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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　干渉計を利用して測定対象物の表面に形成された透明膜の膜厚を測定する透明膜の膜厚
測定方法であって、
　前記測定対象物は、透過性を有する光学部材の表面に部分的に透明膜が形成された物で
あり、
　前記測定対象物の測定面と参照面に光を照射したとき、前記光学部材の裏面と参照面か
らの反射光により生じる干渉縞波形のピークが発生する走査レンジを予め決定する過程と
、
　前記測定対象物の測定面および参照面に光を照射し、当該測定面と参照面との距離を相
対的に変動させながら、両面から反射して同一光路を戻る反射光によって干渉縞の変化を
生じさせながら測定面の画像を取得する過程と、
　取得した複数枚の前記画像の各画素における干渉光の強度値群の変化を求める過程と、
　求めた前記干渉光の強度値群から前記光学部材の裏面で生じる干渉縞波形のピークの位
置情報を求める過程と、
　前記位置情報から前記光学部材の裏面高さの分布を求める過程と、
　前記透明膜の被覆部分と露出部分の裏面高さの偏差を求める過程と、
　予め決められた前記透明膜の屈折率と前記裏面高さの偏差に基づいて透明膜の膜厚を求
める過程と、
　を備えたことを特徴とする透明膜の膜厚測定方法。
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【請求項２】
　請求項１に記載の透明膜の膜厚測定方法において、
　前記参照面側の光の往復光路上に前記光学部材と同一試料からなる補償板を配備し、前
記光学部材の屈折率と厚さの影響を補正する
　ことを特徴とする透明膜の膜厚測定方法。
【請求項３】
　透明膜覆われた測定対象物の測定面と参照面に光を照射する照明手段と、前記測定面と
参照面との距離を変動させる変動手段と、光が照射された測定面と参照面との距離の変動
に伴って両面とから反射して同一光路を戻る反射光によって干渉縞の変化を生じさせると
ともに測定面を撮像する撮像手段と、撮像された測定面上の複数箇所における干渉光の強
度値を取り込むサンプリング手段と、サンプリング手段によって取り込まれた箇所ごとの
複数個の強度値である各干渉光強度値群を記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶された各
干渉光強度値群に基づいて特定箇所の透明膜の膜厚を求める演算手段とを備えた透明膜の
膜厚測定装置であって、
　前記測定対象物は、透過性を有する光学部材の表面に部分的に透明膜が形成された物で
あり、
　前記測定対象物の測定面と参照面に光を照射したとき、前記光学部材の裏面と参照面か
らの反射光により生じる干渉縞波形のピークが発生する走査レンジを予め決定し、
　前記サンプリング手段は、前記変動手段による測定面と参照面との距離の変動に伴って
両面から反射して同一光路を戻る反射光によって生じた干渉縞の変化に応じた前記走査レ
ンジの干渉光の強度値をサンプリング間隔で順次取込み、
　前記記憶手段は、取り込まれた複数個の強度値である干渉光強度値群を記憶し、
　前記演算手段は、測定面の透明膜の膜厚を以下の処理にしたがって求める
　（１）取得した複数枚の前記画像の各画素における干渉光の強度値群の変化を求め、
　（２）求めた前記干渉光の強度値群から前記光学部材の裏面で生じる干渉縞波形のピー
クの位置情報を求め、
　（３）前記位置情報から前記光学部材の裏面高さの分布を求め、
　（４）前記透明膜の被覆部分と露出部分の裏面高さの偏差を求め、
　（５）予め決められた前記透明膜の屈折率と前記偏差に基づいて透明膜の膜厚を求める
　ことを特徴とする透明膜の膜厚測定装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の透明膜の膜厚測定装置において、
