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(57)【要約】
　多結晶半導体材料の結晶構造を解析するための方法を
説明する。一実施形態によれば、この方法は、材料にル
ミネッセンス信号を放出させるために材料を励起するこ
とと、材料の事前設定の空間領域におけるメッシュの各
点で、材料のバンドギャップの幅以上の周波数バンドに
おいて、可変偏光角でルミネッセンス信号を検出するこ
とと、材料の事前設定の空間領域におけるメッシュの各
点で、メッシュの点について検出された信号から、偏光
角に応じて、正弦波の和によりモデル化されるルミネッ
センス信号の変調の特性のデータを推定することと、事
前設定の空間領域におけるメッシュの点のすべてにわた
る特性データを表現することを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多結晶半導体材料の結晶構造を解析するための方法であって、
　前記材料にルミネッセンス信号を放出させるために前記材料を励起することと、
　前記材料の事前設定の空間領域におけるメッシュの各点で、前記材料のバンドギャップ
の幅以上の周波数バンドにおいて、可変偏光角で前記ルミネッセンス信号を検出すること
と、
　前記材料の前記事前設定の空間領域における前記メッシュの各点で、前記メッシュの前
記点について検出された前記信号から、前記偏光角に応じて、正弦波の和によりモデル化
される前記ルミネッセンス信号の変調の特性のデータを推定することと、
　前記事前設定の空間領域における前記メッシュの前記点のすべてにわたる前記特性デー
タの表現を生成することと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記変調されたルミネッセンス信号のモデルは、式：
【数１】

であり、式中、Ｉｌｕｍは、前記ルミネッセンス信号の強度を表し、Ａｋは、前記ルミネ
ッセンス信号の振幅パラメータであり、θは、前記ルミネッセンス信号の前記偏光の解析
角度を表し、φｋは、位相基準に対する前記ルミネッセンス信号の位相シフトのパラメー
タであり、Ａ０は、前記ルミネッセンス信号の前記強度の最小値を表すパラメータであり
、ｎｋは、厳密に正の整数であり、ｋは、１からＫの範囲の自然数の総和のインデックス
であり、前記推定された特性データは、前記振幅、位相シフト、周波数、および／または
最小値パラメータ、あるいはこれらの組み合わせの１つに対応することを特徴とする方法
。
【請求項３】
　請求項１および２のいずれか１項に記載の方法であって、前記ルミネッセンス信号はカ
メラを用いて検出され、前記材料上の前記事前設定の空間領域のメッシュは、選択により
、前記カメラのセンサにおける点に対応することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法であって、前記材料を励起することは、前
記材料に光ルミネッセンス信号を放出させるために光源を用いて前記材料を光励起するこ
とを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法であって、前記材料を励起することは、前
記材料にエレクトロルミネッセンス信号を放出させるために、前記材料上に配置された複
数の電極にわたって電源を用いて前記材料を電気的に励起することを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項６】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法であって、前記材料を励起することは、前
記材料に熱ルミネッセンス信号を放出させるために熱源を用いて前記材料を加熱すること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　多結晶半導体材料の結晶構造を解析するためのシステムであって、
　前記材料にルミネッセンス信号を放出させるために前記材料を励起するように構成され
た、前記材料を励起するための手段と、
　前記材料の事前設定の空間領域におけるメッシュの各点で、前記材料のバンドギャップ
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の幅以上の周波数バンドにおいて、可変偏光角で前記ルミネッセンス信号を検出するため
の手段と、
　データ処理ユニットと、
を備えるシステムであって、前記データ処理ユニットは、
　メモリ手段および入力／出力インターフェースモジュールに作動的に結合されたコンピ
ュータプロセッサであって、前記メモリ手段が、前記メッシュの各点について検出された
前記信号に対応するデータを記憶するように構成される、コンピュータプロセッサと、
　解析器であって、前記コンピュータプロセッサによって実行され、
　前記材料の前記事前設定の空間領域における前記メッシュの各点で、前記メッシュの前
記点について検出された前記信号から、前記偏光角に応じて、正弦波の和によりモデル化
される前記ルミネッセンス信号の変調の特性のデータを推定し、
　前記事前設定の空間領域における前記メッシュの前記点のすべてにわたる前記特性デー
タの表現を生成するように構成された解析器と
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載の解析システムであって、前記解析器は、式
【数２】

