法。
【請求項４３】
　請求項３１に記載の位相シフト干渉方法において、位相シフトの増分に対する計算した
推定値に基づいて改善した位相マップを計算する前記ステップが、種々の横断方向位置の
各々における記録された干渉信号を、位相シフトの増分に対する計算した推定値の正弦関
数にフィッティングさせて各位置におけるキャビティ位相を決定する処理を有している位
相シフト干渉方法。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の位相シフト干渉方法において、前記正弦関数により、記録された干
渉信号の１つ以上の高調波を考慮してキャビティ中の複数の反射をモデリングするように
する位相シフト干渉方法。
【請求項４５】
　位相シフト干渉システムであって、この位相シフト干渉システムは、
　光源と、位相シフト干渉計と、電子検出器とを有する位相シフト干渉装置であって、検
査面から反射された検査光と前記位相シフト干渉計の基準面から反射された基準光との間
の位相のシーケンスにおける各位相に対するインターフェログラムを記録するように構成
された当該位相シフト干渉装置
を具えており、前記検査光及び基準光は前記光源に相当する共通光源から発生されるよう
になっており、
　各インターフェログラムは、反射された検査光と反射された基準光との干渉により生ぜ
しめられた強度パターンに相当し、これらインターフェログラムにより、検査面及び基準
面により規定されたキャビティの種々の横断方向位置の各々に対する干渉信号を規定し、
各干渉信号は位相のシーケンスに対応する一連の強度値を有し、この位相のシーケンスに
おける位相の各対間の差が対応する位相シフトの増分を規定するようになっており、
　各位相シフトの増分は、位相シフト干渉計により与えられる系統的成分と振動により生
ぜしめられるランダム成分とを有し、
　前記位相シフト干渉システムは更に、
　前記位相シフト干渉装置に結合された電子プロセッサ
を具えており、この電子プロセッサは、
（ｉ）記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部に基づいてキャビティに
対する最初の位相マップを計算し、
（ii）この最初の位相マップと、記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一
部とに基づいて、位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算
し、
（iii ）位相シフトの増分に対し計算された推定値と、記録されたインターフェログラム
のうちの少なくとも一部とに基づいて、改善された位相マップを計算する
ように構成され、
　前記電子プロセッサによる位相シフトの増分の推定値の前記計算が、位相シフトの増分
のうちの少なくとも一部に関する情報に基づいて推定値に対する正負符号を決定する処理
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を有するようにする、
位相シフト干渉システム。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の位相シフト干渉システムにおいて、電子プロセッサにより正負符号
を決定する前記処理は、系統的成分に関する前記情報を、位相シフトの増分の推定値の組
に対し正及び負の符号の各々と相関づける処理を有するようにする位相シフト干渉システ
ム。
【請求項４７】
　請求項４５に記載の位相シフト干渉システムにおいて、電子プロセッサにより最初の位
相マップを計算する処理は、互いにほぼ直角位相関係にある記録されたインターフェログ
ラムの１つ以上の対を、記録された干渉信号の１つ以上に基づいて識別する処理を有する
ようにした位相シフト干渉システム。
【請求項４８】
　請求項４７に記載の位相シフト干渉システムにおいて、直角位相関係にある複数の対を
識別し、最初の位相マップを計算する前記処理は更に、直角位相関係にある各対に対し予
備的な位相マップを計算し、これらの予備的な位相マップの全てに対する正負符号を同じ
に設定し、その後に予備的な位相マップを平均化して最初の位相マップを提供する処理を
有するようにする位相シフト干渉システム。
【請求項４９】
　請求項４６に記載の位相シフト干渉システムにおいて、前記電子プロセッサにより位相
シフトの増分の推定値を計算する前記処理は、キャビティの種々の位置に対する干渉信号
を、最初の位相マップに対応する理論的なキャビティに対する一組の理論的な干渉信号に
フィッティングさせるとともに、位相シフトの増分に対する推定値によりパラメータ化す
る処理を有している位相シフト干渉システム。
【請求項５０】
　請求項４９に記載の位相シフト干渉システムにおいて、位相シフトの増分に対するパラ
メータ化推定値が、種々の位置に共通の一組の位相シフトの増分を有するようにする位相
シフト干渉システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位相シフト干渉方法及びその関連システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　干渉方法による光学技術は、リソグラフィックフォトマスクで用いられているガラス基
板のような精密光学素子の表面トポグラフィーや、光学的厚さや、平坦さや、その他の幾
何学的特性及び屈折率特性を測定するのに広く用いられている。
【０００３】
　例えば、測定面の表面プロファイル（形状）を測定するために、干渉計を用い、測定面
から反射される測定波面と、基準面から反射される基準波面とを合成して光学干渉縞を形
成するようにすることができる。光学干渉縞の強度プロファイルの空間的変動は、基準面
に対する測定面のプロファイルの変動により生じる、合成された測定波面及び基準波面間
の位相差に相当する。この位相差及びこれに対応する測定面のプロファイルを正確に決定
するためには、位相シフト干渉（ＰＳＩ）方法を用いることができる。
【０００４】
　ＰＳＩの場合、基準波面及び測定波面間の複数の位相シフトの各々に対し光学干渉縞が
記録され、（例えば、建設的干渉から相殺的干渉へ移り且つ建設的干渉に戻る）光学干渉
の少なくとも１つの全サイクルに及ぶ一連の光学干渉縞を生じるようにする。光学干渉縞
はその各空間的位置に対する一連の強度値を規定するものであり、各一連の強度値は、当
該空間的位置に対する、合成された測定波面及び基準波面間の位相差に等しい位相オフセ
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ットを有する位相シフトへの正弦波状の依存性を有する。当該技術分野で既知の数値手法
を用いることにより、空間的位置に対する位相オフセットが強度値の正弦波状の依存性か
ら導き出されて、基準面に対する測定面のプロファイルが得られる。このような数値手法
は、一般に位相シフトアルゴリズムと称されている。
【０００５】
　ＰＳＩにおける位相シフトは、測定面から干渉計までの光路長を基準面から干渉計まで
の光路長に対して変えることにより生ぜしめることができる。例えば、基準面を測定面に
対して移動させることができる。このような機械的な位相シフトに加えて、電気光学変調
又は音響光学変調により位相シフトを生ぜしめることができる。更に、測定波面及び基準
波面の波長を変えることにより、一定でゼロでない光路長差に対し位相シフトを生ぜしめ
ることができる。この後者の応用は波長同調式ＰＳＩとして既知であり、例えば、米国特
許第 4,594,003号明細書（発明者：G. E. Sommargren）に開示されている。
【０００６】
　位相シフト干渉計の一例は、レーザのようなコヒーレント光源で光が当てられるフィゾ
ー干渉計である。例えば、選択アルゴリズムを有するＰＳＩを得るために、Ｚ軸に沿って
制御される位相シフトを生ぜしめうるようにしたフィゾー干渉計により、任意の形状の検
査面を撮像する。光学系はＺ軸に沿って整列させ、検査面は、各ピクセルがＸＹ平面にお
ける独自の位置に対応するようにカメラに撮像させる。又、レーザビームを基準面及び検
査面に指向させ、検査面及び基準面から反射された光ビーム間の干渉を位相シフトの関数
として抽出し、続いてＰＳＩアルゴリズムで解析し、検査面の位相マップを取り出し、こ
の位相マップを、レーザビームの既知の波長を用いて物理単位に変換する。通常のＰＳＩ
アルゴリズムは、一定の走査運動（すなわち、一定の速度）を前提としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第 4,594,003号
【特許文献２】米国特許第 6,359,692号
【特許文献３】米国特許第 6,924,898号
【特許文献４】米国特許出願公開第2008/0266571号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、走査運動が均一でない場合には、測定面のプロファイルに誤差が生じる。不運