　前記参照面側の光の往復光路上に前記光学部材と同一試料からなる補償板を配備した
　ことを特徴とする透明膜の膜厚測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明膜で覆われたプラスチック・フィルム、ガラス基板などの測定対象物の
膜厚を測定する透明膜の膜厚測定方法およびその装置に係り、特に、測定対象物の表面に
部分的および不均一な高さに形成された透明膜の膜厚を短時間で精度よく求める技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の手段として、干渉計を利用して測定対象物である透過性を有する多層フ
ィルムの膜厚を求めるものが提案されている。具体的には、フィルムに光を往復透過させ
るため、照射装置と非透過性のバックミラーとの間にフィルムを配置し、当該ミラーで反
射してフィルムを往復透過する光と、参照ミラー側から反射して戻る反射光を合せて干渉
を生じさせている。このときの干渉縞波形の包絡線を求め、そのピーク位置を検出し、さ
らにピークの位置情報とピーク間隔の時間を計数して多層フィルムの個々の膜厚を測定し
ている。



(3) JP 4939304 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【０００３】
【特許文献１】特開昭５９－１３１１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の手段では、次のような問題がある。
　すなわち、従来の手段は、フィルムの膜厚を求めるためバックミラーの表面高さなどの
所定条件を予め取得しておく必要がある。すなわち、フィルムをセットして測定する前に
バックミラーのみの予備測定と、フィルムセット後の実測定の２回を行う必要があり、測
定が煩雑になるとともに、処理時間がかかるといった問題がある。また、２回の測定の間
に生じたバックミラーの位置変動が測定誤差となり、正確な測定が困難になっている。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、干渉計を利用して透過性を有
する光学部材の表面に部分的に形成された透明膜の膜厚を短時間で精度よく測定すること
のできる透明膜の膜厚測定方法およびその装置を提供することを主たる目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、第１の発明は、干渉計を利用して測定対象物の表面に形成された透明膜の膜
厚を測定する透明膜の膜厚測定方法であって、
　前記測定対象物は、透過性を有する光学部材の表面に部分的に透明膜が形成された物で
あり、
　前記測定対象物の測定面と参照面に光を照射したとき、前記光学部材の裏面と参照面か
らの反射光により生じる干渉縞波形のピークが発生する走査レンジを予め決定する過程と
、
　前記測定対象物の測定面および参照面に光を照射し、当該測定面と参照面との距離を相
対的に変動させながら、両面から反射して同一光路を戻る反射光によって干渉縞の変化を
生じさせながら測定面の画像を取得する過程と、
　取得した複数枚の前記画像の各画素における干渉光の強度値群の変化を求める過程と、
　求めた前記干渉光の強度値群から前記光学部材の裏面で生じる干渉縞波形のピークの位
置情報を求める過程と、
　前記位置情報から前記光学部材の裏面高さの分布を求める過程と、
　前記透明膜の被覆部分と露出部分の裏面高さの偏差を求める過程と、
　予め決められた前記透明膜の屈折率と前記裏面高さの偏差に基づいて透明膜の膜厚を求
める過程と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　（作用・効果）　この方法によれば、光学部材の裏面と参照面から反射して戻る両反射
光によって干渉縞波形のピークが生じる走査レンジを予め決定し、その走査レンジで測定
面の画像を取得することにより、画素単位で当該裏面のピーク位置情報が求められる。こ