の前記変調されたルミネッセンス信号のモデルに応じて、特性データを推定するようにさ
らに構成され、式中、Ｉｌｕｍは、前記ルミネッセンス信号の強度を表し、Ａｋは、前記
ルミネッセンス信号の振幅パラメータであり、θは、前記ルミネッセンス信号の前記偏光
の解析角度を表し、φｋは、位相基準に対する前記ルミネッセンス信号の位相シフトのパ
ラメータであり、Ａ０は、前記ルミネッセンス信号の前記強度の最小値を表すパラメータ
であり、ｎｋは、厳密に正の整数であり、ｋは、１からＫの範囲の自然数の総和のインデ
ックスであり、前記推定された特性データは、前記振幅、位相シフト、周波数、および／
または最小値パラメータ、あるいはこれらの組み合わせの１つに対応することを特徴とす
る解析システム。
【請求項９】
　請求項７および８のいずれか１項に記載の解析システムであって、前記検出手段はカメ
ラを備え、前記材料上の前記事前設定の空間領域のメッシュは、選択により、前記カメラ
のセンサにおける点に対応することを特徴とする解析システム。
【請求項１０】
　請求項７から９のいずれか１項に記載の解析システムであって、前記材料を励起するた
めの手段は、前記材料に光ルミネッセンス信号を放出させるために光励起信号を放出する
ように構成された光源を備えることを特徴とする解析システム。
【請求項１１】
　請求項７から９のいずれか１項に記載の解析システムであって、前記材料を励起するた
めの手段は、前記材料にエレクトロルミネッセンス信号を放出させるために、前記材料上
に配置された複数の電極にわたって電気信号を放出するように構成された電源を備えるこ
とを特徴とする解析システム。
【請求項１２】
　請求項７から９のいずれか１項に記載の解析システムであって、前記材料を励起するた
めの手段は、前記材料に熱ルミネッセンス信号を放出させるために前記材料を加熱するよ
うに構成された熱源を備えることを特徴とする解析システム。
【請求項１３】
　プロセッサに関連付けられたメモリにロード可能なコンピュータプログラムであって、
前記プロセッサによる前記プログラムの実行の際、請求項１から６のいずれか１項に記載
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の方法のステップの少なくとも一部を実装するためのコード部分を含むことを特徴とする
コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンピュータプログラムを、たとえば圧縮または符号化によって、
表現することを特徴とするデータのセット。
【請求項１５】
　１つ以上のプログラムを表現するデータのセットを含む、コンピュータによって実行可
能なプログラムを記憶するための非一時的媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
メモリ手段および入力／出力インターフェースモジュールに作動的に結合された処理ユニ
ットを備えるコンピュータによる前記１つ以上のプログラムの実行の際、請求項１から６
のいずれか１項に記載の方法に従って前記コンピュータに推定を実行させ表現を生成させ
る、多結晶半導体材料の結晶構造を解析するための命令を含むことを特徴とする非一時的
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多結晶半導体材料の結晶構造を解析するための技法に関し、特に、光電池で
使用される多結晶吸収材の構造の特性を評価するための技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化石燃料の代替として光起電エネルギーが魅力的であるため、多くの光電池を利用した
ソーラーパネルなどの製品の開発が行われている。
【０００３】
　光起電製品の市場の発展により、この分野の研究開発が活発になっており、この研究開
発の取り組みの一部は、既存の製品を改良し新しい世代の製品への道を開くために使われ
る材料の特性を評価するための方法の開発を対象としている。さらに、これらの市場にお
けるブームにより、（特に変換効率の点で）品質および期待性能への適合についての試験
を定義すること、また性能を試験および解析するための手順を開発することが必要であり
、これらの手順は、大量生産の要求に適合しなければならない。
【０００４】
　特に、多結晶半導体材料ベースの光電池の場合に当てはまり、そのために結晶構造また
は結晶微細構造における欠陥を検出するための技法が開発されている。たとえば、Ｍ．ペ
ロソ（Ｍ．Ｐｅｌｏｓｏ）、Ｂ．ホークス（Ｂ．Ｈｏｅｘ）、およびＡ－Ｇ．アバリー（
Ａ－Ｇ．Ａｂｅｒｌｅ）による論文「Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏ
ｆ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　
ｏｆ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｗａｆｅｒ　ｓｏｌａｒ　ｃｅｌｌｓ」（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈ
ｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　９８，１７１９１４（２０１１））は、解析される電池に
より放出されたエレクトロルミネッセンス信号の偏光を解析することによって光電池にお
ける欠陥を解析するための方法を説明している。
【０００５】
　欠陥の検出とは別に、多結晶材料の構造または微細構造の特性を評価するための技法も
開発されている。多結晶材料の構造または微細構造は、一般に、ＥＳＢＤ（電子後方散乱
回折）モードで動作する走査型電子顕微鏡を使用して、あるいはＴＥＭ（透過型電子顕微
鏡）を使用して特性を評価される。これらの材料特性評価ツールは、困難となり得る準備
が解析される試料に必要とされるので使用するのが難しく、そのため、これらのツールは
、大量生産の状況で品質および適合試験の要件に対応しない。具体的には、これらの技法
を用いるために、解析される試料を、その表面を研磨して粗さを除去することにより準備
する必要がある。この準備は実施が面倒であり、試料の解析は、たとえば、材料研磨ステ
ップにより発生する加工硬化に関する問題により、不可能なことがある。
【０００６】
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　偏光ラマンスペクトルマッピングの技法も、多結晶材料の構造または微細構造の特性を
評価するためのものとして考えられるが、これは、実際、高スペクトル品質のレーザおよ
び非常に高い分解能のスペクトロメータを必要とするため高価である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】“Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｌｕｍｉｎｅ
ｓｃｅｎｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｉｌｉｃ
ｏｎ　ｗａｆｅｒ　ｓｏｌａｒ　ｃｅｌｌｓ”，Peloso Matthew et al., Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　９８，１７１９１４（２０１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の１つの目的は、上記に概説した多結晶材料の特性を評価するための技法の欠点
を解消することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、多結晶半導体材料の結晶構造を解析するための方法であって、材料にルミネ
ッセンス信号を放出させるために材料を励起することと、材料の事前設定の空間領域にお
けるメッシュの各点で、材料のバンドギャップの幅以上の周波数バンドにおいて、可変偏
光角でルミネッセンス信号を検出することと、材料の事前設定の空間領域におけるメッシ
ュの各点で、メッシュの点について検出された信号から、偏光角に応じて、正弦波の和に
よりモデル化されるルミネッセンス信号の変調の特性のデータを推定することと、事前設
定の空間領域におけるメッシュのすべての点にわたる特性データの表現を生成することを
含む方法を提供する。
【００１０】
　本提案方法は、前述の技法と比較して、多結晶材料の構造特性の簡易、迅速、かつ廉価
な特性評価を可能にする利点がある。特に、本提案方法は、非破壊的（試料を分解しない
）であり、試料準備を必要としない。したがって、試料が解析された後に試料を再使用し
て、製造中に試料を解析することができる（たとえば、光電池に関して、基板上の堆積に
よって材料を成長させるプロセス中に、成長プロセスが事前的に満足な結果を与えるかを
確認する）。したがって、本提案方法は、製造のすべての段階における製品のインサイチ
ュの解析および試験を可能にするので、特に大量生産の要求に適合している。
【００１１】
　本提案方法は、好適には、式：
【数１】

の変調されたルミネッセンス信号のモデルを用いて実装することができ、式中、Ｉｌｕｍ

は、ルミネッセンス信号の強度を表し、Ａｋは、ルミネッセンス信号の振幅パラメータで
あり、θは、ルミネッセンス信号の偏光の解析角度を表し、φｋは、位相基準に対するル
ミネッセンス信号の位相シフトのパラメータであり、Ａ０は、ルミネッセンス信号の強度
の最小値を表すパラメータであり、ｎｋは、厳密に正の整数であり、ｋは、１からＫの範
囲の自然数の総和のインデックスであり、推定された特性データは、振幅、位相シフト、
周波数、および／または最小値パラメータ、あるいはこれらの組み合わせの１つに対応す
る。
【００１２】
　さらに、カメラを用いてルミネッセンス信号を検出することを考えることができ、その
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場合、事前設定の空間領域におけるメッシュが、選択により、カメラのセンサにおける点
に対応する。
【００１３】
　本方法の第１の実施形態では、材料によって放出されるルミネッセンス信号を光ルミネ
ッセンスによって生成するために光励起が用いられる。
【００１４】
　本方法の第２の実施形態では、材料によって放出されるルミネッセンス信号をエレクト
ロルミネッセンスによって生成するために電気的励起が用いられる。
【００１５】
　本方法の第３の実施形態では、材料によって放出されるルミネッセンス信号を熱ルミネ
ッセンスによって生成するために材料の熱的加熱が用いられる。
【００１６】
　別の態様によれば、多結晶半導体材料の結晶構造を解析するためのシステムが提供され
、このシステムは、材料にルミネッセンス信号を放出させるために材料を励起するように
構成された、材料を励起するための手段と、材料の事前設定の空間領域におけるメッシュ
の各点で、材料のバンドギャップの幅以上の周波数バンドにおいて、可変偏光角でルミネ
ッセンス信号を検出するための手段と、データ処理ユニットとを備え、データ処理ユニッ
トは、メモリ手段および入力／出力インターフェースモジュールに作動的に結合されたコ
ンピュータプロセッサであって、メモリ手段が、メッシュの各点について検出された信号
に対応するデータを記憶するように構成される、コンピュータプロセッサと、解析器であ
って、コンピュータプロセッサによって実行され、材料の事前設定の空間領域におけるメ
ッシュの各点で、メッシュの点について検出された信号から、偏光角に応じて、正弦波の
和によりモデル化されるルミネッセンス信号の変調の特性のデータを推定し、事前設定の
空間領域におけるメッシュの点のすべてにわたる特性データの表現を生成するように構成
された解析器とを備える。
【００１７】
　一実施形態では、解析システムの解析器が、
【数２】