にも、ＰＳＩにおける走査運動が均一でない場合がしばしば生じる。これは、走査機構の
運動が非直線的である為に、又は干渉計の各素子に互いに異なるように作用する振動によ
り生じるおそれがある。
【０００９】
　従って、本発明によれば、振動が存在する状態で用いる位相シフト干渉方法及びシステ
ムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、意図する（系統的な）位相シフトの増分からの実際の位相シフトの増分の
、振動による偏差を推定するために、位相シフト干渉（ＰＳＩ）データを用いるためのフ
ィッティング法は、このＰＳＩデータの少なくとも一部分を振動に対する感度を低くして
得るとともに、この一部分をこのフィッティング法で用いる最初の（初期の）位相マップ
の正負符号を規定するのに用いることにより、著しく改善しうることを確かめた。例えば
、１つ以上の高速な機械的位相シフトが後続する緩やかな機械的位相シフトの最初のシー
ケンスを用いてＰＳＩデータを収集しうる。大きな振動が存在すると、緩やかなシーケン
スに対する１つ以上の実際の位相シフトの増分は、その正負符号において、意図する対応
の位相シフトの増分とは反対になりうる。しかし、この正負符号の変化の確率は、極めて
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高い周波数の大きな振動を除いては、高速な位相シフトの増分に対しては殆どない。一方
、機械的で高速な位相シフトは位相シフトシーケンスの全体にとって望ましいものではな
い。その理由は、これらの高速な位相シフトは追加の振動及び雑音を生ぜしめる為である
。従って、高速な位相シフトからのデータは、位相マップに対する正しい正負符号を確立
するのに用いることができ、一方、より緩やかな位相シフトシーケンスは、正負符号が確
立された後の位相マップの精度を改善するのに用いることができる。このことは重要なこ
とである。その理由は、位相マップに対する正負符号が間違えることにより、他のフィッ
ティングが最適であっても、振動により実際の位相シフトの増分を、正負符号において、
意図する位相シフトの増分とは異ならせてしまう場合を生ぜしめるおそれがある為である
。従って、例えば、凹面トポグラフィーが凸面であるとして、又はその逆として間違って
計算されるおそれがある。
【００１１】
　更に、この問題に対処するために、大きな振動が存在する場合に、よりロバストな（維
持性のある）位相シフトの増分の正負符号を有するＰＳＩデータを収集する一方法は、カ
メラの隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に、順次のインターフェログラムであ
って、各インターフェログラムがカメラに対するフレームレートの逆数よりも短い積分時
間を有する当該インターフェログラムの１つ以上の対の各々を収集する方法である。この
ような手法は位相シフトシーケンスの幾らかに又は全てにも用いることができる。
【００１２】
　位相マップの正負符号を確認する（又は同様に実際の位相シフトの増分のシーケンスの
正負符号を確認する）ためにここに開示する他の技術は、振動の存在中の位相シフトの増
分の実際のシーケンスを推定し、その結果を位相シフトの増分の意図するシーケンスと比
較し、位相シフトの増分の推定シーケンスに対する正負符号を維持すべきか又は反転させ
るべきかを決定するのに、ＰＳＩデータのフィッティングを用いる技術である。例えば、
位相シフトの増分の意図するシーケンスと、この位相シフトの増分の意図するシーケンス
に対する正の符号及び負の符号の各々との間の相関関係を計算し、高い方の相関関係が正
しい正負符号を表すようにしうる。この場合、正しい正負符号を有する実際の位相シフト
の増分の推定シーケンスを用いて、正しい正負符号を有する改善した位相マップを決定し
うる。比較技術又は相関関係技術が機能する理由は、大きな振動により実際の位相シフト
の増分を、位相シフトのシーケンスの全体に亘り、意図する位相シフトとは極めて異なる
（これには正負符号が逆であることが含まれる）ようにするおそれがあるが、これらの振
動は、これらが意図する位相シフトを増大させる傾向があるのと同様に、意図する位相シ
フトを減少させる傾向があり、従って、実際の位相シフトの増分のシーケンスが意図する
位相シフトの増分のシーケンスと相関関係に維持される為である。この意味で、意図する
位相シフトの増分のシーケンスは実際の位相シフトの増分のシーケンスに“位相バイアス
”を与える。この相関関係技術を通常のようにして得られるＰＳＩデータに適用して、位
相マップの正しい正負符号を決定することができ、しかも、この相関関係技術は、ＰＳＩ
データが、振動により生ぜしめられた正負符号の変化に対しロバストとなるように明確に
確保された場合に、得られる正負符号を確認するのにも適用しうる。
【００１３】
　ここに開示する方法及びシステムの種々の態様及び特徴はより一般的に要約しうる。
【００１４】
　一般に、１つの態様では、
　（ｉ）検査面から反射された検査光と基準面から反射された基準光との間の位相のシー
ケンスにおける各位相に対しインターフェログラムを記録するステップであって、前記検
査光及び基準光は共通光源から発生されるようになっており、各インターフェログラムは
、反射された検査光と反射された基準光との干渉により生ぜしめられた強度パターンに対
応させ、これらインターフェログラムにより、検査面及び基準面により規定されたキャビ
ティの種々の横断方向位置の各々に対する干渉信号を規定し、各干渉信号は、位相のシー
ケンスに対応する一連の強度値を有し、位相のこのシーケンスにおける各位相対の間の差
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により対応する位相シフトの増分を規定するようにする当該ステップと、（ii）記録され
たインターフェログラムのうちの少なくとも一部に基づいて、キャビティに対する最初の
位相マップを計算するステップと、（iii ）この最初の位相マップと記録されたインター
フェログラムのうちの少なくとも一部とに基づいて位相シフトの増分のうちの少なくとも
一部の各々に対する推定値を計算するステップと、（iv）位相シフトの増分に対するこれ
らの計算した推定値と記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部とに基づ
いて改善した位相マップを計算するステップとを具えている位相シフト干渉（ＰＳＩ）方
法を開示する。例えば、改善した位相マップは、検査面に対する表面トポグラフィーを表
すようにしうる。
【００１５】
　本発明の一組の例では、ＰＳＩ方法を振動の存在下で用い、各位相シフトの増分が系統
的成分と振動により生ぜしめられるランダム成分とを有するようにする。ランダム成分は
、位相シフトの増分が正負符号を系統的成分の正負符号に対し変化させる確率を生ぜしめ
る。インターフェログラムは、インターフェログラムの少なくとも２つの異なる組を生じ
るように記録させ、インターフェログラムのこれらの異なる組は、インターフェログラム
の少なくとも１つの対を有する第１の組と、少なくとも１つのインターフェログラムを有
する第２の組とを具え、第１の組におけるインターフェログラムの対に対する位相シフト
の増分における正負符号の変化の確率が、第２の組からの少なくとも１つのインターフェ
ログラムを有するインターフェログラムの如何なる対に対する正負符号の変化の確率より
も小さくなるようにする。キャビティに対する最初の位相マップは、少なくともインター
フェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対に基づいて計算する。
【００１６】
　このような例には更に、以下の如何なる特徴事項をも含めることができる。
【００１７】
　位相シフトの増分を計算するのに用いる記録されたインターフェログラムには、第２の
組からの少なくとも１つのインターフェログラムを含めることができる。
【００１８】
　最初の位相マップを計算する前記ステップは、インターフェログラムの第１の組におけ
るインターフェログラムであって、第２の組における如何なるインターフェログラムでも
ないインターフェログラムのうちの少なくとも一部に基づいて、最初の位相マップに対す
る正負符号を決定する処理を有するようにする。例えば、最初の位相マップを計算する前
記ステップが、第１の組におけるインターフェログラムの種々の対の各々に対し予備的な
位相マップを計算するとともに、これらの予備的な位相マップを平均化する処理を有する
ようにしうる。予備的な位相マップを計算するのに用いるインターフェログラムの種々の
対に対する位相シフトの増分の系統的成分の大きさの絶対値は例えば、π／２ラジアン（
モジュロπ）にほぼ等しくしうる。更に、他の例では、最初の位相マップを計算する前記