のピーク位置情報と撮像間隔である標本点間隔を利用することにより、測定面である光学
部材の裏面の高さを求めることができる。
【０００８】
　また、測定対象物の所定領域において、透明膜の被覆部分と露出部分の裏面高さの偏差
を求め、当該偏差を透明膜の表面高さに換算する。つまり、被覆部分は、透明膜の屈折率
の影響で露出部分よりも光路長が長くなるので、被覆部分の裏面高さは、露出部分よりも
低く現れる。そこで、この現象に基づいて露出部分を基準とし、被覆部分との偏差を求め
る。この偏差の絶対値を求めることにより、露出部分を基準として被覆部分である凸部の
表面高さに換算することができる。
【０００９】
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　さらに、求めた表面高さと透明膜の既知の屈折率から膜厚を求めることができる。以上
のように、１回の測定で、光学部材の表面に形成された透明膜の表面高さおよび膜厚を精
度よく、かつ高速に求めることができる。
【００１０】
　第２の発明は、第１の方法発明において、
　前記参照面側の光の往復光路上に前記光学部材と同一試料からなる補償板を配備し、前
記光学部材の屈折率と厚さの影響を補正することを特徴とする。
【００１１】
　（作用・効果）　この方法によれば、測定面からの反射光と参照面からの反射光は、同
じ光学部材の屈折率と厚さの影響を受ける。すなわち、測定条件が同一になるので、光学
部材の屈折率と厚さの影響をキャンセルすることができる。すなわち、測定精度の向上を
図ることができる。
【００１２】
　第３の発明は、透明膜覆われた測定対象物の測定面と参照面に光を照射する照明手段と
、前記測定面と参照面との距離を変動させる変動手段と、光が照射された測定面と参照面
との距離の変動に伴って両面とから反射して同一光路を戻る反射光によって干渉縞の変化
を生じさせるとともに測定面を撮像する撮像手段と、撮像された測定面上の複数箇所にお
ける干渉光の強度値を取り込むサンプリング手段と、サンプリング手段によって取り込ま
れた箇所ごとの複数個の強度値である各干渉光強度値群を記憶する記憶手段と、記憶手段
に記憶された各干渉光強度値群に基づいて特定箇所の透明膜の膜厚を求める演算手段とを
備えた透明膜の膜厚測定装置であって、
　前記測定対象物は、透過性を有する光学部材の表面に部分的に透明膜が形成された物で
あり、
　前記測定対象物の測定面と参照面に光を照射したとき、前記光学部材の裏面と参照面か
らの反射光により生じる干渉縞波形のピークが発生する走査レンジを予め決定し、
　前記サンプリング手段は、前記変動手段による測定面と参照面との距離の変動に伴って
両面から反射して同一光路を戻る反射光によって生じた干渉縞の変化に応じた前記走査レ
ンジの干渉光の強度値をサンプリング間隔で順次取込み、
　前記記憶手段は、取り込まれた複数個の強度値である干渉光強度値群を記憶し、
　前記演算手段は、測定面の透明膜の膜厚を以下の処理にしたがって求める
　（１）取得した複数枚の前記画像の各画素における干渉光の強度値群の変化を求め、
　（２）求めた前記干渉光の強度値群から前記光学部材の裏面で生じる干渉縞波形のピー
クの位置情報を求め、
　（３）前記位置情報から前記光学部材の裏面高さの分布を求め、
　（４）前記透明膜の被覆部分と露出部分の裏面高さの偏差を求め、
　（５）予め決められた前記透明膜の屈折率と前記偏差に基づいて透明膜の膜厚を求める
　ことを特徴とする。
【００１３】
　（作用・効果）　この構成によれば、第１の方法発明を好適に実現することができる。
【００１４】
　第４の発明は、第３に装置発明おいて、
　前記参照面側の光の往復光路上に前記光学部材と同一試料からなる補償板を配備したこ
とを特徴とする。
【００１５】
　（作用・効果）　この構成によれば、第２の方法発明を好適に実現することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る透明膜の透明膜の膜厚測定方法およびその装置によると、光学部材の表面
