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(57)【要約】
【課題】光学的に未処理の表面特徴の特性を測定する干
渉計及び方法を提供する。
【解決手段】試験対象物の異なる表面箇所に対応する複
数の干渉分光信号から導出可能な情報と、試験対象物の
複数のモデルに対応する情報とを比較することであって
、複数のモデルは、試験対象物の１つまたは複数の十分
に分解できない横方向の特徴に関連する一連の特性によ
ってパラメータ化されている、比較すること、比較に基
づいて十分に分解できない表面特徴についての情報を出
力することを含む干渉分光解析法を開示する。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
試験対象物上の格子構造の１つまたは複数の空間特性を決定する方法であって、前記格子
構造が４００ｎｍ未満の幅を有するライン素子を備えるため前記ライン素子が干渉顕微鏡
によって完全に分解できない、方法において、
　前記干渉顕微鏡によって測定された前記試験対象物の異なる箇所における干渉信号から
少なくとも幾らかの格子ラインの集まりに対する見かけの高さを決定すること、
　前記格子構造の特性への異なる可能な値に対する前記干渉顕微鏡の期待応答を提供する
ことであって、前記期待応答は前記格子構造の十分に分解できないライン素子からの影響
を含む、期待応答を提供すること、
　前記見かけの高さを、前記異なる可能な値に対する前記期待応答と比較して格子構造の
空間特性についての情報を決定すること、
　前記格子構造の前記空間特性についての前記決定された情報を出力することを備える方
法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法において、前記見かけの高さは前記試験対象物の基準部分を参照し
て決定される、方法。
【請求項３】
請求項１に記載の方法において、前記干渉顕微鏡は、前記見かけの高さを決定する際に個
々の格子ラインの長さに直交して偏光する光で前記格子構造を照明する、方法。
【請求項４】
請求項１に記載の方法において、前記格子構造の前記空間特性についての前記決定された
情報は、前記格子構造に対する変調深さに対応する、方法。
【請求項５】
請求項１に記載の方法において、前記格子構造は、前記試験対象物の前記ライン間の部分
をエッチングすることで少なくとも部分的に形成される一連の周期的に離間されたライン
である、方法。
【請求項６】
請求項１に記載の方法において、前記干渉信号は、試験対象物から発生する試験光を結像
して検出器上で基準光と干渉させ、前記試験光の干渉部分と前記基準光の干渉部分との間
における共通の光源から検出器までの光路長差を変えることとによって生成される走査干
渉分光信号であり、前記試験光および前記基準光が共通の光源から引き出され、前記各走
査干渉分光信号は、光路長差を変えたときに前記検出器によって測定される干渉強度に対
応する、方法。
【請求項７】
請求項６に記載の方法において、前記光路長差は、前記干渉顕微鏡のコヒーレンス長より
も長い範囲に亘って変えられる、方法。
【請求項８】
方法であって、
　試験対象物の異なる箇所において干渉分光システムによって生成される複数の干渉分光
信号から試験表面の１つまたは複数の見かけの特性を決定すること、
　前記干渉分光信号から決定される前記見かけの特性と、前記試験表面の１つまたは複数
の横方向に十分に分解できない特徴への異なる可能な値に対する前記干渉分光システムの
期待応答と比較すること、
　前記比較に基づいて前記試験表面の前記１つまたは複数の横方向に十分に分解できない
特徴についての情報を出力することを備える方法。
【請求項９】
請求項８に記載の方法において、前記干渉分光システムは走査型干渉分光システムである
、方法。
【請求項１０】
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請求項８に記載の方法において、前記試験表面の前記見かけの特性は干渉位相、干渉コン
トラスト、および、表面反射率のいずれかにおける変化に基づいて前記干渉分光信号から
決定される、方法。
【請求項１１】
請求項８に記載の方法において、前記期待応答は、表面高さと表面組成の１つまたは複数
における変化について計算される、方法。
【請求項１２】
請求項８に記載の方法において、前記試験表面は変調深さ、周期性、及び、幅のある素子
を有するパターン化された構造を有し、
　前記期待応答は前記変調深さ、前記周期性、および、素子幅の１つまたは複数における
変化について計算される、方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の方法において、前記期待応答は前記変調深さにおける変化について計
算される、方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の方法において、実際の変調深さと、前記期待応答に対して計算された
見かけの変調との対応は、実際の変調深さの第１の範囲に亘る正の相関関係と実際の変調
深さの第２の範囲に亘る負の相関関係とを含む、方法。
【請求項１５】
請求項８に記載の方法において、前記１つまたは複数の横方向に十分に分解できない特徴
についての情報は、１つまたは複数の半導体処理段階をモニタリングするために使用され
る、方法。
【請求項１６】
請求項１５に記載の方法において、前記半導体処理段階は、アイソレーション・パターニ
ングおよびエッチング、ポリシリコン・ゲート電極パターニングおよびエッチング、ソー
ス／ドレイン・エッチングおよび堆積、並びに、メタライゼーション・パターニング、エ
ッチング、および、研磨処理のいずれかを含む、方法。
【請求項１７】
試験対象物上の格子構造の１つまたは複数の空間特性を決定する装置であって、前記格子
構造が４００ｎｍ未満の幅を有するライン素子を備えるため前記ライン素子が干渉顕微鏡
によって完全に分解できない、装置において、
　コンピュータ内のプロセッサに、
　　１）前記干渉顕微鏡によって測定された前記試験対象物の異なる箇所における干渉信
号から少なくとも幾らかの格子ラインの集まりに対する見かけの高さを決定させ、
　　２）前記格子構造の特性への異なる可能な値に対する前記干渉顕微鏡の期待応答を提
供させ、ここで、前記期待応答は前記格子構造の十分に分解できないライン素子からの影
響を含み、
　　３）前記見かけの高さを、前記異なる可能な値に対する前記期待応答と比較させて格
子構造の空間特性についての情報を決定させ、
　　４）前記格子構造の前記空間特性についての前記決定された情報を出力させるプログ
ラムを有するコンピュータ読取可能な媒体を備える装置。
【請求項１８】
試験対象物上の格子構造の１つまたは複数の空間特性を決定する装置であって、前記格子
構造が４００ｎｍ未満の幅を有するライン素子を備えるため前記ライン素子が干渉顕微鏡
によって完全に分解できない、装置において、
　干渉顕微鏡と、
　前記干渉顕微鏡に接続される電子プロセッサであって、
　　１）前記干渉顕微鏡によって測定された前記試験対象物の異なる箇所における干渉信
号から少なくとも幾らかの格子ラインの集まりに対する見かけの高さを決定し、
　　２）前記格子構造の特性への異なる可能な値に対する前記干渉顕微鏡の期待応答を提
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供し、ここで、前記期待応答は前記格子構造の十分に分解できないライン素子からの影響
を含み、
　　３）前記見かけの高さを、前記異なる可能な値に対する前記期待応答と比較して格子
構造の空間特性についての情報を決定し、
　　４）前記格子構造の前記空間特性についての前記決定された情報を出力するようにプ
ログラミングされた電子プロセッサとを備える装置。
【請求項１９】
装置であって、
　コンピュータ内のプロセッサに、
　　１）干渉分光システムによって生成される干渉分光信号から試験表面の１つまたは複
数の見かけの特性を決定させ、
　　２）前記干渉分光信号から決定される前記見かけの特性と、前記試験表面の１つまた
は複数の十分に分解できない特徴への異なる可能な値に対する前記干渉分光システムの期
待応答とを比較させ、
　　３）前記比較に基づいて前記試験表面の前記１つまたは複数の十分に分解できない特
徴についての情報を出力させるプログラムを有するコンピュータ読取可能な媒体を備える
、装置。
【請求項２０】
装置であって、
　試験対象物の異なる表面箇所に対応する複数の干渉分光信号を生成するように構成され
た干渉分光システムと、
　前記干渉分光システムに接続され、前記干渉分光信号を受信する電子プロセッサであっ
て、
　　１）前記干渉分光信号から試験表面の１つまたは複数の見かけの特性を決定し、
　　２）前記干渉分光信号から決定される前記見かけの特性と、前記試験表面の１つまた
は複数の十分に分解できない特徴への異なる可能な値に対する前記干渉分光システムの期
待応答とを比較し、
　　３）前記比較に基づいて前記試験表面の前記１つまたは複数の十分に分解できない特
徴についての情報を出力するようにプログラミングされた電子プロセッサとを備える装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、複雑な表面構造を有する対象物の表面トポグラフィおよび／または他の特
性を、走査干渉分光法を用いて測定することに関する。複雑な表面構造としては、たとえ
ば薄膜、材料が異なる別個の構造、または干渉顕微鏡の光学分解能では十分に分解できな
い別個の構造が挙げられる。このような測定は、フラット・パネル・ディスプレイ・コン
ポーネント、半導体ウェハ計測学、および、その現場での薄膜および異材料分析の特徴付
けに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　干渉分光技術は、対象物の表面プロファイルを測定するために広く用いられている。測
定を行なうために、干渉計では、対象とする表面から反射される測定波面と、基準表面か
ら反射される基準波面とを組み合わせて、インターフェログラムを生成する。インターフ
ェログラムにおけるフリンジは、対象とする表面と基準表面との間の空間的な変化を示す
。
【０００３】
　典型的には、走査型干渉計は、干渉計の基準脚と測定脚との間の光路長差（ＯＰＤ）を
、干渉波面のコヒーレンス長に匹敵するか、または、それよりも長い範囲に亘って走査し
て、インターフェログラムを測定するために用いられる各カメラ画素に対して走査干渉分
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光信号を生成する。白色光源を用いるなどすれば、制限されたコヒーレンス長を生成する
ことができる。これは、走査型白色光干渉分光法（ＳＷＬＩ）と言われる。典型的な走査
型白色光干渉分光法（ＳＷＬＩ）の信号は、少数のフリンジがゼロ光路差（ＯＰＤ）位置
付近に局所化したものである。信号の特徴は典型的には、正弦波の搬送波変調（「フリン
ジ」）に釣鐘形のフリンジ・コントラスト包絡線が伴ったものである。ＳＷＬＩ計測学の
基礎となる従来の考え方は、局所化したフリンジを用いて、表面プロファイルを測定する
ことである。
【０００４】
　ＳＷＬＩ処理技術には、２つの原理的な傾向がある。第１のアプローチは、包絡線のピ
ークまたは中心の位置を見つけることである。その際、この位置は２本ビーム干渉計のゼ
ロ光路差（ＯＰＤ）に対応すると仮定している。２本ビーム干渉計の一方のビームは、対
象物表面から反射する。第２のアプローチは、信号を周波数ドメインに変換して、波長に
対する位相変化レートを計算することである。その際、基本的に線形である勾配は、対象
物位置に正比例していると仮定している。たとえば、米国特許第１，３９８，１１３号明
細書（ピータ・デ・グルート（Ｐｅｔｅｒ　ｄｅ　Ｇｒｏｏｔ））を参照されたい。この
後者のアプローチは、周波数ドメイン解析（ＦＤＡ）と言われる。
【０００５】
　残念ながら、このような仮定は、薄膜が設けられた試験対象物に適用した場合には機能
しなくなることが考えられる。その理由は、反射が、最上面だけでなくその下の膜／基板
界面でも起こるからである。最近、米国特許第６，５４５，７６３号明細書（Ｓ．Ｗ．キ
ムおよびＧ．Ｈ．キム）に、このような構造に対処するための方法が開示された。この方
法では、薄膜構造に対するＳＷＬＩ信号の周波数ドメイン位相プロファイルを、種々の膜
厚および表面高さに対して推定された周波数ドメイン位相プロファイルに、適合させる。
正確な膜厚および表面高さが、最適化を同時に行なうことによって決定された。
【０００６】
　パターン化された半導体ウェハ等の複雑な表面構造は、数ミリメートルから数十ナノメ
ートルのサイズといった様々なサイズの異なる材料の特徴よりなる。
　現在、表面トポグラフィの定量測定を行なうことは、特に半導体業界を含む様々な業界
においてかなり関心が持たれている。典型的なチップ特徴のサイズが小さいために、これ
らの測定を行なうために使用される機器は通常、チップ表面に平行および垂直の両方にお
いて高い空間分解能を有していなければならない。エンジニアおよび科学者は、表面トポ
グラフィ測定システムを用いて、プロセス制御を行ない、また製造の過程で生じる欠陥、
特にエッチング、研磨、クリーニング、およびパターニングなどのプロセスの結果として
生じる欠陥を検出する。
【０００７】
　半導体業界では、パターンやトポグラフィ情報を取得するためにトップダウン限界寸法
（ＣＤ）走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）および原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）等の非光計測ツー
ルが普及している。これらの技法は、共に必要な水平方向の解像度を有するが、非常に遅
いためウェハの広い領域に亘ってデータを収集することに相当量の時間を必要とするとい
った欠点がある。これは特にＡＦＭで見られる。トップダウンＣＤ　ＳＥＭは、プログラ
ミング可能なため一組のウェハの特定の領域からデータを自動的に収集することができる
が、この特徴を有したとしても完全なウェハ・データを収集するに必要な時間は非常に長
い。
【０００８】
　共焦点、干渉、または、勾配センサ等の従来の光学表面プロファイラは、上述の問題の
幾つかを克服するが、表面特徴が、正確に分解されるには非常に小さい、非常に密な間隔
にある、あるいは、その両方であり、不正確な表面高さの変化を結果として生ずる場合に
は一般的に使用不可能である。
【０００９】
　従来の干渉顕微鏡は、基準表面と測定表面との間の光路差に干渉位相を直接関連付ける
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ことで表面プロファイルを測定している。該顕微鏡は、横方向の解像度が光源の照明の約
一つの波長に典型的には制限されている。
【００１０】
　表面プロファイルを測定するプローブ型顕微鏡、レーザー・レーダ、および、垂直走査
型干渉計としても公知の走査型白色光干渉顕微鏡は、白色光（より一般的には広帯域）照
明の制限されたコヒーレンスを利用して個々の表面特徴、粗い表面構造、および、狭いラ
インの表面プロファイリングを補助する。該顕微鏡は、横方向の解像度が光源の照明の約
一つの波長に典型的には制限されている。幾つかのこれらシステムは、膜の厚さを測定す
るよう配置されていてもよい。
【００１１】
　スキャタロメータは、散乱光または回折光の分布を、公称上の構造からの散乱光または
回折光の予め算出されたライブラリにマッチングさせることで表面特性を決定する。スキ
ャタロメータは、干渉計とは異なり、基準に対する表面プロファイルを直接測定しない。
スキャタロメータは、限定された２Ｄ構造の組を用いてのみ一般的に動作する。
【００１２】
　共焦点顕微鏡は、限定された焦点深度を用いて垂直方向に対象物を区分化して、表面プ
ロファイル等を決定する。
　ノマルスキー顕微鏡および他の差動技法は、互いと比較させることで表面高さにおける
差を測定する。
【００１３】
　エリプソメータは、高入射角の偏光光およびフレネル反射係数を用いて対象物の薄膜お
よび異なる材料構造を測定する。一般的に、関心特徴は光源の波長と比べて大きく、エリ
プソメータは表面プロファイル情報を提供しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　発明者は、走査干渉分光信号の中に大量の情報が存在することを見出した。この情報は
、従来の処理においてはほとんど無視されているものである。複雑な表面構造の場合、た
とえば薄膜や十分に分解できない表面特徴（即ち、干渉顕微鏡の空間分解能よりも小さい
横方向の表面特徴）の場合だと、従来の処理技術では性能が低下する恐れがある。従来の
技術は、フリンジ・コントラスト包絡線におけるピーク箇所を特定すること、または周波
数ドメイン位相プロファイルに対する勾配を計算することに基づいている。しかし、本明
細書で開示する新規な処理技術によれば、表面高さ情報および／またはその複雑な表面構
造についての情報を、抽出することができる。
【００１５】
　たとえば、表面高さ情報が、フリンジ・コントラスト包絡線におけるピークに直接関係
していると仮定しない場合、本発明のいくつかの実施形態においては、表面高さが変化す
ることによって、基準走査位置に対する走査干渉分光信号が変化し、そうでない場合には
、走査干渉分光信号の形状は保たれる。特に、複雑な表面構造を特徴付ける際には、走査
干渉分光信号の形状が有用である。その理由は、信号の形状は、表面高さには無関係だか
らである。同様に、周波数ドメインでは、表面高さが変化することにより周波数ドメイン
位相プロファイルに線形項が導入されることを、いくつかの実施形態において仮定してい
る。これは、たとえ周波数ドメイン・プロファイルそれ自体が線形ではない場合にも、仮
定される。しかし表面高さが変化しても、周波数ドメイン振幅プロファイルは変わらない
。したがって、複雑な表面構造を特徴付ける際には、周波数ドメイン振幅プロファイルが
特に有用である。
【００１６】
　複雑な表面構造が特徴付けられれば、表面高さを効率的に決定することができる。たと
えば、走査干渉分光信号と、複雑な表面構造に対応する形状を有するモデル信号との間の
相互相関によって、表面高さに対応する走査座標においてピークを生成することができる
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。同様に、周波数ドメインにおいては、複雑な表面構造に起因する位相の影響を、周波数
ドメイン位相プロファイルから差し引くことができる。また表面高さを、従来のＦＤＡ解
析を用いて抽出することができる。
【００１７】
　複雑な表面構造の例としては、以下のものが挙げられる。単純な薄膜（この場合、たと
えば、対象とする可変パラメータは、膜厚、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よい）；多層の薄膜；回折するか、その他の場合には複雑
な干渉効果を生成する鋭いエッジおよび表面特徴；未処理の表面荒さ；未処理の表面特徴
、たとえばその他の点では滑らかな表面上のサブ波長幅溝；異なる材料（たとえば、表面
に薄膜および固体金属の組み合わせが含まれていてもよい。この場合、ライブラリは、両
方の表面構造タイプを含み、薄膜または固体金属を、対応する周波数ドメイン・スペクト
ルに対するマッチングによって自動的に特定してもよい）；光学活性たとえば蛍光性を生
じる表面構造；表面の分光学特性、たとえば色彩および波長依存性の反射率；表面の偏光
依存性の特性；干渉信号の乱れを招く表面または変形可能な表面特徴の歪み、振動、また
は運動。
【００１８】
　いくつかの実施形態においては、走査干渉分光信号を生成するために使用される光の制
限されたコヒーレンス長は、白色光源、より一般的には広帯域の光源に基づいている。他
の実施形態においては、光源は単色であってもよく、制限されたコヒーレンス長は、高い
開口数（ＮＡ）を用いて試験対象物に光を送り、および／または試験対象物から光を受け
取ることによって生成することができる。ＮＡが高いことによって、光線は、ある角度範
囲に亘って試験表面に接触し、ＯＰＤを走査したときに記録信号内に種々の空間周波数成
分が生成される。さらなる実施形態においては、制限されたコヒーレンスを両方の効果の
組み合わせから生成することができる。
【００１９】
　制限されたコヒーレンス長の原因も、走査干渉分光信号内に情報が存在することに対す
る物理的な基礎である。すなわち、走査干渉分光信号は、複雑な表面構造についての情報
を含む。その理由は、この信号は、光線が、多くの異なる波長および／または多くの異な
る角度で試験表面に接触することによって生成されるからである。
【００２０】
　本明細書で説明する処理技術では、試験対象物の第１の表面箇所に対する走査干渉分光
