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１．はじめに
　エレクトロニクス分野における成膜
は、非常に重要なプロセスである。デ
バイスの作成や、必要な機能を持たせ
るため、様々な材料を使用し、膜材料
も、成膜の仕方も、その用途によって
全く異なる。その膜厚測定および膜の
表面形状・段差・粗さ測定は、膜の評
価に欠かせない。膜材料も酸化膜、樹
脂膜、金属膜など様々で、コーティン
グの仕方も異なる。膜厚や段差もその
機能によって数ナノレベルから数百ミ
クロンまで広がっており、測定対象に
より最適な測定装置を選定しなければ
ならない。フィルメトリクスでは膜厚
および段差、表面形状の測定装置を提
案している。今回は様々な測定例を紹
介する。

２． フィルメトリクス社の
測定システム

2.1　フィルメトリクス社について
　フィルメトリクス社は1995年、米国
カリフォルニア州サンディエゴに光学
式膜厚測定専業メーカーとして設立さ
れた。当時の他社の光学式膜厚測定シ
ステムは、顕微鏡を用いたタイプや、
光学系が複雑なエリプソメータが主流
で、低価格帯の商品でも1000万円以
上はする装置しかなかった。フィルメ
トリクス社は、いち早くファイバー式
の小型膜厚測定システム「F20」を開
発し、高性能ながら簡便で数百万円台
の価格帯の商品をリリース。現在まで

に全世界で5000台以上の販売実績が
あり、名実ともに膜厚測定装置のリー
ディングカンパニーとなった。

2.2　膜厚測定システムF20
　F20は非接触光学式の膜厚
測定装置であり、基本原理は
反射分光式である。透明もし
くは半透明の膜が測定でき
る。コンパクトなA4サイズ
程度の本体に光源と分光器が
入っており、光源から出た光
はファイバーを通り、サンプ
ルステージの光学系を通じて
測定サンプルに照射され、そ
の膜の表面と膜の中を通って
戻ってきた光はファイバーを
通じて分光器に入射し分光ス
ペクトルとなる。そのデー
タはUSBで接続されたコン
ピュータに取り込まれ、ソフ
トウエアにより膜厚、屈折
率、消衰係数を求めることが

できる。分光器はUV光190 nmから近
赤外光1700 nmまで一度に測定でき
るワイドバンドタイプも取り揃えてお
り、半導体ウエハーやガラス基板上の
成膜、電子基板の保護膜、医療や自動
車の部品等のコーティングなど様々な
測定対象に対応する。テーブルトップ
測定はもちろん、そのままインライン
でも使用可能である（写真1）。

2.3　 新製品Profilm3D（プロフィル
ム3D）非接触光学式段差計（写
真2）

　光が透過しない膜の測定方法には
様々あり、針のような細いプローブ
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写真1　 F20膜厚測定システム。発売
以来20年で5000台の実績

写真2　コンパクトなプロフィルム3D
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（探針）で表面をなぞる方法、SEM等
でサンプルの断面を観察する方法、X
線を利用する方法などがある。いずれ
の装置も高額で、特にX線装置は安全
面等で導入には高いハードルがある。
　光が透過しない膜の測定について
も、F20と同様、非接触かつ低コスト
で精度良く測定したいという長年の
ニーズがあり、フィルメトリクス社
はそれに応えて、小型で低価格なが
らも、高性能な非接触光学式段差計
「Profilm3D（プロフィルム3D）」を
リリースした。
　光学系とPCで構成されたシステム
は、フィルメトリクスのコンセプトで
ある“コンパクト”なフットプリント
であり、その接続はUSBのみとシンプ
ル。マウスをクリックするだけで簡単
に、50 nmから10 mmの段差が測定で
きる。10倍のレンズで視野は2 mm、
デジタルズームを併用することによ
り、様々なアプリケーションで使用で
きる。レンズの切り替えもレボルバー
で簡単に行える。XY自動ステージは
標準装備。しかも既知段差標準サンプ
ルが付属しているので、別途購入する
必要がなく、すぐに測定が始められる
（図1）。

３． プロフィルム3Dの原理
と測定手法

3.1　測定原理とその優位性
　プロフィルム3Dの原理は白色干渉式

である。干渉光学系の概略図を図2に
示す。白色LED光源の光は光学系内の
ハーフミラーで分岐され、一方が参照
ミラーで反射して参照光となり、もう
一方がサンプル表面に照射される。サ

