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光学式装置における表面形状・
膜厚測定

１．はじめに
エレクトロニクス・フラットパネル・

印刷・自動車・医療などの工業分野にお
いて、成膜は非常に重要なプロセスであ
る。求められる機能を満たすために、様々
な材料で成膜し、表面加工が施されてい
る。機能の性能を左右する表面加工や膜
厚を測定することは、品質管理の上で必
要不可欠になっている。

ひとくちに表面形状・膜厚測定と言っ
ても、膜の材質は酸化膜、有機膜、金属
膜など様々で、成膜の仕方も異なり、膜
厚あるいは段差もその機能によって数ナ
ノから数百ミクロンまで幅広い。どんな
素材でもどんな厚さでも1台の装置で対
応できれば良いが、やはりそれは難しく、
サンプルに応じて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
では蓄積されたノウハウをもとに膜厚お
よび段差、表面形状の測定装置を提案し
ている。今回はその一例ではあるがミク
ロンオーダー、ナノオーダーの表面形状
を測定する「Profilm3D」と「Zeta-20」、
さらに膜厚測定システム「F20」の測定
事例を紹介する。

２．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

格帯の商品でも一千万円
を超えるような高額かつ
大型の装置しかなかった。
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、高性能ながらコ
ンパクトで数百万円台の
商品をリリースした。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。

さらに、2016年に長年培った光学技
術を基に、表面形状・段差・粗さなどを
光学式・非接触で測定する3次元表面形
状測定システムProfilm3D（プロフィル
ム3D）をリリースした。また2019年よ
りZeta-20（ゼータ20）の取り扱いを開
始した。これらの商品も従来の表面形状
測定装置よりは価格帯が低く、企業の研
究所、大学などで着々と実績を伸ばして
いる。

３．表面形状の評価方法
段差・表面形状・粗さの評価方法は多

種多様であるが、主には①サンプルを切
断し、SEM等で断面を観察する方法（断
面観察法）、②針のような細いプローブ

（探針）で表面をなぞる方法（触針式）、
③フィルメトリクスが採用している光学
式がある。

断面観察法では、断面が画像で得られ
るためサンプルの層構造も含めて一度に

観察できるが、切断面のみの局所的な観
察となってしまう。また、サンプルは切
断・破壊を行うので、評価のためのサン
プル作製・前処理が必須であり、測定ま
でに時間を要する。

触針式では、微小な表面の形状を精度
良く測定可能な半面、接触させることに
よるサンプルへのダメージ、針の消耗や
サンプルと探針との適性を考慮しなくて
はならない。図1は、高さ10μm、幅10
μmの段差20μmピッチのサンプルを触
針式と光学式測定機で測定した例であ
る。段差のピッチが狭くなっていくと、
触針式（赤色）は探針が入らないために
高さを正しく捉えられなくなっているこ
とが分かる。

光学式の3次元表面形状測定システム
は、原理や用途が多数ある。ここでは、
フィルメトリクス社の測定システムが採
用している共焦点式と白色干渉式につい
て紹介する。
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図1　触針式と光学式の測定結果比較
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４．共焦点式の表面形状測定
共焦点式は、共焦点顕微鏡もしくは

レーザー光源を使用しているものはレー
ザー顕微鏡と呼ばれ、高分解能で3次元
形状を測定できる計測機としてよく知ら
れている。光源と検出器の前にピンホー
ルが配置され、ピントの合った合焦点か

らサンプル表面の高さ情報を取得する。
これはスポット（1点）の情報であり、
ガルバノミラーで XY 方向に走査し

（図2）、複数点の高さ情報を集計して面
の高さ情報にする。さらにZ方向に走査
して3次元画像となる。

4.1　�マルチ共焦点Zeta-20の�
測定原理

Zeta-20（写真1）のZDotテクノロ
ジーは、XY走査をすることなくサンプ
ル表面の高さ情報を取得するための特許
技術である。図3にZDotテクノロジーの
光学系の概略図を示す。Z方向に走査し
ながら、個々のグリッドで最大コントラ
ストになるZ位置の情報を記録すること
でサンプルの高さ情報を取り込む。XY
方向の走査がないため従来の共焦点顕微
鏡に比べ高速測定が可能になっている。
また、Zeta-20ではデュアルLED光源に
よりTrue Color画像を取り込むことも
可能である。

4.2　マルチ共焦点Zeta-20の測定例
図4に金属基板上にコーティングを施

したサンプルを測定した例を示す。ZDot
テクノロジーを使うことで、1回のス
キャンで金属表面とコーティング表面の
両方の形状を測定できる。緑色の面が金
属表面、黄色の面がコーティング表面の
状態を示している。2Dグラフの赤線と緑
線はそれぞれ金属表面とコーティング表
面であり、その差が膜厚となる。

図5に高輝度LEDの製造に必要不可欠
なナノインプリント技術で製造された
LED基板を測定した例を示す。Zeta-20
では、個々のモールドの高さ、径、間隔
と、それらの平均値、標準偏差などの統
計データもワンクリックで測定できる。

図6に太陽電池セルを測定した例を示
す。通常光学式の装置では、ごく低反射
のサンプルや低反射と高反射が混在する
ようなサンプルは測定が困難だが、Zeta-
20ではハイダイナミックレンジに対応
しており簡単に測定可能である。更に、
個々の電極の幅、高さ、角度と、それぞ
れのデータの比較も容易である。
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５．白色干渉式の測定原理
白色干渉式の光学系の概略図を図7に

