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明 細 苫

測定システム、測定方怯及びプログラム

技術分野

０００1 本発明は、光学部品等の三次元形状の側定システム、側定方怯及ひプロクラムに

関する。

背景技術

０００2 マイクロ電気機械システム ( S)装置、半導体装置等の製造ては、フオトリソクラ

フィやインプリントリソクラフィ等のリソクラフィ工程により、露光マスクやインプリントモ

ールトのパターンか被処理某板に伝写される。伝写パターンの微細化に伴い、露光

マスクやインプリントモールトの形状か伝写パターンの位置桔度や寸怯桔度に影響

を与えてしまぅ。露光マスクやインプリントモールトの形状を管理するため、形状側定

か必要となる。

０００3 例えは、透過型の露光マスクては、従来はマスクパターンか形成される面の平坦度

か最も重要な項 目てあり、厳密な仕様か定められている。露光マスクの平坦度の側

定に関して、様々な試みかなされている (特開平4 33０6 号公報参照。)。平坦

度以外の寸怯等の形状については、比較的重要度か低く、高桔度の側定は行われ

ていない。また、複数の側定方怯て得られる形状側定値に対して、各形状側定値間

の整合性は考慮されていない。

０００4 しかしなから、露光装置の光学系か進化するに従い、使用される露光マスクに対し

て、外形形状、特に面同上の位置関係を厳密に規定することか要求される。例えは、

極端紫外線 ( )用の露光マスクて厳密な仕様か定められるのは、マスクパターン

か形成される表面の平坦度たけてはない。

０００5 露光ては反射光学系か用いられ、この場合の露光マスクは裏面をマスクステ

ーシ上に固定して保持される。したかって、露光マスクの表面と裏面の平行度か大き

いと、露光光の首図した反射角か得られない。このよぅに、露光マスクの表面と裏面

間の平行度を厳密に規定する必要かある。更に、マスク某板に対するマスクパターン

の位置を正確にする必要かあることから、マスク某板の外形寸怯桔度も要求される。



０００6 インプリントリソグラフィでは、インプリントモールドを被転写膜に押し付けて表面に

形成された微小な凹凸パターンが伝写される。伝写パターンのひずみ補正を行ぅ方

法として、インプリントモールドに対して外力を加え、微小な変形を発生させることでこ

れを行ぅ方法が考案されている (特表 2００6 ０223 号公報及びジェイ・チョイ、他

( C ho e a ・) 、ェム・エヌ・イ一・マイクロ・アントナ人工ンジニアリング・カンファレ

ンス (MNE M c o a nd Nano Enginee ng Con6e ence) 2００4年、9月、参照。) 。

０００7 インプリントリソグラフィで上述したひずみ補正を実現させるためには、インプリントモ

ールドが、仕様に規定された理想的な直方体となるよぅ製造されていなければならな

い。仕様に規定された外形形状でなければ、インプリントモールドを外力によって意

図した形状に変形させることは難しく、得られる伝写結果は望ま 咋のとはなりえな

いからである。

０００8 通常の形状測定では、例えば、寸法、角度、平坦度等が、それぞれ典なる測定シス

テムにより個別に測定される。そのため、各測定値を当てはめて形状をシミュレーショ

ンすると、幾何学的に図形が成立せず、各測定値間に整合性がない場合がある。ま

た、形状の仕様が、側定システムの測定精度の限界に迫る場合、測定値の誤差の範

囲が大きくなる。その結果、形状のシミュレーションによる計算値は大きな幅を持つこ

とになり、シミュレーション結果の信頼性が低くなる。また、計算呈の増大により、測定

時間が増加し、インプリントモールドや露光マスクの生産性が低下する。

発明の開示

０００9 本発明の日的は、形状を高精度で信頼性よく測定することが可能な測定システム、

測定方法及びプログラムを提供することにある。

００1０ 本発明の第 の態様によれば、測定対象物の設計形状を規定する第 及び第2形

状因子の会差を格納する外部記憶部と、測定対象物の第 形状因子の測定データ

を得る測定器と、第 形状因子の測定データと外部記憶部から読み出した第 形状

因子の会差とを比較する比較部と、測定データから予測形状を構成して図形として

成立するか検証する検証部と、検証部が構成した予測形状から第2形状因子の予測

データを計算する計算部と、計算部が計算した予測データを外部記憶部から読み出



テムが提供される。

００11 本発明の第2の態様によれば、測定対象物の設計形状を規定する第 形状因子を

第 測定器が測定し、入力部が第 測定器の測定した第 形状因子の第 測定デー

タを取得し、比較部が第 測定データを第 形状因子の公差と比較し、第 測定デー

タが仕様の範囲内であれば、検証部が第 測定データから第 予測形状を構成して

図形として成立するか検証し、第 予測形状が図形として成立すれば、計算部が第

予測形状から第 形状因子とほ典なる第2形状因子の第 予測データを計算し、第

予測データが第2形状因子の公差の範囲内であれば、判定部が第 予測形状を測

定形状とすることを含む測定方法が提供される。

００12 本発明の第3の態様によれば、測定対象物の設計形状を規定する第 形状因子を

測定器に測定させる命令と、測定器の測定した第 形状因子の第 測定データを入

力部に取得させる命令と、第 形状因子の公差と比較して第 測定データが第 形状

因子の公差の範囲内であれば、第 測定データから第 予測形状を構成して図形と

して成立するかを検証部に検証させる命令と、第 予測形状が図形として成立すれ

ば、第 予測形状から第 形状因子とは典なる第2形状因子の第 予測データを計算

部に計算させる命令と、第 予測データが第2形状因子の公差の範囲内であれば、

判定部に第 予測形状を測定形状であると判定させる命令とをコンピュータに実行さ

せるためのプログラムが提供される。

図面の簡単な説・明

００13 図 図 は、本発明の実施の形態に係る測定システムの一例を示す概略図である。

図2 図2は、本発明の実施の形態に係る測定対象物の一例を示す斜視図である。

図3 図3は、本発明の実施の形態に係る測定対象物を保持する測定ステージの一

例を示す平面概略図である。

図4 図4は、図3に示した測定ステージの V 一 V断面を示す概略図である。

図5 図5は、本発明の実施の形態に係る寸法測定の一例を示す概略図 (その )で

ある。

図6 図6は、本発明の実施の形態に係る寸法測定の一例を示す概略図 (その2)で

ある。



図7 図7 は、本発明の実施の形態に係る寸法測定の一例を示す概略図 (その3 ) で

ある。

図8 図8 は、本発明の実施の形態に係る寸法測定の一例を示す概略図 (その4 ) で

ある。

図9 図9 は、本発明の実施の形態に係る寸法測定の一例を示す概略図 (その5 ) で

ある。

図1０図 ０は、本発明の実施の形態に係る角度測定の一例を示す概略図 (その

である。

図1 1 図 は、本発明の実施の形態に係る角度測定の一例を示す概略図 (その2 )

