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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
観測対象である断層構造を光コヒーレンストモグラフィにより観測する方法であって、
光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質からなる光吸収層を
有する前記断層構造に、光源から測定光を照射するステップと、
前記測定光が前記断層構造から反射した反射光と参照光との干渉光に基づいて、前記断
層構造の反射光プロファイルを生成するステップと、
前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模擬
断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較するステップと、
前記反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミ
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ュレーションの対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層構
造が有する前記光吸収層の層厚として決定するステップと、
を含み、
前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造の深さ方向における反射
光強度分布であって前記光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を
示す観測パターンを含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬断層構造の深さ方向における反射光強度
分布であって前記模擬光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を示
す予測パターンを含み、
前記比較するステップは、前記観測パターンと前記予測パターンとを比較することを含
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む
観測方法。
【請求項２】
前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造が有する前記光吸収層の
両界面間の観測光路長を含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬光吸収層の両界面間の予測光路長を含み
、
前記比較するステップは、前記観測光路長と前記予測光路長とを比較することを含む
請求項１に記載の観測方法。
【請求項３】
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光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層構造を観測する観測装置であって、
前記断層構造に光を照射する光源と、
前記断層構造からの反射光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と
、
前記検出信号を処理する処理部と、
を備え、
前記断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質か
らなる光吸収層を有し、
前記処理部は、
前記検出信号に基づいて、前記断層構造の反射光プロファイルを生成すること、
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前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模
擬断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較すること、
前記反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシ
ミュレーションの対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層
構造が有する前記光吸収層の層厚として決定すること、
を含む処理を実行するよう構成され、
前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造の深さ方向における反射
光強度分布であって前記光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を
示す観測パターンを含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬断層構造の深さ方向における反射光強度
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分布であって前記模擬光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を示
す予測パターンを含み、
前記反射光プロファイルと、前記光伝搬シミュレーション結果と、を比較することは、
前記観測パターンと前記予測パターンとを比較することを含む
観測装置。
【請求項４】
コンピュータを、請求項３記載の処理部として機能させるためのコンピュータプログラ
ム。
【請求項５】
観測対象である断層構造を光コヒーレンストモグラフィにより観測する方法であって、
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光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質からなる光吸収層を
有する前記断層構造に、光源から測定光を照射するステップと、
前記測定光が前記断層構造から反射した反射光と参照光との干渉光に基づいて、前記断
層構造の反射光プロファイルを生成するステップと、
前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模擬
断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較するステップと、
前記反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミ
ュレーションの対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層構
造が有する前記光吸収層の層厚として決定するステップと、
を含み、
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前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造が有する前記光吸収層の
両界面間の観測光路長を含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬光吸収層の両界面間の予測光路長を含み
、
前記比較するステップは、前記観測光路長と前記予測光路長とを比較することを含む
観測方法。
【請求項６】
光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層構造を観測する観測装置であって、
前記断層構造に光を照射する光源と、
前記断層構造からの反射光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と
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、
前記検出信号を処理する処理部と、
を備え、
前記断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質か
らなる光吸収層を有し、
前記処理部は、
前記検出信号に基づいて、前記断層構造の反射光プロファイルを生成すること、
前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模
擬断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較すること、
前記反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシ
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ミュレーションの対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層
構造が有する前記光吸収層の層厚として決定すること、
を含む処理を実行するよう構成され、
前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造が有する前記光吸収層の
両界面間の観測光路長を含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬光吸収層の両界面間の予測光路長を含み
、
前記反射光プロファイルと、前記光伝搬シミュレーション結果と、を比較することは
、前記観測光路長と前記予測光路長とを比較することを含む
観測装置。