の変調されたルミネッセンス信号のモデルに応じて、特性データを推定するようにさらに
構成され、式中、Ｉｌｕｍは、ルミネッセンス信号の強度を表し、Ａｋは、ルミネッセン
ス信号の振幅パラメータであり、θは、ルミネッセンス信号の偏光の解析角度を表し、φ

ｋは、位相基準に対するルミネッセンス信号の位相シフトのパラメータであり、Ａ０は、
ルミネッセンス信号の強度の最小値を表すパラメータであり、ｎｋは、厳密に正の整数で
あり、ｋは、１からＫの範囲の自然数の総和のインデックスであり、推定された特性デー
タは、振幅、位相シフト、周波数、および／または最小値パラメータ、あるいはこれらの
組み合わせの１つに対応する。
【００１８】
　一実施形態によれば、解析システムの検出手段はカメラを備え、材料上の事前設定の空
間領域のメッシュは、好適には、カメラのセンサにおける点に対応するように選択される
。
【００１９】
　さらに、材料を励起するための手段は、材料に光ルミネッセンス信号を放出させるため
に光励起信号を放出するように構成された光源、または、材料にエレクトロルミネッセン
ス信号を放出させるために、材料上に配置された複数の電極にわたって電気信号を放出す
るように構成された電源、または、材料に熱ルミネッセンス信号を放出させるために材料
を加熱するように構成された熱源を備えることができる。



(7) JP 2015-524565 A 2015.8.24

10

20

30

40

50

【００２０】
　別の態様によれば、プロセッサに関連付けられたメモリにロード可能なコンピュータプ
ログラムであって、プロセッサによるプログラムの実行の際、本提案方法のステップの少
なくとも一部を実装するためのコード部分を含むコンピュータプログラムが提供される。
【００２１】
　別の態様は、１つ以上のプログラムを表現するデータのセットを含む、コンピュータに
よって実行可能なプログラムを記憶するための非一時的媒体であって、１つ以上のプログ
ラムは、メモリ手段および入力／出力インターフェースモジュールに作動的に結合された
処理ユニットを備えるコンピュータによる１つ以上のプログラムの実行の際、本提案方法
に従ってコンピュータに推定を実行させ表現を生成させる、多結晶半導体材料の結晶構造
を解析するための命令を含む非一時的媒体に関する。
【００２２】
　本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を参照する非限定的な例示的実施形態の以
下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態による本提案方法の実装を示す図である。
【図２】第１の実施形態による本提案方法の別の実装を示す図である。
【図３】第２の実施形態による本提案方法の実装を示す図である。
【図４】第３の実施形態による本提案方法の実装を示す図である。
【図５】本提案方法を実装するためのコンピュータシステムを示す図である。
【図６ａ】多結晶ＣＩＧＳｅ材料をベースにした試料について本提案方法に従って得られ
た位相シフトパラメータφｋのマッピングの例を示す図である。
【図６ｂ】単結晶ＣＩＧＳｅ材料をベースにした試料について本提案方法に従って得られ
た位相シフトパラメータφｋのマッピングの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施形態の以下の詳細な説明において、より完全な理解を可能にするために多
数の具体的な詳細を提示する。しかしながら、実施形態によってはこれらの具体的な詳細
なしに実施され得ることは当業者には理解できよう。また、説明を不必要に複雑にするの
を避けるために周知の特徴について詳細に説明しない。さらに、ある同じ機能を有する構
成要素、装置、手段、および要素は、複数の図で同じ参照番号によって参照されることが
あり、これらの構成要素、装置、手段、および要素の繰り返しは、場合により省略または
略記されることがある。
【００２５】
　本提案方法は、好適には、種々のタイプの多結晶半導体材料、たとえば、ＩＩＩ－ＩＶ
族の多結晶半導体材料（たとえば、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）、リン化インジウム（Ｉｎ
Ｐ）、またはアンチモン化ガリウム（ＧａＳｂ）など）、ＩＩ－ＶＩ族の多結晶半導体材
料（たとえば、テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）、またはその合金もしくは誘導体（カド
ミウムが亜鉛もしくは水銀で部分的に置換可能であり、テルルがセレンで部分的に置換可
能である）など）、ＣＩＧＳなどのカルコパイライト構造を有する多結晶合金、あるいは
多結晶シリコンと共に使用され得る。ＣＩＧＳは、本明細書では、一般に、ＣｕＩｎＳｅ