である。

図1 2 図 2 は、本発明の実施の形態に係る平坦度測定の一例を示す概略図である

図1 3 図 3 は、本発明の実施の形態に係る平坦度測定の他の例を示す概略図であ

る。

図 A 図 4 は、本発明の実施の形態に係る測定方法の一例を示すフローチヤ一

図1 4 B 図 4 は、本発明の実施の形態に係る測定方法の一例を示すフローチャー

図1 5 図 5 は、本発明の実施の形態に係る測定ステージの他の例を示す平面図で

ある。

図1 6 図 6 は、図 5 に示した測定ステージのX V XV断面を示す概略図である。

図1 7 図 7 は、本発明の実施の形態に係る測定ステージの他の例を示す平面図で

ある。

図1 8 図 8 は、本発明の実施の形態に係る測定ステージの他の例を示す平面図で

ある。

図1 9 図 9 は、本発明の実施の形態に係る測定ステージの他の例を示す平面図で

ある。

図2 ０図2 ０は、本発明の実施の形態に係る測定ステージの他の例を示す平面図で



ある。

発明を実施するための最良の形態

００14 以下図面を参照して、本発明の形態について説明する。以下の図面の記載におい

て、同一または類似の部分には同一または類似の符号が付してある。但し、図面は

模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のもの

とは典なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明

を参酌して判断すべきものである。また図面相互間においても互いの寸法の関係や

比率が典なる部分が含まれていることは勿論である。

００15 本発明の実施の形態に係る測定システムは、図 に示すよぅに、測定ステージ 2

測定器 4a 4b、位置制御ュニット 6、測定処理ュニット2０、入力装置22、出

力装置24、及び外部記憶部26等を備える。また、測定処理ュニット2０は、入力部3

0、比較部32、検証部34、計算部36、判定部38、出力部4０、及び内部記憶部42

等を備える。測定ステージ 2の表面に測定対象物 ０が保持される。位置制御ュニッ
ト 6は、測定ステージ 2及び測定器 4 4a 4bの位置を制御する。測定器 4

4a 4b、位置制御ュニット 6、入力装置22、出力装置24、及び外部記憶部26

は、測定処理ュニット2０に接続される。

００16 本発明の実施の形態に係る測定システムでは、測定対象物 ０の形状が構成でき

る形状因子あるいは厳密な加工精度が要求される形状因子の一つを、「第 形状因

子」とする。第 形状因子を用いて構成される図形から計算される形状因子を、「第2

形状因子」とする。

００17 第 形状因子として、寸法、角度、平坦度等が適用可能である。外形形状を精度よ

く測定する場合は、辺の寸法を第 形状因子とすることが望ま 、。第 形状因子を

寸法とした場合、第2形状因子としては、角度、平坦度、平行度等が適用可能である

。以下において、寸法を第 形状因子、角度及び平坦度を第2形状因子として説明

する。

００18 測定処理ュニット2０は、測定対象物 ０の設計形状を規定する第 形状因子の第

測定データを取得する。第 測定データを第 形状因子の公差と比較して第 測定デ

ータが第 形状因子の公差の範囲内であれば、第 測定データで第 予測形状を構



成して図形として成立するか検証する。第 予測形状が図形として成立すれば、第

予測形状から第 形状因子とは典なる第2形状因子の第 予測データを計算する。

第 予測データが仕様の範囲内であれば、判定部が第 予測形状を測定形状とする

００19 測定対象物 ０は、例えばインプリントモールドや露光マスク等の光学部品、あるい

はこれらの光学部品用の未加工某板である。図2に示すよぅに、測定対象物 ０の形

状は、直方体である。測定対象物 ０の外形形状を決定するために、寸法や角度等

を測定する必要がある。また、インプリントモールドや露光マスクのパターンが形成さ

れる表面においては、平坦度の測定も要求される。

００2０ 光インプリントリソグラフィの場合、測定対象物 ０として、例えば厚さが 6 ～7

程度の石英ガラス、耐熱ガラス、フッ化力ルシウム (Ca ) 、及びフッ化マグネシウ

ム ( )等の透明材料や、これら透明材料の積層構造が用いられる。熱インプリン

トリソグラフィの場合、某板 ０として、炭化シリコン(S C 、 、 C 、酸化シリコン

(S O ) 、及び空化シリコン(S 等が用いられる。また、タンタル ( a 、
2 3 4

アルミニウム ( ) 、チタン ( )、及びタングステン(W)等の金属某板であってもよい。

