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(57)【要約】
【課題】半導体故障解析装置の分解能を向上させる。
【解決手段】半導体故障解析装置は、半導体デバイス１
００に刺激信号を印加するテスタ２と、半導体デバイス
１００に照射される照射光Ｌ１を生成する光源３と、照
射光Ｌ１の光路上に配置される固浸レンズ４と、反射光
Ｌ２を受け、反射光Ｌ２に応じる検出信号を出力する光
検出部５と、光源３と固浸レンズ４との間に配置されて
固浸レンズ４を介して半導体デバイス１００に照射光Ｌ
１を出射すると共に、固浸レンズ４と光検出部５との間
に配置されて固浸レンズ４を介して受けた反射光Ｌ２を
光検出部５に出射する光学系６と、検出信号を利用して
半導体デバイス１００の故障箇所に関する情報を得るコ
ンピュータ７と、を備える。光源３は、中心波長が８８
０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である照射光Ｌ１を出射する
。固浸レンズ４は、ＧａＡｓによって形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　刺激信号に対する応答を利用して半導体デバイスが含む故障箇所を解析する半導体故障
解析装置であって、
　前記半導体デバイスに刺激信号を印加する信号生成部と、
　前記半導体デバイスに照射される照射光を生成する光源と、
　前記照射光の光路上に配置される固浸レンズと、
　前記照射光が前記半導体デバイスで反射されて生成された反射光を受け、前記反射光に
応じる検出信号を出力する光検出部と、
　前記光源と前記固浸レンズとの間に配置されて前記固浸レンズを介して前記半導体デバ
イスに前記照射光を出射すると共に、前記固浸レンズと前記光検出部との間に配置されて
前記固浸レンズを介して受けた前記反射光を前記光検出部に出射する光学系と、
　前記検出信号から前記半導体デバイスの故障箇所に関する情報を得る解析部と、を備え
、
　前記光源は、中心波長が８８０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である前記照射光を出射し、
　前記固浸レンズは、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）によって形成されている、半導体故障解
析装置。
【請求項２】
　前記光源は、中心波長が９００ｎｍ以上９６０ｎｍ以下である前記照射光を出射する、
請求項１に記載の半導体故障解析装置。
【請求項３】
　前記解析部は、熱源位置特定部を有し、
　前記熱源位置特定部は、前記検出信号及び前記刺激信号に基づいて、前記刺激信号に対
する応答として前記半導体デバイスに生じる熱源の位置を特定する、請求項１又は２に記
載の半導体故障解析装置。
【請求項４】
　前記解析部は、動作周波数特定部を有し、
　前記動作周波数特定部は、前記検出信号及び前記刺激信号に基づいて、前記刺激信号に
対する応答として前記半導体デバイスに生じる所定の周波数で動作する位置を特定する、
請求項１又は２に記載の半導体故障解析装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体故障解析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの微細化が進んでいる。半導体デバイスの微細化にあっては、半導体デ
バイスを製造するための露光技術やパターニング技術の向上が望まれる。また、これらの
技術によって製造された半導体デバイスが正常に動作するか否か、さらには、正常に動作
しない場合には、不具合を生じている原因を明らかにする技術も重要である。
【０００３】
　特許文献１、２は、半導体デバイスを検査する装置を開示する。これらの検査装置は、
電気信号が与えられた半導体デバイスに光を照射する。半導体デバイスに照射された光は