２族、またはその派生合金（銅が銀で置換可能であり、インジウムがアルミニウムもしく
はガリウムで部分的に置換可能であり（Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ２）、セレンが硫黄また
はテルルで部分的に置換可能である）として理解される。
【００２６】
　さらに、本提案方法は、好適には、１つ以上の多結晶半導体材料ならびに他の材料を含
む試料の解析のために使用され得る。多結晶半導体材料に含まれる種々の多結晶半導体材
料は、特にそれらの結晶構造に関して異なる特性を示し得る。当業者には理解されるよう
に、本提案方法は、解析される試料に含まれる材料のうちの１つのみに適用されてもよく
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、あるいは解析される試料に含まれるそれらの材料のうちのいくつかに連続的に適用され
てもよく、その場合、本提案方法による種々の解析パラメータは、各結晶構造解析のター
ゲットの多結晶半導体材料に応じて、特に、解析される材料の励起波長およびルミネッセ
ンス信号の検出波長を選択することにより、適合され得る。
【００２７】
　図１は、第１の実施形態による本提案方法の実装を示す。
【００２８】
　図１は、解析される多結晶半導体材料の試料（１）、および試料（１）の方向に光励起
信号を放出するように構成された光源（２）を示している。この光励起信号は、試料（１
）にルミネッセンス信号を放出させるように適合される。したがって、光源（２）は、解
析される材料の吸収領域に対応するスペクトル範囲で選択される。光源（２）は、たとえ
ば、レーザ光源またはインコヒーレント光源とすることができる。
【００２９】
　光源によって生成された励起信号は、解析される試料の一部分のみを励起するという意
味で局所的である。この局所励起を得るために、レーザ光源によって生成された励起ビー
ムを集束するための手段、たとえば、レーザ光源（２）と解析される試料（１）との間に
配置された集束レンズ（３）などを使用することが可能である。集束レンズの焦点距離は
、実際には、所望される解析分解能および使用される光源に応じて選択される。たとえば
、多結晶ＣＩＧＳ材料の試料では、焦点距離４ｍｍおよび開口数０．８の顕微鏡レンズを
使用して、結晶のサイズすなわち１μｍより小さい表面の局所励起を得ることができる。
励起レーザビームは試料（１）によって吸収され、光励起信号のエネルギーの一部は、励
起された材料によって自然放出された光ルミネセンス信号の形態で消散される。
【００３０】
　この実施形態における励起レーザビームの集束が試料（１）の局所励起のセンチメート
ルからサブミクロンの尺度の空間分解能を可能にするために、対応する分解能を有するこ
のデータ取得段階の要件に応じてメッシュを定義することが可能である。これにより、本
提案方法は、たとえば、微晶質太陽電池の研究のための要件を満たす、高い空間分解能（
典型的には０．５から１０μｍ）を達成することが可能になる。
【００３１】
　試料（１）は、半導体材料からなり、（「伝導帯」と呼ばれるエネルギー帯に対応する
）第１のエネルギー準位、および（「価電子帯」と呼ばれるエネルギー帯に対応する）第
２のエネルギー準位を有する。電子のエネルギー遷移は、主に伝導帯の状態と価電子帯の
状態との間で行われる。価電子帯と伝導帯は、「バンドギャップ」として知られるエネル
ギーギャップに関連付けられる、エネルギーギャップＥｇａｐによって分離される。この
エネルギーギャップは、バンドギャップエネルギーとも呼ばれる。光源によって放出され
た光子がギャップＥｇａｐより低いエネルギーを有するとき、価電子帯内の電子に伝達さ
れるエネルギーは、それらを伝導帯に昇進させるのには不十分であり、それらは価電子帯
を離れない。ギャップＥｇａｐより小さいエネルギーで励起された材料は透過的である。
他方で、光源により放出された光子がエネルギーギャップＥｇａｐより大きいエネルギー
を有するとき、それらは、電子正孔対（ここで「正孔」は伝導帯内へ移動された電子の価
電子帯における不在を指す）を作ることによって、価電子帯から伝導帯に昇進させるのに
十分なエネルギーで材料の電子の一部を励起する。このように作られた電子正孔対は、光
ルミネッセンスの現象によって光子を再結合し放出する。放出された光子のエネルギーは
、バンドギャップエネルギーに近い。
【００３２】
　バンドギャップエネルギーは、（シリコンについて１．１ｅＶ、ＣＩＧＳ材料ＣｕＩｎ
Ｓｅ２について１．１２ｅＶ、ＣＩＧＳ材料ＣｕＧａＳｅ２について１．６５ｅＶの値の
）試料（１）の材料の特性である。したがって、光源（２）は、試料（１）の材料に特有
となる価電子帯と伝導帯の間のエネルギーギャップＥｇａｐより大きいエネルギーの信号
を放出するように適合される。たとえば、１．１２ｅＶのギャップを有するＣｕＩｎＧａ
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Ｓｅ２（ＣＩＧＳ）タイプの多結晶半導体材料を含む試料では、２．３３ｅＶ（５３２ｎ
ｍ）のシングルモードレーザが励起源（２）として選択される。
【００３３】
　次いで、光ルミネッセンスによって放出された光信号は、データ取得段階で偏光の配向
の種々の値について検出され記憶される。
【００３４】
　ルミネッセンス信号の検出は、解析される材料のバンドギャップの幅以上の幅の周波数
バンドにおいて行われる。ルミネッセンス信号の検出周波数バンドを解析ターゲットの材
料の特性バンドギャップ幅に調節することにより、解析される材料の結晶構造の情報を収
集することが可能になる。このようにして、解析される材料の結晶母体の特性である波長
の検出を実行することが可能である。
【００３５】
　光ルミネッセンス信号の検出は、たとえば、２つの検出レンズ（図１に示すような検出
レンズ（５）および（６））を用いて実行することができ、試料は、実質的に第１のレン
ズの物体焦点面に配置される。この方式の利点の１つは、２つの検出レンズ（５）（６）
の間に偏光子（４）を配置することが可能なことである。次いで、光ルミネッセンス信号
は、所望のレベルの精度および感度を達成するように、たとえば光電子増倍管のタイプか
ら選択され得る、検出器（７）により、検出光学系（５）（６）の出力で検出される。た
とえば、上述のようなＣＩＧＳタイプの場合、近赤外線（１０００ｎｍ＞λ＞１２００ｎ
ｍ）で最適スペクトル感度を有するＩｎＧａＡｓタイプの光電子増倍管を検出器として選
択することができる。変形形態として、本提案方法を実装するためにスペクトロメータが
検出器（７）として使用されてもよく、これは、ルミネッセンス信号の強度を表現するデ
ータの取得に加えて、ルミネッセンス信号の強度の周波数分布（波長）を表現するデータ
の取得を可能にする。
【００３６】
　したがって、データ取得は、材料の事前設定の空間領域におけるメッシュの各点で、偏
光の配向の種々の値についてルミネッセンス信号を検出することによって行われ、それに
より、ルミネッセンス信号の解析がこの信号の偏光の配向の種々の値について可能になる
。以下の段落でルミネッセンス信号の偏光解析の方法の２つの例を説明する。
【００３７】
　第１の方法によれば、回転される検出光学系と解析される試料との間に配置された試料
のルミネッセンス領域に適合された直線偏光子の配向の複数の値についてルミネッセンス
信号の測定が行われる。
【００３８】
　第２の方法によれば、偏光子の前に配置された（λ／２タイプの）波長板を回転するこ
とによって、偏光の配向の複数の値についてルミネッセンス信号の測定が行われる。
【００３９】
　このようにして、メッシュの各点で、５°程度のステップで－９０°から＋９０°に配
向の角度θを変化させることにより、波長板の偏光子の複数の配向θの値についてルミネ
ッセンス信号の検出および記録を進めることが可能である。もちろん、配向の角度θの変
化の間隔は、配向の角度θの変化のステップが可能なように、本提案方法の範囲から逸脱
せずとも、解析される材料の特性および必要とされる解析精度に応じて、異なる形式で選
択され得る。
【００４０】
　したがって、解析される試料の空間領域における点からなるメッシュは、前もって定義
される。メッシュの各点は、ルミネッセンス信号を自然放出するように光源（２）により
局所的に励起される。このルミネッセンス信号の検出は、メッシュの各点で、ルミネッセ
ンス信号の偏光の配向θの種々の値について行われる。
【００４１】
　メッシュの各点でルミネッセンス信号を局所的に励起し解析するために、変換テーブル
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を使用して集束レンズ（５）の焦点面で試料（１）が移動される。たとえば、前述のＣＩ
ＧＳ試料の場合、ｘｙテーブルと呼ばれる圧電テーブルを使用して、解析される試料を移
動することができる。
【００４２】
　メッシュの各点で、所望の分解能に応じて選択された（たとえば５°の）ステップで偏
光子の角度θを修正することにより、偏光の配向の種々の値についてルミネッセンス信号
の検出が実行される。したがって、メッシュの各点において、θｉ＋１＝θｉ＋Δθの偏
光子角度の離散値の集合（θｉ）ｉ＝Ｎｍｉｎ…Ｎｍａｘについてルミネッセンス信号の
強度値Ｉｌｕｍ（θ）を検出し記録することが可能である。
【００４３】
　検出器（７）は、検出データを記録するためのメモリを備え、あるいは変形形態として
、メモリに対するまたはデータ記憶用のメモリ（９）を備えるデータ処理ユニット（８）
に対するインターフェースを備える。
【００４４】
　ルミネッセンス信号のデータの取得の段階に続いて、たとえばデータ処理ユニット（８
）によって行われるデータ処理の段階が行われる。データ処理は、偏光子の角度θに応じ
たルミネッセンス信号の強度Ｉｌｕｍの変化の正弦波モデルの１つ以上のパラメータの、
検出器（７）により取得されたデータからの測定を含む。本提案方法の好ましい実施形態
では、正弦波モデルのタイプは、
【数３】