００2 1 フオトリソグラフィの場合、測定対象物 ０として、石英ガラス、Ca 、及びザファイア

等が用いられる。また、 露光においては、超低熱膨張ガラス等が用いられる。

００22 測定対象物 ０の表面は、辺 a b c と、各辺が交わる頂点 a、

b c の角度により規定される。裏面は、辺 a b 、 dと、各

辺が交わる頂点 a b c dの角度により規定される。また、4つの側面

は、表面及び裏面の対向する辺と辺 S a S S c S dとによって、それぞれ規

定される。

００23 図3及び図4に示すよぅに、測定対象物 ０は、測定ステージ 2表面上に載置され

る。測定ステージ 2上で、複数の測定器 4 4 a 4bで測定が実施される。表面

だけでなく、側面や裏面での測定が可能なよぅに、測定ステージ 2の表面領城は、

保持する測定対象物 ０の裏面の外周辺縁より内側である。

００24 例えば、測定対象物 ０の保持されない外周領城の幅 eは、裏面のなかで最長の

一辺の長さ sを某準としたとき、長さ sの約 ・ OO 以上、約2０ 以下とすることが望



ま 、。幅 が長さ の約 ・5 以下では、裏面と裏面に交わる面との角度測定に

使用する領城を確保することができなくなる。また、幅 が長さ の約2０ 以上で

は、測定対象物 ０の保持による変形が増大して測定誤差が無視できなくなる。

００25 測定器 4a 4bは、測定対象物 ０の形状因子を測定する。形状因子として

は、辺、角、頂点等の図形の構成要素、及び角度、其直度、平坦度、平行度、位置

度等の幾何学最等が含まれる。測定器 4a 4bとしては、寸法、角度、平坦度

等を測定可能な光学式測定器が用いられる。また、寸法や平坦度等の測定に蝕針

式測定器を用いてもよい。以下説明の簡単のため、測定器 4 4a 4bをそれぞ

れ、寸法、角度および平坦度の測定器とする。

００26 位置制御ュニット 6は、測定ステージ 2及び測定器 4 4a 4bの位置を制御

し、平面内及び高さの座標データを取得する。座標データは、測定器 4 4a 4b

に伝達される。

００27 測定処理ュニット2０の入力部3０は、測定器 4 4a 4bから形状因子の測定デ

ータを取得する。測定データは、例えば、測定対象物 ０の各辺の寸法、各頂点の角

度、各面の平坦度等である。

００28 比較部32は、外部記憶部26に格納された測定対象物 ０の形状の公差を取得して

、形状因子の公差と測定データを比較する。測定データが公差の範囲内でなければ

、再測定、不良判定、あるいは測定器の点検等を指示する。例えば、測定データの

比較が 回目であれば、再測定とする。測定データの比較が2回目であれば、測定

器の点検を行ぅ。測定器が正常であれば、該当する測定対象物を不良品と判定する

。形状の公差として、例えば設計形状の仕様で規定された公差を用いることができる

００29 検証部34は、第 形状因子の測定データを用いて、予測形状を構成する。構成し

た予測形状が、正常に成立するかを検証する。予測形状が正常でなければ、不良判

定、あるいは測定器の点検を指示する。第 及び第2形状因子が取得された場合、

第 及び第2形状因子の測定データを用いて、上記と同様に図形の検証を行ぅ。

００3０ 計算部36は、予測形状から他の形状因子を計算する。例えば、第 形状因子の寸

法測定データから、第2形状因子として各辺の其直度及び各頂点での角度が計算さ



れる。また、第2形状因子の角度測定データから、他の第2形状因子 (予測形状因子

) として頂点をなす各面の平坦度や平行度が計算される。また、第2形状因子の平坦

度測定データから、予測形状因子として各測定対象面の平行度が計算される。

００3 1 判定部 3 8 は、計算された他の形状因子が形状因子の公差の範囲内か判定する。

他の形状因子が公差の範囲内でなければ、該当する形状因子が仕様の範囲外であ

ることを示すフラグを設定する。設定したフラグに某いて製品としてのランク付けが可

能となる。

００3 2 出力部4 ０は、測定対象物の測定処理結果を出力装置2 4 に出力する。内部記憶

部4 2 は、測定処理ュニット2０における演算において、計算途中や解析途中のデー

タを一時的に保存する。

００3 3 入力装置2 2 は、キーボード、マウス等の機器を指す。入力装置2 2から入力操作が

行われると対応するキ一情報が測定処理ュニット2０に伝達される。出力装置2 4 は、

モニタなどの画面を指し、液品表示装置 ( C )、発光ダイオード( )パネル、ェ
レクトロルミネセンス ( )パネル等が使用可能である。出力装置2 4 は、測定処理ュ
ニット2０により検証される形状や、算出された形状因子及び判定結果等を表示する