、半導体デバイスの状態に応じた反射光となる。そして、これらの検査装置は、反射光を
利用して、半導体デバイスの動作状態に関する情報を得る。特許文献１の検査装置は、所
定の周波数で動作している半導体デバイスの部位に関する情報を得る。特許文献２の検査
装置は、半導体デバイスの故障箇所に生じる熱源に関する情報を得る。
【先行技術文献】
【特許文献】



(3) JP 2021-121785 A 2021.8.26

10

20

30

40

50

【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－９２５１４号公報
【特許文献２】国際公開第２０１６／０５６１１０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　半導体故障解析装置の技術分野でも、より微細な領域を解析するために、分解能のさら
なる向上が望まれている。
【０００６】
　そこで、本発明は、分解能を向上させることが可能な半導体故障解析装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一形態は、刺激信号に対する応答を利用して半導体デバイスが含む故障箇所を
解析する半導体故障解析装置であって、半導体デバイスに刺激信号を印加する信号生成部
と、半導体デバイスに照射される照射光を生成する光源と、照射光の光路上に配置される
固浸レンズと、照射光が半導体デバイスで反射されて生成された反射光を受け、反射光に
応じる検出信号を出力する光検出部と、光源と固浸レンズとの間に配置されて固浸レンズ
を介して半導体デバイスに照射光を出射すると共に、固浸レンズと光検出部との間に配置
されて固浸レンズを介して受けた反射光を光検出部に出射する光学系と、検出信号から半
導体デバイスの故障箇所に関する情報を得る解析部と、を備え、光源は、中心波長が８８
０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である照射光を出射し、固浸レンズは、ガリウムヒ素（ＧａＡ
ｓ）によって形成されている。
【０００８】
　この半導体故障解析装置は、刺激信号が与えられた半導体デバイスの故障箇所を特定す
るにあたり、中心波長が８８０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である照射光をガリウムヒ素によ
って形成された固浸レンズを介して、半導体デバイスに照射する。中心波長が８８０ｎｍ
以上９８０ｎｍ以下である照射光によれば、解析対象である半導体デバイスを十分に透過
するので、故障箇所を特定し得る光強度を持った反射光を得ることができる。さらに、ガ
リウムヒ素によって形成された固浸レンズの屈折率は、空気の屈折率よりも高いので開口
数（ＮＡ）を高めることができる。その結果、照射光のスポット径を小さくすることが可
能になるので、分解能を向上させることができる。
【０００９】
　一形態において、光源は、中心波長が９００ｎｍ以上９６０ｎｍ以下である照射光を出
射してもよい。この構成によれば、分解能を好適に向上させることができる。
【００１０】
　一形態において、解析部は、解析部は、熱源位置特定部を有し、熱源位置特定部は、検
出信号及び刺激信号に基づいて、刺激信号に対する応答として半導体デバイスに生じる熱
源の位置を特定してもよい。この構成によれば、半導体デバイスの内部に発生した熱源の
位置を特定することができる。
【００１１】
　一形態において、解析部は、動作周波数特定部を有し、動作周波数特定部は、検出信号
及び刺激信号に基づいて、刺激信号に対する応答として半導体デバイスに生じる所定の周
波数で動作する位置を特定してもよい。この構成によれば、半導体デバイスに生じる所定
の周波数で動作する位置を特定することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、分解能を向上させることが可能な半導体故障解析装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、半導体故障解析装置の構成要素を示すブロック図である。