信号から導出可能な情報（走査干渉分光信号それ自体を含む）を、試験対象物の複数のモ
デルに対応する情報と比較する。複数のモデルは、試験対象物に対する一連の特性によっ
てパラメータ化される。たとえば、試験対象物を、薄膜としてモデリングすることができ
、一連の特性を、薄膜の厚みに対する一連の値とすることができる。比較されている情報
は、たとえば、周波数ドメイン位相プロファイルについての情報を含んでもよく、さらに
は、走査干渉分光データの形状についての情報および／または周波数ドメイン振幅プロフ
ァイルについての情報を含んでもよい。さらに、比較を、第１の表面箇所における表面高
さではなく、複雑な表面構造に絞るために、複数のモデルはすべて、試験対象物の第１の
表面箇所における固定された表面高さに対応することができる。比較それ自体は、実際の
走査干渉分光信号からの情報と各モデルからの情報との間の類似性を示すメリット関数の
計算に基づくことができる。たとえば、メリット関数は、走査干渉分光データから導出可
能な情報と一連の特性によってパラメータ化された関数との間の適合性を示し得る。
【００２１】
　さらに、いくつかの実施形態においては、一連の特性は、第１の箇所とは異なる第２の
箇所における試験対象物の特性に対応する。このような試験対象物としては、たとえば、
第１の表面箇所に対する界面信号に影響する回折性の表面構造が挙げられる。そのため、
複雑な表面構造を、走査干渉分光信号に対応する第１の表面箇所における表面高さ以外の
何々である、と言う場合が多いが、複雑な表面構造は、走査干渉分光信号に対応する第１
の表面箇所から離間して配置された表面高さ特徴に対応していてもよい。
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【００２２】
　更なる実施形態では、走査干渉分光信号から導出可能な情報は、第１の箇所における相
対的な表面高さに対する推定値である。この情報は、実際の表面高さプロファイルの異な
る値について干渉分光システムが（複数の表面箇所における十分に分解できない特徴の影
響を考慮して）測定した場合の第１の表面箇所における見かけの高さを計算するモデルと
比較される。実際の測定と最も類似する見かけの高さを生成したモデルで使用された実際
の表面高さを選択する等して、比較に基づいて表面高さの測定の精度を高める。
【００２３】
　より一般的には、情報は、複数の表面箇所（該箇所に存在する表面特徴の少なくとも幾
らかが十分に分解できないとして）における走査干渉分光信号から導出さられ、該情報は
、関心のある十分に分解できない特徴をパラメータ化する異なる値の関数として情報がど
のように見えるかを計算するモデルと比較される。たとえば、導出可能な情報は、従来の
走査干渉分光アルゴリズムを用いて決定された、観察表面プロファイルに対応してもよい
。関心のある十分に分解できない特徴は、この表面プロファイルでは不明瞭であるが観察
された表面プロファイルに影響し、十分に分解できない特徴についての情報は様々なモデ
ルと比較されることで観察された表面プロファイルから抽出され得る。
【００２４】
　たとえば、十分に分解できない格子構造の個々のラインは、複数の表面箇所における干
渉分光信号の従来の処理から観察された表面プロファイルでは明確にならない。それにも
関わらず、発明者は、格子構造の実際の変調深さが、従来の処理された走査干渉分光信号
から得られた表面プロファイルで明確な格子構造の集まりの表面高さと相関され得ること
を見出した。
【００２５】
　格子構造の集まりの観察された表面高さは、試験表面の「見かけの」特性の例である。
つまり、試験表面が十分に分解できない特徴を含むために試験表面が測定機器にどのよう
にして見えるかに関わる特性の例である。このような見かけの特性は、試験表面の十分に
分解できない特徴を特徴付ける異なる値によってパラメータ化される機器の期待応答の各
種モデルと比較される。比較は、異なる値の内のどの値が観察された応答に最も類似する
期待応答を得るかを示し、走査干渉分光信号から得られた見かけの特性に基づく試験対象
物の十分に分解できない特徴についての情報を提供する。
【００２６】
　本願に記載する測定技術や後の解析アプローチは、幾つかの半導体処理段階に適用可能
である。光学的近接効果補正及び／または位相シフト・マスクの使用により、パターン化
された対象物の寸法は光リソグラフィ・ツールにより使用される波長より小さくてもよく
なる。たとえば、１９３ｎｍのリソグラフィ・ツールは、今日の高容量製造施設において
日常的に６５ｎｍの対象物をパターニングし、エッチング・バイアス段階やハード・マス
ク構造の使用により下限が４５ｎｍ以下に拡大される。サブ波長特徴を印刷する能力に伴
って、これら特徴や関連するエッチングおよび堆積段階をモニタリングする必要性が生じ
る。本開示の実施形態により、ネスト・パターン化された構造を測定することが可能にな
り、ネスト化とは周期性が構造の横方向の寸法に匹敵する公知の形状の繰り返し表面構造
として定義される。特に、ネスト化構造は、アイソレーション・パターングおよびエッチ
ング、ポリシリコン・ゲート電極パターニングおよびエッチング、ソース／ドレイン・エ
ッチングおよび堆積、並びに複数のフロント・エンド・メタライゼーション・パターニン
グ、エッチングおよび研磨処理の処理段階をモニタリングするために使用され得る。更な
る用途としては、ある膜／基板上の抵抗を測定することが挙げられる。露光および焦点曲
線は、本発明の装置および方法を用いて測定可能なライン幅や深さの変化によって特徴付
けられる。
【００２７】
　半導体チップのこのようなイン・プロセス計測測定の一例として、ウェハ上の誘電体層
を化学的機械的研磨（ＣＭＰ）する間に、走査干渉分光測定を、非接触の表面トポグラフ
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ィ測定用半導体ウェハに対して用いることが挙げられる。ＣＭＰは、誘電体層に対して滑
らかな表面を形成するために使用される。滑らかな表面は、精密な光リソグラフィにとっ
て好適である。干渉分光トポグラフィ法の結果に基づいて、ＣＭＰに対するプロセス条件
（たとえば、パッド圧力、研磨用スラリ組成など）を調整して、表面不均一性を許容限界
内に保つことができる。
【００２８】
　次に、本発明の種々の態様および特徴を要約する。
　一般的に、一態様では、（ｉ）試験対象物の異なる表面箇所に対応する複数の走査干渉
分光信号から導出可能な情報と前験対象物の複数のモデルに対応する情報とを比較するこ
と、ここで、複数のモデルは、試験対象物の１つまたは複数の十分に分解できない横方向
の特徴に関連する一連の特性によってパラメータ化されており、（ｉｉ）比較に基づいて
十分に分解できない表面特徴についての情報を出力することを備える方法が開示される。
【００２９】
　本方法の実施形態は、以下の特徴のうちのどれを含んでいてもよい。
　試験対象物の１つまたは複数の十分に分解できない横方向の特徴は、試験対象物上の十
分に分解できないパターン化された横方向の構造に対するピッチ、変調深さ、および、素
子幅の１つまたは複数に対応してもよい。たとえば、一連の特性は、変調深さに対する異
なる値を含んでもよい。更に、複数のモデルは、複数の干渉分光信号から導出可能な情報
に対する可能な結果を、変調深さに対する異なる値の対応する一つの値にマッピングする
相関関係によって表され、比較することは、変調深さに対する異なる値の内のどの値が複
数の干渉分光信号から導出可能な情報に最良に対応するかを判断することを含んでもよい
。
【００３０】
　変調深さはバイアス・オフセット値に対して表されてもよい。
　少なくとも幾らかの干渉分光信号は、偏光がパターン化された素子の横方向の構造に対
して方向付けられる試験対象物の照明から得られてもよい。たとえば、偏光は、パターン
化された横方向の構造を形成する個々の素子の長さに対して直交するよう位置合わせされ
る直線偏光でもよい（本明細書ではｘ偏光と称される）。
【００３１】
　試験対象物の１つまたは複数の十分に分解できない横方向の特徴は、験対象物のステッ
プの高さおよび位置の１つまたは複数に対応してもよい。たとえば、一連の特性は、ステ
ップ高さの高さまたは位置に対する異なる値を含んでもよい。
【００３２】
　複数の干渉分光信号から導出可能な情報は、複数の干渉分光信号から導出される試験対
象物に対する高さプロファイルから抽出される１つまたは複数の値を含んでもよく、十分
に分解できない表面特徴は抽出された高さプロファイルでは不明瞭である、あるいは、現
れない。たとえば、試験対象物は、個々の素子が抽出された高さプロファイルでは不明瞭
な、あるいは、現れないパターン化された横方向の構造を含んでもよい。
【００３３】
　複数の干渉分光信号から導出可能な情報は、高さプロファイルから抽出されるパターン
化された横方向の構造における十分に分解できない素子の集まりに対する高さの値でもよ
い。十分に分解できない表面特徴についての情報は、パターン化された横方向の構造に対
する変調深さおよび素子幅の１つまたは複数に対応してもよい。
【００３４】
　干渉分光信号に対する異なる表面箇所は、抽出された高さプロファイルに対する基準高
さ値を提供する試験対象物の基準部分を含んでもよい。たとえば、試験対象物は、エッチ
ングされてパターン化された構造が形成されてもよく、試験対象物の基準部分はエッチン
グされないことが既知である試験対象物の一部でもよい。
【００３５】
　高さプロファイルが決定される少なくとも幾らかの干渉分光信号は、偏光がパターン化
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された素子の横方向の構造に対して方向付けられる試験対象物の照明から得られてもよい
。たとえば、偏光は、パターン化された横方向の構造を形成する個々の素子の長さに対し
て直交するよう位置合わせされる直線偏光（ｘ偏光）でもよい。
【００３６】
　高さプロファイルは、干渉分光信号の周波数ドメイン解析から得られてもよい。代替的
には、高さプロファイルは各干渉分光信号におけるコヒーレンス・ピークの相対的な位置
から得られてもよい。高さプロファイルは、他の方法を用いて得られてもよい。
【００３７】
　試験対象物の十分に分解できない横方向の特徴は、４００ｎｍ未満、２００ｎｍ未満、
更に１００ｎｍ未満の特徴のサイズを含んでもよい。
　モデルは、厳密結合波解析（ＲＣＷＡ）を用いて計算的に生成されてもよい。
【００３８】
　モデルは、特性が既知である試験対象物から実験的に生成されてもよい。
　十分に分解できない表面特徴についての情報は、ユーザに出力されてもよい。
　十分に分解できない表面特徴についての情報は、半導体製造のために自動処理制御シス
テムに出力されてもよい。
【００３９】
　干渉分光信号は走査干渉分光信号でもよい。たとえば、試験対象物から発生する試験光
を結像して検出器上で基準光と干渉させ、試験光の干渉部分と基準光の干渉部分との間に
おける共通の光源から検出器までの光路長差を変えることとによって走査干渉分光信号が
生成され、試験光および基準光が共通の光源から引き出され、走査干渉分光信号は、光路
長差を変えたときに前記検出器によって測定される干渉強度に対応する。本方法は、走査
干渉分光信号を生成することをさらに含む。
【００４０】
　このような走査干渉分光信号は、低コヒーレンス走査干渉分光信号でもよい。たとえば
、試験光および基準光は、試験光および基準光に対する中心周波数の５％よりも大きいス
ペクトルの帯域幅を有してもよく、光路長差は該帯域幅に対応するスペクトルのコヒーレ
ンス長よりも長い範囲に亘って変化して、走査干渉分光信号が生成される。低コヒーレン
スは、試験光を試験対象物上に送って検出器上に結像するための光学部品を用いて、試験
光に対する開口数を０．８よりも大きな値に規定することで得られてもよい。コヒーレン
ス長を減少するためには、共通の光源は空間的に拡張された光源でもよい。
【００４１】
　別の関連する態様では、コンピュータ内のプロセッサに、試験対象物の異なる表面箇所
に対応する複数の干渉分光信号から導出可能な情報と試験対象物の複数のモデルに対応す
る情報とを比較させ、ここで、複数のモデルは、試験対象物の１つまたは複数の十分に分
解できない横方向の特徴に関連する一連の特性によってパラメータ化されており、比較に
基づいて十分に分解できない表面特徴についての情報を出力させるプログラムを有するコ
ンピュータ読取可能な媒体を備える装置が開示される。
【００４２】
　別の関連する態様では、（ｉ）試験対象物の異なる表面箇所に対応する複数の干渉分光
信号を生成するように構成された干渉分光システムと、（ｉｉ）干渉分光システムに接続
され、干渉分光信号を受信する電子プロセッサであって、複数の干渉分光信号から導出可
能な情報と、試験対象物の複数のモデルに対応する情報とを比較し、ここで、複数のモデ
ルは、試験対象物の１つまたは複数の十分に分解できない横方向の特徴に関連する一連の
特性によってパラメータ化されており、比較に基づいて十分に分解できない表面特徴につ
いての情報を出力するようにプログラミングされた電子プロセッサとを備える装置が開示
される。
【００４３】
　これら二つの装置の実施形態は、対応する方法について上述した特徴のうちのどれを含
んでいてもよい。
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　別の態様では、試験対象物上の格子構造の１つまたは複数の空間特性を決定する方法で
あって、格子構造が４００ｎｍ未満の幅を有するライン素子を備えるためライン素子が干
渉顕微鏡によって完全に分解できない、方法が開示される。本方法は、（ｉ）干渉顕微鏡
によって測定された試験対象物の異なる箇所における干渉信号から少なくとも幾らかの格
子ラインの集まりに対する見かけの高さを決定すること、（ｉｉ）格子構造の特性への異
なる可能な値に対する干渉顕微鏡の期待応答を提供すること、期待応答は格子構造の十分
に分解できないライン素子からの影響を含み、（ｉｉｉ）見かけの高さを、異なる可能な
値に対する期待応答と比較して格子構造の空間特性についての情報を決定すること、（ｉ
ｖ）格子構造の空間特性についての決定された情報を出力することを含む。
【００４４】
　上記特徴に加えて、本方法の実施形態は以下の特徴のうちのどれを含んでいてもよい。
　見かけの高さは試験対象物の基準部分を参照して決定されてもよい。
　干渉顕微鏡は、見かけの高さを決定する際に個々の格子ライン（ｘ偏光）の長さに直交
して偏光する光で格子構造を照明してもよい。
【００４５】
　格子構造の空間特性についての決定された情報は格子構造に対する変調深さに対応して
もよい。
　格子構造は、試験対象物のライン間の部分をエッチングすることで少なくとも部分的に
形成される一連の周期的に離間されたラインでもよい。
【００４６】
　干渉信号は、試験対象物から発生する試験光を結像して検出器上で基準光と干渉させ、
試験光の干渉部分と基準光の干渉部分との間における共通の光源から検出器までの光路長
差を変えることとによって生成される走査干渉分光信号でもよく、試験光および基準光が
共通の光源から引き出され、各走査干渉分光信号は、光路長差を変えたときに検出器によ
って測定される干渉強度に対応する。たとえば、光路長差は干渉顕微鏡のコヒーレンス長
よりも長い範囲に亘って変えられてもよい。
【００４７】
　ある関連する態様では、試験対象物上の格子構造の１つまたは複数の空間特性を決定す
る装置であって、格子構造が４００ｎｍ未満の幅を有するライン素子を備えるため、ライ
ン素子が干渉顕微鏡によって完全に分解できない、装置において、コンピュータ内のプロ
セッサに、１）干渉顕微鏡によって測定された試験対象物の異なる箇所における干渉信号
から少なくとも幾らかの格子ラインの集まりに対する見かけの高さを決定させ、２）格子
構造の特性への異なる可能な値に対する干渉顕微鏡の期待応答を提供させ、ここで、期待
応答は格子構造の十分に分解できないライン素子からの影響を含み、３）見かけの高さを
、異なる可能な値に対する期待応答と比較させて格子構造の空間特性についての情報を決
定させ、４）格子構造の前記空間特性についての決定された情報を出力させるプログラム
を有するコンピュータ読取可能な媒体を備える装置が開示される。
【００４８】
　別の関連する態様では、試験対象物上の格子構造の１つまたは複数の空間特性を決定す
る装置であって、格子構造が４００ｎｍ未満の幅を有するライン素子を備えるため、ライ
ン素子が干渉顕微鏡によって完全に分解できない、装置において、干渉顕微鏡と、干渉顕
微鏡に接続される電子プロセッサであって、１）干渉顕微鏡によって測定された試験対象
物の異なる箇所における干渉信号から少なくとも幾らかの格子ラインの集まりに対する見
かけの高さを決定し、２）格子構造の特性への異なる可能な値に対する干渉顕微鏡の期待
応答を提供し、ここで、期待応答は前記格子構造の十分に分解できないライン素子からの
影響を含み、３）見かけの高さを、異なる可能な値に対する期待応答と比較して格子構造
の空間特性についての情報を決定し、４）格子構造の空間特性についての決定された情報
を出力するようにプログラミングされた電子プロセッサとを備える装置が開示される。
【００４９】
　これら二つの装置の実施形態は、対応する方法について上述した特徴のうちのどれを含
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んでいてもよい。
　別の態様では、（ｉ）干渉分光システムによって生成される干渉分光信号から試験表面
の１つまたは複数の見かけの特性を決定すること、（ｉｉ）干渉分光信号から決定される
見かけの特性と、試験表面の１つまたは複数の十分に分解できない特徴への異なる可能な
値に対する干渉分光システムの期待応答と比較すること、（ｉｉ）比較に基づいて試験表
面の１つまたは複数の十分に分解できない特徴についての情報を出力することを備える方
法が開示される。
【００５０】
　上記特徴に加えて、本方法の実施形態は以下の特徴のうちのどれを含んでいてもよい。
　干渉分光システムは走査型干渉分光システムでもよい。
　試験表面の見かけの特性は干渉位相、干渉コントラスト、および、表面反射率のいずれ
かにおける変化に基づいて干渉分光信号から決定されてもよい。
【００５１】
　期待応答は、表面高さと表面組成の１つまたは複数における変化について計算されても
よい。
　試験表面は変調深さ、周期性、及び、幅のある素子を有するパターン化された構造を有
し、期待応答は変調深さ、周期性、および、素子幅の１つまたは複数における変化につい
て計算されてもよい。たとえば、期待応答は変調深さにおける変化について計算されても
よい。
【００５２】
　実際の変調深さと、期待応答に対して計算された見かけの変調との対応は、実際の変調
深さの第１の範囲に亘る正の相関関係と実際の変調深さの第２の範囲に亘る負の相関関係
を含んでもよい。
【００５３】
　１つまたは複数の十分に分解できない特徴についての情報は、アイソレーション・パタ
ーニングおよびエッチング、ポリシリコン・ゲート電極パターニングおよびエッチング、
ソース／ドレイン・エッチングおよび堆積、並びに、メタライゼーション・パターニング
、エッチング、および、研磨処理等の半導体処理段階を１つまたは複数モニタリングする
ために使用されてもよい。
【００５４】
　別の関連する態様では、コンピュータ内のプロセッサに、１）干渉分光システムによっ
て生成される干渉分光信号から試験表面の１つまたは複数の見かけの特性を決定させ、２
）干渉分光信号から決定される見かけの特性と、試験表面の１つまたは複数の十分に分解
できない特徴への異なる可能な値に対する干渉分光システムの期待応答とを比較させ、３
）比較に基づいて試験表面の１つまたは複数の十分に分解できない特徴についての情報を
出力させるプログラムを有するコンピュータ読取可能な媒体を備える装置が開示される。
【００５５】
　別の関連する態様では、試験対象物の異なる表面箇所に対応する複数の干渉分光信号を
生成するように構成された干渉分光システムと、干渉分光システムに接続され、干渉分光
信号を受信する電子プロセッサであって、１）干渉分光信号から試験表面の１つまたは複
数の見かけの特性を決定し、２）干渉分光信号から決定される見かけの特性と、試験表面
の１つまたは複数の十分に分解できない特徴への異なる可能な値に対する干渉分光システ
ムの期待応答とを比較し、３）比較に基づいて試験表面の前記１つまたは複数の十分に分
解できない特徴についての情報を出力するようにプログラミングされた電子プロセッサと
を備える装置が開示される。
【００５６】
　これら二つの装置の実施形態は、対応する方法について上述した特徴のうちのどれを含
んでいてもよい。
　別の態様では、（ｉ）干渉分光システムによって生成された干渉分光信号（たとえば、
操作干渉分光信号）から試験表面の１つまたは複数の見かけの特性を決定すること、（ｉ