であり、式中、Ｉｌｕｍは、ルミネッセンス信号の強度を示し、Ａｋは、ルミネッセンス
信号の振幅パラメータであり、θは、ルミネッセンス信号の偏光の解析角度を表し、φｋ

は、位相基準に対するルミネッセンス信号の位相シフトのパラメータであり、ｎｋは、厳
密に正の整数であり、Ａ０（オフセット）は、ルミネッセンス信号の強度の最小値を表す
パラメータであり、ｋは、１からＫの範囲の整数の総和のインデックスである。測定値Ｉ

ｌｕｍは、種々の角度の偏光を解析するための偏光子によるフィルタリングの後のルミネ
ッセンス信号の強度を示す。たとえば角度が変更される偏光子によって偏光解析が行われ
る本実施形態では、変数θは、偏光子の角度に対応する。たとえば偏光子の前に配置され
た波長板であってその回転角度が変更される波長板によって、偏光解析が行われる場合で
は、変数θは、波長板の回転の角度に対応する。両方の場合において、変数θは、ルミネ
ッセンス信号の偏光の配向の角度に対応する。パラメータＡｋ、φｋ、ｎｋ、および／ま
たはＡ０（オフセット）は、メッシュの各点で取得された種々の測定値と正弦波モデルを
比較することによって推定される。メッシュの各点について取得されたデータを正弦波モ
デルと対応させることにより、取得データに最も一致するこのモデルのパラメータの推定
値が抽出される。したがって、このデータ処理段階の結果として、正弦波モデルの１つ以
上のパラメータの推定値が、メッシュの各点について求められる。
【００４５】
　すると、本提案方法の範囲にありながら、求めた推定値を組み合わせて、これらのパラ
メータの組み合わせの推定値を求めることが可能である。
【００４６】
　Ｋは、１以上の自然数であり、結晶構造の解析の目的で要求されるモデル化精度に応じ
て、たとえば、１または２に等しくあるいは２より大きくなるように選択され得る。
【００４７】
　得られるモデルが実験データと満足にフィットする最小のＫの値を定義するように反復
して続行することも可能である。Ｋの最適値の選択に関する増加ΔＫのこの反復プロセス
は、Ｋ＋ΔＫの値が、先行のＫ値より収集実験データとのフィットの点で満足度が低い理
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論モデルを導くことになるまで、継続され得る。
【００４８】
　実験的に取得されたデータに対する、選択された理論モデル（前述の例では、
【数４】

のタイプの正弦波モデル）のフィッティング（「数値モデル化」という用語が使用される
こともある）は、要求されるパラメータの所望の精度で推定値を抽出するために、相関法
、たとえば、最小二乗法またはマイヤー（Ｍａｙｅｒ）フィッティング法に従って行われ
る。各点におけるデータの取得の分解能の細かさ（特に、偏光子の角度θの変化の増分Δ
θに対して選択される値）が、選択されたモデルのパラメータの推定値について、おおむ
ね迅速かつ精密なフィッティングを可能にする。
【００４９】
　選択されたモデルの実験的に取得されたデータに対するフィッティング、および選択さ
れたモデルのパラメータの推定が、材料（１）の空間領域における事前設定のメッシュの
各点で行われるので、所与のパラメータに対して推定された値のすべてのメッシュ点につ
いての表現、ひいては各パラメータまたはそれらの組み合わせの空間的変化のマッピング
を生成することが可能である。
【００５０】
　正弦波モデルのタイプ

【数５】

の考えられる例において、データの処理は、振幅パラメータ（Ａｋ）の値、位相シフトの
パラメータ（φｋ）の値、周波数パラメータ（ｎｋ）の値、および／または最小値パラメ
ータＡ０（オフセット）の値、あるいはこれらのパラメータのいくつかの組み合わせの推
定を、メッシュの各点について可能にすることができ、これにより、振幅パラメータ（Ａ

ｋ）、位相シフトのパラメータ（φｋ）、周波数パラメータ（ｎｋ）、および／または最
小値パラメータＡ０（オフセット）、あるいはこれらのパラメータのいくつかの組み合わ
せのマッピングを作成することが可能になる。
【００５１】
　より詳細には、例として提案されるモデル