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【図２】図２は、半導体デバイスの故障箇所を特定する手段の例を説明するための図であ
る。
【図３】図３は、固浸レンズを構成する材料ごとに、光の波長と光透過率との関係を示す
グラフである。
【図４】図４は、固浸レンズを構成する材料ごとに、光の波長と屈折率との関係を示すグ
ラフである。
【図５】図５は、ガリウムヒ素によって形成された固浸レンズが有する光の波長と光透過
率との関係を示すグラフである。
【図６】図６は、シリコンが有する光透過性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明を実施するための形態を詳細に説明する。図面の
説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１５】
　図１に示すように、半導体故障解析装置は、被検査体である半導体デバイス１００など
の被検査体における故障箇所を特定する。以下の説明では、半導体故障解析装置を単に解
析装置１と称する。
【００１６】
　半導体デバイス１００としては、例えば、トランジスタ等のＰＮジャンクションを有す
る集積回路（例えば、小規模集積回路（ＳＳＩ：Small　Scale　Integration）、中規模
集積回路（ＭＳＩ：Medium　Scale　Integration）、大規模集積回路（ＬＳＩ：Large　S
cale　Integration）、超大規模集積回路（ＶＬＳＩ：Very　Large　Scale　Integration
）、超々大規模集積回路（ＵＬＳＩ：Ultra　Large　Scale　Integration）、ギガ・スケ
ール集積回路（ＧＳＩ：Giga　Scale　Integration））、大電流用／高圧用ＭＯＳトラン
ジスタ、バイポーラトランジスタ等のパワーデバイス、及びメモリ・ストレージデバイス
等が挙げられる。
【００１７】
　なお、被検査体としては、固片化された半導体デバイス１００に限定されない。被検査
体は、複数の半導体デバイス１００が形成されている半導体ウェハであってもよい。
【００１８】
　図２は、故障箇所を特定する手法を概念的に示す図である。図２に示す半導体デバイス
１００は、解析装置１に配置された状態に合わせており、照射光Ｌ１を受ける面を上側に
して図示している。半導体デバイス１００は、一例として、保護層１０１、配線層１０２
、プロセス層１０３、絶縁層１０４、基板１０５を含む積層構造を有する。配線層１０２
は、金やアルミニウムといった金属製の配線パターンを含む。プロセス層１０３は、ＭＯ
Ｓトランジスタ１０３ａといった複数の電気的機能部を含む。基板１０５は、シリコンに
よって形成されており、その厚さは５０ｎｍ以上２００ｎｍ程度であり、一例として８０
ｎｍである。この半導体デバイス１００に光を照射すると、ある層では光が透過する。ま
た、別の層では光が反射する。例えば、基板１０５側から光を照射すると、基板１０５及
び絶縁層１０４において光が透過し、プロセス層１０３において光が反射することがあり
得る。
【００１９】
　反射光の強度は、照射光Ｌ１の強度よりも基本的に小さい。つまり、反射光の強度は、
基板１０５及び絶縁層１０４を透過する間に光が受ける要因によって減衰する。例えば、
基板１０５を構成する材料の光透過性の影響を受ける。また、光の強度は、光路を構成す
る材料の屈折率の影響を受けることもある。さらに、光の強度は、光路を構成する層に形
成される電界の影響を受けることもある。そこで、入射光の強度に対する反射光の強度の
割合を見かけの反射率として定義する。反射率の変化が屈折率の変化や電界の影響を反映
しているので、反射率の分布を得ることにより、半導体デバイス１００の内部の状態を知