。外部記憶部 2 6 は、測定対象物 ０の設計形状の仕様等で規定される形状の公差を

格納する。また、外部記憶部 2 6 は、取得した測定データと仕様との比較、形状の検

証、形状因子の算出、及び形状因子の判定等を測定処理ュニット2０に実行させるた

めのプログラムを保存している。

００3 4 測定対象物 ０の辺の寸法測定には、光学式のスタイラスを用いることができる。図

5 に示すよぅに、例えば測定対象物 ０の辺 a両端に点P P を指定する。辺

a に関して点P の反対側に点 C を指定する。点P P C 間の幅はW sである。また、

点P P 間の測定ステージ 2 の移動ピッチP を定める。

００3 5 図6 に示すよぅに、寸法測定器のスタイラス 5 ０は、レーザ光 を測定対象物 ０の

表面に照射し反射光をディテクタ (図示省略) で検知する。点P から点 C の方向に

向かって走査する際、辺 aを越えて測定対象物 ０から外れるとレーザ光 の反

射を寸法測定器のディテクタで検知されなくなる。反射光が検知されなくなる境界を

データ点として、その位置座標データを取得する。同様に、点P から点P まで移動



ピッチPsで繰り返す。その結果、図7に示すよぅに、辺 aに移動ピッチPsで位置座

標 Pa Pb Pc Pd Peが得られる。

００36 図8に示すよぅに、位置座標 Pa Pb P 、・‥、 Pd Peからなる位置デ

ータ aに対して、最小二乗法等により直線を計算して辺 aの測定データ

aを求める。同様の測定を測定対象物 ０の表面の他の辺 b c dの位置デ

ータ b c dについても行ぅ。その結果、図9に示すよぅに、各辺の測定

データ a b c dが求まる。

００37 辺の寸法を第 形状因子とした場合、第2形状因子として、図8に示したよぅに、位

置データ aのばらつきの範囲を其直度S として求めることができる。位置データ

aの其直度S には、図 に示した辺 S a S dで規定される側面 ( a

S a a S d)の凹凸の凸部だけが反映される。したがって、其直度は、平坦度

の最小値の目安を与える。

００38 更に、他の第2形状因子として、各辺の測定データ a b c

dが交わる点を頂点 a b c dとして、頂点 a

b、 c dのそれぞれの角度 b c d daを計算により求めるこ

とができる。第2形状因子として算出された角度は、直線で近似された辺の交点角度

である。実際には、直方体に加工する処理により面が交わる角部は丸みを帯びる。し

たがって、第2形状因子として算出された辺の交点角度は、面が交わる角度の最 、

値の目安を与える。

００39 なお、寸法測定は、画像認識により外形を検出する電荷結合素子 (CC )カメラ等

の測定器を用いてもよい。例えば、測定対象物 ０の表面の画像をCC カメラにて取

得する。一回に辺の全長を含む画像を取得できない場合、分割して取得した後、コ

ンピュータ上でつなぎ合わせる。画像をコンピュータで解析し、コントラスト、明るさ等

の境界条件から辺となる位置座標データを取得する。検出された辺はCC カメラの

分解能、及び境界条件から与えられる点群の位置座標データなので、平均二乗法

等から各辺の寸法を算出することが可能である。

００4０ 測定対象物 ０の各頂点の角度測定には、レーザオートコリメータを使用することが

できる。例えば、頂点 aにおける辺 a bのなす角度を求める場合について



説明する。図 ０に示すよぅに、オートコリメータ52aは辺 aを含む側面を照射し、オ

ートコリメータ52bは辺 bを含む側面を照射する。この時、オートコリメータ52a 52

bのそれぞれから出射されるレーザ光 a bは、所定の角度で交わる、例えば直

交するよぅに配置される。レーザ光 a bそれぞれの反射光 a bの反射

角 a ０bを求めることにより、頂点 aの表面での角度 bを算出することができ

る。

００4 1 なお、測定対象物 ０の各頂点を形成する全ての面に対応するよぅ、オートコリメー

タを配置することが望ま 、。例えば、頂点 aを含む2側面での角度を求めるため

、図 に示すよぅに、オートコリメータ5 2a 52bに加えて更にオートコリメータ52cを、

オートコリメータ52cのレーザ光 cが、レーザ光 a bと直交するよぅに、配置

する。例えば、測定対象物 ０の頂点 aにおける辺 b S aのなす角度 ０。aは

、オートコリメータ52a 52。の反射光 a 。の反射角 ０a、０。を用いて算出され
る。

００42 また、オートコリメータ52a 52b 52c の反射光 a b cは照射面の平坦

性あるいは平行性により、反射スポットの形状が変化する。したがって、反射光 a

b 。の反射スポットを解析することにより、照射面の平坦度や平行度を算出す

ることができる。

００43 測定対象物 ０の各面の平坦度は、光の干渉を利用して計測することができる。平

坦度を測定する干渉計は、図 2に示すよぅに、光源54 、照明レンズ56、反射板 58