ステップが更に、互いにほぼ直角位相関係にある記録されたインターフェログラムの対の
１つ以上を、１つ以上の記録された干渉信号に基づいて識別するとともに、最初の位相マ
ップの大きさに対する絶対値を、識別された直角位相関係にあるインターフェログラムの
対に基づいて決定する処理を有するようにしうる。最初の位相マップの大きさに対する絶
対値を得るのに用いる、直角位相関係にあるインターフェログラムは、第１の組から、又
は第２の組から、或いはこれらの組み合わせから得ることができる。
【００１９】
　第１の組における各インターフェログラムは、第２の組におけるインターフェログラム
に対する積分時間よりも短い積分時間で記録することができる。
【００２０】
　インターフェログラムを記録するのに用いる電子検出器によりフレームレートを規定し
、第１の組の各インターフェログラムはフレームレートの逆数よりも短い積分時間で記録
するようにしうる。更に、例えば、第１の組の記録されたインターフェログラムは、電子
検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られる少なくとも一対の順次の
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インターフェログラム有するようにしうる。
【００２１】
　順次の位相に対する各位相シフトの増分の系統的成分により、位相シフトの増分に対す
る大きさの絶対値と、この大きさの絶対値を与える期間と、この大きさの絶対値をこの期
間で割った値に等しい位相勾配とを規定し、インターフェログラムは、第１の組における
インターフェログラムに対応する位相シフトの増分に対する位相勾配を、第２の組におけ
るインターフェログラムを含む位相シフトに対応する何れの位相勾配よりも大きくするよ
うに記録させるようにすることができる。例えば、位相シフトの増分の系統的成分に対す
る大きさの絶対値はほぼ等しくしうる。ある分野では、第１の組におけるインターフェロ
グラムを位相のシーケンスの終端に記録するのが好ましい。
【００２２】
　位相シフトの増分の推定値を計算する前記ステップが、位相シフトの増分のうちの少な
くとも一部に対する系統的成分に関する情報に基づいて、推定値に対する正負符号を決定
する処理を有するようにしうる。例えば、推定値に対する正負符号を決定するこの処理は
、系統的成分に関する前記情報を、位相シフトの増分の推定値の組に対し正及び負の符号
の各々と相関づける処理を有するようにしうる。
【００２３】
　他の組の例では、インターフェログラムを記録するのに用いる電子検出器によりフレー
ムレートを規定し、記録されたインターフェログラムは、各インターフェログラムがフレ
ームレートの逆数よりも短い積分時間で記録されたこれらインターフェログラムの少なく
とも１つの対を有する第１の組を具えるようにし、キャビティに対する最初の位相マップ
は、少なくとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対に
基づいて計算するようにする。更に、例えば、第１の組における記録されたインターフェ
ログラムは、電子検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られる少なく
とも一対の順次のインターフェログラムを有するようにしうる。
【００２４】
　このような例には更に、如何なる以下の特徴事項をも含めることができる。
【００２５】
　最初の位相マップを計算する前記ステップは、最初の位相マップに対する少なくとも正
負符号を、少なくとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラム
の対に基づいて決定する処理を有するようにしうる。例えば、最初の位相マップを計算す
る前記ステップは、第１の組におけるインターフェログラムの種々の対の各々に対する予
備的な位相マップを計算し、これらの予備的な位相マップを平均化する処理を有するよう
にしうる。予備的な位相マップを計算するのに用いるインターフェログラムの種々の対に
対する位相シフトの増分の系統的成分の大きさの絶対値は、例えば、π／２ラジアン（モ
ジュロπ）にほぼ等しくしうる。更に、他の例では、最初の位相マップを計算する前記ス
テップが更に、互いにほぼ直角位相関係にある記録されたインターフェログラムの対の１
つ以上を、１つ以上の記録された干渉信号に基づいて識別するとともに、最初の位相マッ
プの大きさに対する絶対値を、識別された直角位相関係にあるインターフェログラムの対
に基づいて決定する処理を有するようにしうる。最初の位相マップの大きさに対する絶対
値を得るのに用いる、直角位相関係にあるインターフェログラムは、第１の組から、又は
（存在すれば）第２の組から、或いはこれらの組み合わせから得ることができる。
【００２６】
　位相シフトの増分の推定値を計算する前記ステップは、位相シフトの増分のうちの少な
くとも一部に対する系統的成分に関する情報に基づいて、推定値に対する正負符号を決定
する処理を有するようにしうる。推定値に対する正負符号を決定するこの処理は、例えば
、系統的成分に関する前記情報を、位相シフトの増分の推定値の組に対し正及び負の符号
の各々と相関づける処理を有するようにしうる。
【００２７】
　更に他の組の例では、各位相シフトの増分が、系統的成分と、振動により生ぜしめられ
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るランダム成分とを有するようにするとともに、位相シフトの増分の推定値を計算する前
記ステップは、位相シフトの増分のうちの少なくとも一部に対する系統的成分に関する情
報に基づいて、推定値に対する正負符号を決定する処理を有するようにしうる。推定値に
対する正負符号を決定するこの処理は、例えば、系統的成分に関する前記情報を、位相シ
フトの増分の推定値の組に対し正及び負の符号の各々と相関づける処理を有するようにし
うる。
【００２８】
　このような例には、以下の如何なる特徴事項をも含めることができる。
【００２９】
　最初の位相マップを計算する前記ステップは、互いにほぼ直角位相関係にある記録され
たインターフェログラムの対の１つ以上を、１つ以上の記録された干渉信号に基づいて識
別する処理を有するようにしうる。例えば、互いにほぼ直角位相関係にある複数の対を識
別しうるようにし、最初の位相マップを計算する前記ステップは更に、直角位相関係にあ
る各対に対し予備的な位相マップを計算し、これらの予備的な位相マップの全てに対する
正負符号を同じに設定し、その後予備的な位相マップを平均化して最初の位相マップを提
供する処理を有するようにしうる。
【００３０】
　上述した３つの組の何れの組における例にも、以下の特徴事項の何れをも含めることが
できる。
【００３１】
　位相シフトの増分の推定値を計算する前記ステップは、キャビティの種々の位置に対す
る干渉信号を、最初の位相マップに対応する理論的なキャビティに対する一組の理論的な
干渉信号にフィッティングさせるとともに、位相シフトの増分に対する推定値によりパラ
メータ化するステップを有することができる。位相シフトの増分に対するパラメータ化推
定値は、例えば、種々の位置に共通の一組の位相シフトの増分を有するようにする。更に
、例えば、位相シフトの増分の推定値を計算するのに、フィッティングの処理が最小二乗
最適化処理を有するようにする。更に、フィッティングの処理は、位相のシーケンス中の
検査面のピストン（piston）、チップ（tip ）及びチルト（tilt）運動の１つ以上（例え
ば、２つ以上）における変化を考慮するようにしうる。
【００３２】
　共通光源はレーザとすることができる。
【００３３】
　位相のシーケンスは、共通光源のコヒーレンス長よりも短い範囲に亘る位相シフトによ
り生ぜしめることができる。
【００３４】
　位相のシーケンスは、機械的な位相シフト、波長同調、電気光学位相変調及び音響光学
変調の何れか１つにより発生させることができる。例えば、検査光と基準光との間の光路
長差を変えることにより、位相のシーケンスを発生させることができる。或いはまた、共
通光源から検出器までの、検査光と基準光との間のゼロ以外の光路長差に対し、共通光源
に対する波長を変えることにより、位相のシーケンスを発生させることができる。
【００３５】
　本発明の方法には更に、検査面に対する表面トポグラフィーを改善した位相マップに基
づいて決定するステップを含めることができる。
【００３６】
　前記フィッティングの処理は、位相シフトの増分の推定値を決定するために、種々の横
断方向位置ｘに対する干渉信号Ｉj を式
【数１】
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に応じてフィッティングする処理を有するようにでき、ここで、Δj はｊによりインデッ
クス化した位相のシーケンスを規定し、式
【数２】