【数６】

を用いると、多結晶ＣＩＧＳ材料について、パラメータφｋおよびＡｋと結晶構造の局所
的配向特性の間の相関があることを観察することができる。
【００５２】
　各パラメータについての、偏光子の角度に応じたルミネッセンス信号の変化の空間分布
のそれらの表現により、解析される材料の種々の構造特性を、表現されたパラメータに応
じて分離することが可能になる。たとえば、振幅Ａｋおよび位相シフトφｋは、解析され
る材料の結晶軸の配向と相関があり得る。また、これらのパラメータは、検査される材料
の結晶欠陥の存在に関連付けてもよい。
【００５３】
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　さらに、材料の結晶軸の絶対配向を求めるために、実験装置の較正がなされてもよい。
これを行うために、Ｘ線回折などの解析の方法によって結晶配向が前もって定義されてい
る単結晶試料を使用することが可能である。すると、解析パラメータは、較正材料の上記
結晶配向に関連付けることができる。
【００５４】
　微晶質ＣＩＧＳ試料の場合に、結晶配向と明白な相関がない光ルミネッセンス強度の空
間的差異が観測される。しかしながら、φｋパラメータのマッピングの表現は、たとえば
、解析される材料の粒度のサイズである数μｍ２の空間領域に対応するモザイク性を明ら
かにする。さらに、単結晶ＣＩＧＳの試料において、フィッティングパラメータの空間的
変化は観測されない。これにより、本明細書に提示の方法が、特に、材料の結晶特徴の明
示および結晶の識別を可能にすることを、より良く認識することができる。
【００５５】
　図６ａは、試料の結晶構造に対応する空間領域が識別され得る、多結晶材料ＣｕＩｎ１
－ｘＧａｘＳｅ２（ＣＩＧＳｅ）をベースにした試料について、本提案方法に従って得ら
れた位相シフトパラメータφｋのマッピングの例を表す。図６ｂに表されるマッピングと
の差異は明らかであり、図６ｂは、単結晶ＣＩＧＳｅ材料をベースにした試料について、
本提案方法に従って得られた位相シフトパラメータφｋのマッピングの例を表す。図６ｂ
の解析される試料の単結晶構造は、図６ａのマッピングでは観測されない均質性である位
相シフトパラメータのマッピングの均質性により明らかである。
【００５６】
　この局所的励起を伴う光ルミネッセンスによる解析の方法により、より大きな分解能、
たとえばミリメートルあるいは一般的に１００μｍ２程度の材料上の解析面に対応する分
解能での作業を禁止することなしに、一般的には１μｍより小さな非常に細かい分解能を
達成することが可能になる。多結晶ＣＩＧＳの粒サイズは、たとえば、一般的にμｍ程度
であり、その利用可能な分解能が、ブーム中の薄膜光起電市場のＣＩＧＳなどの微晶質材
料の解析に新しい可能性を開く。さらに、それは、（想定される用途として材料特性評価
が目的であるか欠陥の検出が目的であるかを問わず）通常３μｍ未満の厚さの薄膜の材料
の解析に適切であり、マイクロメートルの寸法の結晶構造を製品の表面で示し得る（これ
は必ずしも常に当てはまらない）光起電製品で使用される。したがって、たとえば、結晶
構造の所望の配向特性で膜の成長が達成されていることを確実にするために、膜成長過程
の光電池の薄膜を高い精度で特性評価することが可能である。
【００５７】
　データ処理ユニット（８）は、プロセッサ、メモリ、データ記憶ユニット（９）、なら
びにネットワークインターフェースおよび着脱可能記憶媒体の読み書きのためのメディア
リーダなど他の関連するハードウェアユニット（図示せず）を含む、コンピュータ、コン
ピュータのネットワーク、または他の装置とすることができる。着脱可能記憶媒体は、た
とえば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルビデオ／多用途ディスク（ＤＶＤ），フ
ラッシュドライブなどとすることができる。着脱可能記憶媒体は、データ処理ユニット（
８）によって実行されると、本明細書に記載の提案方法の実装の例のデータ取得および／
または処理段階をデータ処理ユニット（８）に実行させる命令を含む。着脱可能記憶媒体
は、データ処理段階を実行するように構成された解析エンジン（または解析器）を実装お
よび実行するための命令を含むことができる。解析エンジンのいくつかの部分は、プロセ
ッサによる実行のためにメモリにロードされるように、着脱可能記憶媒体、着脱可能装置
、またはローカルデータ記憶装置（９）の所与のインスタンス上で命令として記憶するこ
とができる。具体的には、実施形態を実施するためにコンピュータによって読み取り可能
なソフトウェア命令またはプログラムコードが、コンパクトディスク（ＣＤ）、ローカル
もしくはリモート記憶装置、ローカルもしくはリモートメモリ、フロッピー（登録商標）
ディスク、または任意の他のコンピュータ可読記憶装置などの非一時的コンピュータ可読
媒体に、一時的または永続的に全体または一部が記憶され得る。
【００５８】
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　解析エンジンはメモリに常駐するプログラムの形態で説明されているが、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）としてハードウェア形態で、またはハードウェア要素とソフトウェ
ア要素の組み合わせの形態で実装されてもよい。
【００５９】
　図２は、ダイクロイックミラーが使用される、第１の実施形態による本提案方法の別種
の実装を示す。
【００６０】
　解析される多結晶半導体材料の試料（１）が、光源（２０）（たとえば、横単一モード
レーザ）により放出され集束レンズ（３０）によって解析点で集束される励起信号によっ
て励起される。この光励起信号は、試料（１）にルミネッセンス信号を放出させるように
適合される。光励起信号はさらに、ルミネッセンス信号と集束レンズ（３０）の間に配置
されたダイクロイックミラー（５０）を横切るように適合される。光源（２０）は、たと
えば、レーザ光源またはインコヒーレント光源とすることができる。
【００６１】
　光ルミネッセンス信号は、検出光学系（３０）、（５０）および（６０）によって検出
器（７）に向けて送られる。特に、ダイクロイックミラー（５０）は、励起信号から光ル
ミネッセンス信号を分離するように適合され位置付けられる。偏光子（４０）は、偏光子
の配向θの種々の値について光ルミネッセンス信号を解析することができるように、ミラ
ー（５０）と第２の検出レンズ（６０）の間に配置される。
【００６２】
　ダイクロイックミラーを使用する本提案方法のこの変形実施形態により、局所的励起、
およびメッシュの各点におけるルミネッセンス信号の解析の、前述と異なる方法を使用す
ることがさらに可能になる。具体的には、変換テーブルの使用の代わりとして、検出／励
起光学系と集束レンズ（３０）の間に配置された（たとえば圧電型の）方向付け可能ミラ
ーを使用してレーザ励起ビームを移動することが可能である。
【００６３】
　図３は、第２の実施形態による本提案方法の実装を示す。
【００６４】
　図３は、解析される多結晶半導体材料の試料（１００）、および試料（１００）の方向
に光励起信号を放出するように構成された光源（２００）を示している。この光励起信号
は、試料（１００）にルミネッセンス信号を放出させるように適合される。したがって、