コリメータレンズ6０、対物レンズ6 2、及びディテクタ6 6を備える。光源54の測定光

は、照明レンズ56、コリメータレンズ6０及び対物レンズ6 2を通して測定ステージ 2

上の測定対象物 ０表面で反射される。また、測定光 の一部は、対物レンズ6 2に

形成された光学平面64で反射される。測定対象物 ０及び光学平面64からの反射

光 a bは反射板 58でディテクタ6 6に向けて反射される。ディテクタ6 6は、反射光

a bの干渉像を検出する。検出した干渉像から照射面の平坦度を算出することが

できる。なお、斜人射照明系を備えた干渉計を用いて干渉像を測定してもよい。

００44 また、測定対象物 ０の各面の干渉像の輝度変化により測定対象物 ０の外縁を検

出することができる。輝度変化の位置の座標を測定することにより、各面の形状を取



得することができる。

００45 なお、高さ測定により、平坦度を算出することもできる。例えば、図6に示したスタイ

ラス5０のレーザ光 のフオ一ヵス位置を測定ステージ 2の表面をリファレンス面と

して測定する。このよぅにして、図 3に示すよぅに、測定対象物 ０の表面の、リファレ

ンス面に対する高さの座標データ を求めることができる。座標データ から最

小二乗法等によりべストフィット平面 を求める。求めた平面 を某準として、

高低差を平坦度 として算出することができる。また、平面 Pの傾きから平行度を

算出することができる。

００46 本発明の実施の形態によれば、第 形状因子としての寸法測定データから角度及

び平坦度の予測データが算出される。寸法測定データには測定器 4に起因する測

定誤差が含まれる。寸法測定データから構成された図形が成立する範囲、あるいは

算出された角度及び平坦度等に某いて、各辺の寸法の誤差を縮小することが可能

である。また、寸法測定データと共に第2形状因子としての角度測定データや平坦度

測定データを用いることにより、構成された図形の成立する範囲を更に絞ることがで

きる。また、測定対象物 ０は、第 及び第2形状因子の測定において同一の測定ス

テージ 2で測定される。したがって、測定ステージに起因する測定データのばらつき

を抑制することができる。その結果、形状を高精度で信頼性よく測定形状を得ること

が可能となる。

００47 例えば、測定対象物 ０をインプリントモールドあるいは露光マスクとする。測定された

測定対象物 ０の測定形状を用いてリソグラフィシミュレーションを行ぅ場合、測定形

状の誤差の範囲が縮 、されているため、演算時間を短縮することが可能である。

００48 次に、本発明の実施の形態に係る測定方法を、図 4 及び図14 に示したフロー

チヤートを用いて説明する。なお、測定対象物 ０の設計形状の仕様で規定された形

状の公差が、図 に示した外部記憶部26に格納されている。測定器 4 4 a 4b

で、それぞれ寸法測定、角度測定及び平坦度測定が実施される。

００49 ステップS ００で、測定処理ユニット2０の入力部3０により測定対象物 ０の設計形

状の仕様が外部記憶部26から取得される。

００5０ ステップS ０2で、測定器 (第 測定器) 4により測定ステージ 2上において測定



対象物 ０の形状を規定する各辺の寸法 (第 形状因子) が測定される。入力部3０に

より測定器 4の測定した第 形状因子の第 測定データが取得される。

００5 1 ステップ5 ０3で、比較部32により第 測定データが第 形状因子の公差と比較さ

れる。

００5 2 第 測定データが設計形状の仕様の範囲内でなければ、ステップS ０4で、第 測

定データの比較が 回目か判定される。 回目であれば、第 形状因子の再測定が

行われる。2回目であれば、ステップS ０5で、測定器 4の点検が行われる。測定器

4が正常であれば、該当する測定対象物が不良品と判定される。

００5 3 第 測定データが第 形状因子の公差の範囲内であれば、ステップ5 ０6で、検証

部34 により第 測定データを用いて第 予測形状が構成される。ステップS ０7で、

第 予測形状が図形として成立するか検証される。第 予測形状が図形として成立し

なければ、ステップS ０5で、不良判定、あるいは測定器の点検が指示される。

００54 第 予測形状が図形として成立すれば、ステップ5 ０8で、計算部36により第 予

測形状から各頂点での角度 (第2形状因子) の第 予測データが計算される。

００5 5 ステップ5 ０9で、判定部38により第 予測データが設計形状の仕様の範囲内か

判定される。第 予測データが仕様の範囲内でなければ、ステップS ０で、該当す

る第2形状因子が仕様範囲外であることを示すフラグが設定される。

００56 ステッ で、判定部38により算出可能な第2形状因子が全て計算されたか判

定される。例えば、計算されていない平坦度 (第2形状因子) があり、ステップS ０8に

戻一る。