は最初の位相マップ

に対する理論的な干渉信号に対応し、Ａ（ｘ）及びＢ（ｘ）は、記録された干渉信号に対
するＡＣ及びＤＣ成分とし、Ｃj ＝ cos（Δj ）及びＳj ＝－ sin（Δj ）とし、位相シ
フトの増分Δ´はΔ´j ＝ Mod 2π（Δj －Δj-1 ）に応じて位相のシーケンスから決定
するようにする。
【００３７】
　記録された干渉信号に対するＡＣ及びＤＣ成分は例えば、式

【数３】

に応じて決定することができる。
【００３８】
　前記フィッティングの処理には更に、位相のシーケンス中での検査面のピストン運動、
チップ運動及びチルト運動における変化を考慮する後続のフィッティングの処理を含める
ことができる。この後続のフィッティングの処理では、最初のフィッティングの処理に対
する、記録した干渉信号Ｉj 及び決定した位相シフトの増分の推定値Δj を式

【数４】

にフィッティングさせる。ここで、δi 、αj 及びβj はそれぞれピストン、チップ及び
チルト運動に対する位相シフトの増分の係数に相当する。例えば、前記後続のフィッティ
ングの処理に対する式を線形化して式
【数５】

を得ることができる。
【００３９】
　計算された位相シフトの増分に基づいて改善した位相マップを計算するステップは、（
ｉ）位相シフトの増分に対する計算した推定値と記録されたインターフェログラムのうち
の少なくとも一部とに基づいて、中間の位相マップを計算する処理と、（ii）この中間の
位相マップと記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一部とに基づいて位相
シフトの増分の各々に対する改善した推定値を計算する処理と、（iii ）位相シフトの増
分に対するこの改善した推定値と記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一
部とに基づいて改善した位相マップを計算する処理とを具えるようにしうる。
【００４０】
　位相シフトの増分に対する計算した推定値に基づいて改善した位相マップを計算するス
テップには、種々の横断方向位置の各々における記録された干渉信号を、位相シフトの増
分に対する計算した推定値の正弦関数にフィッティングさせて各位置におけるキャビティ
位相を決定する処理を含めることができる。この正弦関数により例えば、記録された干渉
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信号の１つ以上の高調波を考慮してキャビティ中の複数の反射をモデリングするようにす
ることができる。
【００４１】
　本発明の方法は更に、改善した位相マップに関する情報を記憶するか又は出力するステ
ップを具えるようにしうる。
【００４２】
　他の態様では、一般に、位相シフト干渉（ＰＳＩ）装置と、電子プロセッサとを有する
位相シフト干渉（ＰＳＩ）システムを開示する。ＰＳＩ装置は光源と、位相シフト干渉計
と、電子検出器とを有する。ＰＳＩ装置は、検査面から反射された検査光と位相シフト干
渉計の基準面から反射された基準光との間の位相のシーケンスにおける各位相に対するイ
ンターフェログラムを記録するように構成し、前記検査光及び基準光は前記光源に相当す
る共通光源から発生されるようにする。各インターフェログラムは、反射された検査光と
反射された基準光との干渉により生ぜしめられた強度パターンに対応させ、これらインタ
ーフェログラムにより、検査面及び基準面により規定されたキャビティの種々の横断方向
位置の各々に対する干渉信号を規定し、各干渉信号は、位相のシーケンスに対応する一連
の強度値を有し、位相のこのシーケンスにおける各位相対の間の差により対応する位相シ
フトの増分を規定するようにする。前記電子プロセッサは前記位相シフト干渉装置に結合
させ、この電子プロセッサは、
（ｉ）インターフェログラムのうちの少なくとも一部に基づいてキャビティに対する最初
の位相マップを計算し、
（ii）この最初の位相マップと、記録されたインターフェログラムのうちの少なくとも一
部とに基づいて、位相シフトの増分のうちの少なくとも一部の各々に対する推定値を計算
し、
（iii ）位相シフトの増分に対し計算された推定値と、記録されたインターフェログラム
のうちの少なくとも一部とに基づいて、改善された位相マップを計算する
ように構成されている。
【００４３】
　システムに対する第１の組の例では、各位相シフトの増分は、系統的成分と、振動によ
り生ぜしめられるランダム成分とを有するようにする。このランダム成分は、位相シフト
の増分が正負符号を系統的成分に対する正負符号に対し変化させる確率を生じるものであ
る。この第１の組の例に対しては、位相シフト干渉装置は、インターフェログラムの少な
くとも２つの異なる組を生じるようにこれらインターフェログラムを記録するように構成
されており、これらの異なる組は、少なくとも一対のインターフェログラムを有する第１
の組と少なくとも１つのインターフェログラムを有する第２の組とを具え、第１の組にお
けるインターフェログラムの対に対する位相シフトの増分における正負符号の変化の確率
が、第２の組からの少なくとも１つのインターフェログラムを有するインターフェログラ
ムの如何なる対に対する正負符号の変化の確率よりも小さくなるようにする。更に、電子
プロセッサは、少なくとも第１の組のインターフェログラムにおけるインターフェログラ
ムの対に基づいて、キャビティに対する最初の位相マップを計算するように構成されてい
る。
【００４４】
　システムに対する第１の組の例には更に、最初に述べた対応する組の方法の例に対し上
述した如何なる特徴事項をも含めることができる。
【００４５】
　システムに対する第２の組の例では、インターフェログラムを記録するのに用いる電子
検出器がフレームレートを規定し、ＰＳＩ装置は、各インターフェログラムがフレームレ
ートの逆数よりも短い積分時間で記録されたこれらインターフェログラムの少なくとも１
つの対を有する第１の組をインターフェログラムが具えるように、これらインターフェロ
グラムを記録するように構成されており、キャビティに対する最初の位相マップは、少な
くとも、インターフェログラムの第１の組におけるインターフェログラムの対に基づいて
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計算するようにする。更に、ＰＳＩ装置は、例えば、第１の組における記録されたインタ
ーフェログラムが、電子検出器の隣接フレームにまたがる位相シフトの増分中に得られた
少なくとも一対の順次のインターフェログラムを有するように構成しうる。
【００４６】
　システムに対する第２の組の例には更に、二番目に述べた対応する組の方法の例に対し
上述した如何なる特徴事項をも含めることができる。
【００４７】
　システムに対する第３の組の例では、各位相シフトの増分が、位相シフト干渉計により
与えられる系統的成分と振動により生ぜしめられるランダム成分とを有し、電子プロセッ
サによる位相シフトの増分の推定値の計算が、位相シフトの増分のうちの少なくとも一部
に対する系統的成分に関する情報に基づいて推定値に対する正負符号を決定する処理を有
するようにする。電子プロセッサは例えば、系統的成分に関する情報を、位相シフトの増
分の推定値の組に対する正及び負の符号の各々と相関づけるように構成し、これにより推
定値に対する正負符号を決定するようにしうる。
【００４８】
　システムに対する第３の組の例には更に、三番目に述べた対応する組の方法の例に対し
上述した如何なる特徴事項をも含めることができる。
【００４９】
　ここで述べる“光”は、可視スペクトル領域における電磁放射に限定されず、むしろ一
般的には、紫外線、可視光、近赤外線及び赤外線の何れかのスペクトル領域を言及するも
のである。
【００５０】
　又、ここで述べる“積分時間”は、干渉強度パターンが位相の所定の１つに対し又は位
相のシーケンスにおける位相範囲に対し電子検出器により記録される期間である。
【００５１】
　又、ここで述べる電子検出器に対する“フレームレート”は、電子検出器の全ての素子
（エレメント）を読み出すための最短期間の逆数である。
【００５２】
　別段の規定がない限り、ここで用いるあらゆる技術的な及び科学的な用語は、本発明が
属する当業者により一般に理解されるのと同じ意味を有するものである。又、参考として
導入した文献の何れかと矛盾する場合には、本発明の開示が優先するものである。
【００５３】
　本発明の他の特徴事項、目的及び利点は以下の図面に関する詳細な説明から明らかとな
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１は、位相シフト干渉システムを示す線図である。
【図２】図２は、検査面のプロファイルをシミュレーションの一部として示すプロット線
図である。
【図３Ａ】図３Ａは、実際の位相シフトの増分を９０°とした、位相シフトされたインタ
ーフェログラムのシミュレート対から計算した図２の検査面に対する表面プロファイル（
左側）及び残差（右側）を示すプロット線図であり、この計算は、意図する位相シフトの
増分を９０°と仮定して行ったものである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、実際の位相シフトの増分を１３５°とした場合の図３Ａと同様なプ
ロット線図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、実際の位相シフトの増分を１０°とした場合の図３Ａと同様なプロ
ット線図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、実際の位相シフトの増分を－１０°とした場合の図３Ａと同様なプ
ロット線図である。
【図４】図４は、図２及び３におけるシミュレーションに対し、残差を－１８０°から＋
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１８０°までの実際の位相シフトの増分として示すプロット線図である。
【図５】図５は、振動により実際の位相シフトの増分の正負符号を意図する位相シフトの
増分の正負符号と異ならせる確率を低減させるＰＳＩデータ取得方式を示す線図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　本発明の可能な実施例としては、ここで説明するにはあまりにも多くのものがある。従
って、現在好ましい幾つかの可能な実施例を以下に説明する。しかし、これらの実施例は
本発明の例示的説明であって、本発明がここで説明する詳細な実施例に限定されるもので
はなく、従って、本発明は特許請求の範囲ではより広い意味を有する用語で記載されるも
のであることをいくら強調しても強調すぎることはないものである。
【００５６】
　[位相シフト干渉計]
　ここでの説明は、位相シフト干渉計に関するものである。図１は、基準信号を得るため
の位相シフト干渉システム５０の一例が、干渉計５１とプロセッサ５２（例えば、自動コ
ンピュータ制御システム）とを有することを示している。この位相シフト干渉システム（
測定システム）５０は、検査物体５３の表面の空間的な位置の位相シフト干渉データを得
るように動作しうる。
【００５７】
　システム５０は、光源５４と、第１の集束光学系（１つ以上のレンズ）５６と、ビーム
分割素子５７と、第２の集束光学系６０と、基準物体５８と、第３の集束光学系６１と、
検出器５９とを有する。光源５４は、スペクトル的に狭帯域でコヒーレンスの高い光（例
えば、レーザ）を放出する。第１の集束光学系５６は、光源５４からの光をビーム分割素
子５７に集束させ、このビーム分割素子５７は光を第２の集束光学系６０の方向に向け直
し、この第２の集束光学系６０は光を平行にするとともにこの平行光を基準物体５８に伝
達する。
【００５８】
　基準物体５８は、例えば、平行光を部分的に反射するとともに部分的に透過するガラス
片とすることができる。基準物体５８を透過した光は、検査物体５３に向けて伝達される
。検査物体５３から反射された光と、基準物体５８から反射された光とを、第２の集束光
学系６０が受光し、この第２の集束光学系６０は合成された反射光をビーム分割素子５７
に戻るように伝達する。このビーム分割素子５７は、合成された光を第３の集束光学系６
１に伝達し、この第３の集束光学系６１は合成された光を検出器５９に集束させる。基準
物体５８の部分反射性の表面は基準面を規定し、検査物体５３の反射表面は検査面を規定
する。干渉計の基準面及び検査面が光キャビティを規定する。
【００５９】
　検出器５９は、代表的に、一又はそれよりも多い次元（例えば、二次元）に配置した複
数の検出素子（例えば、ピクセル）を有する多次元検出器（例えば、電荷結合装置（ＣＣ
Ｄ）又は電荷注入装置（ＣＩＤ））とする。ここでは検出器を“カメラ”とも称する。光
学系６０及び６１は、検査物体５３から反射された光を検出器５９に集束させて、この検
出器５９の各検出素子が検査物体５３の対応する空間的位置（例えば、ポイント又は他の
小領域）から反射された光を受光するようにする。検査物体５３のそれぞれの空間的位置
から反射された光と、基準物体５８から反射された光とは、検出器５９で干渉し、干渉パ
ターン、すなわち“インターフェログラム”を形成する。各検出素子は、検査面及び基準
面上の特定の横断方向位置に対応する当該検出素子におけるインターフェログラムの強度
に関連する検出信号を生じる。
【００６０】
　システム５０は、検査物体５３の空間的位置に関連する干渉信号を測定するように構成
されている。このシステム５０は、代表的に、基準物体５８から反射された光と、検査物
体５３から反射された光との間に一連の位相シフトの増分を生ぜしめる。例えば、基準物
体５８は、コンピュータ５２により制御される走査機構（例えば、電気機械変換器６３（