ることができる。例えば、配線層１０２に抵抗値が高い箇所１０２ａが発生しており、当
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該箇所においてジュール熱が生じているとき、ジュール熱によって温度が上昇した絶縁層
１０４及び基板１０５の屈折率に変化が生じた箇所１０５ａが生じる。この屈折率の変化
は、反射率の変化として現れる。つまり、反射率の分布を知ることにより、異常な発熱を
生じている箇所の位置（つまり、故障箇所の位置）を特定することが可能になる。
【００２０】
　再び図１を参照する、解析装置１は、テスタ２（信号生成部）と、光源３と、固浸レン
ズ４と、光検出部５と、光学系６と、コンピュータ７と、を有する。また、解析装置１は
、その他の付加的な構成要素を有していてもよい。例えば、解析装置１は、半導体デバイ
ス１００を光学系６に対して相対的に移動させるステージを有してもよい。
【００２１】
　テスタ２は、刺激信号を出力する。テスタ２は、半導体デバイス１００に接続されてお
り、刺激信号を半導体デバイス１００に印加する。テスタ２は、コンピュータ７から入力
される制御信号に基づいて刺激信号を生成する。そして、テスタ２は、制御信号に基づい
て刺激信号の出力の開始と停止とを行う。刺激信号は、解析の態様によってその特性を決
定してよい。また、電源やパルスジェネレータ等をテスタ２として用いてもよい。
【００２２】
　例えば、解析の一態様として熱源位置を特定する解析がある。この場合には、テスタ２
は、刺激信号として比較的低い周波数の変調電流を与える。例えば、半導体デバイス１０
０の内部にショート箇所が含まれている場合には、変調電流に起因してショート箇所が発
熱する。その結果、半導体デバイス１００には、熱源が生じる。変調電流に起因して発熱
する熱源の温度は、変調電流の周波数に応じて周期的に変化する。温度の変化は、熱源の
周囲であって照射光及び反射光が通過する部材の屈折率に変化を及ぼす。この屈折率の変
化は、反射光の強度に変化をもたらすので、その結果、照射光の強度に対する反射光の強
度の度合いである反射率が変化する。この熱源の温度変化に起因する反射率の変化を刺激
信号に対する応答として利用することにより、半導体デバイス１００が含む故障箇所の一
例であるショート箇所を特定できる。
【００２３】
　例えば、解析の別の態様として、目的とした周波数で動作している回路の位置を特定す
る解析がある。このような解析技術として、ＥＯＰ（Electro　Optical　Probing）やＥ
ＯＦＭ（Electro-Optical　Frequency　Mapping）と称される光プロービング技術が知ら
れている。光プロービング技術では、光源から出射された光を集積回路に照射し、集積回
路で反射された反射光を光センサで検出して、検出信号を取得する。そして、取得した検
出信号において、目的とする周波数を選び出し、その振幅エネルギーを時間的な経過とし
て表示したり、２次元のマッピングとして表示したりする。つまり、光プロービング技術
では、駆動中の半導体デバイス１００からの光の強度変調に基づいて、半導体デバイス１
００の故障解析が行われる。そこで、テスタ２は、所定の変調周波数を有する電気信号を
半導体デバイス１００に印加する。この場合の変調周波数は、熱源位置を特定する解析の
態様における刺激信号の周波数よりも高いことが多い。例えば、テスタ２は、刺激信号と
して半導体デバイス１００の駆動信号と同等の周波数の駆動電流を与える。
【００２４】
　上記のように、解析の態様にはいくつか種類があり得る。しかし、その違いは、半導体
デバイス１００に印加する刺激信号の態様と、刺激信号に応じて得られる検出信号の処理
内容である。つまり、解析の態様が異なったとしても、解析装置１の構成としては、おお
むね相違はない。
【００２５】
　光源３は、照射光Ｌ１を発生する。照射光Ｌ１の中心波長は、８８０ｎｍ以上９８０ｎ
ｍ以下であってよい。このような中心波長に対して、照射光Ｌ１は、２０ｎｍ程度の帯域