(13) JP 2013-210383 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

ｉ）試験表面（たとえば、表面高さおよび表面組成の１つまたは複数における変化）の特
性への異なる可能な値に対する干渉顕微鏡の期待応答を提供すること、ここで、期待応答
は試験表面の十分に分解できない特徴からの影響を含み、（ｉｉｉ）干渉分光信号から決
定される見かけの特性と、特徴の異なる値に対する期待応答と比較して、決定された特性
の精度を向上することを備える方法が開示される。
【００５７】
　本方法の実施形態は以下の特徴のうちのどれを含んでいてもよい。
　試験表面の見かけの特性は干渉位相、干渉コントラスト、および、表面反射率のいずれ
かにおける変化に基づいて干渉分光信号から決定されてもよい。
【００５８】
　期待応答は、表面高さと表面組成の１つまたは複数における変化について計算されても
よい。たとえば、試験表面は、変調深さ、周期性、及び、幅のある素子を有するパターン
化された構造（たとえば、格子）を有し、期待応答は変調深さ、周期性、および、素子幅
の１つまたは複数における変化について計算されてもよい。
【００５９】
　干渉分光信号と関連する実際の特性と、モデルを生成するために使用される特性の実際
の値との対応は、実際の変調深さの第１の範囲に亘る正の相関関係と実際の変調深さの第
２の範囲に亘る負の相関関係を含んでもよい。たとえば、具体的な実施形態では、期待応
答は、変調深さにおける変化について計算されてもよい。このような場合には、実際の変
調深さと、期待応答に対して計算された見かけの変調との対応は、実際の変調深さの第１
の範囲に亘る正の相関関係と実際の変調深さの第２の範囲に亘る負の相関関係を含んでも
よい。
【００６０】
　更なる実施形態では、十分に分解できない特徴は、パターン化された構造におけるよう
な一連の素子ではなく、むしろ単一のトレンチ、ステップ、または、突起物でもよい。こ
のような例では、実際の信号からの情報とモデル用の情報は、特徴の深さ（ステップまた
は突起物の場合には、高さ）および箇所または幅のどれに対応してもよい。
【００６１】
　本方法は、精度が向上した、試験表面の測定された特性を用いて半導体処理段階をモニ
タリングすることを更に含む。たとえば、処理段階は、アイソレーション・パターニング
およびエッチング、ポリシリコン・ゲート電極パターニングおよびエッチング、ソース／
ドレイン・エッチングおよび堆積、並びに、メタライゼーション・パターニング、エッチ
ング、および、研磨処理等のどれを含んでもよい。
【００６２】
　別の態様では、コンピュータ内のプロセッサに、干渉分光システムによって生成された
干渉分光信号から決定された試験表面の見かけの特性と、試験表面の特性への異なる可能
な値に対する干渉顕微鏡の期待応答とを比較させ、期待応答は試験表面の十分に分解でき
ない特徴からの影響を含み、比較に基づいて決定された特性の精度を向上させるプログラ
ムを有するコンピュータ読取可能な媒体を備える、方法が開示される。
【００６３】
　更に別の態様では、干渉分光を生成するように構成された干渉分光システムと、干渉分
光システムに接続され、干渉分光信号を受信する電子プロセッサであって、干渉分光シス
テムによって生成された干渉分光信号から決定された試験表面の見かけの特性と、試験表
面の特性への異なる可能な値に対する干渉顕微鏡の期待応答とを比較し、ここで、期待応
答は試験表面の十分に分解できない特徴からの影響を含み、比較に基づいて決定された特
性の精度を向上するようにプログラミングされた電子プロセッサとを備える、装置が開示
される。
【００６４】
　このような装置の実施形態は、対応する方法と共に上述したいずれかの特徴を含んでも
よい。一般的に、別の態様では、本発明の特徴は、試験対象物の第１の表面箇所に対する
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走査干渉分光信号から導出可能な情報と試験対象物の複数のモデルに対応する情報とを比
較することを含む方法であって、複数のモデルは、試験対象物に対する一連の特性によっ
てパラメータ化される方法である。
【００６５】
　本発明の実施形態は、以下の特徴のうちのどれを含んでいてもよい。
　本方法はさらに、比較に基づいて試験対象物に対する正確な特性を決定することを含ん
でいてもよい。
【００６６】
　本方法はさらに、比較に基づいて第１の表面箇所に対する相対的な表面高さを決定する
ことを含んでいてもよい。相対的な表面高さを決定することは、どのモデルが、試験対象
物に対する特性のうちの正確な特性に対応するかを比較に基づいて決定すること、正確な
特性に対応するモデルを用いて相対的な表面高さを計算することを含んでもよい。
【００６７】
　たとえば、正確な特性に対応するモデルを用いることは、走査干渉分光信号からのデー
タを補正して、正確な特性から生じる影響を減らすことを含んでもよい。データを補正す
ることは、正確な特性から生じる位相の影響を、試験対象物に対する走査干渉分光信号の
変換分の位相成分から取り出すことを含み、正確な特性に対応するモデルを用いることは
さらに、正確な特性から生じる位相の影響を取り除いた後に、変換分の位相成分から相対
的な表面高さを計算することを含んでもよい。
【００６８】
　他の例では、正確な特性に対応するモデルを用いて相対的な表面高さを計算することは
、試験対象物に対する情報と正確な特性に対応するモデルに対する情報とを比較するため
に使用される相関関数におけるピークの位置を決定することを含んでもよい。
【００６９】
　本方法はさらに、さらなる表面箇所に対する走査干渉分光信号から導出可能な情報と複
数のモデルに対応する情報とを比較することを含んでいてもよい。また本方法はさらに、
比較に基づいて試験対象物に対する表面高さプロファイルを決定することを含んでいても
よい。
【００７０】
　比較することは、走査干渉分光信号から導出可能な情報と各モデルに対応する情報との
間の類似性を示す１つまたは複数のメリット関数を計算することを含んでもよい。
　比較することは、走査干渉分光信号から導出可能な情報を、モデルに対応する情報に対
する表現にフィッティングすることを含んでもよい。
【００７１】
　複数のモデルに対応する情報は、試験対象物の各モデルに対応する走査干渉分光信号の
変換分（たとえばフーリエ変換分）の少なくとも１つの振幅成分についての情報を含んで
もよい。同様に、走査干渉分光信号から導出可能な情報は、試験対象物に対する走査干渉
分光信号の変換分の少なくとも１つの振幅成分についての情報を含んでもよい。
【００７２】
　比較することは、試験対象物に対する少なくとも１つの振幅成分の相対的強さと、各モ
デルに対する少なくとも１つの振幅成分の相対的強さとを比較することを含んでもよい。
　複数のモデルに対応する情報は、変換分に対する座標の関数であってもよい。たとえば
、複数のモデルに対応する情報は、各モデルに対する変換分の振幅プロファイルを含んで
もよい。さらに、比較することは、試験対象物に対する走査干渉分光信号の変換分の振幅
プロファイルと、モデルに対する各振幅プロファイルとを比較することを含んでもよい。
【００７３】
　比較することはさらに、試験対象物に対する走査干渉分光信号の変換分の位相プロファ
イルにおける情報と、各モデルに対する変換分の位相プロファイルにおける情報とを比較
することを含んでもよい。たとえば、位相プロファイルにおける情報は、変換座標に関す
る位相プロファイルの非線形性についての情報および／または位相ずれ値についての情報
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を含んでもよい。
【００７４】
　走査干渉分光信号から導出可能でおよび比較されている情報は、数であってもよい。あ
るいは、走査干渉分光信号から導出可能でおよび比較されている情報は、関数であっても
よい。たとえば関数は、走査位置の関数であってもよいし、空間周波数の関数であっても
よい。
【００７５】
　試験対象物に対する情報を、試験対象物に対する走査干渉分光信号を空間周波数ドメイ
ンに変換（たとえばフーリエ変換）することにより得てもよい。試験対象物に対する情報
は、変換分の振幅プロファイルおよび／または変換分の位相プロファイルについての情報
を含んでもよい。
【００７６】
　試験対象物に対する情報は、試験対象物の第１の箇所における走査干渉分光信号の形状
に関していてもよい。たとえば、試験対象物に対する情報は、走査干渉分光信号の形状に
おけるフリンジ・コントラストの振幅に関していてもよい。また走査干渉分光信号の形状
におけるゼロ交差間の相対間隔に関していてもよい。また走査位置の関数として表現し、
関数を走査干渉分光信号の形状から得てもよい。
【００７７】
　比較することは、試験対象物に対する情報と各モデルに対する情報との間の相関関数（
たとえば複素相関関数）を計算することを含んでもよい。比較することは、各相関関数に
おける１つまたは複数のピーク値を決定することをさらに含んでもよい。そして本方法は
さらに、最大のピーク値に対応するモデルのパラメータ化に基づいて試験対象物に対する
正確な特性を決定することを含んでいてもよい。代替的に、または加えて、本方法はさら
に、相関関数における少なくとも１つのピーク値に対する座標に基づいて試験対象物の第
１の表面箇所における相対的な表面高さを決定することを含んでいてもよい。
【００７８】
　複数のモデルは、試験対象物の第１の箇所における固定された表面高さに対応していて
もよい。
　一連の特性は、試験対象物の少なくとも１つの物理パラメータに対する一連の値を含ん
でもよい。たとえば、試験対象物は、厚みを有する薄膜層を含み、物理パラメータは、第
１の箇所における薄膜の厚みであってもよい。
【００７９】
　一連の特性は、第１の表面箇所とは異なる第２の表面箇所における試験対象物の一連の
特性を含んでもよい。たとえば、試験対象物は、光を回折して第１の表面箇所に対する走
査干渉分光信号に影響する第２の表面箇所における構造を含んでもよい。ある例では、第
２の表面箇所における一連の特性は、第２の箇所におけるステップ高さに対する振幅と第
２の箇所に対する位置との置換を含んでもよい。他の例では、第２の表面箇所における一
連の特性は、格子に対する変調深さと格子のオフセット位置との置換を含み、格子は第２
の箇所に亘って延びていてもよい。
【００８０】
　更に、干渉分光信号から導出可能な情報は、第１の表面箇所の相対的な表面高さに対す
る推定値に対応してもよい。たとえば、第１の表面箇所の相対的な推定値は干渉分光信号
の周波数ドメイン解析に基づいてもよく、または、第１の表面箇所の相対的な表面高さの
推定値は干渉分光信号におけるコヒーレンス・ピークの相対的な位置に基づいてもよい。
【００８１】
　本方法は、第２の表面箇所を含む、試験対象物の１つまたは複数の更なる表面箇所に対
する干渉分光信号から導出可能な情報と、試験対象物の複数のモデルに対応する情報とを
比較することを更に含む。
【００８２】
　第１および更なる表面箇所に対する干渉分光信号から導出可能な情報は、第１および更
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なる表面箇所を含む表面箇所の範囲に亘る試験対象物に対する表面高さプロファイルに対
応してもよい。さらに、複数のモデルに対応する情報は、試験対象物の複数のモデルそれ
ぞれに対して干渉分光信号の従来の処理を用いた場合に、干渉分光信号を生成するために
使用された干渉分光システムによって生成されると期待される表面高さプロファイルを含
んでもよく、期待される表面高さプロファイルは第１の表面箇所に対する干渉信号を生ず
る十分に分解できない特徴からの影響を含んで、第２の表面箇所における試験対象物に関
連する影響を含む。たとえば、試験対象物は、光を回折して第１の表面箇所に対する走査
干渉分光信号に影響する第２の表面箇所における構造を含んでもよい。
【００８３】
　ある例では、試験対象物は、第１および更なる表面箇所に亘って延在するパターン化さ
れた構造を含み、第１および更なる表面箇所に対する走査干渉分光信号から導出可能な情
報は、パターン化された構造に対する変調深さ、パターン化された構造に対する周期性、
および、パターン化された構造の各素子に対する幅それぞれの少なくとも一つに対する推
定値を含んでもよい。
【００８４】
　同様に、パターン化された構造の例として、第２の表面箇所における一連の特性は、パ
ターン化された構造に対する変調深さ、パターン化された構造に対する周期性、および、
第１の表面箇所におけるパターン化された構造の各素子に対する幅それぞれの少なくとも
一つに対する異なる値を含んでもよい。
【００８５】
　更なる実施形態では、十分に分解できない特徴は、パターン化された構造におけるよう
な一連の素子ではなく、むしろ単一のトレンチ、ステップ、または、突起物でもよい。こ
のような例では、実際の信号からの情報とモデル用の情報は、特徴の深さ（ステップまた
は突起物の場合には、高さ）および箇所または幅のどれに対応してもよい。
【００８６】
　干渉分光信号から導出可能な情報は、第１の表面箇所の相対的な表面高さに対する推定
値に対応してもよく、第２の表面箇所における一連の特性は第２の表面箇所における相対
的な表面高さに対する一連の値に対応してもよい。
【００８７】
　たとえば、試験対象物は、第１および第２の表面箇所に亘るパターン化された構造を含
んでもよく、第１の表面箇所の相対的な表面高さに対する推定値はパターン化された構造
の変調深さに対する推定値に対応し、第２の表面箇所における相対的な表面高さに対する
一連の値はパターン化された構造に対する変調深さに対応する。複数のモデルは、変調深
さに対する異なる推定値を対応する一つの値に相関させて、変調深さに対する推定を改善
してもよい。
【００８８】
　幾つかの実施形態では、複数のモデルは、干渉分光信号から導出可能な情報を複数のモ
デルに対する情報に対する対応する値に相関させ、該対応は正の相関関係から負の相関関
係に変化する。
【００８９】
　たとえば、パターン化された構造の場合には、変調深さに対する異なる推定値とモデル
からの変調深さに対する対応する値との相関関係は、正の相関関係から負の相関関係に変
化する。
【００９０】
　本方法は、比較に基づいて、第１の表面箇所に対する相対的な表面高さ等、試験対象物
に対する正確な特性を決定することを含んでいてもよい。たとえば、相対的な表面高さを
決定することは、どのモデルが、試験対象物に対する特性のうちの正確な特性に対応する
かを比較に基づいて決定すること、正確な特性に対応するモデルを用いて相対的な表面高
さを決定することを含んでもよい。一連の特性は、試験対象物に対する一連の表面材料で
あってもよい。
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【００９１】
　一連の特性は、試験対象物に対する一連の表面層構成であってもよい。
　走査干渉分光信号が、走査干渉分光システムによって生成されてもよく、また比較する
ことは、走査干渉分光システムから生じる走査干渉分光信号に対する系統的な影響を明確
にすることを含んでいてもよい。たとえば、系統的な影響は、走査干渉分光システムのコ
ンポーネントからの反射時の位相変化の分散についての情報を含んでもよい。さらに本方
法は、さらなる表面箇所に対する走査干渉分光信号から導出可能な情報と複数のモデルに
対応する情報とを比較することを含んでいてもよい。この場合、系統的な影響を、表面箇
所の複数に対して解析してもよい。本方法はさらに、特性が既知の他の試験対象物を用い
て、走査干渉分光システムの系統的な影響を校正することを含んでいてもよい。
【００９２】
　走査干渉分光信号の生成を、試験対象物から現れる試験光を結像して検出器上で基準光
と干渉させることと、試験光の干渉部分と基準光の干渉部分との間における共通の光源か
ら検出器までの光路長差を変えることとによって行ない、試験光および基準光を共通の光
源（たとえば、空間的に拡張された光源）から引き出して、走査干渉分光信号は、光路長
差を変えたときに検出器によって測定される干渉強度に対応していてもよい。
【００９３】
　試験光および基準光は、スペクトルの帯域幅が、試験光および基準光に対する中心周波
数の５％より大きくてもよい。
　共通の光源がスペクトルのコヒーレンス長を有し、光路長差をスペクトルのコヒーレン
ス長よりも長い範囲に亘って変えて、走査干渉分光信号を生成してもよい。
【００９４】
　試験光を試験対象物上に送って検出器上に結像するために使用される光学部品によって
、試験光に対する開口数が、０．８よりも大きな値に規定されてもよい。
　本方法はさらに、走査干渉分光信号を生成することを含んでいてもよい。
【００９５】
　他の態様においては、本発明の特徴は、コンピュータ内のプロセッサに、試験対象物の
第１の表面箇所に対する走査干渉分光信号から導出可能な情報と試験対象物の複数のモデ
ルに対応する情報とを比較させるプログラムを有するコンピュータ読取可能な媒体を含む
装置であって、複数のモデルは、試験対象物に対する一連の特性によってパラメータ化さ
れる装置である。
【００９６】
　本装置は、本方法と関連して前述した特徴のどれを含んでもよい。
　他の態様においては、本発明の特徴は、走査干渉分光信号を生成するように構成された
走査干渉分光システムと、走査干渉分光システムに結合されて走査干渉分光信号を受け取
る電子プロセッサであって、試験対象物の第１の表面箇所に対する走査干渉分光信号から
導出可能な情報と、試験対象物の複数のモデルに対応する情報とを比較するようにプログ
ラムされた電子プロセッサと、を含む装置であって、複数のモデルは、試験対象物に対す
る一連の特性によってパラメータ化される装置である。
【００９７】
　本装置は、本方法と関連して前述した特徴のどれを含んでもよい。
　一般的に、他の態様においては、本発明の特徴は、試験対象物を化学的機械的研磨する
ことと、試験対象物の表面トポグラフィに対する走査干渉分光データを収集することと、
走査干渉分光データから得られる情報に基づいて試験対象物の化学的機械的研磨に対する
プロセス条件を調整することと、を含む方法である。たとえば、プロセス条件は、パッド
圧力および／または研磨用スラリ組成であってもよい。好ましい実施形態においては、走
査干渉分光データから得られる情報に基づいてプロセス条件を調整することは、試験対象
物の少なくとも第１の表面箇所に対する走査干渉分光信号から導出可能な情報と、試験対
象物の複数のモデルに対応する情報とを比較することを含み、複数のモデルは、試験対象
物に対する一連の特性によってパラメータ化されていてもよい。走査干渉分光信号の解析
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はさらに、最初に述べた方法とともに前述した特徴のどれを含んでもよい。
【００９８】
　別に定義のない限り、本明細書で用いるすべての技術用語および科学用語の意味は、本
発明が属する分野の当業者が普通に理解するものと同じである。本明細書において参照に
より述べられ取り入れられた刊行物、特許出願、特許、および他の参考文献と相容れない
場合には、本明細書は、定義も含めて、照査される。
【００９９】
　たとえば、本願で用いるように、走査型干渉計は基準脚と測定脚との間の相対的な光路
長の機械的走査を伴うが、走査型干渉計は、相対的な光路長を変える追加的な非機械的な
手段を含むことを意図する。たとえば、干渉分光信号は、路長が不等な干渉計（即ち、基
準路と測定路に対する公称上の光路長が異なる）において波長の範囲に亘って光源の中心
周波数を変えることで生成され得る。異なる波長は、異なる光路長を有するため、基準路
と測定路に対して異なる位相シフトを生じ、路間で位相シフトを変化させる。
【０１００】
　さらに、「光」といった用語は、可視スペクトルにおける電磁放射線に限定される場合
があると理解されるが、本願で使用されるように、「光」といった用語は、紫外線、可視
線、近赤外線、および、赤外線スペクトル領域全てにおける電磁放射線を含むことが意図
される。
【０１０１】
　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になる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】干渉分光法のフロー・チャートである。
【図２】図１の干渉分光法の変形を示すフロー・チャートである。
【図３】リニック型走査型干渉計の概略図である。
【図４】ミラウ型走査型干渉計の概略図である。
【図５】対物レンズを通した試験サンプルの照明を示すダイアグラムである。
【図６】２つの極限における走査干渉分光データに対する理論的なフーリエ振幅スペクト
ルを示す図である。
【図７】薄膜あり／なしの２つの表面タイプを示す図である。
【図８】薄膜厚が０のＳｉ基板上のＳｉＯ２膜のシミュレーションに対するメリット関数
検索手順を示すである。
【図９】薄膜厚が５０ｎｍのＳｉ基板上のＳｉＯ２膜のシミュレーションに対するメリッ
ト関数検索手順を示す図である。
【図１０】薄膜厚が１００ｎｍのＳｉ基板上のＳｉＯ２膜のシミュレーションに対するメ
リット関数検索手順を示す図である。
【図１１】薄膜厚が３００ｎｍのＳｉ基板上のＳｉＯ２膜のシミュレーションに対するメ
リット関数検索手順を示す図である。
【図１２】薄膜厚が６００ｎｍのＳｉ基板上のＳｉＯ２膜のシミュレーションに対するメ
リット関数検索手順を示す図である。
【図１３】薄膜厚が１２００ｎｍのＳｉ基板上のＳｉＯ２膜のシミュレーションに対する
メリット関数検索手順を示す図である。
【図１４】最上面が常にゼロで、膜厚が０から１５００ｎｍまで画素当たり１０ｎｍの増
分で一様に変化するＳｉ上のＳｉＯ２薄膜のシミュレーションに対して決定された表面お
よび基板プロファイルを示す図である。
【図１５】図１４のシミュレーションと、ランダム・ノイズが付加された以外は同一のシ
ミュレーションに対して決定された表面および基板プロファイルを示す図である（平均値
１２８強度ビットからの２ビット二乗平均平方根）。
【図１６】従来のＦＤＡ解析を用いて決定された表面高さプロファイル（図１６ａ）と、
実際のピーク／バレイ変調深さが１２０ｎｍであるｍｍ当たり２４００ラインの格子に対
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する本明細書で説明されるライブラリ検索方法（図１６ｂ）とを示す図である。
【図１７】ステップ高さ付近の種々の表面箇所に対応する画素に対する干渉信号を走査す
る際の十分に分解できないステップ高さによって引き起こされる歪みを示す図である。
【図１８】図１７の十分に分解できないステップ高さの左（図１８ａ）および右（図１８
ｂ）に対する表面箇所に対応する画素に対する周波数ドメイン位相スペクトルにおける非
線形の歪みを示す図である。
【図１９】十分に分解できないステップ高さに対して、従来のＦＤＡ解析を用いて（図１
９ａ）および本明細書で説明するライブラリ検索方法を用いて（図１９ｂ）決定された表
面高さプロファイル示す図である。
【図２０】薄膜のないベースとなるＳｉ基板の実際の走査干渉分光信号を示す図である。
【図２１】ベアＳｉ基板に対する干渉テンプレート・パターンを示す図である。
【図２２】１ミクロンのＳｉＯ２がＳｉ上に形成された薄膜構造に対する干渉テンプレー
ト・パターンを示す図である。
【図２３】図２１におけるテンプレート関数に対する走査位置の関数としてのメリット関
数を示す図である。
【図２４】図２２におけるテンプレート関数に対する走査位置の関数としてのメリット関
数を示す図である。
【図２５】十分に分解できない表面特徴（格子パターン）を有する対象物の略図である。
【図２６】従来の干渉分光解析に基づく、図２５の格子パターンの予想表面プロファイル
を示すグラフである。
【図２７】従来の干渉分光解析に対する図２５の格子の見かけの変調深さを実際の変調深
さの関数として示すグラフである。
【図２８】白色光走査型干渉計の理論的および実験的な機器の伝達関数を示すグラフであ
る。
【図２９ａ】格子構造および本願に開示する十分に分解できない表面の測定技術の一実施
形態を示す図である。
【図２９ｂ】格子構造および本願に開示する十分に分解できない表面の測定技術の一実施
形態を示す図である。
【図２９ｃ】格子構造および本願に開示する十分に分解できない表面の測定技術の一実施
形態を示す図である。
【図３０ａ】純粋Ｓｉの５の格子ライン（上膜層のない）のモデル構造の略図であり、Ｗ
＝１２０ｎｍ、ピッチＬ＝３２０ｎｍの図である。
【図３０ｂ】モデル構造に対する走査干渉分光信号（ｚ方向）を示す厳密結合波解析（Ｒ
ＣＷＡ）を示す図である。領域よりもラインの頂部により敏感な、ラインに平行なｙ偏光
に対する図である。
【図３１ａ】ｘの偏光について、図３０の中心画素に対する走査干渉分光信号を示す図で
ある。
【図３１ｂ】ｙの偏光について、図３０の中心画素に対する走査干渉分光信号を示す図で
ある。
【図３２】図３２ａおよび図３２ｂは、ｘ（格子ラインに直交）およびｙ偏光（格子ライ
ンに平行）それぞれについて、図３０における信号のＦＤＡ解析から導出される表面高さ
プロファイルを示す図である。
【図３３】図３３ａおよび図３３ｂは、ｙ偏光（格子ラインに平行）およびｘ（格子ライ
ンに直交）それぞれについて、異なる実際のエッチング深さＥの関数として、シミュレー
トされた走査干渉分光データから抽出される見かけのエッチング深さＥ’＝Ｈ’－Ｅに対
するＲＣＷＡ解析の結果を示すグラフである。Ｅ’＝Ｅ線は基準用である。
【図３４】図３４ａおよび図３４ｂは、ｙ偏光（格子ラインに平行）およびｘ（格子ライ
ンに直交）それぞれについて、異なる実際のエッチング深さＥに対する対応する信号強度
を示すグラフである。
【図３５】図３５は、図３３ｂと同じデータに対する代替的なグラフであり、シリコン格
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子について、測定バイアスまたはオフセットＥ－Ｅ’を測定された表面高さ－Ｅ’の関数
として示す。
【図３６】図３６は、一対一の対応線と比較した際の、円偏光光による、測定されたエッ
チング深さＥ’＝Ｈ’－Ｅに対するＲＣＷＡ予想をシリコン格子に対する実際のエッチン
グ深さＥの関数として示すグラフである。
【図３７】図３７ａおよび図３７ｂは、ｙおよびｘ偏光それぞれについて、５ラインのシ
リコン格子に対する、測定された（見かけ）エッチング深さＥ’＝Ｈ’－ＥのＲＣＷＡ予
想をエッチング深さＥ＝１００ｎｍおよびピッチＬ＝３２０ｎｍに対する特徴幅Ｗの関数
として示すグラフである。
【図３８】システムの各種構成要素がどのようにして自動制御下におかれるかを示す、干
渉分光システムの略図である。
【発明を実施するための形態】
【０１０３】
　図１に示すのは、走査干渉分光データの解析が空間周波数ドメイン内で行なわれる本発
明の一実施形態を概略的に説明するフロー・チャートである。
　図１を参照して、試験対象物の表面からのデータを測定するために、干渉計を用いて、
基準経路と測定経路との間の光路差（ＯＰＤ）を機械的または電気光学的に走査する。測
定経路は、対象物表面に向けられている。ＯＰＤは、走査の開始時には、対象物表面の局
所的な高さの関数である。複数のカメラ画素が、対象物表面の異なる表面箇所に対応して
おり、各カメラ画素に対するＯＰＤ走査中の干渉強度信号を、コンピュータが記録する。
次に、異なる表面箇所のそれぞれに対して、干渉強度信号をＯＰＤ走査位置の関数として
記憶した後に、コンピュータが変換（たとえばフーリエ変換）を行なって、信号の周波数
ドメイン・スペクトルを生成する。スペクトルは、振幅情報および位相情報の両方を、走
査範囲における信号の空間周波数の関数として含む。たとえば、このようなスペクトルを
生成するための好適な周波数ドメイン解析（ＦＤＡ）が、以下の文献に開示されている。
共通所有の米国特許第５，３９８，１１３号明細書（ピータ・デ・グルート）、発明の名
称「インターフェログラムの空間周波数解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」。なお、この文献の内容は本明細書において参照により組み込まれる。
【０１０４】
　別個のステップにおいて、コンピュータは、種々の表面パラメータに対する周波数ドメ
イン・スペクトルに対する理論的な予測ライブラリと、干渉計に対するモデルとを生成す
る。これらのスペクトルは、たとえば、可能な薄膜厚み、表面材料、および表面テクスチ
ャの範囲を網羅してもよい。好ましい実施形態においては、コンピュータは、一定の表面
高さ、たとえば高さ＝ゼロに対するライブラリ・スペクトルを生成する。したがって、こ
のような実施形態においては、ライブラリに含まれる情報には、表面トポグラフィに関す
るものはまったくない。含まれる情報は単に、表面構造のタイプと、周波数ドメイン・ス
ペクトルの特有の特徴を生成する際の表面構造、光学システム、照明、及び検出システム
の相互作用と、に関するもののみである。代替例として、予測ライブラリを、サンプル加
工品を用いて経験的に生成してもよい。他の代替例として、ライブラリは、他の機器、た
とえばエリプソメータから与えられる対象物表面の事前の補足的な測定値からの情報、お
よび対象物表面の既知の特性に関するユーザからの何らかの他の入力を用いて、未知の表
面パラメータの数を減らしてもよい。補足的な測定によって補強されるライブラリ形成に
対するこれらの手法である理論的モデリング、経験データ、または理論の何れかを補間に
よって拡張して、中間値を、ライブラリ形成の一部としてまたはライブラリ検索中にリア
ル・タイムで、生成してもよい。
【０１０５】
　次のステップでは、実験データと予測ライブラリとの比較を、表面構造パラメータを提
供するライブラリ検索を用いて行なう。厚みが未知の膜の例の場合、単一表面のタイプ、
たとえばＳｉ上のＳｉＯ２に対するライブラリは、最上面高さが常にゼロに等しいような
可能性のある多くの膜厚に及んでいる。他の例は表面荒さである。この場合、調整可能な
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パラメータは、荒さ深さおよび／または空間周波数であってもよい。ライブラリ検索によ
って、表面高さとは無関係なＦＤＡスペクトル特性に対するマッチングが得られる。この
ような特性はたとえば、振幅スペクトルの平均値（表面の全体的な反射率に関係する）、
または空間周波数の関数としての振幅の変化（単色の高ＮＡシステムにおいて反射光の散
乱角に関係する）である。
【０１０６】
　また解析は、システムの特徴付けを含んでもよい。システムの特徴付けとしては、たと
えば、表面構造および表面トポグラフィが既知の１つまたは複数の基準加工品を測定して
、システム波面誤差、分散、および効率（理論的なモデルには含まれ得ない）などのパラ
メータを決定することが挙げられる。
【０１０７】
　さらに解析は、全体的な校正を含んでもよい。全体的な校正としては、たとえば、１つ
または複数の基準加工品を測定して、測定された表面パラメータ、たとえばライブラリ検
索によって決定された膜厚と、たとえば偏光解析によって独立に決定されたこれらのパラ
メータに対する値との間の相関関係を決定することが挙げられる。
【０１０８】
　実験データと予測ライブラリとの比較に基づいて、コンピュータは、最良のマッチング
に対応する表面モデルを特定する。コンピュータは、次に、表面パラメータ結果を数値的
またはグラフィックにユーザまたはホスト・システムに表示または送信して、さらに解析
またはデータ記憶ができるようにしてもよい。表面パラメータ結果を用いて、コンピュー
タは次に、ライブラリ検索によって特定される特性に加えて、表面高さ情報を決定しても
よい。ある実施形態においては、コンピュータは、補正された位相スペクトルを生成する
。これは、たとえば、実験的な位相スペクトルから、対応する理論的な位相スペクトルを