ンプル面で焦点が合うとその光は参照
光と干渉する。その干渉縞像をカメラ
で捉えることにより、サンプル表面の
段差・形状を測定する。
　触針式やAFM、レーザー顕微鏡に
よる測定はポイントで捉えるため、探
針もしくはサンプルを動かすことでエ
リアの情報を捉えるが、白色干渉はエ
リアで視野全体の画像を一度に捉える
ため測定が非常に速い。一度に捉える
エリアや空間分解能はレンズの倍率に
よるが、深さ方向の分解能はナノレベ
ルでレンズの倍率には依存しない。表
1にレンズの倍率と分解能について示
す。
　また、スティッチングという機能を
使うと、捉えたエリアをいくつも繋げ
ることにより、さらに大きいエリアの
形状を捉えることができる（図3）。
スティッチングのデータ例は後で示
す。

3.2　 触針式と白色干渉式段差計の
比較

　触針式は針のような細い探針プロー

図1　付属の標準段差サンプル
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図2　白色干渉光学系概略図
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図3　ポイント計測とエリア計測のイメージ比較

表1　レンズ倍率と視野および測定エリア内分解能
2.5Ｘ 5Ｘ 10Ｘ 20Ｘ 50Ｘ 100Ｘ

視野
（mm） 8.0×6.8 4.0×3.4 2.0×1.7 1.0×0.85 0.4×0.34 0.2×0.17

作動距離
（mm） 10.3 9.3 7.4 4.7 3.4 2.2

エリア内分解能
（4倍ズーム）
（μm）

3.52 1.76 0.88 0.44 0.176 0.088
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ブでなぞって表面の形状を捉え、光学
式では干渉用顕微鏡光学系を上下に動
かし干渉縞を捉えて段差を測定する。
段差計でも触針式と光学式では大き
な違いがある。一般的な触針式とプロ

フィルム3Dで10μmの段差の形状を測
定した結果を図4、図5に示す。
　触針式は段差のピッチが広い場合は
針が中に入り込むことができるため精度
良い測定が行えるが、間隙が狭くなって

いくと探針がピッチ内に入らなくなり、
正確に段差が捉えられなくなることが分
かる。このように触針式の場合は、測定
対象に最適な探針の径・長さ・先端の形
状を選択する必要がある。

図5　 プロフィルム3Dによる段差測定結果。高さ10μm　ピッチ20μm
ワンショットで測定可能
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図4　触針式とプロフィルム3D（白色干渉式）の測定結果比較
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４． プロフィルム3Dによる
測定例

4.1　 Si上の高分子膜の欠陥測定
　図6にSiウエハー上に塗布された高分
子膜の表面形状測定例を示す。測定画
面の右には大きく全体が3次元で表示さ
れている。左上が上から見た画像で、
画像上の赤い横ラインの断面プロファ
イルが左下のグラフである。

4.2　 有機ELディスプレイピクセル形
状の測定

　図7に有機ELディスプレイ表面形状
測定例を示す。左上の画像上の黒い縦
ラインの断面プロファイルが左下のグ
ラフである。右の3次元画像はカラーで
も表すことができる。

4.3　スティッチングデータ例
　硬貨の表面形状を測定し、スティッ

チング機能を用いて硬貨全体の形状を
表した結果を図8に示す。

５．まとめ
　膜厚・段差・表面形状測定に対する
需要は、様々な分野に広がっており、
システムの性能アップと低価格化か
ら、ニーズの裾野は広がり続けてい
る。その中でも高い空間分解能と測定
精度、測定のスピードアップが求めら
れており、プロフィルム3Dのような高
速で広いエリアを高い分解能で測定で
きる低価格な装置のニーズが高まって
いくであろうと思われる。
　当社のホームページ（www.filmetrics.
co.jp）では、その他の製品や事例も数多
く紹介している。詳しい情報を掲載してい
るので、閲覧して頂ければ幸甚である。

図6　プロフィルム3Dによる測定例：Si上の高分子膜の表面形状

図7　プロフィルム3Dによる測定例：有機ELディスプレイのピクセル形状

図8　スティッチングデータ例：硬貨の表面形状
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