30

【請求項７】
コンピュータを、請求項６記載の処理部として機能させるためのコンピュータプログラ
ム。
【請求項８】
少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質からなる光吸収層を有する断層構造を
、光コヒーレンストモグラフィにより観測する方法であって、
観測対象である前記断層構造に、前記光吸収物質により吸収される波長の光を実質的に
含まない測定光を照射するステップと、
前記測定光が前記断層構造から反射した反射光と参照光との干渉光に基づいて、前記断
層構造の反射光プロファイルを生成するステップと、
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前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模擬
断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較するステップと、
前記反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミ
ュレーションの対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層構
造が有する前記光吸収層の層厚として決定するステップと、
を含み、
前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造の深さ方向における反射
光強度分布であって前記光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を
示す観測パターンを含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬断層構造の深さ方向における反射光強度

50

(4)

JP 6677407 B2 2020.4.8

分布であって前記模擬光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を示
す予測パターンを含み、
前記比較するステップは、前記観測パターンと前記予測パターンとを比較することを含
む
観測方法。
【請求項９】
光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層構造を観測する観測装置であって、
前記断層構造に光を照射する光源と、
前記断層構造からの反射光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と
10

、
前記検出信号を処理する処理部と、
を備え、
前記断層構造は、少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質からなる光吸収層を
有し、
前記光源は、前記光吸収物質により吸収される波長の光を実質的に含まない測定光を出
力するよう構成され、
前記処理部は、
前記検出信号に基づいて、前記断層構造の反射光プロファイルを生成すること、
前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模
擬断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較すること、
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前記反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシ
ミュレーションの対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層
構造が有する前記光吸収層の層厚として決定すること、
を含む処理を実行するよう構成され、
前記反射光プロファイルは、前記観測対象である前記断層構造の深さ方向における反射
光強度分布であって前記光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を
示す観測パターンを含み、
前記光伝搬シミュレーション結果は、前記模擬断層構造の深さ方向における反射光強度
分布であって前記模擬光吸収層の両界面からの反射光のピークを含む反射光強度分布を示
す予測パターンを含み、
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前記反射光プロファイルと、前記光伝搬シミュレーション結果と、を比較することは、
前記観測パターンと前記予測パターンとを比較することを含む
観測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、断層構造の観測方法、観測装置、及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
非特許文献１は、可視光源を用いた光コヒーレンストモグラフィ（Optical Coherence.
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Tomography；ＯＣＴ）によって、半導体基板表面に塗布された透明レジスト薄膜の層厚
測定及び断層イメージングを取得することを開示している。ＯＣＴを用いることで、透明
レジスト薄膜を非破壊・非接触で観測することができる。
【０００３】
ＯＣＴでは、層厚は光路長として得られる。光路長とは、実際の層厚に、層の材質にお
ける屈折率を乗じたものに相当する。したがって、レジスト薄膜の実際の層厚を求めるに
は、ＯＣＴで得られた透明レジスト薄膜の両界面間の光路長を、レジスト薄膜の屈折率で
除すればよい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】西剛史，尾崎信彦，大里啓孝，渡辺英一郎，池田直樹，杉本 喜正、「
可視光広帯域光源を用いたμm‑OCTの半導体微細加工プロセスへの応用」、第６２回応用
物理学会春季学術講演会、公益社団法人応用物理学会、２０１５年３月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
非特許文献１に記載の透明レジスト薄膜の下にある半導体基板は、不透明であり、半導
体基板内部の断層構造の観測には、ＯＣＴは不適であると考えられていた。しかし、本発