直接差し引くことによって行なう。コンピュータは次に、１つまたは複数の表面点に対す
る局所的な表面高さを決定する。これは、空間周波数の関数としての補正された位相を解
析することによって、たとえば線形フィットによって生成される係数を解析することによ
って行なう。その後、コンピュータは、高さデータと対応する像平面座標とから構築され
た完全な３次元画像を、ライブラリ検索により決定された表面特性のグラフィカル表示ま
たは数値表示とともに、生成する。
【０１０９】
　場合によっては、ライブラリ検索およびデータ収集を、反復的に行なって、結果をさら
に改善することができる。具体的には、ライブラリ検索を、画素ごとにまたは領域ベース
で精緻なものにすることができる。これは、局所的な表面タイプに関連して精緻にされた
ライブラリを形成することによって、なされる。たとえば、予備的なライブラリ検索の間
に、表面にほぼ１ミクロンの薄膜があることが判明した場合には、コンピュータは、１ミ
クロンに近い実例値のきめの細かいライブラリを生成して、検索をさらに精緻なものにす
る。
【０１１０】
　さらなる実施形態においては、ユーザの関心は、予測ライブラリによってモデリングさ
れる表面特性だけで、表面高さではないこともあり得る。この場合には、表面高さを決定
するステップは行なわない。逆に、ユーザの関心は、表面高さだけで、予測ライブラリ内
でモデリングされる表面特性ではないこともあり得る。この場合には、コンピュータは、
実験データと予測ライブラリとの間の比較を用いて、表面特性の影響に対する実験データ
を補正する。その結果、表面高さが、より正確に決定される。しかし表面特性をはっきり
と決定する必要も、特性を表示する必要もない。
【０１１１】
　本解析は、以下のような種々の表面解析課題に適用してもよい。その表面解析課題は、
たとえば、単純な薄膜（この場合は、たとえば、対象とする可変パラメータは、膜厚、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よい）；多層薄
膜；回折するかその他の場合には複雑な干渉効果を生成する鋭いエッジおよび表面特徴；
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未処理の表面荒さ；未処理の表面特徴、たとえばその他の点では滑らかな表面上のサブ波
長幅の溝；異なる材料（たとえば、表面に薄膜および固体金属の組み合わせが含まれてい
てもよい。この場合、ライブラリは、両方の表面構造タイプを含み、薄膜または固体金属
を、対応する周波数ドメイン・スペクトルに対するマッチングによって自動的に特定して
もよい）；光学活性たとえば蛍光性；表面の分光学特性、たとえば色彩および波長依存性
の反射率；表面の偏光依存性の特性；干渉信号の乱れを招く表面または変形可能な表面特
徴の歪み、振動、または運動；およびデータ取得手順に関連するデータ歪みを含む。デー
タ取得手順はたとえば、干渉強度データを完全には包含していないデータ取得ウィンドウ
がある。
【０１１２】
　干渉計は、以下の特徴のどれを含んでいてもよい。高い開口数（ＮＡ）の対物レンズを
有するスペクトル的に狭帯域の光源；スペクトル的に広帯域の光源；高いＮＡ対物レンズ
およびスペクトル的に広帯域の光源の組み合わせ；干渉分光顕微鏡の対物レンズであって
、たとえば油／水浸漬および固体浸漬の形式を、たとえばマイケルソン（Ｍｉｃｈｅｌｓ
ｏｎ）、ミラウ（Ｍｉｒａｕ）、またはリニック型（Ｌｉｎｎｉｋ）幾何学的配置で含む
対物レンズ；複数の波長における一連の測定値；未偏光光；偏光光であって、たとえば直
線、円、または構造化された偏光光。たとえば、構造化された偏光光は、たとえば、偏光
マスクを必要とし、照明瞳または結像瞳の別個のセグメントに対して異なる偏光を生成す
ることで、表面特性に起因する偏光依存性の光学的効果を明らかにしてもよい。また干渉
計は、前述した全体的なシステム校正を含んでいてもよい。
【０１１３】
　理論および実験データを比較する際、ライブラリ検索は、以下のどれに基づいてもよい
。周波数スペクトルにおける振幅および／または位相データ間の積または差、たとえば、
平均の振幅および平均位相、平均の振幅それ自体、および平均位相それ自体の積または差
；振幅スペクトルの勾配、幅および／または高さ；干渉コントラスト；ＤＣまたはゼロ空
間周波数での周波数スペクトルにおけるデータ；振幅スペクトルの非線形性または形状；
位相のゼロ周波数遮断；位相スペクトルの非線形性または形状；およびこれらの基準の任
意の組み合わせ。なお本明細書で用いるように、振幅および波高は交換可能に用いる。
【０１１４】
　図２に示すのは、走査干渉分光データの解析に対する他の実施形態を一般的に説明する
フロー・チャートである。解析は、実験データと予測ライブラリとの間の比較が、走査座
標ドメインにおける情報に基づく以外は、図１において説明したものと同様である。実験
的な信号の特徴は、走査座標についての包絡線機能による振幅内の変調された擬似周期的
な搬送振動であってもよい。理論および実験データを比較する際、ライブラリ検索は、以
下のどれに基づいてもよい。平均の信号強さ；信号包絡線の形状、たとえば何らかの理想
または基準の形状たとえばガウシアンからのずれ；包絡線機能についての搬送波信号の位
相；ゼロ交差および／または信号最大および最小の相対間隔；最大および最小に対する値
およびそれらの順序付け；最適な相対的走査位置に対する調整をした後のライブラリ信号
と測定信号との間の相関関係のピーク値；およびこれらの基準の任意の組み合わせ。
【０１１５】
　更なる実施形態では、ライブラリ・モデルに対して、情報は複数の表面箇所からの実験
信号から導出され得る。これは、ライブラリ・モデルに比べて実験情報が干渉分光測定に
対する試験表面の全体的な表面応答に対応することができるため、試験対象物が十分に分
解できない表面特徴を含む場合に特に有用である。たとえば、複数の表面箇所からの実験
信号から導出される情報は、干渉分光信号の従来の処理から得られる試験表面の表面プロ
ファイル、または、表面プロファイルから導出される情報等である。十分に分解できない
特徴が不明瞭なため、このような処理では試験表面の見かけの特性だけが得られる。それ
にも関わらず、見かけの特性と、十分に分解できない特徴を特徴付ける値によってパラメ
ータ化された試験対象物の対応するモデルとを比較することで、十分に分解できない特徴
は、十分に分解できない特徴についてのより正確な情報と相関関係が付けられる特性を見
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かけの表面プロファイルに残すことができる。
【０１１６】
　更に、試験対象物は、見かけの特徴をライブラリ・モデルと比較する際に伴うある基準
構造を含んでもよい。たとえば、個々のラインが十分に分解できないエッチングされた格
子パターンの見かけの表面高さプロファイルと各種モデルとを比較する場合、エッチング
されないことが既知である試験対象物の一部が、試験対象物の格子部分における見かけの
表面高さに対する基準点となる。
【０１１７】
　従って、ある実施形態では、測定用の光線と基準用の光線との両方を備える干渉分光プ
ロファイラ、たとえば、広帯域または低コヒーレンス干渉計は、パターン化された半導体
ウェハ上で見られるような複雑な未処理の表面構造の特徴を測定するために使用される。
プロファイラは、干渉位相やコントラストおよび／または表面反射率における変化を見か
けの測定された表面高さにおける変化として捉える。別個のステップでは、データ処理手
段は、未処理の表面構造を含む表面の実際の表面高さ及び／または表面組成において起こ
り得る変化に対するプロファイルの期待応答を計算する。データ処理手段は、次に、見か
けの測定された表面高さを、実際の表面高さ、未処理の表面構造、及び／または、表面組
成において起こり得る変化に対するプロファイラの期待応答と比較することで真の表面特
性を決定する。
【０１１８】
　上述のデータ取得前、取得中、または、取得後には、データ・プロセッサは未処理の表
面構造を含む表面の実際の表面高さ、及び／または、表面組成において起こり得る変化に
対する機器の期待応答を計算する。図２５は、可視波長（４００－７００ｎｍ波長）の干
渉分光法に対して未処理の表面特徴を有する対象物の例を示す。具体的には、図２５は、
素子（本願ではパターン化された構造または格子構造とも称する）の配列を示している。
未処理の表面特徴は、隣接する表面Ｓからの高さＨ、分離ｌ、及び、幅ｄを有する。高さ
Ｈは、本願ではパターン化された構造に対する変調深さとも称する。「未処理」とは、機
器の横方向の解像度が制限されているために、個々の特徴が表面プロファイル画像におい
て十分に離間されてない、誤ったプロファイルを有する、及び／または、高さＨが誤りで
あることを意味する。
【０１１９】
　図２６は、レイリー仮説技法（以下に詳述する）を用いた、可視波長干渉計（中心波長
５６０ｎｍ、半値全幅１１０ｎｍ帯域幅）および対物レンズＮＡ０．８についての、図２
５の対象物上の未処理の特徴に対する予想応答を示す。表面特徴は未処理のため、結果と
して実際の表面構造とは全く似ていない見かけの測定された表面プロファイルが生ずる。
この計算では、高さＨ＝２０ｎｍ、分離ｌ＝２００ｎｍ、および、幅ｄ＝１２０ｎｍであ
る。図２７は、図２６の未処理の測定されたプロファイルを特徴の実際の高さＨの関数と
して示す。ここで、測定された高さと真の高さとの関係が複雑で、４０ｎｍを超えると負
に相関されることに注意する。後者の現象は、狭いサブ波長のトレンチに光を結合するこ
との難しさとして説明される。
【０１２０】
　データを取得し、期待システム応答を計算した後、データ・プロセッサは、見かけの測
定された表面高さと、実際の表面高さ、未処理の表面構造、及び／または、表面組成にお
いて起こり得る変化に対する本発明の装置の期待応答とを比較することで真の表面特徴を
決定する。これは、図２５乃至図２７の例を受けて、図２７に示すように実際の高さＨと
見かけの測定された高さとの関係を決定することや該関係の認識を利用して測定結果から
実際の高さを決定することを伴う。代替的な測定形態としては幅ｄおよび分離ｌを決定す
る等を含む。以下に更に説明するように、照明波長を変えるために代替的な光源を用いて
感度範囲を調節することで行われるように、対物レンズを偏光させることでエッチング深
さ等の特定のパラメータに対する感度を高めることができる。
【０１２１】
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　走査干渉分光データから見かけの特性または複数の特性（たとえば、見かけの表面プロ
ファイル）を抽出するために多数の処理技術が用いられる。たとえば、従来の技術として
は、画素毎にフリンジ・コントラスト包絡線のピークまたは中心に対応する位置を識別す
ること、または、画素毎に周波数ドメイン解析（ＦＤＡ）を用いて、表面高さと直接的に
比例する波長に位相変化レートを関連付けることを含む（たとえば、米国特許第５，３９
８，１１３号明細書参照）。更に、それぞれの出願内容が参照により本明細書において組
み込まれている、ピーター　デ　グルート（Ｐｅｔｅｒ　ｄｅ　Ｇｒｏｏｔ）による米国
特許出願公開第２００５／００７８３１８号明細書、発明の名称「表面の干渉分光解析方
法およびシステムと関連する適用法（ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ
　ＩＮＴＥＲＦＥＲＯＭＥＴＲＩＣ　ＡＮＡＬＹＳＩＳ　ＯＦ　ＳＵＲＦＡＣＥＳ　ＡＮ
Ｄ　ＲＥＬＡＴＥＤ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ）」、およびＰｅｔｅｒ　ｄｅ　Ｇｒｏ
ｏｔによる共通所有の米国特許出願第１１／４３７，００２号（２００６年５月１８日出
願）「薄膜構造に関する情報について低コヒーレンス干渉分光信号を解析する方法および
システム（ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＡＮＡＬＹＺＩＮＧ　ＬＯＷ
－ＣＯＨＥＲＥＮＣＥ　ＩＮＴＥＲＦＥＲＯＭＥＴＲＹ　ＳＩＧＮＡＬＳ　ＦＯＲ　ＩＮ
ＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＡＢＯＵＴ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ）」に開
示されるように、干渉分光信号から薄膜効果を排除することを試みるより高度な処理技術
を使用することも可能である。当然のことながら、比較に使用されるモデル・ライブラリ
も実験的に導出される情報を抽出するために用いられる処理技術を考慮すべきである。
【０１２２】
　以下、解析の詳細な数学的説明を行なうとともに、実施例を示す。第１に、典型的な走
査型干渉計について説明する。第２に、走査干渉分光データに対する数学的モデルを決定
することについて説明する。第３に、表面の光学特性と、このような情報を用いて種々の
表面特性に対する走査干渉分光データの正確なモデルを生成する方法とについて説明する
。第４に、どのように実験的な干渉分光データと予測ライブラリとを比較して、試験対象
物に関する情報を得るかについて説明する。最初に、薄膜応用例について説明し、その後
に、他の複雑な表面構造、具体的には、光学的に十分に分解できないステップ高さおよび
格子パターンへの応用例について説明する。また、最初は空間周波数ドメインにおける解
析に話を絞り、その後に、走査座標ドメインにおける解析について説明する。上述の図２
５乃至図２７の例のような、干渉分光信号から十分に分解できない表面特徴についての情
報を抽出する技術の更なる例を後で説明する。
【０１２３】
　図３に示すのは、リニック型の走査型干渉計である。光源（図示せず）からの照明光１
０２は、ビーム・スプリッタ１０４によって部分的に透過されて、基準光１０６を形成し
、またビーム・スプリッタ１０４によって部分的に反射されて、測定光１０８を形成する
。測定光は、測定用対物レンズ１１０によって、試験サンプル１１２（たとえば、１つま
たは複数の異なる材料からなる薄い単一膜または多層膜を含むサンプル）上にフォーカス
される。同様に、基準光は、基準対物レンズ１１４によって基準ミラー１１６上にフォー
カスされる。好ましくは、測定用および基準対物レンズは、共通の光学特性を有する（た
とえば、開口数がマッチングされている）。試験サンプル１１２から反射された（または
散乱されたかもしくは回折された）測定光は、測定用対物レンズ１１０を通って逆方向に
伝搬し、ビーム・スプリッタ１０４によって透過されて、結像レンズ１１８によって検出
器１２０上に結像される。同様に、基準ミラー１１６から反射された基準光は、基準対物
レンズ１１４を通って逆方向に伝搬し、ビーム・スプリッタ１０４によって反射されて、
結像レンズ１１８によって検出器１２０上に結像され、そこで測定光と干渉する。
【０１２４】
　説明を簡単にするために、図３に示す測定および基準光は、試験サンプルおよび基準ミ
ラー上の特定の点にそれぞれフォーカスされ、その後、検出器上の対応する点上で干渉す
る。このような光は、干渉計の測定脚および基準脚に対する瞳平面に垂直に伝搬する照明
光部分に対応する。照明光の他の部分は最終的に、試験サンプルおよび基準ミラー上の他
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の点を照明する。そして、これらの点は、検出器上の対応する点に結像される。図３では
、このことが、破線１２２によって例示されている。破線１２２は、試験サンプル上の異
なる点から現れて検出器上の対応する点に結像される主光線に対応する。主光線は、測定
脚の瞳平面１２４の中心で交わる。瞳平面１２４は、測定用対物レンズ１１０の後側焦点
面である。試験サンプルから現れる光のうち、主光線とは異なる角度で現れるものは、瞳
平面１２４の異なる箇所で交わる。
【０１２５】
　好ましい実施形態においては、検出器１２Ｑは、複数要素（すなわち多画素）カメラで
あって、試験サンプルおよび基準ミラー上の異なる点に対応する測定光と基準光との間の
干渉を独立に測定する（すなわち、干渉パターンに対する空間分解能を与える）。
【０１２６】
　試験サンプル１１２に結合された走査ステージ１２６は、測定用対物レンズ１１０に対
する試験サンプルの位置を走査する。これは、図３において走査座標によって示されてい
る。たとえば、走査ステージは、圧電トランスデューサ（ＰＺＴ）に基づくことができる
。検出器１２０は、試験サンプルの相対的な位置が走査されているときに、光学的干渉の
強度を検出器の１つまたは複数の画素において測定し、そして、その情報を解析のために
コンピュータ１２８に送る。
【０１２７】
　走査が行なわれる領域は、測定光が試験サンプル上にフォーカスされている領域である
ため、走査によって、光源から検出器までの測定光の光路長が変化する。この変化は、測
定光が試験サンプルに入射するとともに、試験サンプルから現れる角度よって異なった依
存をする。その結果、測定光の干渉部分と基準光の干渉部分との間における光源から検出
器までの光路差（ＯＰＤ）が、走査座標ζによって増減する仕方は、測定光が試験サンプ
ルに入射するとともに、試験サンプルから現れる角度に依存して、異なる。本発明の他の
実施形態においては、基準対物レンズ１１４に対する基準ミラー１１６の位置を走査する
ことによって（測定用対物レンズ１１０に対して試験サンプル１１２を走査する代わりに
）、同じ結果を実現することができる。
【０１２８】
　このように走査座標ζとともにＯＰＤが変化する仕方に違いがあるために、検出器の各
画素内で測定される干渉信号において、コヒーレンス長が制限されることになる。たとえ
ば、干渉信号（走査座標の関数である）は通常、空間的コヒーレンス長がλ／２（ＮＡ）
２のオーダの包絡線によって変調される。ここで、λは照明光の公称上の波長であり、Ｎ
Ａは測定用および基準対物レンズの開口数である。以下でさらに説明するように、干渉信
号の変調によって、試験サンプルの反射率についての角度依存性の情報が得られる。制限
された空間的コヒーレンスを増加させるために、走査型干渉計内の対物レンズが規定する
開口数は大きいことが好ましい。たとえば、約０．７よりも大きい（またはより好ましく
は、約０．８よりも大きく、もしくは約０．９よりも大きい）。また干渉信号は、照明源
のスペクトルの帯域幅に付随する制限された時間的コヒーレンス長によって変調すること
もできる。干渉計の構成に依存して、これらの制限されたコヒーレンス長の効果のどれか
一方が優勢になる場合もあるし、それらが両方とも全体的なコヒーレンス長に実質的に影
響する場合もある。
【０１２９】
　走査型干渉計の他の例は、図４に示すミラウ型干渉計である。
　図４を参照して、光源モジュール２０５によって、照明光２０６がビーム・スプリッタ
２０８に供給される。ビーム・スプリッタ２０８は、照明光２０６を、ミラウ干渉分光対
物レンズ・アセンブリ２１０へ送る。アセンブリ２１０は、対物レンズ２１１、基準平面
２１２（その小さい中心部分上に反射性のコーティングが施されていて、基準ミラー２１
５を規定している）、およびビーム・スプリッタ２１３を含んでいる。動作中、対物レン
ズ２１１によって照明光が、試験サンプル２２０の方へ、基準平面２１２を通してフォー
カスされる。ビーム・スプリッタ２１３によって、フォーカス光の第１の部分が基準ミラ
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ー２１５へ反射されて、基準光２２２が規定され、またフォーカス光の第２の部分が試験
サンプル２２０に透過されて、測定光２２４が形成される。次に、ビーム・スプリッタ２
１３は、試験サンプル２２０から反射された（または散乱された）測定光を、基準ミラー
２１５から反射された基準光と、再結合する。そして対物レンズ２１１および結像レンズ
２３０が、組み合わされた光を結像して、検出器（たとえば、マルチ画素カメラ）２４０
上で干渉させる。図３のシステムの場合と同様に、検出器からの測定信号は、コンピュー
タ（図示せず）に送られる。
【０１３０】
　図４の実施形態における走査では、圧電トランスデューサ（ＰＺＴ）２６０が、ミラウ
干渉分光法の対物レンズ・アセンブリ２１０に結合されている。圧電トランスデューサ（
ＰＺＴ）２６０は、アセンブリ２１０全体を、試験サンプル２２０に対して、対物レンズ
２１１の光軸に沿って走査して、カメラの各画素において走査干渉分光データＩ（ζ、ｈ
）が得られるように構成されている。あるいは、ＰＺＴを、アセンブリ２１０ではなく試
験サンプルに結合して、それらの間の相対運動が得られるようにしてもよい。これは、Ｐ
ＺＴアクチュエータ２７０によって示されている。さらに他の実施形態においては、基準
ミラー２１５およびビーム・スプリッタ２１３の一方または両方を、対物レンズ２１１に
対して対物レンズ２１１の光軸に沿って移動させることによって、走査を行なってもよい
。
【０１３１】
　光源モジュール２０５は、空間的に拡張された光源２０１、望遠鏡（レンズ２０２およ
び２０３によって形成される）、レンズ２０２の前側焦点面（レンズ２０３の後側焦点面
と一致する）内に配置された絞り２０４を含む。この配置によって、空間的に拡張された
光源が、ミラウ干渉分光法の対物レンズ・アセンブリ２１０の瞳平面２４５上に結像され
る。これは、ケーラー（Ｋｏｅｈｌｅｒ）結像の例である。絞りのサイズによって、試験
サンプル２２０上の照明野のサイズが制御される。システムは、ビーム・スプリッタ２０
８と干渉分光対物レンズアセンブリ２１０との間に配置されたアパーチャ絞り（図示せず
）を含む。他の実施形態では、光源モジュールは臨界結像として知られる、空間的に拡張
された光源を試験サンプル上に直接結像する装置を含んでもよい。いずれのタイプの光源
モジュールにおいても、図３のリニック型の走査型干渉システムと共に用いてもよい。
【０１３２】
　本発明のさらなる実施形態においては、走査干渉分光システムを、試験サンプルについ
て角度依存性の散乱または回折情報を決定するために、すなわち光波散乱計測に対して、
用いてもよい。たとえば、走査干渉分光システムを用いて、試験サンプルへの照明を、非
常に狭い範囲の入射角（たとえば、実質的に垂直入射かそうでなければコリメートされて
いる）のみに亘る試験入射によって行なってもよい。入射は次に、試験サンプルによって
散乱または回折される。サンプルから現れる光は、カメラに結像されて、基準光と干渉す
る。これは前述した通りである。走査干渉分光信号内の各成分の空間周波数は、試験サン
プルから現れる試験光の角度に依存して変化する。したがって、垂直な走査（すなわち、
対物レンズの光軸に沿っての走査）の後にフーリエ解析を行なうことによって、対物レン
ズの後側焦点面に直接アクセスすることも、この面を結像することもせずに、回折光およ
び／または散乱光の測定を、出現角度の関数として行なうことができる。実質的に垂直入
射の照明を得るためには、たとえば、光源モジュールの構成を、瞳平面上に点光源が結像
されるように、そうでなければ照明光が測定用対物レンズの開口数に充填される程度が減
少するように、行なうことができる。光波散乱計測技術は、サンプル表面内の別個の構造
、たとえば格子ライン、エッジ、または一般的な表面荒さ（これらは、光をより高い角度
まで回折および／または散乱し得る）の解析に対して、有用であり得る。
【０１３３】
　本明細書の解析の大半において仮定していることは、瞳平面内での光の偏光状態が、ラ
ンダムであること、すなわちほぼ等しい量のｓ偏光（入射平面に直交する）およびｐ（入
射平面に直交する）偏光の両方から構成されていることである。代替的な偏光も可能であ
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り、たとえば純粋なｓ偏光などである。これはたとえば、放射状の偏光子を瞳平面に（た
とえば、リニック干渉計の場合には測定対象物の後側焦点面に、およびミラウ干渉計にお
いては共通の対物レンズの後側焦点面に）、配置することで実現してもよい。他の可能な
偏光としては、放射状のｐ偏光、円偏光、および変調された（たとえば、一方が他方に続
く２つの状態）偏光が、偏光測定に対して挙げられる。言い換えれば、試験サンプルの光
学特性の解析は、それらの角度または波長依存性のみについて行なえるのではなく、それ
らの偏光依存性についても、または選択された偏光についても、行なうこともできる。ま
たこのような情報を用いて、薄膜構造の特徴付けの精度を向上させてもよい。
【０１３４】
　このような偏光解析測定を実現するために、走査干渉分光システムは、瞳平面内に固定
または可変の偏光子を含んでいてもよい。図４を再び参照して、たとえば、ミラウ型干渉
分光システムは、瞳平面内に偏光光学部品２８０を含み、試験サンプルに入射するととも
に、そこから現れる光に対して、所望の偏光を選択するようになっている。さらに偏光光
学部品は、選択される偏光を変えるように再構成可能であってもよい。偏光光学部品は、
所定の偏光を選択するための偏光子、波長板、アポディゼーション・アパーチャ、および
／または変調素子を含む１つまたは複数の素子を含んでもよい。さらに偏光光学部品は、
エリプソメータのデータと同様のデータを生成するために、固定されていてもよいし、構
造化されていてもよいし、または再構成可能であってもよい。たとえば、ｓ偏光のための
放射状に偏光された瞳を用いた第１の測定の後に、ｐ偏光のための半径方向に偏光された
瞳を用いてもよい。他の例では、アポダイズド瞳平面を直線偏光光、たとえばスリットま
たはウェッジとともに用いてもよい。スリットまたはウェッジは、所望する任意の直線偏
光状態を対象物に送るために瞳平面内で回転させることができるか、または再構成可能な
スクリーンたとえば液晶ディスプレイである。
【０１３５】
　さらに、偏光光学部品によって、瞳平面全体に亘って可変の偏光が実現されてもよい（
たとえば、複数の偏光子または空間変調器を含むことによって行なう）。こうして、空間
周波数に従って偏光状態に「タグを付ける」ことができる。これはたとえば、高い入射角
に対して、浅い角度とは異なる偏光を与えることによって行なう。
【０１３６】
　さらにほかの実施形態においては、選択可能な偏光を、偏光の関数として位相シフトと
組み合わせてもよい。たとえば、偏光光学部品は、瞳平面内に配置された直線偏光子を含
み、その後に、２つの波長板（たとえば８分の１波長板）が、瞳平面の対向する四分区間
に配置されてもよい。直線偏光の結果、対物レンズの入射面に対して偏光角度が全範囲に
亘る。たとえば、支配的なｓ偏光光の位相シフトが固定されるように波長板がアライメン
トされる場合には、放射状のｓ偏光光およびｐ偏光光の両方が同時に存在するが、位相が
互いにたとえばπだけシフトしているため、干渉計は、これらの２つの偏光状態間の差を
基本信号として効果的に検出する。
【０１３７】
　さらなる実施形態においては、偏光光学部品を、装置内の他の場所に配置してもよい。
たとえば、直線偏光は、システム内のどこにでも実現することができる。
　次に、走査干渉分光信号に対する物理モデルについて説明する。
【０１３８】
　対象物表面は高さ特徴ｈを有し、この高さ特徴ｈに対するプロファイルを、横方向の座
標ｘ、ｙによって示される領域に亘って行ことを所望するとする。ステージによって、滑
らかな連続走査ζが、干渉対物レンズ、または図示したように対象物それ自体について、
実現される。走査の間、コンピュータによって、各像点またはカメラ画素に対する強度デ
ータＩζ，ｈが、連続的なカメラ・フレームにおいて記録される。なお、走査位置および
表面高さに対する強度Ｉζ，ｈの主な依存関係を、添え字によって示す。この添え字は、
全体を通して用いる表記法である。
【０１３９】
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　光学部品の適切な物理モデルは、非常に精巧なものにすることができる。これは、光源
の部分的コヒーレンス、干渉計内での偏光混合、高ＮＡ対物レンズの結像特性、ならびに
高い入射角において、および不連続の表面特徴が存在する下での電界ベクトルの相互作用
を考慮することによってなされる。
【０１４０】
　たとえば、所与の構造から干渉分光信号を厳密に予測するには、該構造についてマック
スウェル方程式を解くことが必要である。白色光干渉分光技法は、照明の帯域幅をカバー
する十分に高密度な組の波長を必要とする。２Ｄにおいてマックスウェル方程式を解くこ
とについては多数のアプローチが存在する。２Ｄにおいて、一つの特に簡単なアプローチ
は、レイリー仮説に基づくものである。このアプローチでは、該構造は、薄膜積層体とし
て扱われ、積層体における各層間の界面が特定のトポグラフィを有している。レイリー仮
説は、各層内では電磁場が上方および下方の伝搬平面波に拡大され、電磁場が界面におけ
る標準境界条件を満たすよう係数を選択することで解が得られると述べている。このアプ
ローチは簡単に実行でき、比較的早く、一回の計算により一つの波長でおよび一つの偏光
について表面の完全な光学的伝達関数または散乱行列を得ることができる。制限としては
、各界面のトポグラフィが界面に境界を付ける層において波長の略半分未満をカバーする
場合にだけ有効な解が得られる点である。シリコン等の高屈折材料は、可視波長でのトポ
グラフィを１００ｎｍよりもはるかに小さく制限する。
【０１４１】
　３Ｄモデリング技法は有限差分時間領域法（ＦＤＴＤ）、有限要素および厳密結合波解
析（ＲＣＷＡ）等を含む。たとえば、エム．ジー．モーラム（Ｍ．Ｇ．Ｍｏｈａｒａｍ）
とティー．ケイ．ゲイロード（Ｔ．Ｋ．Ｇａｙｌｏｒｄ）による「誘電体表面－レリーフ
格子の回折解析（Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｄｉｅｌｅｃｔｒ
ｉｃ　ｓｕｒｆａｃｅ－ｒｅｌｉｅｆ　ｇｒａｔｉｎｇｓ）」Ｊ．Ｏｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ
．，７２，１３８５－１３９２，（１９８２）、及び、エム．トットツェク（Ｍ．Ｔｏｔ
ｚｅｃｋ）による「高ＮＡ定量偏光顕微鏡法の数値シミュレーションおよび対応する近接
場（Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ－ＮＡ　ｑｕａｎｔｉ
ｔａｔｉｖｅ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ　ｃｏｒｒｅ
ｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄｓ）」，Ｏｐｔｉｋ，１１２（２００１）３８
１－３９０を参照する。更に、スタットガート大学の技術光学協会（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ，　ＩＴＯ）は、エム．トットツェク（Ｍ．
Ｔｏｔｚｅｋ）の仕事を基にマイクロシム（Ｍｉｃｒｏｓｉｍ）と呼ばれるＲＣＷＡを実
行するソフトウェアを開発した。これらの技術は、小容積に、つまり、片側数波長にしば
しば限られるが、メモリ要件とランタイムの両方を適当に維持するためには有力である。
それにも関わらず、好適なライブラリを生成するためにこのような技術が予め使用され得
るため、ライブラリを生成するに使用される大量の計算時間は本願で開示する技術のイン
・プロセス適用法を妨げることはない。
【０１４２】
　便宜上、かつ本発明のある曲面を実証するために、ランダム偏光および拡散、低コヒー
レンス拡張光源を仮定することによって、モデルを簡単にする。干渉信号のモデリングに
よって対物レンズの瞳平面を通過した後に対象物表面から入射角Ψで反射するすべての光
線束（図５に示す）の影響を調べることが簡単になる。
【０１４３】
　光学システムを通る単一の光線束に対する干渉の影響は、以下のものに比例している。
【０１４４】
【数１】