(20) JP 2012-508884 A 2012.4.12

10

20

30

40

例えば、圧電変換器（ＰＺＴ））及びこれに関連するドライブエレクトロニクス６４）に
より走査次元軸（図１の例ではＺ軸）に沿って多数の走査位置を通るように移動しうる。
その結果、位相シフトの増分が生じる。その理由は、走査機構が、基準物体５８から反射
される光と検査物体５３から反射される光との間の光路差（ＯＰＤ）を変える為である。
ある実施例では、順次の走査位置間の走査位置増分を少なくとも約λ／１５（例えば、少
なくとも約λ／８又は少なくとも約λ／４）とする。ここでλは、各ピクセルで検出され
た光の平均波長である。
【００６１】
　検出器５９は、各位相シフトに対し且つ検査物体の複数の異なる空間的位置の各々に対
し強度値（例えば、所定の検出素子により検出された強度）を出力する。各空間的位置に
対する強度値は、走査次元に沿って取り出した場合、空間的位置に対応する干渉信号を規
定する。共通位置に対応する強度値は当該位相シフトに対するデータセット（すなわ、イ
ンターフェログラム）を規定する。ある実施例では、一連の位相シフトの増分に対するデ
ータセットをＰＳＩアルゴリズムで解析して、キャビティに対する位相マップを取り出す
ことができる。この位相マップは光源５４の既知の波長を用いて物理単位で表すことがで
きる。この位相マップは、基準面に対する検査面の表面トポロジーを表す。以下に記載す
る他の実施例では、検査面の位相マップを決定するか又は改善する、或いはその双方を行
うための追加の技術を開示する。
【００６２】
　図１は、位相シフト干渉計の一例にすぎない。図１の位相シフトシステム１００はフィ
ゾー干渉計を有しているが、他の実施例では、トワイマングリーン、マッハツェンダー、
マイケルソン、ファブリペロー、かすり入射又は不平衡ミラウ干渉計のような他の種類の
干渉計を採用しうる。又、干渉計は大口径干渉計、顕微鏡型干渉計又は光ファイバセンサ
干渉計とすることもできる。
【００６３】
　更に、他の技術を用いて位相シフトを実行することができる。図１の実施例ではＯＰＤ
を変えるのに機械的な移相器を用いているが、他の実施例では、例えば、電気光学位相変
調を用いることができる。更に、ＯＰＤを変えることなく、波長同調を用いることができ
る。例えば、図１の光源５４を可同調光源（例えば、可同調レーザダイオード）とするこ
とができ、光源の波長を走査することにより一連の位相シフトの増分を導入し、検査光路
と基準光路との間のゼロでないＯＰＤに対応する位相シフトが変化するようにする。本出
願人と同一の出願人の米国特許第 4,594,003号及び第 6,359,692号には、波長同調位相シ
フト干渉計の更なる詳細が開示されているが、これらの内容は、参考のために導入するも
のである。更に、本出願人と同一の出願人の米国特許第 6,924,898号には、位相シフト干
渉計（例えば、Fig.７参照）が開示されており、この場合、検査面に指向される光の伝搬
波ベクトルを変調させることにより位相シフトが導入されるが、その内容は参考のために
導入するものである。このような変調は、例えば、音響光学変調により達成しうる。
【００６４】
　[大きな振動の存在下でのＰＳＩデータ]
　位相シフトされたＭ個の単一フレームのインターフェログラムを有するＰＳＩデータの
取得を考慮する。振動は、Ｍ個のフレーム間の位相シフトにランダム成分が含まれ、従っ
て、特定の位相関係を予め仮定することができないということを意味する。しかし、フレ
ーム積分時間は存在する振動に対しては短くて、コントラスト損失を無視しうるものと仮
定する。Ｍは、少なくとも従来のＰＳＩデータの取得に比べて大きくし、広範囲の時間位
相のサンプリング（大きな時間位相のダイバーシティ）を取りうるようにする。振動がな
い場合でもＭは従来のＰＳＩに比べ大きいが、これはほんの一部の時間しか表しておらず
、従って、現在のカメラ技術に対して大きな負担となるものではない。二光束干渉を仮定
すると、キャビティ強度は、
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【数６】

となる。ここで、θ（ｘ）はキャビティ位相（又は“位相マップ”）であり、ｘは（検査
面及び基準面の各々における横断方向位置に相当する）フィールド位置を表す２成分ベク
トルを示し、φ（ｔ）は時間に依存する位相シフトであり、Ａ（ｘ）及びＢ（ｘ）はそれ
ぞれＤＣ及びＡＣ項である。ＡＣ及びＤＣ項は、

【数７】

により簡単に推定しうる。ここで、Ｍ個のインターフェログラムのフルセットを、最大値
（“max ”）及び最小値（“min ”）の計算に用い得る。これらの推定値は、多数のフレ
ームに対し最適であり、基本的にＭに対する最大値を駆動する。ＤＣ及びＡＣ項は、各フ
ィールド位置に対し正弦関数を式（１）にフィッティングさせることによっても推定しう
る。
【００６５】
　振動がない場合には、位相シフトシーケンスφ（ｔ）が分かっており、キャビティ位相
θ（ｘ）を各フィールド位置で決定して、例えば、基準面に対する検査面の表面トポグラ
フィーを生ぜしめることができる。しかし、振動が存在し、位相シフトシーケンスφ（ｔ
）が分かっていない場合でも、反復フィッティング技術を用いてキャビティ位相を推定す
ることができる。
【００６６】
　例えば、位相シフトの意図したシーケンスを用いてキャビティ位相に対する最初の推定
値を得ることができ、次に、最初のキャビティ位相に基づき且つ実際の位相シフトのシー
ケンスが全てのフィールド位置に対し同じであるという仮定の下で、ＰＳＩデータＩ（ｘ
，ｔ）を式（１）にフィッティングすることにより、相シフトの実際のシーケンスに対す
る推定値を計算しうる。（以下に、更に詳細に説明するように、この仮定は、チップ、チ
ルト及びピストン運動のような振動数の小さい振動を考慮するために緩めることができる
。）この場合、キャビティ位相に対する改善した推定は、必要に応じ更なる反復を行って
、各フィールド位置に対するＰＳＩデータ及び計算した位相シフトから決定することがで
きる。
【００６７】
　しかし、大きな振動が存在する場合、この反復アプローチにより、キャビティ位相の全
体に亘る正負符号に対する、すなわち位相シフトの全体に亘る正負符号に対する細心の注
意の欠如を回避することができる。このことは、式（１）の余弦項を解析することにより
理解しうることである。例えば、振動により、時間ｔ＝ｔ1 における第１のインターフェ
ログラムＩ（Ｘ，ｔ1 ）と時間ｔ＝ｔ2 における第２のインターフェログラムＩ（Ｘ，ｔ

2 ）との間の実際の位相シフト増分の正負符号を、意図する位相シフト増分の正負符号と
逆にする場合には、インターフェログラムの対に適用されるフィッティング技術が、間違
った正負符号を有するキャビティ位相をもたらすであろう。従って、例えば、検査面に対
する凹面トポロジーが凸面として、又はその逆として報告されてしまう。このことは特に
、他の最適なフィッティングに対しても当てはまることである。
【００６８】
　更に、意図する位相シフトからの実際の位相シフトの増分のある種のずれに対しては多
くのＰＳＩアルゴリズム及びフィッティングルーチンがロバストとなるが、本発明者は、
このようなロバスト性は、実際の位相シフトの増分の正負符号を変化させるのに充分大き
な振動に対しては完全に無くなることを認識した。（ここで用いた、位相シフト増分の“
正負符号”は、位相、モジュロ２πを－πから＋πまでのラジアンで表した場合の位相の
正負符号であるものと理解すべきである。）
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【００６９】
　このことを、図２、図３Ａ～３Ｄ及び図４に示すシミュレーションにより実証する。こ
の場合、インターフェログラムＩp （ｘ）及びＩk （ｘ）が、幾つかの実際の位相シフト
の増分の各々に対し且つ図２に示す検査面のプロファイルに対しシミュレートされており
（基準面は完全に平坦であると仮定している）、位相マップは、実際の位相シフトの増分
がπ／２（すなわち、９０°）の意図する位相シフトの増分に等しいことを仮定してこれ
らのインターフェログラムから計算してある。この場合、キャビティ位相は、
【数８】