を有してもよい。さらには、照射光Ｌ１の中心波長は、９００ｎｍ以上９６０ｎｍ以下で
あってよい。このような中心波長に対して、照射光Ｌ１は、２０ｎｍ程度の帯域を有して
もよい。



(6) JP 2021-121785 A 2021.8.26

10

20

30

40

50

【００２６】
　光源３は、上記の波長特性を有する照射光Ｌ１が出射可能な構成を適宜採用してよい。
例えば、光源３はＳＬＤ（Super Luminescent Diode）やＬＥＤ（Light Emitting Diode
）、又はランプ光源とバンドパスフィルタ等の光学フィルタを組み合わせたインコヒーレ
ント光源等で構成されていてもよい。また、光源３は、ＬＤ（Laser Diode）等のレーザ
ー光源等であってもよい。また、照射光Ｌ１はＣＷ光であってもよいし、パルス光であっ
てもよい。
【００２７】
　光源３から出力された照射光Ｌ１は、まず、光学系６に入射される。光学系６は、照射
光Ｌ１を固浸レンズ４に導く。例えば、光学系６は、偏光ビームスプリッタ６１及び対物
レンズ６２を含んでいる。さらに、光学系６は、これらの他に、照射光Ｌ１のための光学
系品を適宜採用してよい。例えば、光学系６は、半導体デバイス１００における照射光Ｌ
１の照射位置を変更するための光スキャナを含んでもよい。光スキャナは、例えば、ガル
バノミラースキャナやポリゴンミラースキャナ、ＭＥＭＳミラースキャナなどであり、照
射光Ｌ１を半導体デバイス１００の所望の位置に導く。光学系６から出力された照射光Ｌ
１は、固浸レンズ４を介して半導体デバイス１００に照射される。より詳細には、照射光
Ｌ１は半導体デバイス１００に対して設定された計測点に照射される。
【００２８】
　固浸レンズ４は、半球形状または超半球形状であり、半導体デバイス１００に対して光
学的に密着するように配置されている。固浸レンズ４は、半導体デバイス１００における
解析対象となる位置に対して照射光Ｌ１を集光しながら照射する。従って、固浸レンズ４
は、半導体デバイス１００へと照射される照射光Ｌ１と、半導体デバイス１００から出射
される反射光Ｌ２と、に対して透過性を有する材料により構成されている。
【００２９】
　このような材料として、固浸レンズ４は、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）を採用する。以下
、ＧａＡｓの光学的な特性としての光透過性について説明する。図３は、ＧａＡｓの光透
過率を示す。また、図３には、比較例として、ガリウムリン（ＧａＰ）及びシリコン（Ｓ
ｉ）の光透過率も併せて示す。横軸は、光の波長であり、縦軸は光透過率を示す。グラフ
Ｇ３ａ～Ｇ３ｅは、ＧａＡｓの光透過率を示す。グラフＧ３ｆは、ＧａＰの光透過率を示
す。グラフＧ３ｇは、Ｓｉの光透過率を示す。
【００３０】
　グラフＧ３ａ～Ｇ３ｅを参照すると、ＧａＡｓは、８５０ｎｍより長い波長の光を透過
する性質を有することがわかる。さらに詳細には、ＧａＡｓは、光透過率と光の波長との
関係において、光透過率が急激に変化する帯域を有する。このような帯域に含まれる波長
を、単にカットオフ波長とも呼ぶ。ＧａＡｓのカットオフ波長は、例えば８８０ｎｍ以上
９８０ｎｍ以下の範囲に存在する。光の波長が短波長から長波長側にシフトすると、光透
過率は、０％から８０％以上にまで急激に増加する。さらに、光透過率と光の波長との関
係は、ＧａＡｓの温度によっても変化する。グラフＧ３ａ～Ｇ３ｅは、それぞれ温度が０
℃（グラフＧ３ａ）、５０℃（グラフＧ３ｂ）、１００℃（グラフＧ３ｃ）、１５０℃（
グラフＧ３ｄ）、２００℃（グラフＧ３ｅ）であるときの光透過率を示す。つまり、Ｇａ
Ａｓの温度が高くなるにしたがって、光透過率が急激に変化するカットオフ波長は、長波
長側に移動する。
【００３１】
　固浸レンズの材料として、例えば、ＧａＰが採用されることもある。グラフＧ３ｆを参