に形成された透明膜の表面高さと膜厚を、干渉計を利用して１回の測定で求めることがで
きる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の光学部材の表面に部分的に透明膜が形成された当該透明膜の膜厚を測
定可能な表面形状測定装置の概略構成を示す図である。
【００１９】
　この表面形状測定装置は、プラスチック・フィルム、ガラス基板などの透過性を有する
測定対象物３０の表面を部分的に透明膜３１で覆った表面に、例えば特定周波数帯域の白
色光を照射する光学系ユニット１と、光学系ユニット１を制御する制御系ユニット２とを
備えて構成されている。
【００２０】
　光学系ユニット１は、測定対象物３０および参照面１５（参照ミラー）に照射する白色
光を発生させる光源１０と、光源１０から白色光を平行光にするコリメートレンズ１１と
、コリメートレンズ１１からの白色光を測定対象物３０の方向に反射する一方、測定対象
物３０の方向からの白色光を通過させるハーフミラー１３と、ハーフミラー１３で反射さ
れてきた白色光を集光する対物レンズ１４と、対物レンズ１４を通過してきた白色光を、
参照面１５へ反射させる参照光と、透明膜３１へ通過させる測定光とに分けるとともに、
参照面１５で反射してきた参照光と測定対象物３０側から反射してきた測定光とを再びま
とめて、干渉縞を発生させるビームスプリッタ１７と、参照光と測定光とがまとめられた
白色光を結像する結像レンズ１８と、干渉縞とともに測定対象物３０の表面を撮像するＣ
ＣＤカメラ１９とを備えて構成されている。
【００２１】
　光源１０は、例えば白色光ランプなどであり、比較的広い周波数帯域の白色光を発生さ
せる。この光源１０から発生された白色光は、コリメートレンズ１１によって平行光とさ
れ、ハーフミラー１３に到達する。なお、光源としては、光源１０に限定されるものでは
なく、単色光であってもよい。光源１０は、本発明の照明手段に相当する。
【００２２】
　ハーフミラー１３は、コリメータレンズ１３からの平行光となった白色光を測定対象物
３０の方向に向けて反射する一方、測定対象物３０の方向から戻ってきた白色光を通過さ
せるものである。このハーフミラー１３で反射された白色光は、対物レンズ１４に入射す
る。
【００２３】
　対物レンズ１４は、入射してきた白色光を焦点に向けて集光するレンズである。この対
物レンズ１４によって集光される白色光は、参照面１５を通過し、ビームスプリッタ１７
に到達する。
【００２４】
　ビームスプリッタ１７は、対物レンズ１４で集光される白色光を、参照面１５で反射さ
せるために、ビームスプリッタ１７の例えば上面で反射させる参照光と、測定対象物３０
の測定面で反射させるために、ビームスプリッタ１７を通過させる測定光とに分ける。ま
た、参照光と測定光を再びまとめることによって、干渉縞を発生させるものである。ビー
ムスプリッタ１７に達した白色光は、ビームスプリッタ１７の上面で反射された参照光と
、ビームスプリッタ１７を通過する測定光とに分けられる。参照光は参照面１５に達し、
測定光は測定面に達する。
【００２５】
　参照面１５には、参照光をビームスプリッタ１７の方向に反射させるためのミラーが取
り付けられており、このミラーによって反射された参照光は、ビームスプリッタ１７に達
し、さらに、この参照光はビームスプリッタ１７によって反射される。
【００２６】
　ビームスプリッタ１７を通過した測定光は、測定面である光学部材３０の裏面３０Ａに
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向けて集光され、その裏面３０Ａで反射する。反射した各測定光は、ビームスプリッタ１
７に達して、そのビームスプリッタ１７を通過する。
【００２７】
　ビームスプリッタ１７は、参照光と測定光とを再びまとめる。このとき、参照面１５と