示す。光源から出た光は光学系内のハー
フミラーで2つの光路に分岐され、一方
は参照ミラーで反射され参照光となり、

もう一方はサンプル表面で反射される。
サンプル面で焦点が合うと、その光は光
路長の決まっている参照光と干渉し、サ
ンプルの凹凸に応じて干渉縞が現れる。
2つの光の位相が一致していると最も明

るくなり、半波長ずれていると最も暗く
なる。この明暗をカメラで撮影し、Z方
向にスキャンしながら干渉縞のコントラ
ストの変化を記録し・解析することで、
サンプル表面の凹凸が把握できる。図8
に凸レンズの干渉縞を示す。

干渉縞を解析する手法として、主に
WLI（垂直走査白色干渉法）とPSI（位相
シフト干渉法）がある。WLI（垂直走査
白色干渉法）では白色光源を使用し、PSI

（位相シフト干渉法）では特定の波長領域
の光を光源とし、異なる手法で干渉縞か
ら高さ情報を解析する。

図4　Zeta-20による金属基板上コーティングの測定例

図5　Zeta-20によるLED基板の測定例

図6　Zeta-20による太陽電池セルの測定例
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図7　光学系の概略図

図8　凸レンズの干渉縞
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AFM、レーザー顕微鏡などの測定手法
は、点で高さ情報を取得し、サンプルも
しくは測定ヘッドをXY方向に走査し、点
の高さ情報を集計し面の高さ情報にす
る。さらにZ方向にスキャンして3次元化
する。これに対し、白色干渉は、レンズ
視野内の高さ情報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、Z
方向の精度やナノレベルの分解能はレン
ズの倍率には依存しない。

5.1　�白色干渉式Profilm3D�
（プロフィルム3D）

Profilm3D（プロフィルム3D、写真2）
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、USB
だけの“簡単接続”、マウス操作だけで

“簡単操作”が特徴である。さらに、同様
の白色干渉の原理を使った装置と比較す
ると各段に低価格である。

標準システムには、XY自動ステージ、
測定用パソコン、段差標準サンプルが含
まれており、すぐに測定が始められる。
ミクロンオーダーの段差を測定するのに
最適なWLI（垂直走査白色干渉法）とナ
ノオーダーの段差や粗さを測定する最適
なPSI（位相シフト干渉法）の2つの解析
モードも標準システムに含まれている。

5.2　�Profilm3D（プロフィルム3D）
の測定例

ロール・ツー・ロールなどの成膜工程
で、フィルムの巻き癖を防ぐためやフィ
ルムを正しく移動させるために、PET
フィルムの両側端にはエンボス加工が施
されている。図9は、Profilm3DでPET
フィルム上のエンボス加工を測定した例
である。１ mmピッチで8μmのエンボ
ス加工が正しく施されていることが一目
で確認できる。

写真2　�3次元表面形状測定システムProfilm3D

図9　�Profilm3DによるPETフィルムのエンボス加工の測定例
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６．反射分光式膜厚測定
コーティングの目的は、傷付き防止、絶

縁、防湿、透明性、など様々な機能性を
付与することにある。コーティングがその機
能を適切に果たすためには、所定の膜厚で
均一にコーティングされていることが欠かせ
ない。ここでは、サンプルに段差がなく全
面にコーティングが施されているサンプルに
ついて、容易に膜厚を測定できる反射分光
式の膜厚測定システムについて紹介する。

反射分光式では、サンプル表面に粗さが
なく、透明～半透明のコーティングに光が
透過する膜の厚みを測定することができる。
コーティングと基材（フィルム・ガラス・金属な
ど）については、材料・材質は多種多様であ
るが、測定の際にサンプル表面から反射光
が返り、またコーティングと基材に光学的な
界面が存在すれば膜厚は測定可能である。

6.1　反射分光式の測定原理
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

（写真3）。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（図10）。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コーティン
グ、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
象に対応している。

6.2　膜厚測定システムF20の測定例
図11にPETフィルム上の易接着層を測

定した例を示す。易接着層とは基材とコー

ティング樹脂との密着性を向上させるため
に基材にあらかじめ塗布された層である。
F20膜厚測定システムは、PETなどの基材
フィルムを含めた総厚ではなく、易接着層
だけの膜厚を非接触で容易に測定するこ
とができる。サンプルによるが、易接着層
のみ、易接着層とPETの2層、さらには最
表面のコーティング樹脂の同時解析が可
能な場合もある。

F20膜厚測定システムは易接着層の他
にも多くの膜厚管理に使用できる。
①自動車ヘッドライトの防傷・防滴膜
②プリント基板の絶縁・防塵・防滴膜
③ 注射針やステントなどの医療部品の防

腐食膜
④ フラットパネルのITOやポリイミドなど

機能性膜

７．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、計測性能
の向上と低価格化から、ニーズの裾野は広
がり続けている。フィルメトリクス社は、
膜厚・段差・表面形状測定の専業メーカー
として、日本のものづくりに必要不可欠な
計測機を提供し続けていく。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
していただければ幸甚である。

写真3　F20膜厚測定システム

図10　反射分光式の原理 図11　PETフィルム上の易接着層の膜厚測定
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