により与えられている。
【００７０】
　図２に示すように、検査面は、６フリンジ（干渉縞）のＰＶずれを有する５００ピクセ
ルの正弦波形状のラインである。図３Ａは、実際の位相の増分が確実に９０°である場合
に、計算した表面プロファイル（左側）及び残差（右側）を示す。この場合、予想通りに
、位相マップはかなり良好である。残差は測定プロファイルと真のプロファイルとの間の
差である。残差が完全にゼロでない理由は、式（２）を用いて計算したＡＣ項及びＤＣ項
に誤差がある為である。
【００７１】
　位相の増分が９０°から外れると、残差は悪くなるが、表面の正負符号は維持され、一
般的形状は正しいものとなる。例えば、図３Ｂは、実際の位相の増分が現実に９０°では
なく、１３５°である場合の、計算した表面プロファイル（左側）及び残差（右側）を示
す。ずれが大きい場合でも、実際の位相の増分の正負符号が正に維持されれば（すなわち
、０及び１８０°間にあれば）、一般的形状が維持される。例えば、図３Ｃは、実際の位
相の増分が現実に９０°ではなく１０°である場合の計算した表面プロファイル（左側）
及び残差（右側）を示す。
【００７２】
　しかし、実際の位相シフトの増分が、正負符号を９０°の意図する位相シフトの増分の
正負符号に対し変える場合（すなわち、実際の位相シフトの増分が０°の（又は１８０°
の）境界を横切る場合）、位相マップに対する正負符号が反転し、これにより著しく悪い
残差を生ぜしめる。例えば、図３Ｄは、実際の位相の増分が現実に９０°ではなく－１０
°である場合の計算した表面プロファイル（左側）及び残差（右側）を示す。計算によれ
ば、表面プロファイルのピークを谷として報告し、表面プロファイルの谷をピークとして
報告する。
【００７３】
　図４に集約して示しているシミュレーションは、ｒｍｓの残差を１°の増分に対する－
１８０°～＋１８０°の実際の位相の増分の関数として示すプロットである。予想通り、
残差は反転の為に０°よりも低い値で極めて大きくなる。残差は＋９０°から遠く離れて
上昇するが、効果は反転効果に比べて小さい。（このシミュレーションが０°付近に比べ
て１８０°付近で急変していることを示している理由は、ＡＣ及びＤＣの不正確性により
導入される誤差が、位相の増分のこれらの値に対し異なるように作用する為である。）
【００７４】
　このシミュレーションは、実際の位相シフト増分と意図する位相シフト増分との間で大
きく変化する場合でも、実際の位相シフトの増分の正負符号が意図する位相シフトの増分
と同じであれば、計算した位相マップは一般に検査面の実際の形状に相当し、従って、こ
の位相マップは後続の反復フィッティング技術に対する有効な開始点として作用して残差
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位相マップは著しく悪くなり、これに後続する反復フィッティング技術を間違った解に駆
動するおそれがある。更に、インターフェログラムの対応する対から計算した幾つかの予
備的な位相マップを、誤差を低減させずに平均化することにより、最初の位相マップが決
定される場合には、１つ以上のインターフェログラム対が、正負符号を意図する位相シフ
トの増分に対して変化させる実際の位相シフトの増分に対応すると、この平均化により実
際に誤差を増大させるおそれがある。
【００７５】
　[ＰＳＩデータの処理]
　最初の位相マップの推定値

が得られているものと仮定する。この最初の位相マップがデータの取得中に一定であると
仮定すると、この位相マップに対する全てのフレームＩj 間の位相シフトΔj に対する推
定値を、Ａ（ｘ）及びＢ（ｘ）に対する測定値を用いて最小二乗法で計算しうる。その為
に、各フレームＩj を式

【数９】

にフィッティングさせる。ここで、Ｃj ＝cos （Δj ）及びＳj ＝－sin （Δj ）である
。マトリックス

【数１０】

【数１１】

を解くことと等価であることを銘記すべきである。加算はフィールド中の全てのピクセル
に亘るものであり、各フレームに対し１つの式がある。次に、
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【数１２】

を評価する（値を求める）ことにより、位相シフトを得る。
【００７６】
　次に、位相シフトの増分Δ´を、

【数１３】

を用いて位相シフトから決定しうる。
【００７７】
　位相マップがデータの取得中に一定であるとの仮定は、不必要に厳しいものである。す
なわち、対象とする表面はしばしば、データの取得中に剛体運動を受けるおそれがあるも
のである。幸いにも、式（４）は、純粋なピストン運動を超えた高次のキャビティ運動を
求めるように拡張しうる。殆どの状況下では、これらの高次の項は、極めて小さいが、あ
る場合には、小さな振幅のチップ／チルト運動又は次数の項或いはその双方を含むように
このフィッティングを拡張させるのに役立ちうる。これらの場合、ピストン運動項の推定
値を得るために式（７）が最初に用いられ、次に、この推定値に対する小さい高次の変化
量の値を求めるために式（４）を線形化形態に書き換える。例えば、小さいチップ及びチ
ルト変化を含めるために、式（４）を

【数１４】

として書き換え、式（７）でΔj を決定した後に、
【数１５】

により、各フレームｊに対する変化の値を求める。ここで、加算は全てのフィールド位置
【数１６】

に亘るものであり、

【数１７】

であり、δはΔからの位相シフトのずれであり、αj 及びβj はそれぞれｘ及びｙのチル
ト係数である。或いはまた、剛体運動が大きな振幅を有する場合には、式（４）は非線形
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【００７８】
　従って、隣接フレーム間の位相シフトの増分を、簡単な減算により見つけることができ
る。これらの位相は、同じ最初の位相マップの推定値

に対して計算される為、この位相マップの推定値が、決定された位相の増分から相殺され
、最初の位相マップの推定値が正しければ、主として最初の位相マップの推定値の質にか
かわらず、決定された位相の増分を正確にする。
【００７９】
　次に、決定された位相シフトの増分と、インターフェログラムの対応するシーケンスと
を用いることにより、最終の干渉位相マップΘ（ｘ）を計算して最初の位相マップの推定
値

を改善する。一実施例では、この最終の位相マップは、測定された何らかの空間的依存性
を考慮する測定された位相シフトを用いる最小二乗解析により位相シフト軸（時間軸）に
沿って得られる一次の干渉信号の位相を各ピクセルに対し個々に計算することにより見つ
けることができる。更に、信号を歪ませるおそれのあるキャビティの多重反射をも考慮す
るために、第一高調波及び第二高調波を同時に求めることができる。このことは、サンプ
リングが均一でない場合にこれらの２つの高調波を分離させるのに、直交性を計算しえな
い為に重要なことである。キャビティのフィネスが高い場合には、更に高い高調波を含め
るのが望ましい。従って、各インターフェログラムで各ピクセルｉをフィッティングする
式は、
【数１８】

となる。ここで、δはインターフェログラムに対し測定された位相シフトを表す。データ
マトリックス
【数１９】

及びベクトル
【数２０】

を規定することによっても、Ａに対する式の組ＤＡ＝Ｙを解くタスクを単純化させる。Ｙ
及びＡは各ピクセルに対し評価することを銘記すべきである。標準の最小二乗処理に続く
解は、Ａ＝[ＤT Ｄ]-1ＤT Ｙである。これは、各ピクセルに対し且つＡ´，…，Ｅ´に対
し
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【数２１】

を解くのと等価である。加算は全てのフレームに亘るものである。次に、各ピクセルに対
し別々に
【数２２】

を評価することにより、最終の位相マップを得る。この最終のフィッティングにより、Ｄ
Ｃ項Ａにおける不正確性と関連する全ての誤差を除去する。残存する唯一の誤差は、空間
的に第一高調波の奇数の次数（奇数次）である。ある実施例では、このような誤差を、本
出願人と同一の出願人の“Vibration Resistant Interferometry”と題する、米国特許出
願公開第2008/0266571号明細書（発明者：Leslie L. Deck）に開示されている技術を用い
た他の処理により除去することができる。ここでは、この米国特許出願公開明細書の内容
は参考のために導入するものである。
【００８０】
　更に他の実施例では、処理を継続するようにしうる。例えば、この段階で、計算した位
相の増分と最良の位相マップとを用いて、ＡＣ及びＤＣ項の精度を改善させることができ
る。このことは、最小二乗法において各ピクセルを式（１）にフィッティングさせること
により、すなわち、Ａ（ｘ）及びＢ（ｘ）に対して、

【数２３】

を解くことにより達成する。ここでは、加算をＭ個のフレーム全てに亘って行なうもので
あり、θ´j (ｘ)＝Θ(ｘ)＋Δj である。ＡＣ及びＤＣ項を再計算すると、式（７）を新
たなθ´j (ｘ)に対し更に適用し、最終的に、更に改善された位相マップに対し式（１５
）を繰り返し適用することにより、位相の増分を改善しうる。所望に応じ、この演算シー
ケンスを反復することができる。しかし、この反復処理は実質的に、ＶＣを一回適用した
場合と同じ結果をもたらすということを、シミュレーションにより確かめた。
【００８１】
　図２～４のシミュレーションにより示すように、実際の位相シフトの増分の正負符号を
、意図する位相シフトの増分の正負符号に対し変化させる振動は、計算した位相マッを反
転させるおそれがある。特に、このような反転された位相マップを式（４）～（７）の処
理で最初の位相マップとして用いた場合には、位相シフトの増分の、決定されたシーケン
スも、同様に間違った正負符号を有するおそれがある。このことは、偶数関数である式（
４）における余弦項の独立変数に双方の項が存在する為に明らかである。その結果、式（
４）～（７）の全処理シーケンスは、間違った正負符号を依然として有している“改善さ
れた”位相マップをもたらす。
【００８２】
　従って、ここに開示するある実施例は、上述したＰＳＩデータ処理に用いる最初の位相
マップの正負符号が正しくなるようにすることに向けるものである。特に、振動が実際の
位相シフトの増分の正負符号を、意図する位相シフトの増分の正負符号に対し変化させる
おそれを著しく低減させるように、ＰＳＩデータの少なくともサブセットを得るとともに
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、上述したＰＳＩデータ処理に用いる最初の位相マップに対する正しい正負符号を確立す
るのにＰＳＩデータのこのサブセットを用いる。ある実施例では、上述したことに代えて
、又は上述したことに加えて、実際の位相シフトの計算したシーケンスを、意図する位相
シフトのシーケンスと比較又は相関づけして、実際の位相シフトの増分のシーケンスに対
する正しい正負符号を決定するようにしうる。
【００８３】
　[ＰＳＩデータのロバスト取得]
　実際の位相シフトの増分への振動の影響を低減させる一方法は、位相シフトされたイン
ターフェログラムが取得されるレートを改善することにある。しかし不運にも、このよう
な高速な位相シフトには実際的な制限がある。これらの制限には、カメラのフレームレー
ト期間に対する下限と、各インターフェログラムの積分時間に対する下限と、所望の位相
シフトの増分（代表的に＋９０°又は－９０°）を与えるのに必要とする時間に対する下
限とが含まれる。更に、検査光と基準光との間のＯＰＤの高速な機械的走査のような高速
な位相シフトによれば、後に取得するＰＳＩデータを更に破損させる追加の振動を生ぜし
めるおそれがある。
【００８４】
　しかし、ここで認識されることは、最初の位相マップが正しい正負符号を有すれば、大
きな振動が存在する場合でも、ＰＳＩデータ処理技術がロバストとなるということである
。更に、最初の位相マップを、ＰＳＩデータの小さいサブセットのみに基づいて正しい正
負符号で決定しうる。従って、ある実施例では、実際の位相シフトの増分が意図する位相
シフトの増分と同じ正負符号を有するようにする必要がある程度にのみ、高速な位相シフ
トを、取得したインターフェログラムのサブセットのみに与えるようにする。最初の位相
マップ（又は位相マップ全体）の正負符号を決定するのに用いるのがこのサブセットであ
り、その後、よりゆるやかな位相シフトを用いて取得した追加のインターフェログラムを
（それのみで又はより高速に取得したインターフェログラムとともに）上述したようにそ
の後のＰＳＩデータ処理に用いることができる。
【００８５】
　ＰＳＩデータの少なくともサブセットを、実際の位相シフトの増分の正負符号を変える
振動に対してロバストとなるように取得するには多くの方法がある。例えば、９０°（す
なわち、π／２ラジアン）の意図する位相シフトの増分に相当する一対のインターフェロ
グラムを考慮する場合、意図する位相シフトを与えるための期間Ｔは、
【数２４】