　ここでＺβ，ｋは、有効な対象物強度反射率であり、たとえばビーム・スプリッタの効
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果を含む。Ｒβ，ｋは、有効な基準反射率であり、ビーム・スプリッタおよび基準ミラー
の両方を含む。周囲媒体の屈折率はｎ０であり、入射角Ψに対する方向余弦は、以下の通
りである。
【０１４５】
【数２】

　また光源照明に対する波数は、以下の通りである。
【０１４６】
【数３】

　位相に対する記号の取り決めによって、表面高さの増加を、位相の正の変化に対応させ
る。位相項は、干渉計内の対象物経路に対する影響ωβ，ｋ、たとえば対象物表面からの
薄膜効果と、基準経路に対する影響νβ，ｋ、たとえば基準ミラーおよび対物レンズ内の
他の光学部品とを有する。
【０１４７】
　瞳平面上で積分される全干渉信号は、以下のものに比例している。
【０１４８】
【数４】

　ここで、Ｕβは瞳平面の光分散であり、Ｖｋは光学的なスペクトル分散である。方程式
（４）における重み付け係数βは、投影角度に起因するｃｏｓ（Ψ）項と、瞳平面内の幅
ｄΨの環の直径に対するｓｉｎ（Ψ）項とから得られる。
【０１４９】

【数５】

　ここで、図５に図示したように、対物レンズはアッベの正弦条件に従うと仮定する。こ
のような比較的簡単な重み付けは、ランダムに偏光された、空間的にインコヒーレントな
照明（すべての光線束が互いに無関係である）の場合に可能である。最後に、すべての入
射角に亘る積分範囲は、０≦ｐ≦１を意味し、すべての波数に亘るスペクトル積分は、０
≦ｋ≦∞である。
【０１５０】
　周波数ドメイン解析（ＦＤＡ）では、最初に干渉強度信号Ｉζ，ｈのフーリエ変換を計
算する。文字上の（非数値の）解析に対して、規格化されていないフーリエ積分を用いる
。
【０１５１】
【数６】

　ここで、Ｋは空間周波数であり、たとえば、単位は周期／ミクロンである。周波数ドメ
イン値ｑＫ，ｈの単位は、波数の逆であり、たとえばμｍである。これから、パワー・ス
ペクトルと、
【０１５２】
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【数７】

　位相スペクトルとが得られる。
【０１５３】
【数８】

　φ”Ｋ，ｈに対するダブル・プライムの意味は、フリンジのオーダに２倍の不確かさが
あるということである。すなわち画素ごとのものと、走査の出発点に対する全体的なもの
との両方である。そのため、従来のＦＤＡでは、パワー・スペクトルＱＫ，ｈによって重
み付けされた位相スペクトルφ”Ｋ，ｈに対する線形フィットによって表面トポグラフィ
を決定することに、直接進む。フィットによって、各画素に対して、勾配と、
【０１５４】

【数９】

　切片とが得られる。
【０１５５】

【数１０】

　なお、切片または「位相ずれ」Ａ”は、高さｈとは無関係であるが、位相データのフリ
ンジのオーダの不確かさから引き継いだダブル・プライムを備える。勾配σには、この不
確かさはない。切片Ａ”および傾斜σｈから、特定の平均または公称上の空間周波数Ｋ０
に対して、「コヒーレンス・プロファイル」と、
【０１５６】

【数１１】

「位相プロファイル」とを規定することができる。
【０１５７】
【数１２】

　単純で理想的な場合、すなわち誘電体表面が完全に均一、均質で、薄膜および異なる材
料の影響がなく、ならびに光学システムが分散に対して完全に平衡状態である場合には、
位相およびコヒーレンス・プロファイルは、表面高さに直線的に比例する。
【０１５８】
【数１３】

【０１５９】
【数１４】

　２つの高さ計算のうち、位相に基づく高さ値ｈ”θの方が正確である。しかし、この値
は、単色の干渉分光法のフリンジのオーダの特性に不確かさがある。高分解能を得るため
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に、コヒーレンスに基づく明瞭であるが正確さに劣る値ｈΘを用いることで、この不確か
さを取り除き、最終的な値ｈθを得る。
【０１６０】
　従来のＦＤＡでは、それほど理想的でない状況の場合でも、干渉位相φ”Ｋ，ｈは依然
として空間周波数のほぼ線形関数であると仮定している。これは、走査干渉分光信号を処
理して表面高さを得る従来のＦＤＡ処理に対応している。しかしながら、本実施形態では
、表面構造の主要なパラメータたとえば膜厚の決定を、実験データと理論的な予測とを比
較することによって行なう。理論的な予測は、非常に非線形の位相スペクトルとパワー・
スペクトルの付随する変調とを含み得る。
【０１６１】
　こうするために、フーリエ変換の定義である方程式（６）を干渉信号の方程式（４）と
組み合わせて、予測されるＦＤＡスペクトルに対する以下の式にする。
【０１６２】
【数１５】

　計算の効率を向上させるために、方程式（１５）における３重積分の部分的な文字上の
評価を行なうことができる。
【０１６３】
　方程式（１５）の文字上の解析は、積分のオーダを変えることによって開始して、最初
に、個々の干渉信号ｇβ，ｋ，ζ，ｈの値を、すべての走査位置ζに亘って、βおよびｋ
を固定した状態で求める。
【０１６４】
【数１６】

　余弦項ｇβ，ｋ，ζ，ｈを、以下の式を用いて通常の方法で展開した後、
【０１６５】
【数１７】

　ζについての内部の積分を以下のように求める。
【０１６６】
【数１８】

　ここで、以下の式を用いた。
【０１６７】
【数１９】
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【数２０】

　δ関数は、引数の逆の物理単位、この場合には逆の波数を有する。
【０１６９】
　これらのδ関数によって、空間周波数Ｋと積２βｋｎ０との間の等価性が確認される。
　次の積分に対する変数の理論的な変形は、したがって次のようになる。
【０１７０】

【数２１】

【０１７１】
【数２２】

　ここで、κ＾は、空間周波数Ｋと同じ意味であるが、積分の自由変数として使用される
。方程式（１８）は、以下のように書くことができる。
【０１７２】

【数２３】

　ここで、
【０１７３】
【数２４】

　なお、変数を変えることによって、方程式（２３）におけるＲ、Ｚ、ν、ω項に対する
β依存性は、κ＾およびｋに対する依存性となる。
【０１７４】
　次のステップとして、最初に以下のことを述べる。
【０１７５】
【数２５】

【０１７６】
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【０１７７】
【数２７】

　ここで、Ｈは、以下にように定義される無単位のヘビサイドのステップ関数である。
【０１７８】
【数２８】

　ｆは、Ｋおよびｋの任意の関数である。方程式（２５）～（２７）を用いて、方程式（
２３）は以下のようになる。
【０１７９】

【数２９】

　ここで以下の式を用いると、
【０１８０】
【数３０】

【０１８１】
【数３１】

【０１８２】
【数３２】

　最終的に以下のような結果となる。
【０１８３】
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　方程式（３３）は、積分の数が少ないので、当初の式（１５）の三重積分と比べて著し
く能率的な計算となる。
【０１８４】
　解析的に解く上で、興味深い極限的なケースがいくつか存在する。たとえば、位相の影
響（νＫ，ｋ－ωＫ，ｋ）＝０であるとともに、反射率Ｒ、Ｚが入射角および波長とは無
関係である場合には、方程式（３３）は以下のように簡単になる。
【０１８５】
【数３４】

　したがって、方程式（２４）において定義される重み付け係数ΓＫ，ｋを伴う積分のみ
を取り扱えばよい。この理想的なケースでは、方程式（３４）に対してさらに２つの極限
的なケースを評価することが簡単になる。すなわち、高ＮＡ対物レンズを有する準単色の
照明、および低ＮＡを有する広帯域の照明である。
【０１８６】
　狭いスペクトル帯域幅ｋΔを有する準単色光源の場合には、以下のように規格化された
スペクトルとなる。
【０１８７】
【数３５】

　ここで、ｋ０は、公称上の光源波数である。方程式（３４）における積分は、以下のよ
うな形となる。
【０１８８】

【数３６】

【０１８９】
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【数３７】

　ＵＫ，ｋは、小さい帯域幅ｋΔ上で本質的に一定であると仮定すると、以下の式が得ら
れる。
【０１９０】

【数３８】

【０１９１】

【数３９】

　ここで、積分の値を求める際に、以下の関係を用いた。
【０１９２】

【数４０】

　これは、狭帯域幅ｋΔ≪ｋ０に対しては有効である。特に、スペクトルの正の非ゼロ部
分は、以下のようになる。
【０１９３】

【数４１】

　結果として、光源のスペクトル帯域幅が狭く、反射率Ｒ、Ｚが一定で、位相の影響ωが
ないこの特別な場合には、以下のようになる。
【０１９４】
【数４２】

　この特別な場合には、位相は、表面高さに直線的に比例し、従来のＦＤＡと一致する。
また空間周波数は、方向余弦に直接対応する。
【０１９５】
【数４３】

　したがって、ＦＤＡスペクトルの空間周波数座標と入射角との間には、１対１の関係が
ある。さらに、フーリエ振幅√ＱＫにおけるＫ重み付けは、方程式（４１）から計算され
ることに注意されたい。このことは、図６（ａ）の例示スペクトルにおいて明らかである
。同図では、垂直入射から、対物レンズＮＡによって課される方向余弦限界までの範囲に
亘って、瞳平面を完全に均一に充填する場合に対する理論的な予測を示す。
【０１９６】
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【数４４】

　第２の例として、垂直入射付近の方向余弦の狭い範囲βΔに限定された均一な照明を伴
う広帯域の照明の場合を考える。したがって、規格化された瞳平面分散は以下のようにな
る。
【０１９７】

【数４５】

　変数を変えた後、
【０１９８】
【数４６】

　方程式（３４）における定積分は、この場合には以下の形となる。
【０１９９】
【数４７】

【０２００】
【数４８】

　これは以下の値となる。
【０２０１】
【数４９】

【０２０２】
【数５０】

　ここで、以下の関係を用いた。
【０２０３】

【数５１】

　スペクトルの正の非ゼロ部分は、この広帯域の光源照明用であり、したがって、垂直入
射付近は、以下のようになる。
【０２０４】
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【数５２】

　これは、フーリエ振幅（√ＱＫ）が光源スペクトル分散ＶＫ／２ｎ０に比例するという
熟知結果に密接に対応する。このことはたとえば、図６（ｂ）において、公称上または平
均の波長ｋ０の中心に置かれたガウシアン・スペクトルに対して示されている。なお方程
式（５２）は、以下の線形的な位相の展開が、
【０２０５】

【数５３】

　従来のＦＤＡと一致するという仮定にも適合する。
【０２０６】
　フーリエ振幅√ＱＫ，ｈ＝｜ｑＫ，ｈ｜および位相φ”Ｋ，ｈ＝ａｒｇ（ｑＫ，ｈ）は
、干渉強度Ｉζ，ｈのフーリエ変換から得られるため、逆変換によって、実際の干渉信号
のドメインに戻る。
【０２０７】

【数５４】

　ここで、もう一度、κ＾を空間周波数に対して用いて、これが方程式（５４）における
積分の自由変数であることを強調した。したがって、強度信号を計算する１つの方法は、
方程式（３３）によってフーリエ成分ｑＫ，ｈを生成し、方程式（５４）を用いてＩζ，

ｈに変換することである。
【０２０８】
　本モデルでは、光源光がランダム偏光であることを仮定している。しかし、これは、偏
光効果を無視すべきであることを意味するものではない。むしろ上記の計算では、照明の
入射面によって規定される２つの直交する偏光状態ｓおよびｐから等しく重み付けされた
結果であるインコヒーレントな重ね合わせを仮定している。偏光に対しては、上付き文字
の表記法を用いる。
【０２０９】
【数５５】

　したがって、このβ、ｋにおける未偏光光に対する平均の位相角度は、以下のようにな
る。
【０２１０】
【数５６】

　なお、２つの偏光の影響に対して振幅が同一である場合を除いて、ほとんどの場合、以
下のようになる。
【０２１１】

【数５７】

　また、ｑｓ
β，ｋおよびｑｐ

β，ｋが、複素平面において完全に平行である場合を除い
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【０２１２】
【数５８】

　同じ所見を、システムおよび対象物反射率であるＲｓ
β，ｋ、Ｒｐ

β，ｋ、およびＺｓ

β，ｋ、Ｚｐ
β，ｋに、それぞれ適用する。これらは、位相が同一である場合を除いて、

直接足し合わせることはできない。
【０２１３】
　対象物表面反射率の計算において偏光効果を適切に考慮するならば、モデリングはかな
り簡単なものであって、かなり適応性があり、この先も偏光光のより興味深い場合を取り
扱うことができる。
【０２１４】
　次のステップは、ソフトウェア開発を考慮して、別個の数値式に変換することである。
干渉信号Ｉζ，ｈとフーリエ・スペクトルｑＫ，ｈとの間の関係を、別個のフーリエ変換
を用いて、以下のように再規定する。
【０２１５】

【数５９】

【０２１６】
【数６０】

　ここで、ｑ~Ｋ^，ｈは、ｑＫ^，ｈの複素共役であり、干渉信号にはＮ個の別個のサン
プルが存在する。方程式（６０）および後述の式において、導出時には重要であったが空
間周波数Ｋに対する代わりとしてはもはや必要ではない自由変数Ｋを用いることは、やめ
ている。したがって、予測される正の周波数ＦＤＡ複素スペクトルは、以下のようになる
。
【０２１７】

【数６１】

　ここで、規格化された、高さに無関係な係数は、以下のようになる。
【０２１８】
【数６２】

【０２１９】
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【数６３】

　ここで、積分範囲に対する規格化は、以下のようになる。
【０２２０】

【数６４】

　方程式（６２）におけるヘビサイドのステップ関数Ｈによって、足し合わせに対する不
必要な影響が防止されている。重み付け因子ΓＫ，ｋは、方程式（２４）において定義さ
れる通りである。
【０２２１】
　実験と理論とを比較するために、方程式（６１）を用いて実験的なＦＤＡスペクトルを
生成し、そして方程式（６２）を用いてスペース・ドメインに逆に変換して、Ｉζ，ｈの
理論的な予測を行なう。これが最も効率的に行なわれるのは、高速フーリエ変換（ＦＦＴ
）を用いた場合である。ＦＦＴの特性によって、Ｋ値の範囲が決定される。Ｉζ，ｈに対
するＮ個の別個のサンプルが、増分ζｓｔｅｐだけ離間に配置される場合には、ゼロから
始まりデータ・トレース当たりＮ／２周期まで増加する（Ｎ／２）＋１個の正の空間周波
数が存在する。これらは、以下の増分だけ離間に配置される。
【０２２２】

【数６５】

　周波数ドメインにおける位相アンラッピングを容易にするために、走査に対するゼロ位
置の調整を試みて、その位置が信号ピーク付近にくるようにすることで、周波数ドメイン
における位相勾配が小さくなる。ＦＦＴでは、走査における最初のデータ点がゼロにある
ことが常に仮定されているため、信号を適切にオフセットしなければならない。
【０２２３】
　薄膜を有するサンプル表面のモデリングに焦点を置く。
　図７に示すのは、薄膜あり／なしの２つの表面タイプである。両方の場合において、有
効な振幅反射率Ｚβ，ｋを、以下に従って規定する。
【０２２４】
【数６６】

　ここで、Ｚβ，ｋは強度反射率であり、ωβ，ｋは反射時の位相変化である。添え字β
、ｋは、照明の方向余弦への依存性を強調するものである。
【０２２５】

【数６７】

　ここで、Ψ０は入射角であり、波数については以下のようになる。
【０２２６】
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【数６８】

　ここで、λは光源の波長である。添え字βは、第１の入射方向余弦β０を指すものと理
解される。
【０２２７】
　表面の特徴づけは、一つには、その屈折率によってなされる。周囲媒体（通常は空気）
の屈折率は、ｎ０である。図７（ａ）の単純な表面の場合には、１つの屈折率ｎ１だけで
ある。薄膜図７（ｂ）の場合には、表面屈折率は２つある。すなわち、透明または部分的
に透明な膜に対するｎ１と、基板に対するｎ２とある。最も一般的には、これらの屈折率
は、実部および虚部によって特徴付けられる複素数である。たとえば、典型的な屈折率は
、たとえばクロムの場合に、λ＝５５０ｎｍにおいて、ｎ１＝３．１８＋４．４１ｉであ
る。ここで、虚部は正として定義するという取り決めを採用している。
【０２２８】
　材料の屈折率は、波長に依存する。空気に対する屈折率ｎ０の分散は、それほど大きく
はないが、多くのサンプル表面、特に金属にとって重要である。公称上のｋ０付近の小さ
い波長変化においては、ほとんどの材料が、波数に対してほぼ直線的に依存する。したが
って以下のように書くことができる。
【０２２９】
【数６９】

　ここで、ｖ（０）
１、ｖ（１）

１はそれぞれ、屈折率ｎ１に対して公称上の波数ｋ０に
おける、切片および勾配である。
【０２３０】
　屈折率の最も一般的な使用方法は、スネルの法則である。図７（ｂ）を参照して、膜内
部の屈折ビーム角は、以下の通りである。
【０２３１】

【数７０】

　ここで、Ψ０は、屈折率ｎ０の媒体内の角度であり、これが屈折率ｎ１の媒体の最上面
に入射する。また、Ψ１，β，ｋは、屈折角である。これらの角度は、屈折率が複素数で
ある場合には、複素数値を取ることができ、部分的にエバネッセントな伝搬を示す。
【０２３２】
　２つの媒体間の境界の複素振幅反射率は、偏光、波長、入射角、屈折率に依存する。図
７（ｂ）の膜の最上面のｓ－およびｐ－偏光反射率は、以下のようにフレネルの式によっ
て与えられる。
【０２３３】
【数７１】
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【０２３４】
【数７２】

　β、ｋに対する依存性は、角度Ψ０、Ψ１，β，ｋから生じる。出口角Ψ１，β，ｋに
よって、屈折率ｎ１，ｋを介したｋ依存関係が導入される。同様に、基板－膜界面の反射
率は、以下の通りである。
【０２３５】
【数７３】

【０２３６】
【数７４】

　なお、フレネル方程式において、入射角および屈折角が同じ場合には、両方の偏光に対
する反射率はゼロになる。
【０２３７】
　単純な表面（薄膜なし）の場合には、サンプル表面の反射率は、最上面の反射率と同一
である。
【０２３８】