ビームスプリッタ１７との間の距離Ｌ１と、ビームスプリッタ１７と測定対象面３０Ａと
の間の距離Ｌ２との、距離の違いによって光路差が生じる。この光路差に応じて、参照光
と測定光とは干渉し合うことで、干渉縞が生じる。この干渉縞が生じた状態の白色光は、
ハーフミラー１３を通過し、結像レンズ１８によって結像されて、ＣＣＤカメラ１９に入
射する。
【００２８】
　ＣＣＤカメラ１９は、干渉縞が生じた状態の白色光とともに、測定光によって映し出さ
れる測定面付近の画像を撮像する。この撮像した画像データは、制御系ユニット２によっ
て収集される。また、後述で明らかになるが、本発明の変動手段に相当する制御系ユニッ
ト２の駆動部２４によって、例えば光学系ユニット１が上下左右に変動される。特に、光
学系ユニット１が上下方向に駆動されることによって、距離Ｌ１と距離Ｌ２との距離が変
動される。これにより、距離Ｌ１と距離Ｌ２との距離の差に応じて、干渉縞が徐々に変化
する。ＣＣＤカメラ１９によって、後述する所定のサンプリング間隔ごとに、干渉縞の変
化とともに表面の画像が撮像され、その画像データが制御系ユニット２によって収集され
る。ＣＣＤカメラ１９は、本発明における撮像手段に相当する。
【００２９】
　制御系ユニット２は、表面形状測定装置の全体を統括的に制御や、所定の演算処理を行
うためのＣＰＵ２０と、ＣＰＵ２０によって逐次収集された画像データやＣＰＵ２０での
演算結果などの各種のデータを記憶するメモリ２１と、サンプリング間隔やその他の設定
情報を入力するマウスやキーボードなどの入力部２２と、測定面の画像などを表示するモ
ニタ２３と、ＣＰＵ２０の指示に応じて光学系ユニット１を上下左右に駆動する例えば３
軸駆動型のサーボモータなどの駆動機構で構成される駆動部２４とを備えるコンピュータ
システムで構成されている。なお、ＣＰＵ２０は、本発明におけるサンプリング手段およ
び演算手段に、メモリ２１は本発明における記憶手段に、駆動部２５は本発明における変
動手段にそれぞれ相当する。
【００３０】
　ＣＰＵ２０は、いわゆる中央処理装置であって、ＣＣＤカメラ１９、メモリ２１および
駆動部２４を制御するとともに、ＣＣＤカメラ１９で撮像した干渉縞を含む測定面の画像
データに基づいて、光学部材３０の裏面３０Ａ、透明膜３１の膜厚などを求める種々の演
算処理を行う。この処理については後で詳細に説明する。
【００３１】
　さらに、ＣＰＵ２０には、モニタ２３と、キーボードやマウスなどの入力部２２とが接
続されており、操作者は、モニタ２３に表示される操作画面を観察しながら、入力部２２
から各種の設定情報の入力を行う。また、モニタ２３には、透明膜３１の測定終了後に、
光学部材３０の表面に形成され段差（凹凸形状）などを数値や画像として表示される。
【００３２】
　駆動部２４は、光学系ユニット１内の参照面１５とビームスプリッタ１７との間の固定
された距離Ｌ１と、ビームスプリッタ１７と測定対象面３０Ａとの間の可変の距離Ｌ２と
の距離の差を変化させるために、光学系ユニット１を直交３軸方向に変動させる装置であ
り、ＣＰＵ２０からの指示によって光学系ユニット１をＸ，Ｙ，Ｚ軸方向に駆動する例え
ば３軸駆動型のサーボモータを備える駆動機構で構成されている。なお、駆動部２４は、
本発明における変動手段に相当し、本発明における相対的距離とは、参照面１５から測定
対象面３０Ａまでの距離すなわち距離Ｌ１および距離Ｌ２を示す。本実施例では、光学系
ユニット１を動作させるが、例えば測定対象物３０が載置される図示していないテーブル
を直交３軸方向に変動させるようにしてもよい。
【００３３】
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　以下、本実施例の表面形状測定装置全体で行なわれる処理を図２のフローチャートを参
照しながら具体的に説明する。なお、本実施例では、ガラス基板である測定対象物３０の
表面に透明膜３１としてレジスト膜を形成したものを用いたものとする。