照すると、ＧａＰは、５００ｎｍより長い波長の光を透過することがわかる。例えば、Ｇ
ａＰのカットオフ波長は、おおむね５００ｎｍ以上６００ｎｍの範囲に含まれる。つまり
、ＧａＰのカットオフ波長は、ＧａＡｓのカットオフ波長よりも短い。換言すると、Ｇａ
Ａｓのカットオフ波長は、ＧａＰのカットオフ波長よりも長い。
【００３２】
　また、固浸レンズの材料として、例えば、Ｓｉが採用されることもある。グラフＧ３ｇ
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を参照すると、Ｓｉは、１０００ｎｍより長い波長の光を透過することがわかる。例えば
、固浸レンズとして有効に使用可能な厚さのＳｉのカットオフ波長は、おおむね１０００
ｎｍ以上１２００ｎｍの範囲に含まれる。つまり、Ｓｉ固浸レンズのカットオフ波長は、
ＧａＡｓのカットオフ波長よりも長い。換言すると、ＧａＡｓのカットオフ波長は、Ｓｉ
のカットオフ波長よりも短い。
【００３３】
　ＧａＡｓの別の光学的な特性である屈折率について説明する。図４は、ＧａＡｓ、Ｇａ
Ｐ及びＳｉの屈折率と波長との関係を示す。グラフＧ４ａは、ＧａＡｓの屈折率を示す。
グラフＧ４ｂは、ＧａＰの屈折率を示す。グラフＧ４ｃは、Ｓｉの屈折率を示す。例えば
、グラフＧ４ａによれば、ＧａＡｓの屈折率は、３．４０以上４．４０以下程度である。
例えば、入射される光の波長が１０６４ｎｍであるとき、ＧａＡｓの屈折率は、３．４７
である。また、入射される光の波長が９４０ｎｍであるとき、ＧａＡｓの屈折率は、３．
５７である。
【００３４】
　このＧａＡｓの屈折率は、例えば、グラフＧ４ｂに示されるＧａＰの屈折率よりも高い
。より詳細には、図４の横軸に示される５００ｎｍから１５００ｎｍの範囲のすべてにお
いて、ＧａＡｓの屈折率は、ＧａＰの屈折率よりも高い。例えば、入射される光の波長が
７８０ｎｍであるとき、ＧａＰの屈折率は、３．２１である。また、入射される光の波長
が６７０ｎｍであるとき、ＧａＰの屈折率は、３．２７である。従って、ＧａＡｓは、屈
折率が高いという点でＧａＰよりも分解能の向上に有利である。
【００３５】
　再び図１を参照する。照射光Ｌ１に応じて計測点で反射された光（反射光Ｌ２）は、固
浸レンズ４及び対物レンズ６２を経て偏光ビームスプリッタ６１に入力される。この時、
反射光Ｌ２の光路にショートパスフィルタを配置することにより、半導体デバイス１００
で発生した赤外線を遮光することができる。さらに、偏光ビームスプリッタ６１に入力さ
れる光は、λ／４板を二回透過することにより、偏光方向が傾くため、偏光ビームスプリ
ッタ６１は反射光を透過する。偏光ビームスプリッタ６１から出射された反射光Ｌ２は、
光検出部５に入力される。
【００３６】
　このように、本実施形態の光学系はコンフォーカル光学系が用いられ、限られた焦点範
囲からの反射光Ｌ２が検出できるように構成されている。コンフォーカル光学系を構成す
る要素としては、ピンホールを採用してもよいし、光ファイバを用いてコア及びクラッド
の屈折率差を利用した構成を採用してもよい。
【００３７】
　光検出部５は、照射光Ｌ１に応じて半導体デバイス１００において反射された反射光Ｌ
２の光強度などを検出する。また、光検出部５は、検出した反射光Ｌ２をアナログ信号で
ある検出信号に変換し出力する。光検出部５は、ＡＰＤ（Avalanche PhotoDiode）やＰＤ
（PhotoDiode）、ＰＭＴ（PhotoMultiplier Tube）、ＳｉＰＭ（Silicon photomultiplie
rs）等である。
【００３８】
　コンピュータ７は、半導体デバイス１００の故障箇所を特定するデータ解析部７１と、
解析装置１を構成する各種要素の動作を制御する制御部７２と、を有する。コンピュータ
７は、物理的には、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ、ＣＰＵ等のプロセッサ（演算回路）、通
信インターフェイス、ハードディスク等の格納部を備えて構成されている。かかるコンピ