を満足する必要がある。ここで、λは検査光及び基準光に対する波長であり、ｆは振動数
であり、Ａは振動の振幅である。この式によれば、実際の位相シフトは変化するが、正負
符号は維持される。従って、ある実施例では、最初の位相マップの正負符号を定めるのに
用いるＰＳＩデータのサブセットを、式（１７）を満足する一対の位相シフトされたイン
ターフェログラムから取得するようにする。この式を更に一般化して、振動数の分布及び
振動振幅の分布を考慮して、最初の位相マップの正負符号（すなわち、実際の位相シフト
の増分の決定されたシーケンスの正負符号）を決定するのに用いるＰＳＩデータの取得を
導き出すようにすることができる。
【００８６】
　ある実施例では、インターフェログラムの対に対する位相シフトを連続的に且つ直線的
に行なう。この場合、このようなインターフェログラムの各々がＴに等しい積分時間を有
するようにする。ある実施例では、各インターフェログラムの強度値をカメラから高速に
読み出すために、位相シフト時間Ｔが、カメラのフレームレートで隣接フレームにまたが
り、積分時間Ｔはフレームが切換る各側にあり、Ｔは代表的にカメラに対するフレームレ
ート周期の一部分（例えば、４分の１）のみとする。この場合、それぞれのインターフェ
ログラムに対する積分時間の中間点間での意図する位相シフトの増分はπ／２ラジアンで



(28) JP 2012-508884 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

ある。このような手法の詳細を以下に説明する。
【００８７】
　[QuadPairの生成]
　“QuadPair”又はＱＰは、持続時間の短いインターフェログラムの対であって、これら
のインターフェログラム間の位相シフトが既知である（通常９０°）当該インターフェロ
グラムの対である。ＱＰは、一定のＤＣ項と相俟って、他の手段によっては得られない場
合に、最初の位相マップを生ぜしめる方法を提供する。ＱＰを生成するのに好適な方法を
図５に示す。光源照明は、位相がシフトされている間にカメラのフレーム同期をまたぐよ
うにシャッタにより制御される。位相シフトは多くの方法（例えば、機械的運動法又は波
長同調法）で適用でき、シフトの実際の正負符号は重要ではないが分かっている。意図す
る位相シフト量は代表的に９０°である。図５はＱＰのみの取得を示しているが、ここで
述べる解析は、インターフェログラムの総数が３以上である限り、如何なる個数の付随の
単一インターフェログラムを有する１つ以上のＱＰに適用しうる。照明自体を例えば、レ
ーザダイオードを用いることにより変調できれば、シャッタは必ずしも必要としない。従
って、本発明の実施例には、変調式カメラシャッタ又は変調式光源或いはこれらの双方を
設けることができる。図５を参照するに、τは単一フレームに与えられる積分時間を表す
。フレーム０及び１は１つのＱＰを構成し、フレーム２及び３は他のＱＰを構成する。
【００８８】
　干渉位相は照明中に通常９０°シフトさせる。このことは、種々の方法で達成させるこ
とができる。必要とする実際の速度は標準のＰＺＴに基づく移相器の性能範囲内にある為
、機械的な位相シフトが１つの選択肢である。振動は、例えば、代表的な卓上環境で遭遇
するおそれがあり、且つＫHz範囲に及ぶおそれがある為、ＱＰは１ms又はそれ以下で取得
する必要がある。HeNeの波長（６３３nm）に対しては、代表的な干渉計での８０nmの物理
的なずれで９０°の位相シフトが生じ、従って、機械的な速度は１msの取得に対して８０
ミクロン／秒とする必要がある。約１mm／秒の速度は最も激しいあらゆる振動に対して適
している。機械的な位相シフトにはキャビティの長さに依存しないという利点があるが、
特に激しい運動の場合に基準（又は検査）面を歪ませたり変形させたりするおそれのある
キャビティ運動を生ぜしめるという欠点がある。従って、よりゆるやかな位相シフトを用
いて取得したインターフェログラムに加えて、ＱＰがこのような高速な機械的な位相シフ
トにより取得した場合、シーケンスをゆるやかな位相シフトを用いて開始するとともに、
より高速な位相シフトを用いて結論付け、高速な位相シフトにより生ぜしめられた振動が
、よりゆるやかな位相シフト中に取得されたインターフェログラムの完全性に悪影響を及
ぼさないようにする必要がある。
【００８９】
　他の位相シフト法は波長同調法である。外部のキャビティレーザダイオードは、高速で
広帯域波長の同調キャビティを有する光源であり、不等光路干渉計における移相器として
用いることができる。例えば、New Focus 社のStableWave（登録商標）は、同調レートを
１００ＴHz／秒とすることができる。Ｄの光路長（一方向）を有するキャビティの場合、

の光同調レートに対する干渉周波数ｆは、
【数２５】

となる。１００ＴHz／秒の同調レートでは、１０mmのキャビティが受ける干渉周波数は、
６．６７ＫHzであり、この干渉周波数はキャビティの長さに対し直線的に変化する。従っ
て、このようなレーザは、環境振動が実際のあらゆるキャビティ長に対し位相に影響を及
ぼすおそれのある位相シフトレートをはるかに超えるキャビティ位相シフトレートを生じ
るのに充分な以上に高速である。波長同調法には、キャビティに物理的に妨害を及ぼすこ
となく位相シフトを達成しうる利点があるが、ＱＰ位相シフトの増分を正確に設定するた
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めのキャビティ長を知る必要がある。
【００９０】
　他の位相シフト法は、電気光学位相変調器（ＥＯＭ）を有するものである。偏光により
検査波面と基準波面とを分離することにより、その一方又は他方を、ＥＯＭを用いて独立
的に変調させるようにしうる。変調周波数は、振動運動をフリーズするのに必要な位相レ
ートを極めて高速に且つ容易に満足させることができる。ＥＯＭを用いた位相変調には、
キャビティに物理的に妨害を及ぼすことなく位相シフトを達成しうる利点がある。
【００９１】
　QuadPairを形成する２つのインターフェログラムは時間的に隣接させる必要がなく、こ
れはQuadPair生成機構に依存させるのが便利である。この方法は９０°からのＱＰ位相の
増分のずれに対しロバストであるが、ＱＰ位相の増分の正負符号を知ることが重要である
。さもないと、得られる表面の位相マップが反転されてしまう。
【００９２】
　[最初の位相マップに対するQuadPairの解析及びその後の解析]
　合計でＭ＝Ｎ＋２ＮＱ個のフレームに対し、ＮＱ個のＱＰと位相シフトされたＮ個の単
一フレームのインターフェログラムとの合計を取得する場合を考慮する。振動は、Ｎ個の
フレームとＮＱ個のＱＰとの間の位相シフトをランダムにし、従って、特定の如何なる位
相関係をも予め仮定することができないということを意味する。しかし、フレーム積分時
間は存在する振動に比べて短くして、コントラスト損失を無視しうるようにする必要があ
る。Ｍは、少なくとも通常のＰＳＩの取得に比べて大きくして、時間位相の広範囲のサン
プリング（大きな時間位相のダイバーシティ）を確実に達成しうるようにするのが好まし
い。この場合も、２ビーム干渉を仮定した場合、キャビティ強度は式（１）で表され、Ａ
Ｃ及びＤＣ項は、式（２）において最大値及び最小値の計算でＭ個のインターフェログラ
ムのフルセットを用いて求めることができる。これらの推定は多数のフレームに対して最
良なものであり、主としてＭに対する最大値を取り出す。ＮＱ個のＱＰの各々に対しては
、キャビティ位相マップθ（ｘ）の推定値を、
【数２６】