【数７５】

　その結果、表面反射によって引き起こされる反射時の位相変化（ＰＣＯＲ）は、以下の
ようになる。
【０２３９】
【数７６】

　なお、境界条件を満たすために、ｓ－偏光は、反射時に「反転する」（＝誘電体の場合
のπ位相シフト）が、ｐ－偏光は反転しない。正確に垂直入射の場合には偏光状態間の区
別は意味がなくなる。すなわち、どんな場合でもフレネル方程式においてゼロ除算となる
ため、この極限的なケースを取り扱う式は異なるものとなる。
【０２４０】
　屈折率の複素数部分に対してプラス記号の取り決めを用いる場合には、吸収（複素数部
分）が大きいほど、ＰＣＯＲωβ，ｋは大きくなる。言い換えれば、吸収係数が大きくな
ることは、有効な表面高さが減少することに等しい。このことは、直観的に理解できる。
すなわち、正確に境界において起こる明確な反射および透過ではなく、反射する前に材料
中に光ビームが浸透することとしての吸収が想像される。通常の取り決め、すなわち表面
高さの増加は、基準表面と測定表面との間の位相差の正の変化に対応するという取り決め
に従って、正の表面ＰＣＯＲを干渉計の位相から差し引く。
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【０２４１】
　薄膜は、平行板反射の特別な場合である。光は、最上面を通過する際に部分的に反射さ
れて（図７参照）、基板表面まで進む。基板表面では第２の反射が起こる。この反射は、
第１の反射に対して位相が遅れている。しかし、これで終わるわけではない。基板から反
射された光は、最上面を逆に通過するときにもう一度部分的に反射される。その結果、再
び下を向いて基板に至るさらなる反射ビームが生じる。これは原理的には永遠に続き、そ
れぞれのさらなる反射は前回のものよりもより少しだけ弱い。これらの複数反射がすべて
存続して、最終的な表面反射率に影響すると仮定すると、無限の組は以下の値になる。
【０２４２】
【数７７】

【０２４３】
【数７８】

　説明の備考として、β１，β，ｋのβ依存関係が、屈折率ｎ０の周囲媒体中の入射方向
余弦β０への依存関係を指すことを、思い起こされたい。同じ方程式（７７）が、対応す
る単一の表面反射率を有する両方の偏光状態に適用される。
【０２４４】
　これらの方程式を調べることで、従来のＦＤＡ処理が薄膜の存在下で機能しなくなる理
由が示される。従来のＦＤＡでは、表面高さを、フーリエ・パワー・スペクトルによって
重み付けされたフーリエ位相スペクトルに対する線形フィットによって決定しており、広
帯域の（白色）光を用いてフーリエ空間周波数の広がりを形成している。考え方は、位相
展開が、表面高さに対する予想された線形的位相依存性によってもたらされるということ
である。表面特性に付随する他のどのような一定のオフセットまたは線形係数（たとえば
「分散」）も、システムの特徴付けによって、またはフィールド位置によって変化しない
位相の影響を単純に無視することによって、取り除かれる。
【０２４５】
　これは、単純な表面の場合には、完全に高精度に機能する。未偏光光の場合、また恐ら
く円偏光光の場合には、ＰＣＯＲの波長依存性は、波数に対してほぼ線形であり、所定の
材料に対して一定である。しかし薄膜が存在すると、従来の解析は機能しなくなる。位相
は非線形となり、位相勾配は膜厚に対して敏感になり、視野全体に亘って変化している場
合もある。したがって、本解析では、表面構造の主要なパラメータたとえば膜厚の決定は
、実験データと理論的な予測とを比較することによって行ない、その際、たとえば薄膜が
表面の反射率を変調する仕方についての知識が用いられる。
【０２４６】
　次に、実験データと理論的な予測のライブラリとを比較することによって、反射時の表
面構造パラメータたとえば膜厚および位相の変化（ＰＣＯＲ）がどのようにして得られる
かについて説明する。厚みが未知の膜の場合、単一表面タイプ、たとえばＳｉ上のＳｉＯ

２に対するライブラリは、可能な多くの膜厚に及んでいる。周波数ドメインの実施形態に
おいては、考え方は、このライブラリを検索して、表面トポグラフィとは無関係のＦＤＡ
スペクトル特性に対するマッチング、たとえば薄膜干渉効果に起因する振幅スペクトルに
対する特有の構造を探すことである。次にコンピュータにおいてライブラリ・スペクトル
を用いて、ＦＤＡデータを補正し、正確な表面トポグラフィ・マップを可能にする。
【０２４７】
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　一実施形態においては、ライブラリには、表面構造に対する例示的なＦＤＡスペクトル
が収容されている。各スペクトルによって、空間周波数Ｋの関数としてフーリエ係数を表
わす一連の複素係数ρＫが得られる。これらのスペクトルは、干渉計の光路長の走査ζの
間に取得される強度データＩζ，ｈのフーリエ変換である。空間周波数Ｋは、光源光スペ
クトルのセグメントに対する角波数ｋ＝２π／λ、周囲媒体の屈折率ｎ０、方向余弦β＝
ｃｏｓ（Ψ）に比例している。ここでΨは、対象物表面に送られる光線束に対する入射角
である。
【０２４８】
【数７９】

　予測ライブラリに対するρＫ係数は、ＦＤＡスペクトルの外観に影響を与える可能性が
ある表面の光学特性（表面高さを除く）を含む。
【０２４９】
　ＦＤＡスペクトルを予測するためには、光源光に対する入射角Ψおよび角波数ｋの範囲
に亘る光線束のインコヒーレントな合計を表わす積分を行なう必要がある。前述したよう
に、数値積分は、計算が能率的になるＮ個の角波数Ｋ（因子ΓＫ，ｋによって重み付けさ
れる）に亘る単一の合計にすることができる。
【０２５０】
【数８０】

【０２５１】
【数８１】

　重み付け因子は、以下の通りである。
【０２５２】
【数８２】

　ここで、ＶＫは、光源スペクトルであり、ＵＫ、ｋは、瞳平面の光分散である。対応す
る規格化γは、重み付け因子のすべての空間周波数に亘る合計である。
【０２５３】

【数８３】

　ここで、γは、簡潔に規定されるべき規格化であり、Ｈは、ヘビサイドのステップ関数
である。
【０２５４】
　対象物の表面構造、特に薄膜の特有な特性は、対象物－経路位相ωＫ，ｋおよび反射率
ＺＫ，ｋを通して、スペクトルρＫの一部となる。これについてはすでに詳述した通りで
ある。同様に重要なものは、基準－経路位相νＫ，ｋおよび反射率ＲＫ，ｋである。これ
らは、走査型干渉計それ自体に依存する。このような因子は、走査型干渉計を理論的にモ
デリングすることによって、または、それを、特性が既知の試験サンプルを用いて校正す
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【０２５５】
　薄膜に対する典型的な予測ライブラリは、膜厚Ｌによってインデックスされる一連のス
ペクトルρＫである。記憶されるスペクトルの範囲は、狭い空間周波数の対象領域（ＲＯ
Ｉ:region of interest）のみであり、通常は２５６フレームの強度データ取得に対して
１５または１６個の値である。このＲＯＩの外側の残りの値はゼロである。ＲＯＩの範囲
は、空間周波数の定義から得られる。
【０２５６】
【数８４】

【０２５７】
【数８５】

　１００Ｘのミラウ対物レンズおよび狭帯域幅、５００ｎｍ光源に基づく走査型干渉計に
対する空間周波数の典型的な範囲は、２．７μｍ－１～４．０μｍ－１である。計算を能
率的に行なうために、数式（８０）～（８３）を用いて各画素に対して複数回再計算する
ことを伴う解析的な検索ルーチンではなく、サンプル・スペクトル間の０．５～５ｎｍに
よってインデックスされる高密度なルック・アップ・テーブルを用いることができる。
【０２５８】
　ライブラリ検索は、以下のステップを伴う。（１）予測されるＦＤＡスペクトルを、特
定の表面タイプに対応するライブラリから選択する。（２）このスペクトルが実験データ
にどの程度密接にマッチングするかを、メリット関数を用いて計算する。そして、（３）
いくつかのまたはすべてのライブラリ・データ・セットを通して繰り返して、どの理論的
なスペクトルから最良のマッチングが得られるかを決定する。探しているのは、表面特性
に一意に関係する周波数ドメインにおける「識別特性」である。表面特性は、たとえば薄
膜、異材料、ステップ構造、荒さ、およびそれらと干渉計の光学システムとの相互作用で
ある。したがって、このように比較することによって、空間周波数に対する位相変化の線
形速度が明確に取り除かれる。これは、表面トポグラフィによって直接的に変化するＦＤ
Ａスペクトルの１つの特性であり、したがって、ライブラリ検索とは関連性がない。
【０２５９】
　比較スペクトルにおいて、計算に対する位相の影響と振幅の影響とを分離することは、
有益である。したがって理論に対して、以下のようになる。
【０２６０】

【数８６】

【０２６１】
【数８７】

　ここで、ｃｏｎｎｅｃｔＫは、φＫ，ｈの空間周波数依存性における２－πステップを
取り除く関数である。実験データに対しては、以下のようになる。
【０２６２】
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【数８８】

【０２６３】
【数８９】

　φ”ｅｘ
Ｋに対するダブル・プライムは、走査における出発点に対する画素間および全

体の両方からのフリンジのオーダにおける不確かさを示す。実験データは必然的に、局所
的な表面高さに関係する勾配項を含む。これが、ｐ符号の代わりにｑ符号を用いる理由で
ある。
【０２６４】
　トライアルな表面パラメータの特定の組に対して、位相差を計算することができる。
【０２６５】
【数９０】

　トライアルなパラメータは正確であると仮定して、位相差ζ”Ｋ，ｈは、補正されたＦ
ＤＡ位相である。理論が実験に良好にマッチングすることにより、原理的には切片がゼロ
（すなわちゼロ位相ずれ）の空間周波数Ｋの単純な線形関数である位相ζ”Ｋ，ｈが得ら
れる。したがって、先を見越すと、成功裏に補正された位相ζ”Ｋ，ｈは、最終的には従
来のＦＤＡ解析へと下流に供給されるものである。従来のＦＤＡ解析では、周波数空間に
おける位相の勾配は、表面高さに正比例していると仮定している。
【０２６６】
　前段落の所見に基づくと、補正された位相ζ”Ｋ，ｈには、表面高さに無関係な実験に
対して理論をマッチングすることの評価を可能にする、対象とする２つの特徴が存在する
。第１は、位相ずれＡ”またはＫ＝０の切片値のζ”Ｋ＝０，ｈであり、これは線形フィ
ットによって得られる。第２は、線形フィット後の波数に関する残りの非線形性である。
対応するメリット関数は、たとえば以下の通りである。
【０２６７】
【数９１】

【０２６８】
【数９２】

　ここで、σｈは、補正された位相ζ”Ｋ，ｈに対する（振幅が重み付けされた）線形フ
ィットの勾配である。方程式（９１）におけるｒｏｕｎｄ（）関数によって、位相ずれＡ
”が範囲±πに制限される。
【０２６９】
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　ライブラリ検索は、位相情報を単独で用いて、すなわちメリット関数値χφおよび／ま
たはχφｎｏｎの一方または両方を最小限にすることによって、進行することができるが
、重要かつ有用な識別特性がフーリエ振幅においても存在する。振幅は、本来的に表面高
さに無関係であるという点で、特に興味深い。したがって、たとえば、位相メリットとほ
ぼ同様に、以下の振幅メリット関数を定義することができる。
【０２７０】
【数９３】

【０２７１】
【数９４】

　ここで、Ωは経験的なスケーリング因子である。
【０２７２】

【数９５】

　メリットχＰは、対象物表面の全反射率に最も密接に関係しており、空間周波数依存性
とは無関係である。一方で、χＰｎｏｎは、理論および実験的な振幅プロットが、形状に
おいてどの程度良好にマッチングするかを表現する。
【０２７３】
　振幅メリット関数χＰおよび／またはχＰｎｏｎは、位相メリットχφおよび／または
χφｎｏｎとは別のものであり、またはその代わりでさえある。したがって、一般的なラ
イブラリ検索メリット関数は、以下のようになる。
【０２７４】
【数９６】

　ここで、ｗは重み付け因子である。原理的には、種々のパラメータに対する標準偏差を
知ることで、方程式（９６）における重みを決定することができる。より経験的なアプロ
ーチは、実際のデータおよびシミュレートされたデータに対して種々の重みを試して、そ
れらがどの程度良好に機能するかを調べることである。以下の例では、すべてのメリット
の影響に対して、等しい重みｗφ＝ｗφｎｏｎ＝ｗＰ＝ｗＰｎｏｎ＝１を選択する。
【０２７５】
　図８～１３の例では、メリット関数検索手順を、Ｓｉ上ＳｉＯ２の６つの膜厚：０、５
０、１００、３００、６００、および１２００ｎｍに対して、それぞれ示している。すべ
ての例に対する単一のライブラリは、０～１５００ｎｍの範囲を２ｎｍ間隔で含む。デー
タは、シミュレーションであり、ノイズはない。本明細書で説明したすべての例の場合と
同様に、走査ステップは４０ｎｍ、光源波長は４９８ｎｍ、および光源ガウシアンＦＷＨ
Ｍは３０ｎｍ（擬単色）である。
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【０２７６】
　これらのシミュレートされた検索の最も興味深い態様は、４つのメリット関数の挙動で
ある。一般的に認められることは、これら４つの関数を含むことによって最終的なメリッ
ト値における曖昧さが減り、個々のメリット値に対して膜厚の関数としての強い周期性が
存在することである。他の一般的な所見は、非線形性に基づくメリットは、位相および振
幅の両方において、３００ｎｍ以上において最も効果的であるが、位相ずれおよび平均の
振幅は、３００ｎｍ未満の膜厚において支配的である、ということである。このことが示
しているのは、χφ、χＰメリット関数は特に、真の薄膜に対して有用であり、システム
特徴付けが重要となり、直接結合して位相ずれおよび振幅の結果になる、ということであ
る。
【０２７７】
　いったん薄膜厚みを決定（または材料もしくはアルゴリズムに対する他の使用法を特定
）したら、ＦＤＡ処理は通常の方法で進む。しかし、本来の実験的な位相データの代わり
に、補正されたＦＤＡ位相ζ”Ｋ，ｈを用いる。原理的には、モデリングが成功していれ
ば、ζ”Ｋ，ｈには非線形性がなく、位相ずれはゼロのはずである。したがって、次のス
テップは、位相スペクトルζ”Ｋ，ｈに対する線形フィットである。振幅の２乗の代わり
に振幅スペクトルＰＫを用いる方が、高ＮＡのＦＤＡにとって効果的であるように思われ
る。フィットによって各画素に対して得られるのは、勾配と、
【０２７８】
【数９７】

　切片（位相ずれ）とである。
【０２７９】
【数９８】

　なお、位相ずれＡ”は、位相データのフリンジのオーダの不確かさから引き継いだダブ
ル・プライムを有する。傾斜σｈには、この不確かさはない。切片Ａ”および傾斜σｈか
ら、特定の平均または公称上の空間周波数Ｋ０に対して、以下のように「コヒーレンス・
プロファイル」と、
【０２８０】
【数９９】

　「位相プロファイル」とを定義する。
【０２８１】
【数１００】

　次に、位相θ”ｈにおける画素間のフリンジのオーダの不確かさを取り除く。
【０２８２】

【数１０１】

　ここで、α’は、画素間２πステップがない本来の位相ずれＡ”に対する近似である。
【０２８３】
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　最後に、高さプロファイルは、以下から得られる。
【０２８４】
【数１０２】

　なお、位相オフセットγを差し引く必要はない。その理由は、補正された位相ζＫ，ｈ

を生成する際に、差し引くことはすでに行なわれているからである。
【０２８５】
　表面トポグラフィ測定の第１の例（図１４）は、純粋なシミュレーションである。表面
トポグラフィは、どこの場所でもゼロである。しかし、その下に存在する膜層は、０から
１５００ｎｍへ１０ｎｍ増分で増えている。図８～１３の場合と同じ予測ライブラリを用
いて、この試験では、完璧なノイズ・フリーのデータではあるが、予測ライブラリの範囲
全体に亘って膜厚がはっきりと決定されることが実証されている。
【０２８６】
　次の例（図１５）もシミュレーションではあるが、ノイズが付加されている。ランダム
な付加ノイズは、ガウシアンであり、標準偏差は２ビット、平均は１２８強度ビットであ
る。これは、実際のデータの典型であると思われる。ＳｉＯ２とＳｉとの間で反射率に著
しい差（４％～４５％）があるが、結果は、明らかに満足のいくものである。
【０２８７】
　次に、システムの特徴付けについて説明する。
　システム特徴付け手順を行なう間に収集されたデータを用いて、位相オフセットγｓｙ

ｓおよび線形分散τｓｙｓを定義する。システム特徴付けデータを含めるために、フーリ
エ変換された実験データを、ライブラリ検索の前におよび画素間ベースの他の任意のＦＤ
Ａ処理の前に、以下を用いて補正する。
【０２８８】

【数１０３】

　ここで、Ｋ０は公称上の空間周波数であり、ＦＤＡデータ・セットに対する公称上のス
ペクトルの周波数を表わす。これは、たとえば、ＲＯＩの中心点を位置決めすることによ
って特定される。なお、理論的なライブラリは変わってはいない。スケーリング係数Ｍ（
ギリシャ語大文字の「Ｍ」）は、対象物の表面反射率をライブラリ検索におけるパラメー
タとして使用することを可能にする新しいシステム特徴付けである。
【０２８９】
　フィールド位置の関数としての位相オフセットγｓｙｓおよびシステム位相ずれＡｓｙ

ｓは、フィールド位置の関数として記憶することができ、および以下の式に従って真のシ
ステム分散を計算することができる。
【０２９０】
【数１０４】

　振幅係数Ｍも、フィールド依存性である。
【０２９１】
　システム特徴付けデータの形成は、対象物サンプルに対して前述したものと同様の仕方
で進める。特徴が既知の加工品に移り、それを測定して、システム特徴付けを決定する。
この決定は、完全なシステムに対して予想されるものと、結果がどのように異なるかを見
ることによって行なう。具体的には、正確なライブラリ・エントリが事前に決定されてい
る既知のサンプルを用いて、方程式（９８）におけるような位相ずれＡ”と、方程式（１
０２）におけるような最終的な高さｈ’とを、生成する。次に、完全に平坦な加工品を仮
定して、システム位相オフセットと、
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【０２９２】
【数１０５】

　システム位相ずれとを計算する。
【０２９３】
【数１０６】

　ここで、ｃｏｎｎｅｃｔｘｙ（）は、画素間位相アンラッピングである。振幅マップは
、以下の通りである。
【０２９４】
【数１０７】

　種々の実施形態においては、複数のシステム特徴付けを平均化することができる。これ
はおそらく、ある範囲のサンプル形式に亘る最終的な応用例（たとえばＳｉ上のＳｉＯ２

）と同様の表面構造を有する加工品を用いることによって、行なわれる。
【０２９５】
　前述の説明およびシミュレーションの大半において、薄膜表面構造に説明を絞ってきた
が、解析は、他のタイプの複雑な表面構造に対しても適用可能である。以下において、走
査干渉分光データを、走査型干渉計顕微鏡の光学分解能よりも小さい表面構造を明らかに
するために、どのように解析できるかを示す。光学分解能は最終的に、光源の波長および
集光光学部品のＮＡによって限定される。
【０２９６】
　図１６ａに示すのは、実際の走査干渉分光データから決定された高さプロファイルであ
る。この場合、２４００ライン／ｍｍ（ｌｐｍｍ）の格子で、ピーク－谷（ＰＶ）の変調
深さは１２０ｎｍであり、使用した光源は公称上の波長が５００ｎｍである。図１６ａの
上部プロファイルは、従来のＦＤＡ解析を用いて決定された高さプロファイルを示してい
る。従来の解析が示すＰＶ変調深さは、約１０ｎｍにすぎず、実際の変調深さが非常に過
小評価されている。この不正確が起こる理由は、格子の特徴が、５００ｎｍ機器の光学分
解能の限界において存在するからである。これは、機器内のカメラの画素解像度が高くて
格子を正確に分解するには十分過ぎるほどであっても、当てはまる。
【０２９７】
　この効果について考慮する１つの方法は、第１の表面箇所に概ね対応する第１のカメラ
画素に対する走査干渉分光信号は、隣接する表面箇所からの影響も含む場合があり、これ
が起きるのは、それらのさらなる表面箇所の表面特徴が光波長に対して十分に先鋭で光を
第１の画素に回折するときである、ということである。これらの隣接する表面箇所からの
表面高さ特徴によって、第１の表面箇所に対応する走査干渉分光信号の従来の解析が損な
われる。
【０２９８】
　しかし同時に、これは、第１の表面箇所に対応する走査干渉分光信号は、近くの複雑な
表面特徴についての情報を含んでいる、ということを意味する。図１７に、このことを示
す。同図では、このステップ高さ特徴の周りの種々の箇所に対応する画素からの走査干渉
分光信号が示されている。（ａ）における信号では、ステップ高さは画素の右側にあり、
より高くなっている。（ｂ）における信号では、ステップは画素を直接通り過ぎている。
（ｃ）における信号では、ステップは画素の左側にあり、より低くなっている。信号内で
直ちに明白な識別特性の１つは、（ｂ）におけるフリンジ・コントラストが、（ａ）およ
び（ｃ）と比べて低くなっていることである。たとえば、ステップ高さが波長の４分の１