【００３４】
＜ステップＳ１＞　条件設定
　光学系ユニットを図１に示すｚ軸方向に移動させるための走査速度や走査レンジなどの
種々の条件を設定する。本実施例の場合、例えば、走査速度、図３および図４に示す標本
点間隔、走査レンジ、およびＣＣＤカメラ１９で取得する画像枚数などを設定する。なお
、走査レンジは、光学部材３０の厚み、および変動距離Ｌ１，Ｌ２に基づいて、光学部材
３０の裏面３０Ａからの反射光によって生じる干渉縞波形のピークを検出できるレンジに
設定する。
【００３５】
＜ステップＳ２＞　測定データ取得
　光学系ユニット１は、光源１０から発生される白色光を測定対象物３０および参照面１
５に向けて照射する。
【００３６】
　また、ＣＰＵ２０は、予め所定の測定場所に移動された光学系ユニット１をｚ軸方向に
移動を開始させるための変動開始の指示を駆動部２４に与える。駆動部２４は、図示しな
いステッピングモータなどの駆動系を駆動して、光学系ユニット１をｚ軸方向に予め決め
られた距離だけ移動させる。これにより、参照面１５と測定対象物側の両表面との距離Ｌ
１，Ｌ２が変動される。
【００３７】
　ＣＰＵ２０は、光学系ユニット１がサンプリング間隔だけ移動するたびに、ＣＣＤカメ
ラ１９で撮像される干渉縞を含む測定対象物３０の表面および透明膜３１の表面の両方を
含む所定領域の測定面の画像データを収集してメモリ２１に順次記憶する。光学系ユニッ
ト１が予め決められた操作レンジだけ移動することで、メモリ２１には光学系ユニット１
の移動距離およびサンプリング間隔によって決まる複数枚の画像データが記憶される。
【００３８】
＜ステップＳ３＞　特定箇所の干渉光強度値群を取得
　例えば、操作者がモニタ２３に表示される測定対対象の透明膜３１を観察しながら、そ
の透明膜３１の膜厚を測定したい複数の特定箇所または全面を入力部２２から入力設定す
る。ＣＰＵ２０は、入力設定された複数の特定箇所を把握して、複数の特定箇所に相当す
る画素の濃度値、すなわち特定箇所における干渉光の強度値を、ステップＳ２で記憶され
た複数枚の画像データからそれぞれ取込む。これにより、各特定箇所における複数個の強
度値（干渉光強度値群）が得られる。
【００３９】
＜ステップＳ４＞　強度値からピーク位置を求める
　ＣＰＵ２０は、図３に示すように、離散的に取得した特定箇所における干渉光強度値群
に基づいて、干渉光の強度値の平均値を求める。さらに、干渉光強度値群の各強度値から
平均値を減算した各値（調整値群）を求める。
【００４０】
　調整値をさらに２乗し、図４に示すように、強度値をプラス側に強調した特性値を求め
る。
【００４１】
＜ステップＳ５＞　裏面高さ分布の算出
　ＣＰＵ２０は、図４に示すピーク位置Ｐから光学部材３０の裏面高さを算出する。つま
り、裏面高さをＳとすると、Ｓ＝Ｐ×標本点間隔の式で画素ごとに裏面高さＳが算出され
る。画素単位で算出した裏面高さＳを、ＣＣＤカメラ１９の撮像した所定範囲での分布デ
ータとして作成する。
【００４２】
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　例えば、図５に示すように右側の略半分が透明膜３１で被覆されている場合、図６に示
す裏面高さＳのプロファイルが作成される。つまり、透明膜３１の被覆部分Ｓ２は、その
屈折率ｎと膜厚ｔの影響で露出部分Ｓ１の領域に比べて（ｎ－１）＊ｔだけ光路長が長く
なり、光路差が生じる。したがって、被覆部分Ｓ２の裏面高さＳは、図５の二点鎖線に示
すように、露出部分Ｓ２よりも低く現れる。
【００４３】
＜ステップＳ６＞　光路差分布の算出
　裏面高さＳの分布が作成されると、露出部分Ｓ１を基準とし、当該露出部分Ｓ１と被覆
部分Ｓ２の偏差（以下、適宜「段差」という）を算出し、その絶対値を求める。すなわち
、図７に示すように、露出部分Ｓ１を基準としたときの被覆部分Ｓ２で生じる光路差に換
算される。
【００４４】
＜ステップＳ７＞　膜厚の算出