光源（２００）は、解析される材料の吸収領域に対応するスペクトル範囲で選択される。
光源（２００）は、たとえば、レーザ光源またはインコヒーレント光源とすることができ
る。
【００６５】
　光源によって生成された励起信号は、解析される領域の表面のほぼすべてを励起すると
いう意味で大域的である。したがって、本提案方法のこの実施形態では、解析される材料
の表面の所与の領域のみを局所的に励起するために励起信号を集束するいずれの手段も使
用されない。先に説明した実施形態と同様に、光源（２００）は、試料（１００）の材料
に特有となる価電子帯と伝導帯の間のエネルギーギャップＥｇａｐより大きいエネルギー
の信号を放出するように適合される。
【００６６】
　このように、この実施形態では、試料は、大域的に励起され、ルミネッセンスの画像は
、好ましくはデジタルカメラであるカメラ（７００）によって記録される。
【００６７】
　光ルミネッセンス信号の検出は、たとえば、光ルミネッセンス信号を反射するように適
合され位置付けられたダイクロイックミラー（５００）を配置することにより、図３に示
すように行うことができる。偏光子（４００）の様々な配向について、カメラが、偏光子
（４００）によってフィルタリングされた光ルミネッセンス信号を検出するように、配向
が変更される偏光子（４００）がカメラ（７００）の前に配置される。そして、光ルミネ
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ッセンス信号が、カメラ（７００）によって検出され、たとえば、このカメラはＣＣＤタ
イプのものが選択され得る。他のタイプのカメラ、たとえば、ＩｎＧａＡｓ技術を使用す
る赤外線（ＩＲ）検出カメラ、またはＣＭＯＳ検出器カメラなどが、本提案方法のこの実
施形態を実装するために使用されてもよい。
【００６８】
　カメラ（７００）は、解析される材料のバンドギャップの幅以上の幅の周波数バンドに
おけるルミネッセンス信号の検出をする能力があり、かつそのような検出を行うよう構成
されるように、選択される。この実施形態では、解析される材料の結晶母体の特性である
波長が、カメラを用いて検出される。
【００６９】
　先に説明した実施形態と同様に、データの取得は、材料の事前設定の空間領域における
メッシュの各点で、偏光の配向の種々の値についてルミネッセンス信号を検出することに
よって行われるが、この実施形態では、メッシュが好適にはカメラ（７００）のセンサに
おける点に対応するように選択され得ることのみ異なる。
【００７０】
　このようにして、カメラ（７００）によって感知された画像が（メッシュの各点で）検
出され記録され、画像は、５°程度の増分で－９０°から＋９０°に配向の角度θを変化
させることにより、偏光子（４００）の複数の配向θの値についてルミネッセンス信号を
検出することによって生成される。もちろん、偏光子の配向の角度θの変化の間隔は、配
向の角度θの変化の増分と同様に、本提案方法の範囲から逸脱することなく、解析される
材料の特性および所望の解析精度に応じて、異なる形式で選択され得る。
【００７１】
　先に説明したルミネッセンス信号の偏光の解析の方法の例（線形偏光子の配向の変化、
または偏光子の前に配置された波長板の配向の変化）は、本提案方法の本実施形態に適用
可能であることに留意されたい。
【００７２】
　したがって、メッシュの各点で、たとえば、所望の分解能に応じて選択された（たとえ
ば５°の）増分で偏光子の角度θを修正することにより、偏光の配向の種々の値について
ルミネッセンス信号の検出が行われる。したがって、θｉ＋１＝θｉ＋Δθの偏光子角度
のＮ個の離散値の集合（θｉ）ｉ＝Ｎｍｉｎ…Ｎｍａｘについてのルミネッセンス信号に
対応する画像のセットを検出し記録することが可能である。
【００７３】
　第２の実施形態による本提案方法の実装の一例では、ハイパースペクトル撮像装置が、
ルミネッセンス信号の強度を表現するデータに加えてルミネッセンス信号の強度の周波数
分布を表現するデータを取得するように、カメラ（７００）の前に配置される。
【００７４】
　取得データは、Ｎ個の画像（Ｉｍｉ）ｉ＝１…Ｎの集合の形態をとり、各々は、偏光子
の配向の値θｉについて、解析される材料によって材料解析の所定の領域にわたり放出さ
れる光ルミネッセンス信号に対応する。
【００７５】
　カメラ（７００）は、検出画像を記録するためのメモリを備え、データ記憶用にメモリ
（９００）をやはり備えるデータ処理ユニット（８００）にデータ交換インターフェース
を介して接続される。
【００７６】
　ルミネッセンス信号のデータの取得の段階に続いて、たとえばデータ処理ユニット（８
００）によって行われるデータ処理段階が行われ、データ処理は、偏光子の配向θに応じ
たルミネッセンス信号の強度Ｉｌｕｍの変化の正弦波モデルの１つ以上のパラメータにつ
いての取得データの測定を含む。データ処理ユニット（８００）により行われるデータの
処理は、第１の実施形態による本提案方法を実装する文脈で上述した処理に対応する。
【００７７】
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　大域的励起を用いた光ルミネッセンスによるこの解析方法は、実行の速度、実装の簡素
さ、および解析の細かさの間の好適な折り合いをもたらす。大域的励起では、局所的励起
で得られる細かさの分解能を達成できないが、大量生産工程におけるその実装に特によく
適合される実装の速度および簡素さがもたらされる。さらに、先に説明した方法と同様に
、大域的励起を用いる光ルミネッセンスによるこの解析方法は、製造中、たとえば光起電
製品用の膜成長で実装することができ、それにより、製造の進行した段階で、修正可能な
またはそうでない欠陥を検出することが可能であり、したがって、かなりの製造コストを
回避することが可能である。
【００７８】
　図４は、第３の実施形態による本提案方法の実装を示す。
【００７９】
　図４は、解析される多結晶半導体材料を含む光電池（１０１）の試料、および電流発生
器（２０１）を示しており、電流発生器の出力（２０１ａ；２０１ｂ）は、電池（１０１
）の電力（１０１ａ；１０１ｂ）に電気的に接続されている。発生器（２０１）により供
給される電気信号は、光電池（１０１）にエレクトロルミネッセンス信号を放出させるよ
うに適合される。
【００８０】
　電気励起信号は、電池（１０１）の多結晶半導体材料が励起され、励起された材料の表
面全体にわたってエレクトロルミネッセンス信号を自然放出するように適合される。特に
、電源（２０１）は、解析される電池（１０１）の多結晶半導体材料に特有となる価電子
帯と伝導帯の間のエネルギーギャップＥｇａｐより大きいエネルギーの電気励起信号を生
成するように適合される。
【００８１】
　光信号による励起の文脈で上述した本提案方法の後続のステップ（およびそれらの変形
形態）は、エレクトロルミネッセンス信号の生成を行う本実施形態に適用可能である。
【００８２】
　たとえば、図４に示すように、材料により放出されたエレクトロルミネッセンス信号を
、好ましくはデジタルカメラであるカメラ（７０１）によって記録することが可能である
。さらに、カメラ（７０１）の前に偏光子（４０１）を配置することが可能であり、偏光
子の配向は、上述のようにカメラ（７０１）が偏光の種々の配向についてエレクトロルミ
ネッセンス信号を検出するように変更される。そして、エレクトロルミネッセンス信号が