００5 7 ステップS 2で、判定部38により測定可能な第2形状因子があるか判定される。

測定可能な第2形状因子がなければ、ステップS 3で、判定部38により第 予測形

状が測定形状とされる。

００58 測定可能な第2形状因子として角度及び平坦度がある場合、ステップS 4で、測

定器 4 a (第2測定器) により測定ステージ 2上において測定対象物 ０から各面が

交わる角度 (第2形状因子) が測定される。入力部3０により測定器 4aの測定した第

2形状因子の第2測定データが取得される。

００59 ステップS 5で、比較部32により第2測定データが第2形状因子の公差と比較さ



れる。

００6０ 第2測定データが設計形状の仕様の範囲内でなければ、ステップS 6で、第2測

定データの比較が 回目か判定される。 回目であれば、第2形状因子の再測定が

行われる。2回目であれば、ステップS 7で、フラグが設定されているか判定される
。

。フラグがあれば、ステップS 8で不良品と判定される。フラグがなければ、ステッフ

S 9で測定器 4aの点検が行われる。

００6 1 第2測定データが仕様の範囲内であれば、ステップ5 2０で、検証部34により第

及び第2測定データを用いて第2予測形状が構成される。ステップS 2 で、第2予

測形状が図形として成立するか検証される。第2予測形状が図形として成立しなけれ

ば、ステップS 8で、不良品と判定される。

００62 第2予測形状が図形として成立すれば、ステップ5 22で、計算部36により第2予

測形状から各面の平坦度 (予測形状因子) の第2予測データが計算される。

００63 ステップ5 23で、判定部38により第2予測データが設計形状の仕様の範囲内か

判定される。第2予測データが仕様の範囲内でなければ、ステップS 24で、予測形

状因子が仕様範囲外であることを示すフラグが設定される。

００64 ステップ5 25で、判定部38により算出可能な予測形状因子が全て計算されたか

判定される。計算されていない予測形状因子があれば、ステップS 22に戻る。

００65 ステップ5 26で、判定部38により測定可能な第2形状因子があるか判定される。

例えば、平坦度の測定が可能である場合、ステップS 4に戻り、処理が続けられる

００66 測定可能な第2形状因子がなければ、ステップ5 27で、判定部38により第2予測

形状が新たな測定形状とされる。

００67 本発明の実施の形態に係る測定方法では、第 形状因子の第 測定データには測

定器 4に起因する測定誤差が含まれる。第 測定データから構成された図形が成立

する範囲、あるいは第 測定データを用いて算出された第2形状因子の予測データ

に某いて、第 測定データの誤差を縮小することが可能である。また、第 測定データ

と共に第2形状因子の第2測定データを用いることにより、第 及び第2測定データを

用いて構成された図形の成立する範囲を更に絞ることができる。また、測定対象物



0は、第 及ひ第2形状因子の側定において同一の側定ステーシ 2て側定される。

したかって、側定ステーシ 2に起因する側定テータのはらつきを抑制することかてき

る。その結果、形状を高桔度て信頼性よく側定形状を得ることか可能となる。

００6 8 なお、上記の説明ては形状の公差として、設計形状の仕様て規定された公差を用

いている。例えは、インプリントモールトや露光マスク等の寸怯、角度、平坦度等の形

状因子に対して、それそれ卓独てあれは、設計形状の仕様を満足する加工桔度を

実現することは可飴てある。しかし、形状仕様か外形加工技術の精度の限界に近い

場合、複数の形状因子に対して仕様を全て満足するよぅに加工することは困難てあ

る。このよぅな場合、形状因子の公差として、レシスト膜等の被伝写膜に伝写されたパ

ターンの伝写特性と形状因子との相関から規定される公差を用いてもよい。

００6 9 伝写特性と形状因子との相関は、温度や侃度等の使用環境に加えて、伝写装置

の制御パラメータや被伝写膜の材科パラメータ等を用いてリソクラフィシミュレーショ

ンを実施することにより取得される。

００7０ 伝写装置か露光装置の場合、制御パラメータとして、照明の照度むら、開口数 (

) 、焦点深度 ( O )、倍率補正及ひ非点補正等の縮小光学系に関する制御機構

、マスク保持機構、マスクステーシの駆動機構、某板保持機構、某板ステーシの駆動

機構等か挙けられる。インプリント装置の場合、制御パラメータとして、モールト保持

機構、モールト加圧機構、モールトステーシの駆動機構、某板保持機構、某板ステ

ーシの駆動機構、光インプリントにおける紫外光の照度や照度分布、熱インプリント

における昇温又は冷却速度や熱分布等か挙けられる。被伝写膜の材科パラメータと

して、フオトレシスト等の感光性樹脂の感度、解像度、及ひ膜厚、伝写樹脂の収縮率

及ひ坤性卒等か挙けられる。

００7 1 伝写特性として、伝写パターンの寸怯娯差、リニアリティ、及ひ位置すれ (1Pェラ一)