ュータ７としては、例えばパーソナルコンピュータ、クラウドサーバ、スマートデバイス
（スマートフォン、タブレット端末など）などが挙げられる。コンピュータ７は、メモリ
に格納されるプログラムをコンピュータシステムのＣＰＵで実行することにより機能する
。さらに、データ解析部７１は、解析の態様に応じた処理部を含んでよい。例えば、デー
タ解析部７１は、熱源位置特定部７１ａ及び／又は動作周波数特定部７１ｂを含む。熱源
位置特定部７１ａは、熱源の位置を特定するための処理を行う。動作周波数特定部７１ｂ
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は、検出信号及び刺激信号に基づいて、刺激信号に対する応答として半導体デバイスに生
じる所定の周波数で動作する位置を特定する処理を行う。
【００３９】
　また、制御部７２は、例えば、光制御部７２ａ及びテスタ制御部７２ｂを含む。光制御
部７２ａは、光源３及び光学系６に対して制御信号を出力する。このような制御信号とし
て、例えば、照射光Ｌ１を走査するために光スキャナを駆動する信号が挙げられる。また
、テスタ制御部７２ｂは、テスタ２から半導体デバイス１００に出力する刺激信号を制御
するための制御信号を出力する。
【００４０】
＜作用効果＞
　この解析装置１は、刺激信号が与えられた半導体デバイス１００の故障箇所を特定する
にあたり、中心波長が８８０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である照射光Ｌ１をＧａＡｓによっ
て形成された固浸レンズ４を介して、半導体デバイス１００に照射する。中心波長が８８
０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である照射光Ｌ１によれば、解析対象であってシリコンにより
形成された半導体デバイス１００を十分に透過する。その結果、故障箇所を特定し得る光
強度を持った反射光Ｌ２を得ることができる。さらに、ＧａＡｓによって形成された固浸
レンズ４の屈折率は、空気やＧａＰの屈折率よりも高いので開口数（ＮＡ）を高めること
ができる。その結果、照射光Ｌ１のスポット径を小さくすることが可能になるので、分解
能を向上させることができる。
【００４１】
　半導体デバイス１００に刺激信号を印加すると、刺激信号の態様に関わらずパターン配
線や電気的機能部において発熱が生じる。そして、故障箇所においては、発熱の程度が大
きくなる傾向にある。このような発熱を利用する解析において、中心波長が８８０ｎｍ以
上９８０ｎｍ以下である照射光Ｌ１と、ＧａＡｓによって形成した固浸レンズ４と、の組
み合わせは、特に有利である。
【００４２】
　図５は、図３と同様に、ＧａＡｓの波長と光透過率との関係を示す。図５は、８９０ｎ
ｍから９６０ｎｍの範囲を拡大して示している。グラフＧ５ａ～Ｇ５ｆは、それぞれＧａ
Ａｓの温度が６０℃（グラフＧ５ａ）、７０℃（グラフＧ５ｂ）、８０℃（グラフＧ５ｃ
）、９０℃（グラフＧ５ｄ）、１００℃（グラフＧ５ｅ）、１１０℃（グラフＧ５ｆ）で
あるときの光透過率を示す。例えば、照射光Ｌ１の波長を９２０ｎｍとし、固浸レンズ４
の温度が６０℃から１１０℃の間で変化した場合を仮定する。この場合には、固浸レンズ
４の光透過率は、５％から７０％の範囲で変化する。つまり、固浸レンズ４の光透過率は
、固浸レンズ４の温度に応じて大きく変化する。
【００４３】
　照射光Ｌ１及び反射光Ｌ２は、半導体デバイス１００の基板１０５等だけでなく、固浸
レンズ４も通る。そして、照射光Ｌ１及び反射光Ｌ２は、この固浸レンズ４を通る際に、
固浸レンズ４の温度変化に起因する光透過率の変化の影響を受ける。つまり、照射光Ｌ１
及び反射光Ｌ２は、熱源から発せられる熱によって温度が変化した半導体デバイス１００
の屈折率の影響に加えて、固浸レンズ４の光透過率の変化の影響も受けることになる。そ