(50) JP 2013-210383 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

に等しく、画素の箇所がステップ高さの位置に正確に対応していた場合には、（ｂ）にお
けるフリンジ・コントラストは、全く消滅する。その理由は、ステップの２つの側面から
の干渉が、互いに正確に打ち消しあうからである。（ａ）および（ｃ）に示した信号内に
も多くの情報が存在している。たとえば、図１８は、図１７の信号（ａ）および（ｃ）に
対する周波数ドメイン位相スペクトルにおける非線形の歪みをそれぞれ示している。この
歪みは、近くのステップ高さに起因するものである。これらのスペクトルは、図１８にお
いて、それぞれ（ａ）および（ｂ）として示されている。ステップ高さがない場合には、
周波数ドメイン位相スペクトルは線形である。すなわち、ステップ高さに隣接する表面の
箇所に対応する画素に対する周波数ドメイン位相スペクトルにおける非線形特徴は、ステ
ップ高さについての情報を含む。
【０２９９】
　このように十分に分解できない表面特徴がある場合の試験表面の表面プロファイルをよ
り正確に測定するためには、薄膜に対する前述したライブラリ検索技術を用いることがで
きる。たとえば、十分に分解できない格子を有する試験表面の場合、一連のモデルＦＤＡ
スペクトルを、ＰＶ変調深さおよびオフセット位置の異なる値に対して生成する。薄膜の
例の場合と同様に、モデル・スペクトルに対する表面高さは、固定されたままである。そ
して、モデル・スペクトルが、薄膜厚みによってパラメータ化されるのではなく、変調深
さおよびオフセット位置によってパラメータ化されることを除いて、前述した薄膜の例の
場合と同様に解析が続けられる。そして、実際の試験表面に対するＦＤＡスペクトルの識
別特性と種々のモデル・スペクトルの識別特性との間の比較を用いて、マッチングを決定
することができる。マッチングに基づいて、格子の存在によって生じる各画素に対する実
際のＦＤＡスペクトルにおける歪みが取り除かれるので、各画素に対する表面高さを従来
の処理を用いて決定することができる。図１６ｂおよび１９ｂに、薄膜に対して前述した
ものと同じメリット関数を用いた、このような解析の結果を示す。
【０３００】
　図１６ｂに示すのは、図１６ａを参照して前述した２４００ライン／ｍｍの格子に対し
てライブラリ検索解析を用いて決定した高さプロファイルである。図１６ａおよび１６ｂ
では、同じデータを用いた。しかし、ライブラリ検索解析によって、格子に対するＰＶ変
調深さは１００ｎｍであると決定された。これは図１６ａの従来のＦＤＡ処理によって決
定された１０ｎｍの結果よりも、実際の１２０ｎｍの変調深さに、はるかに近い。図１９
ａおよび１９ｂに示すのは、別個のステップ高さを有し、公称上の５００ｎｍ光源を仮定
した場合のシミュレーションに対する同様の解析である。図１９ａに示すのは、従来のＦ
ＤＡ処理を用いて決定した高さプロファイル（実線）と、シミュレーションに対する実際
の高さプロファイル（破線）とを、比較したものである。図１９ｂに示すのは、ライブラ
リ検索方法を用いて決定した高さプロファイル（実線）と、シミュレーションに対する実
際の高さプロファイル（破線）とを、比較したものである。ライブラリ検索におけるモデ
ル・スペクトルに対するパラメータは、箇所およびステップ高さの振幅であった。例示し
たように、ライブラリ検索解析によって、横方向の解像度が約０．５ミクロンから約０．
３ミクロンに向上している。
【０３０１】
　図１９ａ－図１９ｂの例では、ライブラリは薄膜について式（７７）と類似する式を用
いて理論的に生成されたが、この場合には分母は１に設定され（下にある層からの多重反
射がないため）、分子の第１および第２の項は実際のステップ高さ位置からの測定点の横
方向の距離に応じて重み付けされ、パラメータＬは薄膜の厚さというよりもステップ高さ
自体に対応する。従って、この理論モデルは、ステップ高さの両側から発生する光線の複
雑な加算に基づいている。検査下にある画素の横方向の位置は距離がステップ高さの位置
から増加するため、信号は単純な平面のものとなる傾向がある。
【０３０２】
　図１６ａ－図１６ｂの例では、２４００ラインの格子について、干渉分光器によって生
成される信号を観察することで実験的にライブラリが生成される。この実験データに基づ
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き、走査干渉分光データにおける特性は格子の周期における対応する横方向の位置と関連
付けられ、ライブラリが構築される。次に、試験サンプル（この場合では同じ２４００ラ
インの格子）の各画素に対する実験データがライブラリと比較され、該画素に対する周期
における最良な横方向の位置が決定される。
【０３０３】
　前述した詳細な解析において、実際のデータにおける情報と、種々のモデルに対応する
情報との間の比較を、周波数ドメインにおいて行なった。他の実施形態においては、比較
を、走査座標ドメインにおいて行なうことができる。たとえば、フリンジ・コントラスト
包絡線の絶対位置の変化は一般に、当該の信号に対応する第１の表面箇所における表面高
さの変化を示すが、信号の形状（その絶対位置とは無関係）は、複雑な表面構造、たとえ
ば第１の表面箇所におけるその下の層および／または隣接する箇所における表面構造の情
報を含む。
【０３０４】
　１つの簡単なケースでは、フリンジ・コントラスト包絡線それ自体の振幅を考慮するこ
とである。たとえば、薄膜厚みが、光源が生成する波長範囲と比べて非常に小さい場合、
薄膜が生成する干渉効果は波長とは無関係になる。この場合、薄膜厚みによって直接、フ
リンジ・コントラスト包絡線の振幅が変調される。したがって、一般的に、フリンジ・コ
ントラストの振幅を、種々の薄膜厚みに対応するモデルに対するフリンジ・コントラスト
の振幅と比較して、特定の薄膜厚みに対するマッチングを特定することができる（干渉計
それ自体からの系統的な影響を考慮する）。
【０３０５】
　他の簡単なケースでは、フリンジ・コントラスト包絡線の下のフリンジのゼロ交差の相
対間隔を見ることである。単純な表面構造を対称的な周波数分散を用いて照明した場合に
は、種々のゼロ交差間の相対間隔は、公称上は同じになるはずである。したがって、相対
間隔の変化によって、複雑な表面構造が示される（干渉計それ自体からの系統的な影響を
考慮した場合）。また相対間隔の変化を、種々の複雑な表面構造に対するモデルと比較し
て、特定の表面構造に対するマッチングを特定することができる。
【０３０６】
　他のケースでは、走査ドメイン信号と試験表面の種々のモデルに対応する走査ドメイン
信号との間の相関関係を見ることである。マッチングは一般的に、ピーク値が最も高い相
関関係に対応する。最も高いピーク値は、走査ドメイン信号の形状が実際の信号の形状に
最も似ているモデルを示す。なお、このような解析は一般的に、表面高さには無関係であ
る。その理由は、実際のサンプルの表面高さと各モデルの表面高さとの間の差は、相関関
数におけるピーク箇所をシフトするだけであり、一般に、ピーク値それ自体に影響を与え
るものではないからである。他方で、いったん正確なモデルが特定されると、正確なモデ
ルの相関関数におけるピーク箇所によって、さらなる解析（たとえば従来のＦＤＡ）を必
要とすることなく、試験サンプルに対する表面高さが得られる。
【０３０７】
　空間周波数ドメインにおける解析と同様に、走査座標ドメインにおける解析は、多くの
異なるタイプの複雑な表面に対して用いることができる。このような表面としては、薄膜
だけでなく、他の複雑な表面構造たとえば前述した十分に分解できない表面高さ特徴が挙
げられる。
【０３０８】
　次に、試験サンプルに対する信号と試験サンプルの種々のモデルに対する対応する信号
との間の相関関係を伴う走査座標ライブラリ検索解析について詳細に説明する。
　このアプローチでは、干渉パターンについての仮定として、以下のように述べる以外は
どんな仮定も除外している。すなわち、同じ複雑な表面特性を有する表面箇所に対応する
データ・セット内では、すべての画素に、同じ基本的な局所化された干渉パターンが含ま
れ、このパターンは、各画素に対して単に位置がシフトしている（あるいは再スケーリン
グされた）だけである、ということである。信号は、実際にどのように見えるか、すなわ
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うと、その他何であっても、問題ではない。考え方は、試験対象物に対する複雑な表面構
造の種々のモデルに対するこの局所的な干渉パターンを表わすサンプル信号またはテンプ
レートを生成し、そして各画素に対して、局所的な干渉パターンが実際の局所的な干渉パ
ターンの形状に最良にマッチングするモデルを見出し、そしてそのモデルに対して、干渉
パターン・テンプレートと表面高さを与える観察信号との間の最良のマッチングが得られ
るデータ・セット内の走査位置を見出すことである。パターン・マッチングに対して、複
数の技術が利用可能である。１つのアプローチは、各テンプレートをデータと数学的に相
関させることである。各モデルに対して、複素数（すなわち実部プラス虚部）のテンプレ
ート関数を用いることで、２つのプロファイルが再生される。一方は、信号の包絡線に密
接に関連し、他方は、その下にある搬送波信号の位相に関連する。
【０３０９】
　一実施形態においては、たとえば、各画素に対する解析は、以下のものを含む。（１）
調整可能なパラメータ、たとえば膜厚の特定の値に対して計算されたか、または記録され
たテンプレートのライブラリから試験テンプレートを選択する、（２）選択された試験テ
ンプレートおよび相関技術を用いて局所的な表面高さを見出す（その例については、後述
する）、（３）相関技術に基づいて選択された試験テンプレートに対するピーク・メリッ
ト関数値を記録する、（４）ライブラリにおけるテンプレートのすべてまたはサブセット
に対してステップ１～３を繰り返す、（５）どの試験テンプレートが最良のマッチング（
＝最も高いピーク・メリット関数値）を与えるかを決定する、（６）最良にマッチングさ
れるテンプレートに対する調整可能なパラメータ（たとえば薄膜厚み）に対する値を記録
する、（７）データ・トレース内のピーク・マッチング位置を与えた高さ値を呼び出す。
【０３１０】
　次に、複素相関に基づく好適な相関技術について説明する。試験表面の各モデルに対し
て、テンプレート干渉パターンを生成する。
【０３１１】
【数１０８】

　ここで、屈折率ｊは、テンプレート・パターンに対する特定のモデルを示す。関数ｍｊ

ｔｅｍｐ（ζ）およびφｊ
ｔｅｍｐ（ζ）によって、複雑な表面構造が特徴付けられる。

しかしこれらの関数は、信号に対応する箇所における表面高さには無関係である。表面高
さはゼロに設定される。好ましい実施形態においては、関数ｍｊ

ｔｅｍｐ（ζ）およびφ
ｊ
ｔｅｍｐ（ζ）によって、干渉計からの系統的な影響も明らかになる。そして、テンプ

レート・パターンに対する複素数表現を用いる。
【０３１２】
【数１０９】

　さらにウィンドウ関数を用いて、複素テンプレート関数の特定の部分を選択する。
【０３１３】

【数１１０】

【０３１４】
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　たとえば、適切なウィンドウは、以下のようであってもよい。
【０３１５】
【数１１２】

　ここで、ウィンドウ幅Δζは、手入力で設定することができる。
【０３１６】
　干渉パターン・テンプレートＩ＾ｊ

ｐａｔがあるため、それを用いて実際のデータ・セ
ットとの比較を行なうことができる。これを用意する際、実際の実験データ・セットから
始まる複素信号Ｉ＾ｅｘを生成することが便利である。
【０３１７】

【数１１３】

　この信号のフーリエ変換は、以下の通りである。
【０３１８】
【数１１４】

【０３１９】

【数１１５】

　ここで、
【０３２０】
【数１１６】

　そして、スペクトルの正の周波数部分から部分的なスペクトルを構築する。
【０３２１】
【数１１７】

　そして逆変換は、以下の通りである。
【０３２２】

【数１１８】

【０３２３】
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【数１１９】

　ここで、この複素関数Ｉ＾ｅｘの実部は、当初の実験データＩｅｘである。さらに、位
相および包絡線は、簡単な操作によって分離することができる。たとえば、複素関数Ｉ＾

ｅｘの振幅を用いて、信号強さＡＣｅｘ（ｘ）および包絡線ｍｅｘの積を利用することが
できる。
【０３２４】

【数１２０】

　技術の基礎となる理論にしたがって、ｍｅｘの少なくとも有意義な部分が、正確なモデ
ルに対するｍｊ

ｔｅｍｐと同じ一般的な形状を有し、唯一の違いは、線形のオフセットｈ

ｅｘおよびスケーリング因子ＡＣｅｘ（ｘ）であると予想される。また実験および干渉パ
ターン・テンプレート位相オフセットφｅｘ、φｊ

ｐａｔ間の差が、正確なモデルに対す
る高さｈｅｘに直線的に比例していると予想される。
【０３２５】
　当面の課題は、干渉パターン・テンプレートＩ＾ｊ

ｐａｔによって表わされる特定の信
号パターンを実験データＩ＾ｅｘ内に配置して、異なるモデルｊのそれぞれに対してどの
くらい良好なマッチングが存在するのかを決定することである。以下においては、屈折率
ｊを省略し、マッチング解析が各モデルに対して進行することについて述べる。
【０３２６】
　第１のステップは、包絡線ｍｅｘ、ｍｐａｔおよびφｅｘ、φｐａｔの形状が最良にマ
ッチングされる走査位置ζｂｅｓｔを見出すことである。実行可能なアプローチは、干渉
パターン・テンプレートと、ウィンドウｗによって規定される走査のセグメント内の信号
との、規格化された相関関係に基づくメリット関数である。
【０３２７】

【数１２１】

　ここで、
【０３２８】

【数１２２】

　は、複素相関関数であり、および
【０３２９】

【数１２３】

【０３３０】
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【数１２４】

　は、メリット関数Πを信号強さとは無関係にする規格化である。テンプレートの複素共
役Ｉ＾＊

ｐａｔを用いることによって、同位相の線形の位相項Ｋ０ζが打ち消され、φｅ

ｘ、φｐｌａｔがマッチングするときにΠが最大になる。相関関係の絶対値によって、残
りのわずかな複素位相も取り除かれる。
【０３３１】
　Π（ζ）が、誤った高い値を生じることも、低い信号レベルにおいて特異性に遭遇する
こともないように、慎重に分母に最小値を加える。たとえば以下のようである。
【０３３２】
【数１２５】

　ここで、ｍａｘ（）関数は、全走査長さζにおける信号強さ｜Ｉ＾ｅｘ｜の最大値を戻
す。ＭｉｎＤｅｎｏｍは、メリット関数検索において有効であると考えられる最小の相対
信号強さである。ＭｉｎＤｅｎｏｍの値は、５％または他の何らかの小さい値においてハ
ード・コードすることもできるし、調整可能なパラメータのままにしておくこともできる
。
【０３３３】
　相関積分Ｉ＾も、相関定理を用いて周波数ドメインにおいて実行することができる。
【０３３４】
【数１２６】