等か挙けられる。寸怯娯差は、リソクラフィシミュレーション等て算出された伝写パタ

ーンの設計仕様からの差てある。寸怯娯差は、形状因子、伝写装置の制御パラメー

タ、及ひ被伝写膜の材科パラメータ等か関与する。リニアリティは、インプリントモール
トや露光マスクのパターンの幅と対応する転写パターンの幅との関係の直線性を示

す指標てある。リニアリティは、主に形状因子及ひ伝写装置の制御パラメータに起因



する。 P工う一は、目的の位置に、目的のパターンが伝写されているか否かの指標

である。 P工う一は、主に形状因子及び伝写装置の制御パラメータに起因する。

００72 例えば、 露光では、反射光学系を採用し、露光マスクはマスクステージ上に裏

面を接して保持される。露光マスクのパターンをレジスト等の被伝写膜に伝写する場

合、露光マスクの平坦度、平行度、及び厚さ等の形状因子は、伝写特性、特に伝写

パターンの P工う一に相関性を有する。

００7 3 転写パターンの ラ一は、露光マスクのパターン面の厚さ方向における位置ずれ

、及びパターン面の傾き等によって発生する。露光マスクの形状因子の中で平坦度

及び厚さが、パターン面の位置ずれの原因となり得る。また、平坦度及び平行度が、

パターン面の傾きの原因となり得る。このよぅに、平坦度は、露光マスクのパターン面

の厚さ方向における位置ずれ、及びパターン面の傾きの両方に関係している。した

がって、平坦度は、P工う一に対して強い相関性を有している。

００74 P工う一は、縮小光学系のレンズやミラー等を調整して倍率補正や非点補正等を

行ぅことにより修正することが可能である。また、露光マスクの平行度及び厚さについ

ては、露光マスクを高原に対して適正な位置にあわせるためのマスクステージの駆動

機構により調整することが可能である。即ち、P工う一との相関性に関して、平行度

及び厚さは調整の自由度が高く、平坦度は自由度が低い。

００75 P工う一の公差に対応するよぅに、リソグラフィシミュレーション等を用いて形状因子

の公差を算出することができる。算出された形状因子のぅち、平行度及び厚さに関し

ては、公差の値が設計仕様に比べて緩和される。このよぅに、形状因子の公差として

、レジスト膜等の被伝写膜に伝写されたパターンの伝写特性と形状因子との相関か
ら規定される公差を用いて形状の不良判定を行ぅことは、実用性、生産性、或いはコ

スト等の工業的な観点から有効である。

００76 (その他の実施の形態 )