　算出された光路差は、透明膜３１の屈折率ｎの影響を含むので、当該光学膜厚を既知の
屈折率ｎ（ｎ＝１．６６）を利用してｎ－１で除算し、図８に示す屈折率の影響を除去し
た物理膜厚ｔを算出する。
【００４５】
＜ステップＳ８＞　表示
　ＣＰＵ２０は、図９に示すように、モニタ２３に測定対象の透明膜３１の物理膜厚の情
報などを３次元画像で表示したりする。操作者は、これらの表示を観察することで、透明
膜３１の膜厚分布を把握することができる。
【００４６】
　上述した実施例によれば、透過性を有する光学部材である測定対象物３０を部分的に透
明膜３１が形成されている場合、干渉計を利用して両領域の画素ごとに光学部材の裏面３
０Ａで生じる干渉縞波形のピークの位置情報のみを検出し、当該位置情報を利用すること
により、光学部材の裏面高さＳを求めることができる。また、透明膜３１の被覆部分Ｓ２
の裏面高さＳは、透明膜３１の屈折率の影響で露出部分Ｓ１よりも光路長が長くなるので
、露出部分Ｓ１よりも低く現れる。この現象に基づいて、裏面高さＳの値から光路差（偏
差）を求めることができる。さらに、透明膜３１の既知の屈折率と求めた光路差から透明
膜３１の屈折率の影響を除去した物理膜厚を求めることができる。
【００４７】
　すなわち、光学部材の表面に形成された透明膜３１の膜厚を１回の測定で精度よく求め
ることができる。
【００４８】
　なお、本発明は上述した実施例に限らず、次のように変形実施することができる。
【００４９】
　（１）上記実施例は、光学部材の厚さと屈折率の影響を除去するために、図１０に示す
ように、ビームスプリッタ１７と参照面１５の間の光路上に測定対象物３０の光学部材と
同じ部材の補償板４０を挿入して測定することが好ましい。
【００５０】
　この構成によれば、測定対象物側の光学部材の厚さと屈折率の影響を除去した高精度な
透明膜３１の膜厚を測定することができる。
【００５１】
　（２）上記実施例では、撮像手段としてＣＣＤカメラ１９を用いたが、例えば、特定箇
所の干渉光の強度値のみを撮像（検出）することに鑑みれば、一列または平面状に構成さ
れた受光素子など撮像手段を構成することもできる。
【００５２】
　（３）上記実施例は、光学系ユニット１の光源に単色光を出力可能な光源を利用しても
よい。この場合には、干渉光強度値群から裏面高さ分布を求めるに際し、干渉波形の位相
情報を検出し、より高精度な裏面高さ測定を実施することもできる。
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【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本実施例に係る表面形状測定装置の概略構成を示す図である。
【図２】表面形状測定装置における処理を示すフローチャートである。
【図３】特定関数のピーク位置を求める処理を説明するための説明図である。
【図４】特定関数のピーク位置を求める処理を説明するための説明図である。
【図５】測定対象物の測定領域の横断面図である。
【図６】光学部材の裏面高さの分布を示す図である。
【図７】算出した透明膜の表面高さの分布を示す図である。
【図８】算出した透明膜の膜厚を示す図である。
【図９】測定対象物の表面段差の３次元画像を示す図である。
【図１０】変形例装置の概略構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　…　光学系ユニット
　　２　…　制御系ユニット
　１０　…　光源
　１１　…　コリメートレンズ
　１３　…　ハーフミラー
　１４　…　対物レンズ
　１５　…　参照面
　１７　…　ビームスプリッタ
　１８　…　結像レンズ
　１９　…　ＣＣＤカメラ
　２０　…　ＣＰＵ
　２１　…　メモリ
　２４　…　駆動部
　３０　…　測定対象物（光学部材）
　３１　…　透明膜
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