明者らは、ＯＣＴは、半導体基板表面に塗布された透明レジスト薄膜だけでなく、透明レ
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ジスト薄膜の下にある不透明な半導体層の観測も可能であることを見出し、本発明を完成
した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
一の観点からみた本発明は、断層構造を光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）により
観測する観測方法である。観測対象である断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部
の波長の光を吸収する光吸収物質からなる光吸収層を有する。かかる断層構造に光源から
測定光が照射される。光源スペクトルは広帯域であるのが好ましい。光吸収物質内では、
照射された光の少なくとも一部の波長の光が吸収されるため、照射された光が光吸収物質
中を進行するにつれて光のスペクトルが変化する。光のスペクトルが変化すると、光吸収
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物質の分散特性によりその光に対する屈折率も変化する。また、光の吸収量は、物質内の
光の進行距離に応じて大きくなるため、屈折率変化も光の進行距離に応じて変化すること
になる。この結果、光吸収物質からなる光吸収層の層厚は、光路長を単一の屈折率で除し
て求めることが困難になり、何らかの方法で屈折率変化を考慮した光吸収層内の光路長と
実際の膜厚との関係を導く必要がある。
【０００７】
そこで、本発明での観測方法は、測定光が断層構造から反射した反射光と参照光との干
渉光に基づいて、断層構造の反射光プロファイルを生成するステップと、反射光プロファ
イルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模擬断層構造における複数
の光伝搬シミュレーション結果と、を比較するステップと、反射光プロファイルに最も合
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致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミュレーションの対象となった模擬光
吸収層の層厚を、観測対象である断層構造が有する光吸収層の層厚として決定するステッ
プと、を含むことにより、断層構造の反射光プロファイルと、模擬断層構造における光伝
搬シミュレーション結果と、の比較によって、容易に光吸収層の層厚を決定できる。上記
の観測方法は、光吸収層において測定光の吸収が生じていても生じていなくても適用可能
である。
【０００８】
なお、測定光は、光吸収物質により吸収されない波長の光を含むのが好ましいが、光吸
収層が薄いために吸収される波長においても吸収されずに残って反射光が得られる場合に
は、測定光は、光吸収物質により吸収される波長の光だけであってもよい。例えば、光吸
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収物質が可視光を吸収する場合において、光吸収層が十分に薄ければ、測定光は可視光で
あってもよい。
【０００９】
他の観点からみた本発明は、光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層構造を
観測する観測装置である。観測装置は、断層構造に光を照射する光源と、断層構造からの
反射光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と、検出信号を処理する
処理部と、を備える。断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収す
る光吸収物質からなる光吸収層を有する。
【００１０】
処理部は、前記検出信号に基づいて、前記断層構造の反射光プロファイルを生成するこ
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と、前記反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模
擬断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較すること、前記反射光
プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミュレーション
の対象となった前記模擬光吸収層の層厚を、前記観測対象である前記断層構造が有する前
記光吸収層の層厚として決定すること、を含む処理を実行するよう構成されている。
【００１１】
さらに他の観点からみた本発明は、コンピュータを上記の処理部として機能させるため
のコンピュータプログラムである。
【００１２】
さらに他の観点からみた本発明は、観測対象である断層構造に、光吸収物質により吸収
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される波長の光を実質的に含まない測定光を照射するものである。断層構造が光吸収層を
有していても、測定光は吸収されないため、光のスペクトルの変化を防止できる。したが
って、光吸収層の層厚の計算に、光吸収層の一定の屈折率を用いることができる。ここで
の光吸収物質は、少なくとも一部の波長の光を吸収するものであり、例えば、可視光スペ
クトルの少なくとも一部の波長の光を吸収するものである。光吸収物質により吸収される
波長の光を実質的に含まない測定光とは、光吸収物質により吸収される波長の光を全く含
まないか、光吸収物質により吸収される波長の光を実質的に無視できる程度しか含まない
ことをいう。光吸収物質により吸収される波長の光を実質的に無視できる程度とは、例え
ば、光吸収物質により吸収される波長の光の強度が、測定光のピーク強度の１０％以下で
あることをいう。また、一定の屈折率とは、光が伝搬する距離に依存して変化しない一定
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の屈折率の意である。光吸収層において測定光の吸収が生じると、一定の屈折率では光吸
収層の層厚を計算できないが、光吸収層において測定光の吸収が生じないと、光吸収物質