、カメラ（７０１）によって検出され、たとえば、このカメラはＣＣＤタイプのものが選
択され得る。他のタイプのカメラ、たとえば、ＩｎＧａＡｓ技術を使用する赤外線検出カ
メラ（ＩＲ）、またはＣＭＯＳ検出器カメラなどが、本提案方法のこの実施形態を実装す
るために使用されてもよい。
【００８３】
　ここでもやはり、カメラ（７０１）は、解析される材料のバンドギャップの幅以上の幅
の周波数バンドにおけるルミネッセンス信号の検出をする能力があり、かつそのような検
出を行うよう構成されるように、選択される。この実施形態では、解析される材料の結晶
母体の特性である波長が、カメラを用いて検出される。
【００８４】
　エレクトロルミネッセンス信号の検出、エレクトロルミネッセンス信号データの取得、
および取得データの処理は、光ルミネッセンス信号に関して先に説明した実施形態のいず
れかに対応するステップに応じて行うことができる。エレクトロルミネッセンスによるこ
の解析方法は、特に製造品質および期待性能への適合を測定するための試験に関連して、
製造された光電池の解析に特によく適している。
【００８５】
　多結晶半導体材料の結晶構造の解析を実行する態様は、使用されるプラットフォームと
独立して、実質的に任意のタイプのコンピュータ上に少なくとも部分的に実装され得る。
たとえば、図５に示すように、図１から４に示すデータ処理ユニット（８）（８００）お
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よびメモリ（９）（９００）に対応し得る、またはこれらの要素に作動的に結合され得る
コンピュータシステム（６００）は、データ処理ユニット（６０１）を備え、データ処理
ユニットは、中央装置（ＣＰＵ）または他のハードウェアプロセッサなどの１つ以上のプ
ロセッサ（６０２）、関連するメモリ（６０３）（たとえば、ライブメモリ（ＲＡＭ）、
キャッシュメモリ、フラッシュメモリなど）、記憶装置（６０４）（たとえば、ハードデ
ィスク、ＣＤまたはＤＶＤのような光ディスク、フラッシュメモリキーなど）、ならびに
現在のコンピュータの多くの他の典型的な要素および機能（図示せず）を備える。
【００８６】
　また、データ処理ユニット（６０１）は、ユニット（６０１）とシステム（６００）の
入力／出力手段との間の様々なインターフェースを制御する入力／出力インターフェース
モジュール（６０５）を備える。実際、システム（６００）は、キーボード（６０６）、
マウス（６０７）、マイクロホン（図示せず）のような入力手段も備えることができる。
さらに、コンピュータ（６００）は、モニタ（６０８）（たとえば、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）モニタ、プラズマディスプレイモニタ、または陰極線管（ＣＲＴ）モニタ）のよ
うな出力手段を備えることができる。コンピュータシステム（６００）は、ネットワーク
接続インターフェース（図示せず）を介して、ネットワーク（６０９）（たとえば、ロー
カルネットワーク（ＬＡＮ）、インターネットなどの広域ネットワーク（ＷＡＮ）、また
は任意の他の同様のタイプのネットワーク）に接続することができる。多数の異なる種類
のコンピュータシステム（たとえば、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュ
ータ、または、コンピュータによって読み取り可能な命令を実行できる任意の他のコンピ
ュータシステム）が存在しており、上述の入力および出力手段は、現在知られているまた
は将来開発される他の形態をとり得ることは、当業者には理解できよう。
【００８７】
　一般に、コンピュータシステム（６００）は、提示した解析方法の１つ以上の実施形態
を実施するために必要な入力および／または出力のための少なくとも最小限の処理のため
の手段を備える。たとえば、プロセッサ（６０２）は、解析器を実装するためのコード部
分を含むコンピュータプログラムを実行するように構成することができ、解析器は、提示
した解析方法の種々の実施形態に従って、ルミネッセンス信号の変調の１以上の特性デー
タを推定し、特性データの表現を生成するように構成される。選択される記憶装置（６０
４）は、好ましくは、メッシュの各点について検出された信号に対応するデータを記憶す
ることができる。
【００８８】
　表現を推定し生成するように構成された解析器は、ソフトウェアパッケージの形態で説
明されているが、ハードウェアの形態、またはハードウェアとソフトウェア命令の組み合
わせの形態で実装されてもよい。
【００８９】
　さらに、コンピュータシステム（６００）は、コンピュータシステム（６００）により
提供される解析方法に従って取得データを処理する目的でメモリに取得データを記憶する
ように、ルミネッセンス信号検出器に作動的に結合されることが好適である。また、変形
形態として、任意の既知の手段によって処理すべきデータがメモリ（６０４）に記憶され
るように提供がされ得るが、これは、ルミネッセンス信号の検出に使用される検出器とコ
ンピュータシステム（６００）との間の直接接続を必ずしも伴わない。
【００９０】
　さらに、上述のコンピュータシステム（６００）の１つ以上の要素が、リモート位置に
設置されネットワークで他の要素に接続されてもよいことは、当業者には理解できよう。
さらに、１つ以上の実施形態が、複数のノードを含む分散システムに実装されてもよく、
そこで、実装の各部（たとえば、２ドメイン解析ツールの種々の構成要素）は、分散シス
テム内の別々のノードに配置され得る。１つ以上の実施形態において、ノードはコンピュ
ータシステムに対応する。変形形態として、ノードは、関連する物理メモリを有するプロ
セッサに対応することがある。また、ノードは、分割されたメモリおよび／または分割さ
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れた資源を有するプロセッサに対応することがある。さらに、１つ以上の実施形態を実施
するためのソフトウェア命令は、コンパクトディスク（ＣＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク、テープ、または任意の他のコンピュータ可読記憶装置などのコンピュータ可読
媒体上に記憶することができる。
【００９１】
　選択された実施形態に応じて、本明細書に説明された各方法の特定の動作、処理、イベ
ント、または機能は、それらが説明された順序と異なる順序で行われまたは発生してもよ
く、または追加もしくは組み合わされてもよく、あるいは状況によっては、それらが行わ
れないまたは発生しないこともあり得る。さらに、特定の実施形態では、特定の動作、処
理、またはイベントが、順次ではなく同時に行われまたは発生する。
【００９２】
　多結晶半導体材料の結晶構造の解析が、限られた数の実施形態に関して説明されている
が、本明細書に説明されたような多結晶半導体材料の結晶構造の解析の定義から逸脱せず
に他の実施形態が考えられ得ることは、本明細書に慣れ親しんだ当業者には理解できよう
。多結晶半導体材料の結晶構造の解析の定義は、添付の特許請求の範囲によってのみ限定
される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６ａ】
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