上記のよぅに、本発明の実施の形態を記載したが、この開示の一部をなす論述及

び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業

者にほさまざまな代替実施の形態、実施例及び逆用技術が明らかとなろぅ。

００77 本発明の実施の形態においては、測定ステージ 2上に測定対象物 ０が載置され



る。露光装置のマスクステージに 、さな接触面積で保持される紫外線露光用のフオト

マスク等のよぅな測定対象物 ０の場合に有効となる。外力に影響されていない測定

対象物 ０の形状を得ることができる。しかし、測定器 4の測定精度や、測定の再現

性に影響されやすい。

００78 測定ステージ 2に真空吸着や静電チャック等の吸着機構を設けて、測定対象物

0を保持してもよい。大面積を吸着固定するインプリントモールドや 露光用マス

ク等のような測定対象物 ０の場合に有効となる。測定対象物 ０が、裏面を吸右面と

して平坦ィヒされる。したがって、吸着面を平坦面と仮定して形状因子を計算すること

が可能であり、計算が簡単になり短時間で高精度の形状を得ることができる。

００79 また、測定ステージ 2が測定対象物 ０を保持する領城は、矩形状の平面である。

しかし、測定対象物 ０を保持する測定ステージ 2の構造は限定されない。例えば、

図 5及び図 6に示すよぅに、測定対象物 ０の外周辺縁に沿った領城を保持する

測定ステージ 2aを用いてもよい。更に、測定対象物 ０の裏面を複数の保持部材

3a 3b、・‥、 3 で保持する測定ステージ 2bを用いてもよい。

００8０ 更に、図 8に示すよぅに、測定対象物 ０の裏面を保持部材 3a 3b 3cで保

持する3点保持構造の測定ステージ 2cを用いてもよい。また、図 9に示すよぅに、

保持部材 3d 3e 3f 3 で保持する4点保持構造の測定ステージ 2dを用い

てもよい。更に、図2０に示すよぅに、測定対象物 ０の外周辺縁に沿った領城を保持

部材 3a 3b、・‥、 3 で保持する多点保持構造の測定ステージ 2aを用いても

よい。このよぅな点保持構造では、測定対象物 ０の裏面と接触する箇所が特定しや

すい。したがって、測定にエラーが発生した場合、測定ステージの影響を継承しやす

い。なお、点保持構造の場合、保持箇所の特定のために口一ドセル、静電容呈セン

ザ等の検出器を測定ステージの保持部材に設けることが望ましい。

００81 このよぅに、本発明はここでは記載していないさまざまな実施の形態等を含むことは

勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の

範囲に係わる発明特定事項によってのみ定められるものである。

産業上の木 用可能 生

００82 本発明は、光学部品等の三次元形状の測定システムに適用できる。



請求の範囲

測定対象物の設計形状を規定する第 及び第2形状因子の公差を格納する外部

記憶部と、

前記測定対象物の第 形状因子の測定データを得る測定器と、

前記第 形状因子の測定データと前記外部記憶部から読み出した前記第 形状因

子の公差とを比較する比較部と、

前記測定データから予測形状を構成して図形として成立するか検証する検証部と、

前記検証部が構成した前記予測形状から前記第2形状因子の予測データを計算

する計算部と、

前記計算部が計算した前記予測データを前記外部記憶部から読み出した前記第2

形状因子の公差と比較して測定形状を判定する判定部

とを備えることを特徴とする測定システム。

2 前記第2形状因子を測定する他の測定器を更に備えることを特徴とする請求項 に

記載の測定システム。

3 前記測定対象物が、インプリントモールド又は露光マスクであることを特徴とする請

求項 に記載の測定システム。

4 前記第 及び第2形状因子の公差が、前記設計形状の仕様で規定された公差であ

ることを特徴とする請求項 に記載の測定システム。

5 前記第 及び第2形状因子の公差が、前記設計形状の仕様で規定された公差であ

ることを特徴とする請求項3に記載の測定システム。

6 前記第 及び第2形状因子の公差が、前記測定対象物を用いて被伝写材に伝写さ

れるパターンの伝写特性の計算結果との相関から規定される公差であることを特徴と

する請求項3に記載の測定システム。

7 前記測定対象物を保持する測定ステージの領城が、前記測定対象物の保持面の

外周辺縁より内側であることを特徴とする請求項 に記載の測定システム。

8 前記測定ステージが、前記測定対象物を保持する3点以上の複数の保持部材を有

することを特徴とする請求項7に記載の測定システム。

9 測定対象物の設計形状を規定する第 形状因子を第 測定器が測定し、



入力部が前記第 測定器の測定した前記第 形状因子の第 測定データを取得し

比較部が前記第 測定データを前記第 形状因子の公差と比較し、

前記第 測定データが前記第 形状因子の公差の範囲内であれば、検証部が前記

第 測定データから第 予測形状を構成して図形として成立するか検証し、

前記第 予測形状が図形として成立すれば、計算部が前記第 予測形状から前記

第 形状因子とは典なる第2形状因子の第 予測データを計算し、

前記第 予測データが前記第2形状因子の公差の範囲内であれば、判定部が前記

第 予測形状を測定形状とする

ことを含むことを特徴とする測定方法。

０ 前記測定対象物から前記第2形状因子を第2測定器が測定し、

前記入力部が前記第2測定器の測定した前記第2形状因子の第2測定データを取

得し、

前記第2測定データが前記第2形状因子の公差の範囲内であれば、前記検証部が

前記第 及び第2測定データから第2予測形状を構成して図形として成立するか検

証し、

前記第2予測形状が図形として成立すれば、前記計算部が前記第2予測形状から

前記第 及び第2形状因子とは典なる予測形状因子の第2予測データを計算し、

前記第2予測データが前記予測形状因子の公差の範囲内であれば、前記判定部

が前記第2予測形状を新たな測定形状とする

ことを更に含むことを特徴とする請求項9に記載の測定方法。

前記第 形状因子が、前記測定対象物の外周辺縁の寸法であることを特徴とする

請求項9に記載の測定方法。

2 前記第2形状因子が、前記測定対象物の頂点の角度及び前記外周辺縁で規定さ

れる面の平坦度のぅち少なくとも一っを含むことを特徴とする請求項9に記載の測定

方法。

3 前記測定対象物が、インプリントモールド、露光マスク及び石英某板のいずれかで

あることを特徴とする請求項9に記載の測定方法。



4 前記第 及び第2形状因子の公差が、前記設計形状の仕様で規定された公差、又

は前記測定対象物を用いて被伝写材に伝写されるパターンの伝写特性の計算結果

との相関から規定される公差であることを特徴とする請求項9に記載の測定方法。

5 前記第 及び第2形状因子の公差が、前記設計形状の仕様で規定された公差、又

は前記測定対象物を用いて被伝写材に伝写されるパターンの伝写特性の計算結果

との相関から規定される公差であることを特徴とする請求項 3に記載の測定方法。

6 前記測定対象物が、インプリントモールド又は露光マスクであることを特徴とする請

求項9に記載の測定方法。

7 前記第 形状因子が、前記測定対象物の外周辺縁で規定される面の平坦度である

ことを特徴とする請求項 6に記載の測定方法。

8 前記第2形状因子が、前記測定対象物の頂点の角度及び前記外周辺縁の寸法の

ぅち少なくとも一っを含むことを特徴とする請求項 7に記載の測定方法。

9 前記第 及び第2形状因子の公差が、前記測定対象物を用いて被伝写材に伝写さ

れるパターンの伝写特性の計算結果との相関から規定される公差であることを特徴と

する請求項 6に記載の測定方法。

2０ 前記第 及び第2形状因子の測定は、前記測定対象物を保持する領城が前記測

定対象物の保持面の外周辺縁より内側となる測定ステージを用いて行われることを

特徴とする請求項 ０に記載の測定方法。

2 前記測定対象物が、3点以上の複数の保持部材を有する前記測定ステージで保

持されることを特徴とする請求項2０に記載の測定方法。

22 測定対象物の設計形状を規定する第 形状因子を測定器に測定させる命令と、

前記測定器の測定した前記第 形状因子の第 測定データを入力部に取得させる

命令と、

前記第 形状因子の公差と比較して前記第 測定データが前記第 形状因子の公

差の範囲内であれば、前記第 測定データから第 予測形状を構成して図形として

成立するかを検証部に検証させる命令と、

前記第 予測形状が図形として成立すれば、前記第 予測形状から前記第 形状

因子とは典なる第2形状因子の第 予測データを計算部に計算させる命令と、



前記第 予測データが前記第2形状因子の公差の範囲内であれば、判定部に前記

予測形状を測定形状であると判定させる命令

とをコンピュータに実行させるためのプログラム。
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