　ここで、Ｉは以下の関係を用いた。
【０３３５】
【数１２７】

　ここで、
【０３３６】
【数１２８】

　Πを通して検索してピーク値を見出すことによって、最良のマッチング位置ζｂｅｓｔ

が得られる。Πの値は、マッチングの品質の測定値であり、ゼロから１の範囲である。な
お１は、完全なマッチングに対応する。メリット関数のピーク値を、種々のモデルのそれ
ぞれに対して計算して、どのモデルが最良のマッチングであるかを決定する。そしてその
モデルに対する最良のマッチング位置ζｂｅｓｔによって、表面高さが与えられる。
【０３３７】
　図２０～２４に本技術の例を例示する。図２０に示すのは、薄膜のないベースＳｉ基板
の実際の走査干渉分光信号である。図２１および２２に示すのは、ベアＳｉ基板と、１ミ
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クロンのＳｉＯ２がＳｉ上に形成された薄膜構造とのそれぞれに対する干渉テンプレート
・パターンである。図２３および２４に示すのは、図２１および２２のそれぞれのテンプ
レート関数に対する走査位置の関数としてのメリット関数である。メリット関数は、ベア
基板に対する干渉テンプレート・パターンのマッチング（ピーク値０．９２）の方が、薄
膜テンプレート・パターンに対するマッチング（ピーク値０．７６）よりも、はるかに良
好であることを示している。したがって、メリット関数は、試験サンプルはベア基板であ
ることを示している。さらに、正確なテンプレート・パターンに対するメリット関数にお
けるピークの位置によって、試験サンプルに対する相対的な表面高さ位置が与えられる。
【０３３８】
　特に、フロント・エンド半導体製造工程におけるパターン化された構造等の十分に分解
できない表面特徴に関わる技術の具体例について説明する。
　光リソグラフィによってパターン化されているが、フロント・エンドまたはトランジス
タ・レベルの半導体製造工程は、可視波長顕微鏡の解像限界よりはるかに低い特徴を伴う
。トランジスタ・ゲート等の最小特徴が４０ｎｍ幅のオーダであるのに対し、典型的な走
査型干渉計の機器の伝達関数は４００ｎｍの周期的な構造についてゼロになる。たとえば
、図２８は１００Ｘ、０．８ＮＡのミラウ型対物レンズおよび非コヒーレント照明を用い
る白色光干渉顕微鏡に対する理論的および実験的な機器の伝達関数を示している。この下
限にゲート、シャロー・トレンチ・アイソレーション（ＳＴＩ）、配線、および、ビアの
分離がしばしば相当し、全てではないが幾らかの表面構造を見ることができる。従って、
これら十分に分解できない特徴は、白色光干渉顕微鏡を用いた通常の方法では高さの対象
物として直接的に測定することができない。しかし、分解能未満の高さの変化が走査干渉
分光データの生成にどのような悪影響を及ぼすかを把握することができれば、該特徴をパ
ラメータ・モニタリング（たとえば、深さおよび幅）することがまだ可能である。
【０３３９】
　図２９ａは、両側にパターン化されていない領域のある対称的な格子の簡単な断面モデ
ルを示す。ｙ座標は、ラインに対して平行であり且つ図面の方向に向けられ、ｘ座標は左
右方向にある。ｚ＝０の垂直位置はラインの頂部に対応する。単純なスカラー回折モデル
とアッベ原理により、格子ライン幅Ｌと間隔Ｗが図２８に示される解像限界未満となると
、格子ラインが一緒にぼやけ、ニュー・ビュー（ＮｅｗＶｉｅｗ）が横方向の寸法Ｌおよ
びＷ並びに高さＨを直接測定することができなくなることが確認される。しかし、この同
じスカラー解析は、ゲートライン自体は区別可能でないがエッチングされた領域の見かけ
の高さが実際にはラインの高さ、幅、および、間隔に依存することを示している。正確な
依存度はモデリングによってある程度予想でき、実験的証拠により正確化される。
【０３４０】
　前述した通り、本願に開示する特定の実施形態は、パターン化された領域の見かけの高
さが関心のある特徴パラメータに関連するといった観察結果を利用している。ＦＤＡ等の
従来の処理干渉分光技術を用いて見かけの表面高さプロファイルが生成される。ピッチが
半波長未満の場合には、これらプロファイルは、格子構造上に重畳されるシミュレーショ
ン測定された表面プロファイルを示す図２９ｂに示すように、全体的な「平均化された」
高さＨ’では、格子ラインを全く示さないか、あるいは、最大でもラインの幾らかのエコ
ーだけを示す。そのため、ライン上の領域とパターン化されていない露出基板上の領域と
の間の高さＨ’が測定される。この結果は、エッチング深さＥを減算してＥ’＝Ｈ’－Ｅ
を得ることによりゼロ・エッチング高さとして参照される。代替的には、ゼロ・エッチン
グの測定されたプロファイルが図２９ｃ（同様に、格子構造上に重畳されたシミュレーシ
ョン測定された表面プロファイルを示す）のように利用可能な場合には、測定されたエッ
チング深さＥ’はゼロ・エッチング高さとして直接参照される（この場合がより一般的な
測定シナリオである）。事前に横方向の寸法ＬおよびＷが既知であると仮定して、正確な
ライン高さＨは、モデリングにより関心パラメータに対する測定手順全体の感度に追随す
る。代替的には、ＨおよびＬが既知である場合には、Ｗまたはライン形状等の他のパラメ
ータを推測することができる。
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【０３４１】
　偏光効果を考慮してより厳密なモデリングが用いられると、図２９ｂおよび２９ｃに示
されるシミュレートされたプロファイルが、偏光がゲートラインに直交する（ｘ方向と定
義される）場合の挙動を定量的に表わすことが示される。反対に、平行またはｙ偏光は、
ラインの頂部によってより強く影響を及ぼされ、ある場合には、ライン間に間隔がないか
のように発生する。これは、ライン間の領域を犠牲にしてゲートラインと位置合わせされ
た偏光がラインの頂部の影響を高める電流を生成する点で物理的な意味をなしている。各
種構造パラメータに対する測定感度は偏光と共に変化するため、エッチング深さ等の特定
のパラメータを分離してライン幅等の他のパラメータに対する感度を最小限にすることが
可能となる。
【０３４２】
　従って、該測定技術の実施形態は、１）円偏光による標準的な干渉顕微鏡の使用と、予
めエッチングされたシリコンに対する既知の高さの視野における近隣のパターン化されて
いない領域とのステップ高さの比較；２）上述したような、深い（＞２０ｎｍ）トレンチ
に対する感度を改善するためのｘ（ラインに直交）偏光の使用；３）直線偏光の使用と、
直交配置された格子ラインの近隣領域間の高さの比較；４）平滑且つ平坦な領域等のよう
に偏光依存していない共通の基準に対する同じ視野におけるｘとｙの偏光状態それぞれに
ついての測定された高さの比較；５）たとえば、二つの偏光に対するデータを同時に取得
する、または、偏光状態を直接干渉させることによる、同じ視野におけるｘとｙの偏光状
態それぞれについての測定された高さの互いとの比較、を含む。このアプローチは、対象
物表面上に別個の基準を設ける全ての必要性を排除する。
【０３４３】
　基本的な測定原理は、格子に限らず、他の構造に拡張可能であることに注意する。
　スカラーまたはアッベ・モデルは、基本的な測定の問題に幾らかの重要な見識を提示す
るものの、複雑（多材料）な十分に分解できない表面構造に対する定量解析は、上述した
レイリー仮説に基づく２Ｄアプローチまたはより厳密なＲＣＷＡアプローチ等、帯域幅や
入射角の範囲にわたってマックスウェル方程式を解くことで干渉分光信号のより厳密なモ
デリングの点で利益を受けることができる。
【０３４４】
　たとえば、２Ｄのレイリーアプローチは、パターン化された構造上のサンプル・ウェハ
に入射する円偏光光に対する、図２７に示す反転結果を説明している。具体的には、未偏
光あるいは円偏光の光では、逆相関をもたらすｘとｙの偏光状態間で競合が存在する。反
転は、ｘ偏光反射強度のエッチング深さに対する高い感度に起因するため、ｙ偏光と比べ
てｘ偏光の寄与に変調が生ずる。二つの偏光は異なる深さを示すため、それぞれの反射強
度間のバランスが見かけの格子変調深さと実際の格子変調深さとの間の非線形の相関関係
を生じさせる。２Ｄのレイリー計算は、このような反転が分解できない格子ラインで起こ
り得ることを示している。
【０３４５】
　別の実施例では、上膜層のない純粋シリコンの５ラインの格子をモデリングするために
厳密なＲＣＷＡアプローチが使用され、このときラインは幅Ｗ＝１２０ｎｍ、ピッチＬ＝
３２０ｎｍである。図３０ａに格子の略図を示す。図３０ｂに示すシミュレーションの出
力は、一連の画素（ｘ方向）それぞれに対するシミュレートされたＳＷＬＩ信号（ｚ方向
）である。図３０ｂは、ライン間の領域またはトレンチよりもラインの頂部により敏感な
、ラインに対して平行なｙ偏光に対する結果だけを示している。図３１ａおよび３１ｂの
ように、ｘおよびｙ偏光それぞれについて、単一の画素に対する出力を見ると、包絡線ま
たはフリンジ・コントラスト関数によって変調された搬送フリンジ・パターンによって近
似化される、馴染みのある白色光干渉パターンが認識できる。ここで、包絡線構造及びよ
り低い高さに対応する左側への一般的なシフトを有する減衰した信号につながる、格子ラ
インの未処理の頂部とその間のトレンチとの競合を示す幾らか歪んだｘ偏光信号（図３１
ａ）に注目すべきである。
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【０３４６】
　これらの信号をＦＤＡ解析すると、ｘ偏光（格子ラインに直交）とｙ偏光（格子ライン
に平行）それぞれについての、図３２ａおよび図３２ｂに示す見かけ表面プロファイルが
得られる。ステップ高さ測定に関連付けるためには、中心画素をエッジ画素と比較してＨ
’を決定し、この際、エッジ画素は基板の真のエッチング深さＥを示していると推定する
。測定された基板のエッチング深さはＥ’＝Ｈ’－Ｅとなる。この値は、エッチングされ
ていない基板領域を参照した場合に測定される値である。見かけのエッチング深さを実際
の深さに変えるためにはモデリングまたは実験的データを利用する。
【０３４７】
　図３３ａおよび図３３ｂは、ｙ偏光（格子ラインに平行）およびｘ偏光（格子ラインに
直交）にそれぞれついて、異なる実際のエッチング深さＥの関数として、シミュレートさ
れた走査干渉分光データから抽出される見かけのエッチング深さＥ’＝Ｈ’－Ｅに対する
ＲＣＷＡ解析結果を示す。Ｅ’＝Ｅ線は基準用である。図３４ａおよび図３４ｂは、ｙ偏
光（格子ラインに平行）およびｘ（格子ラインに直交）それぞれについて、異なる実際の
エッチング深さＥに対する対応する信号強度を示す。結果は、二つの偏光状態に対する期
待挙動を示す。明らかに、図３４ｂに示すように１４５ｎｍのエッチング深さで反射強度
が最小値となると仮定すると、エッチング深さの感度に対する好ましい形態はｘ偏光であ
る。
【０３４８】
　測定された高さＥ’とエッチングされた高さＥとの差は、ある意味では、上膜層を含む
未処理の格子ラインから結果として生ずるバイアスまたはオフセットである。理想的なケ
ースでは、基板のエッチング深さが唯一の関心パラメータであるとして、機器はラインの
存在を単に無視する。図３５は、図３３ｂと同じデータに対するグラフであり、ｘ偏光に
ついて、バイアスが適度でありエッチング深さと共に急速に変化しないことを示している
。具体的には、シリコン格子について、測定バイアスまたはオフセットＥ－Ｅ’を測定さ
れたステップ高さ－Ｅ’の関数として示している。
【０３４９】
　図３６は、純粋Ｓｉ格子についての、円偏光光に対する期待ＲＣＷＡ結果を示す。具体
的には、一対一の対応線と比較した際の、円偏光光による、測定されたエッチング深さＥ
’＝Ｈ’－Ｅに対するＲＣＷＡ予想をシリコン格子に対する実際のエッチング深さＥの関
数として示す。ここで、システム応答が一般的に乏しく、特に、測定されたエッチング深
さと実際のエッチング深さとの逆相関が６０ｎｍと１７０ｎｍであることに注意する。こ
れは、レイリー仮説から予想され、図２７に示され、上述した現象と同じである。１００
ｎｍを超えるエッチングでは、測定された深さは負である、つまり、エッチングされたシ
リコンはエッチングされていないシリコンより上に隆起する。該領域は窪みよりもむしろ
突起物に見える。
【０３５０】
　図３７ａおよび図３７ｂは、ｙおよびｘ偏光それぞれについて、５ラインのシリコン格
子に対する、測定された（見かけ）エッチング深さＥ’＝Ｈ’－ＥのＲＣＷＡ予想をエッ
チング深さＥ＝１００ｎｍおよびピッチＬ＝３２０ｎｍに対する特徴幅Ｗの関数として示
す。それぞれのグラフでは、実線は基準用のエッチング深さを印している。これらグラフ
は、広範囲に亘るライン幅に対する相対的な不感性を含む幾つかの興味深い挙動を示して
いる。これらの結果は、たとえば、１００ｎｍ乃至１８０ｎｍのライン幅について、少な
くともこのパラメータの組み合わせでは（図３３と比較）ｘ偏光測定がライン幅というよ
りもエッチング幅に対してはるかに敏感であることを示している。しかし、ｙ偏光は、そ
れぞれの場合で感度が弱いものの、エッチング深さというよりもライン幅に対してより敏
感であることを示している。
【０３５１】
　定量的には、図３３ｂにおける反射率の最小値と図３６の逆相関は、対応する格子の深
さによって四分の一波長の反射防止状態に関連する位相フリップが生じる状態からの結果
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であるものと理解される。従って、相関曲線のより線形の部分に移動することが望ましい
場合、干渉計で使用される光の波長は、四分の一波長状態に対して調節され、このとき四
分の一波長状態は、格子深さと、ライン間の材料屈折率（たとえば、本構造では空気につ
いてｎ＝１）との積が光波長の四分の一と光波長の半分の整数の倍数（ゼロを含む）との
和に等しいときに満たされる。一方で、反射率の最小値（より一般的には、干渉分光信号
強度から導出される反射率情報）の存在は、十分に分解できない表面特徴についての情報
を決定するためにサンプルの異なるモデルに対する期待情報と比較される情報として、単
独でまたは、見かけの表面プロファイルと共に使用されてもよい。
【０３５２】
　上述の例は特に、一次元のパターン化された構造に関わるが、該技術の一般的な原理は
離散しているステップ高さや二次元のパターン化された構造等、他のタイプの十分に分解
できない表面パターンにも拡張され得る。その基礎となる原理は、表面特徴が十分に分解
できないとしても、個々の画素に対する干渉分光信号や複数の画素からの干渉分光信号か
ら抽出される集合的な情報の両方に影響を与えることである。従って、実験的に導出され
た情報は、関心のある十分に分解できない特徴に対して異なる値でパラメータ化されたモ
デルと比較され得、その最良な比較により関心特徴の対応する値が得られる。
【０３５３】
　更に、他の例では、格子の異なる部分が異なる変調深さを有する場合もあり、また、異
なる材料組成上に形成される場合もある。たとえば、格子構造は、二酸化珪素の領域を含
むシリコン基板上に形成される。更に、二酸化珪素間の格子の領域は異なる深さにエッチ
ングされる。このような実施形態では、モデルと比較される情報は、格子の様々な分解さ
れた領域間の見かけの表面高さの差等である。つまり、個々の格子ラインが分解されなく
ても、二酸化珪素上に形成される格子の部分は格子の他の部分から区別可能である。
【０３５４】
　図３８は、電子プロセッサ９７０の制御下で、干渉分光信号を生成するために使用され
る干渉分光システム９００の構成要素がどのように自動化されるかを示す図であり、本開
示の実施形態では、電子プロセッサは、数学的解析（たとえば、モデル・ライブラリとの
比較）を実施する解析プロセッサ９７２と、干渉分光システムの各種構成要素を制御する
装置制御部９７４と、ユーザ・インタフェース９７６（たとえば、キーボードおよびディ
スプレイ）と、情報（たとえば、ライブラリ・モデルおよび校正情報）、データ・ファイ
ル、および／または、自動プロトコルを記憶する記憶媒体９７８と、を含む。干渉分光シ
ステム９００は、一般的に、ステージ９５０上のマウント９４０に固定される試験対象物
９２６に試験光９２２を方向付ける。
【０３５５】
　最初に、システムは、複数の対物レンズ９１２を支持し、選択された対物レンズを入力
光の路に案内するよう構成される電動タレット９１０を含む。１つまたは複数の対物レン
ズが干渉対物レンズでもよく、異なる干渉対物レンズは異なる倍率を提供する。更に、あ
る実施形態では、干渉対物レンズは、（たとえば、格子ラインに直交するよう偏光された
光で格子パターンを照明するために）取り付けられる一つ（または複数の）偏光素子（た
とえば、直線偏光子）を含んでもよい。このような場合、偏光子の配向は、たとえば、パ
ターン化された構造の格子ラインに対して照明光の偏光を位置合わせするよう自動制御下
にあってもよい。更に、１つまたは複数の対物レンズが、それぞれ異なる倍率を有する非
干渉分光対物レンズ（即ち、基準脚がないもの）でもよく、それによりシステム９００は
試験表面の光像を収集する従来の顕微鏡モードで動作することもできる。タレット９１０
は、ユーザ入力または何らかの自動プロトコルに応じて所望の対物レンズを選択する電子
プロセッサ９７０の制御下にある。
【０３５６】
　システムは、リレー・レンズ９３６および９３８を支持する電動ステージ９２０（たと
えば、鏡筒ホルダ）を含む。このようなステージは、本願で一般的に意図されるプロファ
イリング・モードと、瞳平面が検出器に結像されるエリプソメトリーまたは反射率測定モ
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ードとを選択するために使用され得、本願で参照として組み込まれる、コロナ　デ　レガ
（Ｃｏｌｏｎｎａ　ｄｅ　Ｌｅｇａ）外による米国特許出願公開第２００６／０１５８６
５９号明細書、発明の名称「対象物表面の特性を決定する干渉計（Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍ
ｅｔｅｒ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　
ａｎ　ｏｂｊｅｃｔ　ｓｕｒｆａｃｅ）」に開示される。電動ステージ９２０は、ユーザ
入力または何らかの自動プロトコルに応じて所望のリレー・レンズを選択する電子プロセ
ッサ９７０の制御下にある。第１と第２のモード間で切り換えるために検出器の位置を調
節するよう並進ステージが移動される他の実施形態では、並進は電子プロセッサの制御下
にある。更に、複数の検出チャネルを備える実施形態では、各検出器は解析のために電子
プロセッサ９７０に接続される。
【０３５７】
　更に、システムは、視野絞りおよびアパーチャ絞りそれぞれの寸法を制御するために電
子プロセッサ９７０の制御下にあるアパーチャ９３０および９３２を含む。ここでも、電
動アパーチャは、ユーザ入力または何らかの自動プロトコルに応じて所望の設定を選択す
る電子プロセッサ９７０の制御下にある。
【０３５８】
　干渉計の試験脚と基準脚との間の相対的な光路長を変えるために使用される並進ステー
ジ９８０は、電子プロセッサ９７０の制御下にある。並進ステージは、試験対象物９２６
を支持するマウント９４０に対して干渉対物レンズの位置を調節するために接続される。
代替的に、更なる実施形態では、並進ステージはマウントに対して干渉分光システムの位
置を全体として調節することができ、または、並進ステージはマウントに接続されてもよ
いため、マウントが光路長差を変えるために移動される。
【０３５９】
　更に、電子プロセッサ９７０の制御下にある横方向の並進ステージ９５０は、光学検査
されている試験表面の領域を横方向に平行移動するために試験対象物を支持するマウント
９４０に接続される。ある実施形態では、並進ステージ９５０は、試験表面を干渉対物レ
ンズの光軸に対して垂直に位置合わせするようマウント９４０を方向付けることができる
（たとえば、傾けるおよびチルトさせる）。
【０３６０】
　最後に、電子プロセッサ９７０の制御下にある対象物処理ステーション９６０は、測定
のためにシステム９００に試験サンプルを自動的に案内し、取り除くよう、マウント９４
０に接続される。たとえば、技術において公知の自動ウェハ処理システムが該目的のため
に使用されてもよい。更に、システム９００と対象物処理システムは、必要であれば、試
験対象物の汚染を最小化するために真空下または無菌室下で収容されてもよい。
【０３６１】
　結果として得られるシステムは、様々な測定法および手順を提供することに柔軟である
。たとえば、システムは、対象物の様々な横方向の位置について試験対象物の光像を捕捉
するために１つまたは複数の選択倍率を有する顕微鏡モードで最初に構成されてもよい。
このような画像はユーザによって、または、電子プロセッサ９７０（マシン・ビジョン技
術を利用して）によって解析され、対象物中のある領域（たとえば、特定の構造または特
徴、目印、基準マーカ、欠陥等）が識別される。この識別に基づき、サンプルの選択され
た領域がエリプソメトリー・モードで分析され、サンプル特性（たとえば、屈折率、下に
ある膜の厚さ、材料識別等）が決定される。
【０３６２】
　自動対象物処理システム９６０と併せて使用された場合、測定手順は一連のサンプルに
ついて自動的に繰り返される。これは、１つまたは複数の半導体処理段階をモニタリング
する、試験する、及び／または、最適化する等の様々な処理制御スキームにとって有用で
ある。
【０３６３】
　たとえば、システムは、ツール特有モニタリング、または、処理の流れ自体を制御する
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ために半導体処理において使用されてもよい。処理をモニタリングする用途では、対応す
る処理ツールによりパターン化されていないＳｉウェハ（モニタリング・ウェハ）上で単
層／多層膜が成長され、堆積され、研磨され、または、エッチングされ、その後、本願に
開示する干渉分光システムを用いて厚さ及び／または光学特性が測定される。モニタリン
グ・ウェハの厚さ（及び／または光学特性）の平均並びにウェハ均一性は、関連する処理
ツールが意図とする仕様で動作しているか、または、新しくターゲットに向けられる、調
節される、または、製造使用から外されるべきかを判断するために用いられる。
【０３６４】
　処理を制御する用途では、対応する処理ツールによりパターン化されたＳｉ製造ウェハ
上で後者の単層／多層膜が成長され、堆積され、研磨され、または、エッチングされ、そ
の後、本願に開示する干渉分光システムを用いて厚さ及び／光学特性（たとえば、エリプ
ソメトリー・モード、プロファイリング・モード、またはその両方を用いて）が測定され
る。処理制御に使用される製造測定は、典型的には、小さい測定部位と関心サンプル領域
に対して測定ツールを位置合わせすることを伴う。該部位は、多層膜積層体（それ自体が
パターン化されていてもよい）よりなるため、物理的パラメータを抽出するために複雑な
数学的モデリングを必要とする。処理制御測定は、統合された処理の流れの安定性を判断
し、統合された処理が継続される、新しいターゲットに向けられる、他の機器に再び方向
付けられる、または、完全にシャットダウンされるべきかを判断する。
【０３６５】
　具体的には、たとえば、本願記載の干渉分光システムは、拡散、高速熱アニール、化学
気相蒸着ツール（低圧および高圧）、誘電体エッチング、化学的機械的研磨、プラズマ堆
積、プラズマ・エッチング、リソグラフィ・トラック、リソグラフィ露光ツール等の機器
をモニタリングするために使用され得る。更には、本願記載の干渉分光システムは、トレ
ンチおよびアイソレーション、トランジスタ形成、並びに、層間誘電体形成（たとえば、
デュアルダマシン）等の処理を制御するために使用され得る。前述した方法およびシステ
ムは、半導体応用例において特に有用であり得る。本発明のさらなる実施形態は、前述し
た測定技術のいずれかを適用して後述の半導体応用例のいずれかに対応すること、測定技
術および半導体応用例の両方を行なうシステムとを含む。
【０３６６】
　現在、表面トポグラフィの定量測定を行なうことは、半導体業界においてかなり関心が
持たれている。典型的なチップ特徴のサイズが小さいために、これらの測定を行なうため
に使用される機器は通常、チップ表面に平行および垂直の両方において高い空間分解能を
有していなければならない。エンジニアおよび科学者は、表面トポグラフィ測定システム
を用いて、プロセス制御を行ない、また製造の過程で生じる欠陥、特にエッチング、研磨
、クリーニング、およびパターニングなどのプロセスの結果として生じる欠陥を検出する
。
【０３６７】
　プロセス制御および欠陥検出が特に有用であるためには、表面トポグラフィ測定システ
ムは、横方向の解像度が、典型的な表面特徴の横方向のサイズに匹敵し、垂直方向の解像
度が、許容される最小の表面ステップ高さに匹敵しなければならない。通常、このことは
、横方向の解像度がミクロン未満であり、垂直方向の解像度が１ナノメータ未満であるこ
とが要求される。またこのようなシステムが、その測定を、チップ表面に接触せずに、そ
の他の場合には潜在的に損傷を与える力を表面に及ぼすことなく、行なって、表面改質ま
たは欠陥導入を回避することが好ましい。さらに、チップ作製において使用される多くの
プロセスの効果が局所的な因子たとえばパターン密度およびエッジ近似に強く依存するこ
とが良く知られているため、表面トポグラフィ測定システムが、高い測定スループットと
、対象とする１つまたは多くの表面特徴を含み得る領域において大面積に亘って高密度に
サンプリングする能力とを有することも重要である。
【０３６８】
　いわゆる「デュアル・ダマシン銅」プロセスを用いて、チップの種々の部品間の電気的
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な相互接続を作製することは、チップ・メーカの間で一般的になりつつある。これは、好
適な表面トポグラフィ・システムを用いて効果的に特徴付けを行なう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、５つの部分があると考えることがで
きる。（１）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
個のチップを収容する）の表面上に堆積させる中間層誘電体（ＩＬＤ）堆積。（２）誘電
体層を研磨して、精密な光リソグラフィにとって好適な滑らかな表面を形成する化学的機
械的研磨（ＣＭＰ）。（３）ウェハ表面に平行に進行する狭いトレンチと、トレンチの底
部から下方の（事前に規定された）電気伝導層まで進行する小さいビアとを含む複雑なネ
ットワークが形成されるリソグラフィ・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。（４）銅が過剰充填されるトレンチおよびビアをもたらす金属堆
積ステップの組み合わせ。（５）過剰の銅を取り除いて、誘電体材料によって囲まれた、
銅が充填されたトレンチ（およびあるいはビア）のネットワークを残す最終的な化学的機
械的研磨（ＣＭＰ）ステップ。
【０３６９】
　通常は、トレンチ領域における銅の厚み（すなわちトレンチ深さ）、および周囲の誘電
体の厚みは、０．２～０．５ミクロンの範囲である。結果として生じるトレンチの幅は、
１００～１００、０００ナノメータの範囲にあってもよい。また各チップ内の銅領域は、
ある領域では、規則的なパターンたとえば平行なラインのアレイを形成してもよく、他の
領域では、明らかなパターンがなくてもよい。同様に、ある領域では、表面が銅領域によ
って高密度に覆われていてもよく、他の領域では、銅領域はまばらであってもよい。以下
のことを理解することは重要である。すなわち、研磨レート、したがって研磨後の残存す
る銅（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用スラリ組成
）だけでなく、銅および周囲の誘電体領域の局所的な詳細な配置（すなわち、方位、近接
性、形状）に強くかつ複雑な仕方で依存する。
【０３７０】
　この「位置依存性の研磨レート」は、可変の表面トポグラフィを、多くの横方向の長さ
規模で生じることが知られている。たとえば、集合体上のウェハのエッジ近くに位置する
チップは、中心近くに位置するチップよりも急速に研磨され、その結果、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くなることを意味する場合
がある。これは、「ウェハ規模」のプロセス不均一性の例であり、すなわち、ウェハ直径
に匹敵する長さ規模で起こる。また、高密度の銅トレンチが存在する領域の研磨レートは
、銅ライン密度が低い近くの領域よりも高いことが知られている。これは、高い銅密度領
域における「ＣＭＰ誘導腐食」として知られている現象の原因となる。これは、「チップ
規模」のプロセス不均一性の例であり、すなわち、単一チップの長さ寸法に匹敵する（は
るかに小さい場合もある）長さ規模で起こる。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規模
不均一性（「デッシング」として知られている）が起こる。トレンチが幅デッシングにお
いて数ミクロンよりも大きくなると危険で、影響されたラインの電気抵抗が後に過度に大
きくなることがある。これはチップ故障の原因となる。
【０３７１】
　ＣＭＰ誘導のウェハおよびチップ規模のプロセス不均一性は、本来的に予測が難しい。
またこれらは、ＣＭＰ処理システム内の状態の進展とともに経時変化する。どんな不均一
性も確実に許容限界内に留まるように、プロセス条件を効果的にモニタして適切に調整す
るためには、プロセス・エンジニアが、チップ上での非接触の表面トポグラフィ測定を多
数かつ幅広い箇所で頻繁に行なうことが重要である。これは、前述した干渉分光技術の実
施形態を用いれば、可能である。
【０３７２】
　上述の干渉計の実施形態は、ミラウ型とリニック型の干渉対物レンズを含む。ミラウ型
では、干渉対物レンズのビーム・スプリッタは、基準光を試験光の光軸に沿って戻るよう
方向付ける。リニック型では、ビーム・スピリッタは試験表面に対して（入力光に対して
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）対物レンズの前に位置決めされ、試験光および基準光を異なる路に沿って方向付ける。
別個の対物レンズが基準光を基準レンズに合焦するために使用される。つまり、ビーム・
スプリッタは、入力光を試験光と基準光に分離し、別々の対物レンズが試験光と基準光を
それぞれ試験表面と基準表面に合焦する。二つの対物レンズは、試験光と基準光が同様の
収差および光路を有するように互いと合致されることが理想的である。
【０３７３】
　他の実施形態では、干渉分光システムは、マイケルソン対物等の異なるタイプの干渉対
物レンズを代わりに用いてもよく、この際、ビーム・スプリッタは基準光を試験光の光軸
から離れるよう方向付ける（たとえば、ビーム・スプリッタは試験光と基準光が互いに対
して直角に進むよう入力光に対して４５度に方向付けられる）。このような場合には、基
準表面は試験光の路の外側に位置決めされる。
【０３７４】
　更なる干渉計の構造も可能である。たとえば、システムは、試験サンプルを透過した後
に基準光と合成される試験光を収集するよう構成され得る。このような実施形態では、シ
ステムは、各脚にデュアル顕微鏡対物レンズを備えるマッハ・テェンダー干渉計を実行し
てもよい。
【０３７５】
　干渉計の光源は、スペクトル帯域通過フィルタを備えるもしくは備えないハロゲン灯ま
たはメタル・ハライド・ランプ等の白熱光源、広帯域レーザ・ダイオード、発光ダイオー
ド、同じまたは異なるタイプの幾つかの光源の組み合わせ、可視スペクトル領域の全ての
光源、特に、粗い表面を見るため且つ位相プロファイリングを適用するためのＩＲスペク
トル領域の全ての光源、および、特に高められた横方向の解像度のためのＵＶスペクトル
領域における全ての光源のいずれでもよい。広帯域用途では、光源は好ましくは平均波長
の５％より長い、より好ましくは、平均波長の１０％、２０％、３０％、更には５０％よ
り長い正味のスペクトル帯域幅を有する。調節可能な狭帯域用途では、調節領域は、幅広
い範囲の波長にわたって情報を供給するような広さを有していることが好ましく（たとえ
ば、可視光について５０ｎｍより大きい、１００ｎｍより大きい、更には２００ｎｍより
大きい）、一方で、任意の特定の設定におけるスペクトル幅は１０ｎｍ、２ｎｍ、または
、１ｎｍ程に小さい分解能を最適化するために狭いことが好ましい。光源は、光源から出
射される入力光の空間広がりを増大させるために１つまたは複数の拡散素子を含んでもよ
い。
【０３７６】
　更に、並進ステージ１５０等のシステム中の各種並進ステージは、圧電装置、ステッパ
・モータ、および、音声コイルのいずれかによって駆動され、光路長を変えるよう純粋な
並進（たとえば、液晶、電気光学効果、歪みファイバ、および、回転波長板のいずれかを
用いる）よりもむしろ光学機械的にまたは光学電子的に実行され、屈曲マウントを備える
全ての駆動部および機械的ステージ、たとえば、転がり軸受けまたは空気軸受けを備える
全ての駆動部でもよい。上述した通り、走査干渉分光信号に対する位相シフトが機械的並
進ステージを用いてしばしば行われるが、試験脚と基準脚との間に非ゼロ光路長差がある
場合には、光源の波長を変えることで干渉計の試験脚と基準脚との間の位相を変化させる
ことが可能となる。
【０３７７】
　電子検出器は、多素子ＣＣＤまたはＣＭＯＳ検出器等、空間分解能を有する光学干渉パ
ターンを測定するどのタイプの検出器でもよい。
　前述したコンピュータ解析方法はどれも、ハードウェアもしくはソフトウェアまたは両
方の組み合わせにおいて、実施することができる。本方法は、本明細書で説明した方法お
よび図に従って、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
現することができる。プログラム・コードを入力データに適用して、本明細書で説明した
関数を実行し、出力情報を生成する。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、高レベルの手続き型またはオブジェクト
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指向のプログラミング言語で実現して、コンピュータ・システムと通信してもよい。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現することができる。どの
場合でも、言語は、コンパイルされた言語またはインタープリットされた言語とすること
ができる。さらに、プログラムを、その目的用に事前にプログラムされた専用の集積回路
上で実行させることができる。
【０３７８】
　このようなコンピュータ・プログラムはそれぞれ、好ましくは一般的または特別な目的
のプログラマブル・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、Ｒ
ＯＭまたは磁気的ディスク）上に記憶して、記憶媒体または装置がコンピュータによって
読み取られたときに、本明細書で説明した手順を行なうよう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、キャッシュまたは主
メモリ内に存在することもできる。また本解析方法は、コンピュータ読取可能な記憶媒体
として実現することができ、コンピュータ・プログラムによって構成することができる。
記憶媒体をそのように構成することによって、コンピュータを特定および所定の仕方で動
作させて、本明細書で説明した機能が実行される。上述の具体的な説明は、干渉分光シス
テムにおいてコヒーレンスが制限されているために干渉フリンジが局所化している走査干
渉分光信号に関するが、多くの実施形態では、フリンジが局所化されていない干渉分光信
号から複雑な表面特徴についての情報を抽出することが可能である。
【０３７９】
　たとえば、フリンジの局所化がない試験対象物の異なる箇所からの干渉分光信号は、試
験対象物に対する見かけの表面プロファイルを生成するためにさらに使用することができ
、その見かけの表面プロファイルあるいはそこから導出される情報は、見かけの表面プロ
ファイルでは未処理のまたは不明瞭な試験対象物の横方向の表面特徴の異なる値に対する
期待応答のモデルと比較されて、低コヒーレンス走査干渉分光信号について上述したのと
略同じ方法で十分に分解できない特徴についての情報が決定される。このような「高」コ
ヒーレンス干渉分光信号から表面プロファイル情報を抽出する技法は、一般的に位相シフ
ト干渉法（ＰＳＩ）アルゴリズムと呼ばれ、技術において周知である。たとえば、本願で
参照として組み込まれる、米国特許第６，３５９，６９２号明細書、発明の名称「波長調
節位相シフト干渉法を用いて複数の反射表面を有する対象物をプロファイリングする方法
およびシステム（ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＰＲＯＦＩＬＩＮＧ　
ＯＢＪＥＣＴＳ　ＨＡＶＩＮＧ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＥ　ＳＵＲＦＡ
ＣＥＳ　ＵＳＩＮＧ　ＷＡＶＥＬＥＮＧＴＨ－ＴＵＮＩＮＧ　ＰＨＡＳＥ－ＳＨＩＦＴＩ
ＮＧ　ＩＮＴＥＲＦＥＲＯＭＥＴＲＹ）」の背景及び内容を参照する。ＰＳＩ解析につい
て干渉分光データを生成するためには、所与の画素に対する干渉分光信号は、基準脚と測
定脚との間の光路長差を機械的に変えることで、または、基準脚と測定脚との間の固定の
非ゼロ光路長差に対する光の波長を変えることで生成される。
【０３８０】
　本発明の多くの実施形態について説明したが、本発明の趣旨および範囲から逸脱するこ
となく種々の変更を行なってもよいことが、理解される。
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