により形成しうる。ここで、Ｉk （ｘ）及びＩp （ｘ）はＱＰで用いられる２つのインタ
ーフェログラムであり、φはこれらの間の位相シフトである（公称の位相シフトは、ＱＰ
－代表的に９０°、であると仮定する）。次に、これらの個々の位相マップを互いに平均
化して、次式の平均化された位相マップの推定値に到達するようにする。
【数２７】

【００９３】
　この場合、この平均化された位相マップの推定値は、式（４）～（１６）につき上述し
たＰＳＩデータ処理解析における最初の位相マップの推定値として用いることができる。
【００９４】
　[位相バイアスの解析]
　振動が実際の位相シフトの増分を意図する位相シフトの増分と異ならせる場合に生じる
問題に対処する他の方法は、位相バイアスの概念を用いる方法である。このような実施例
では、少なくとも、正負符号の変化に対してよりロバストとするためのＰＳＩデータのサ
ブセットを取得する必要がない。
【００９５】
　例えば、上述したように（式（１）に示すように）、位相シフトされた単一フレームの
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Ｍ個のインターフェログラムを取得する場合を考慮する。最初に、式（２）に示すように
ＤＣ項Ａ（ｘ）及びＡＣ項Ｂ（ｘ）をＭ個のインターフェログラムから決定する。次に、
各対のインターフェログラムが互いに直角位相関係にあるある少なくとも１つ以上の対の
インターフェログラムを選択する。
【００９６】
　このことは、インターフェログラムの強度をＡＣ及びＤＣレンジに対して検査すること
により達成させることができる。例えば、ある実施例では、一方法により、各ピクセルに
対し別々に、当該ピクセルがＤＣに最も近くなるインターフェログラムを見つける必要が
ある。このインターフェログラムは、直角位相関係にある対の２つのインターフェログラ
ムのうちの一方のインターフェログラムを構成しており、他方のインターフェログラムは
、ピクセルの強度がＤＣ＋ＡＣ又はＤＣ－ＡＣに最も近いインターフェログラムを見つけ
ることにより選択する。この処理は、複数のピクセルの各々に関して実行し、これにより
多数の、直角位相関係にあるインターフェログラムの対を生ぜしめようにすることができ
るが、これらの対の幾つかは冗長なものとなるおそれがある。対の集合を減少させて冗長
性をなくすための多数の方法があり、良好に機能する１つの方法は、各インターフェログ
ラムが確実に一回のみ用いられるようにすることである。この制限をかけることにより、
最終候補の最大数はＭ／２を超えないようにしうる。更に、ＤＣ（第１の対のインターフ
ェログラムに対し）及びＤＣ±ＡＣ（第２の対のインターフェログラムに対し）に対する
ピクセル強度のずれに関する制限を用いて、候補が確実に直角位相関係に近づくようにし
うる。候補の個数を（値≧１に）減少させることにより、アルゴリズムの処理速度を著し
く改善しうるとともに、アルゴリズムの計測性能に悪影響を及ぼさない。その理由は、第
１の位相マップの質を極めて高くする必要がない為である。
【００９７】
　選択したＮＱ個のインターフェログラム対の各々に対し、位相マップの推定値θ（ｘ）
を、
【数２８】

に応じて計算しうる。ここで、Ｉk （ｘ）及びＩp （ｘ）は直角位相関係にある対で用い
られる２つのインターフェログラムであり、φはこれらの２つのインターフェログラム間
の位相シフト（９０°と仮定される）である。この時点では、各位相マップの正負符号は
不確実であり、従って、１つの直角位相関係の対を任意に選択し、他の全ての直角位相関
係の対の位相マップの正負符号を、最初の対に対する相互関係を最大にするように設定す
る。次に、これらの個々の位相マップを互いに平均化して、次式の平均化された位相マッ
プの推定値に到達するようにする。
【数２９】

次に、この平均位相マップの推定値を式（４）～（７）に応じて実際の位相シフトの増分
を計算するための最初の位相マップの推定値として用いる。
【００９８】
　次に、位相シフトの、計算されたシーケンスに対する正負符号が正しいかどうかを（す
なわち、直角位相関係にある対から選択された正負符号が正しいかどうかを）決定する。
特に、実際の位相シフトの、計算されたシーケンスを、意図する位相シフトのシーケンス
と比較する。正負符号が正しい場合には、２つのシーケンスを互いに相関づける必要があ
る。その理由は、大きな振動が、位相シフトのシーケンスに亘って、実際の位相シフトの
増分を、意図する位相シフトと著しく異ならせる（正負符号を逆にすることを含む）が、
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これらの振動は、これらが意図する位相シフトを増大する傾向があるのと同じ回数だけ、
意図する位相シフトを減少させる傾向がある為である。従って、位相シフトの増分の意図
するシーケンスと、実際の位相シフトの増分の計算したシーケンスに対する正及び負の符
号の各々との間の相関関係は、位相シフトの増分の計算した組に対する正しい正負符号を
表す高い相関性で計算される。このことは、次式で表すことができる。
【数３０】

ここで、Δ´ｊ
±は、正負符号の２つの可能な値に対する、測定した位相シフトの増分の

分布であり、意図する位相シフトのシーケンスはΨj で与えられ、ここで、各シーケンス
における位相は、－πから＋πまでの（すなわち、－１８０°から＋１８０°までの）モ
ジュロ２πで表される。この場合、最も正のCorrを生じた位相シフトの増分の分布を正し
いものとして採用する。
【００９９】
　次に、改善した位相マップを決定する解析を、位相シフトの計算したシーケンスに対す
る正しい正負符号に基づいて上述したようにして（例えば、式（１１）～（１５）から）
開始する。
【０１００】
　他の実施例では、この位相バイアス技術を、QuadPair技術又はその他の技術と組み合わ
せて、振動により生ぜしめられる正負符号の変化に対しロバストなＰＳＩデータの少なく
ともサブセットを有して、正負符号が正しいことを冗長検査するようにしうる。
【０１０１】
　更に、ある実施例では、式（２２）で用いた種々の直角位相関係の対に対する正負符号
を、任意に選択することなく、式（１９）又は式（２０）で説明したような１つ以上のQu
adPairから決定した最初の位相マップの正負符号により設定することを除いて、最初の位
相マップを式（２１）及び（２２）で説明したようにして決定しうる。
【０１０２】
　[測定モード]
　上述した解析を僅かに変えることにより、他の有効な多数の測定モードを可能にする。
例えば、多くの測定の平均化を定期的に実行して雑音レベルを低くするとともに、機器の
精度及び再現性を改善させる。上述した解析によれば、連続平均化モードが可能である。
その理由は、位相シフト中に取得される各々の新たな単一インターフェログラムを、位相
マップを計算するのに用いたインターフェログラムの組に加えることができる為である。
この組が大きければ大きいほど、最終のマップにおける位相誤差が小さくなる。データの
正負符号を評価するためには、ＱＰの取得又は相関解析を一度だけ行う必要があるだけで
ある。
【０１０３】
　キャビティ位相を環境外乱中に実時間で連続的にモニタリングするのに有効なモードは
、連続相と称される。位相マップの測定が一旦上述したようにして行われると、式（１９
）を用いることによりキャビティ位相の他の独立測定を行うのに、その後の各ＱＰで充分
となる。従って、ＱＰを連続的に取得することにより、キャビティ位相の変化を実時間で
モニタリングしうるようになる。
【０１０４】
　干渉計のキャビティを実時間で整列させるのに有効な第３のモードは、連続的な位相モ
ードを取り出すことであり、これは連続整列と称される。その着想は、次数又は非点収差
のような特定の光学的パラメータを整列処理中に連続的にモニタリングすることにある。
これらのパラメータが最小にされると、キャビティが最適に整列される。
【０１０５】
　[ソフトウェア]
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　上述した解析過程は、標準のプログラミング技術を用いるコンピュータプログラムで実
行しうる。このようなプログラムは、プログラマブルコンピュータで、又は特別に設計し
た集積回路で実行されるように設計されており、各集積回路は、プロセッサと、データ記
憶システム（メモリ及び記憶素子の双方又は何れか一方を含む）と、少なくとも１つの入
力装置と、ディスプレイ又はプリンタのような少なくとも１つの出力装置とを有している
。プログラムコードは、ここで述べた機能を実行するとともに、１つ以上の出力装置に供
給される出力情報（例えば、位相マップ、表面のプロファイル等）を発生させるための入
力データ（例えば、検出器からの映像）に与えられている。このようなコンピュータプロ
グラムの各々は、高レベル手順の又はオブジェクト指向のプログラミング言語で、或いは
アセンブリ言語又はマシン語で実行しうる。更に、言語はコンパイラ型又はインタープリ
タ型言語とすることができる。このような各コンピュータプログラムは、コンピュータに
より読み出した際にコンピュータ内のプロセッサがここで述べた解析及び制御機能を実行
するようにしうるコンピュータ可読記憶媒体（例えば、ＣＤＲＯＭ又は磁気ディスケット
）に記憶させることができる。
【０１０６】
　他の観点、特徴及び利点も本発明の範囲内である。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】
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【図４】

【図５】
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