の結果、発熱によって反射光Ｌ２の光強度が大きく変化するので、反射率の変化も大きく
なる。そうすると、計測位置ごとの温度の相違が僅かであっても、大きな反射率の変化と
して現れるので、温度に対する分解能を向上することが可能である。
【００４４】
　要するに、照射光Ｌ１の中心波長が、ＧａＡｓのカットオフ周波数の帯域に含まれてい
るので、温度に対する分解能が向上する。つまり、照射光Ｌ１の中心周波数は、正常温度
と異常温度とを包含する温度範囲において大きな光透過率の変化が得られる値に設定して
よい。例えば、正常温度が６０℃であり、１００℃以上の温度を異常と判断するような場
合には、中心波長を９２０ｎｍに設定してよい。このような設定によれば、固浸レンズ４
が１００℃以上に加熱される熱源が存在する場合に、反射率が大幅に低下する現象が現れ
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【００４５】
　また、中心波長が８８０ｎｍ以上９８０ｎｍ以下である照射光Ｌ１と、ＧａＡｓによっ
て形成した固浸レンズ４と、の組み合わせによれば、十分に解析に供することができる光
強度を有する反射光Ｌ２を得ることができる。例えば、図２に示されるように、照射光Ｌ
１及び反射光Ｌ２は、基板１０５を通過するときに、シリコンの光透過率に応じて減衰さ
れる。図６のグラフＧ６は、シリコンにより形成された基板１０５の厚さと、光透過率と
の関係を示す。また、グラフＧ６は、光の波長が９４０ｎｍであるときの、光透過率を示
す。横軸は、基板１０５の厚さを示す。縦軸は、光透過率を示す。図６に示すように、基
板１０５の厚さが大きくなると、光透過率は低下する。
【００４６】
　例えば、半導体デバイス１００の基板１０５の厚さとしてしばしば採用される８０μｍ
であるとき、光透過率は２３％程度である。また、半導体デバイス１００の基板１０５の
厚さが４０μｍであるとき、４８％程度である。これらの光透過率によれば、各種の解析
に供し得る光強度を有する反射光Ｌ２を得ることができる。つまり、十分な光強度を有す
る反射光Ｌ２を得るために、基板１０５を研磨などによって薄くする加工を行う必要がな
い。その結果、半導体デバイス１００の故障解析を行う際に、基板１０５の研磨といった
付加的な作業が不要になるので、故障解析を簡易に行うことができる。さらに、基板１０
５を薄くすると半導体ウェハのハンドリングが難しくなる。しかし、本実施形態によれば
、しばしば採用される基板厚さを有する半導体デバイス１００であっても、基板１０５の
研磨なしに解析することができるので、半導体ウェハを容易に取り扱うことができる。
【００４７】
　以上、本発明の一形態について説明した。本発明は、上記実施形態に限定されない。
【００４８】
　例えば、半導体デバイス１００に対する光学系６及び固浸レンズ４の配置について、上
記実施形態では半導体デバイス１００に対して基板１０５側に照射光Ｌ１を提供すると共
に、基板１０５側から出力される反射光Ｌ２の検出を行う構成を例示した。例えば、半導
体デバイスに対して上側（図２の保護層１０１側）から照射光Ｌ１を提供してもよい。こ
の場合、固浸レンズ４は半導体デバイス１００の保護層１０１に設置される。あるいは、
半導体デバイス１００に対して上側、下側の一方から検査光の照射、他方から電磁波の検
出を行う構成としても良い。この場合、固浸レンズ４は半導体デバイスの上側、下側の両
方にそれぞれ設置される。
【符号の説明】
【００４９】
１…解析装置（半導体故障解析装置）、２…テスタ（信号生成部）、３…光源、４…固浸
レンズ、５…光検出部、６…光学系、７…コンピュータ（解析部）、６１…偏光ビームス
プリッタ、６２…対物レンズ、７１…データ解析部、７１ａ…熱源位置特定部、７１ｂ…
動作周波数特定部、７２…制御部、７２ａ…光制御部、７２ｂ…テスタ制御部、１００…
半導体デバイス、Ｌ１…照射光、Ｌ２…反射光。
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