の材質に応じた一定の屈折率を用いて層厚を計算できる。
【００１３】
さらに他の観点からみた本発明は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収
する光吸収物質からなる光吸収層を有する断層構造を、光コヒーレンストモグラフィによ
り観測する方法であって、観測対象である断層構造に、光吸収物質により吸収されない波
長の光を含む測定光を光源から照射するステップと、測定光が断層構造から反射した反射
光と参照光との干渉光に基づいて、光吸収層の断層構造イメージを取得するステップと、
を含む観測方法である。
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【００１４】
さらに他の観点からみた本発明は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収
する光吸収物質からなる光吸収層を有する断層構造を、光コヒーレンストモグラフィによ
り観測する方法であって、観測対象である断層構造に、光源から測定光を照射するステッ
プと、測定光が断層構造から反射した反射光と参照光との干渉光に基づいて、光吸収層の
断層構造イメージを取得するステップと、を含み、光吸収層の断層構造イメージを取得す
るステップは、光吸収層の両界面間の光路長に基づいて光吸収層の層厚を求め、断層構造
イメージにおける光吸収層の膜厚を、求めた膜厚にすることを含む観測方法である。
【００１５】
さらに他の観点からみた本発明は、光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層
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構造を観測する観測装置であって、断層構造に光を照射する光源と、断層構造からの反射
光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と、検出信号を処理する処理
部と、を備え、断層構造は、少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質からなる光
吸収層を有し、光源は、光吸収物質により吸収されない波長の光を含む測定光を出力する
よう構成され、処理部は、検出信号に基づいて、光吸収層の断層構造イメージを取得する
ことを、を含む処理を実行するよう構成されている観測装置である。
【００１６】
さらに他の観点からみた本発明は、光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層
構造を観測する観測装置であって、断層構造に光を照射する光源と、断層構造からの反射
光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と、検出信号を処理する処理
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部と、を備え、断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収物質からなる光吸収層を有し、処理部は、検出信号に基づいて、光吸収層の断層構造イ
メージを取得すること、を含む処理を実行するよう構成され、光吸収層の断層構造イメー
ジを取得することは、前記光吸収層の両界面間の光路長に基づいて前記光吸収層の層厚を
求め、前記断層構造イメージにおける前記光吸収層の膜厚を、求めた膜厚にすることを含
む観測装置である。
【００１７】
さらに他の観点からみた本発明は、コンピュータを上記の処理部として機能させるため
のコンピュータプログラムである。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】観測装置のブロック図である。
【図２】観測対象の断層構造と断層構造中を進行する光の説明図である。
【図３】観測手順を示すフローチャートである。
【図４】反射光強度分布図の観測パターンの例を示す図である。
【図５】シミュレーション結果テーブルの説明図である。
【図６】観察対象の２次元断層イメージである。
【図７】観測対象の光伝搬シミュレーション結果である。
【図８】観測対象の光伝搬シミュレーション結果である。
【図９】観測対象の光伝搬シミュレーション結果である。
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【発明を実施するための形態】
【００１９】
［１．実施形態の概要］
【００２０】
（１）実施形態に係る観測方法は、観測対象である断層構造を光コヒーレンストモグラフ
ィ（ＯＣＴ）により観測する方法である。ＯＣＴは、例えば、Spectral Domain(SD)‑OCT
，Time Domain(TD)‑OCT，Swept Source(SS)‑OCTのいずれでもよい。
【００２１】
観測対象である断層構造は、例えば、半導体デバイスの断層構造である。観測対象とな
る半導体デバイスは完成品であってもよいし、製造プロセス中の未完成品であってもよい
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。半導体デバイスは、例えば、発光デバイスとして用いられる半導体デバイスである。断
層構造は、単層構造であってもよいし、多層構造であってもよい。断層構造は、光吸収層
を有する。断層構造に含まれる光吸収層は、一つでもよいし、複数でもよい。断層構造は
、光を吸収しない層を有していても良い。断層構造に含まれる層（光吸収層及び／又は光
を吸収しない層を含む）は、物質定数（誘電率・透磁率）が一様であり、屈折率が一様な
物質からなるのが好ましく、結晶物質、アモルファス物質、又は高分子物質などからなる
ものが好ましい。
【００２２】
光吸収層は、少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質からなる。光吸収物質は
、例えば、半導体である。ここでの光は、可視光を含むほか、紫外線及び赤外線を含んで
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も良い。光吸収層が光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収物質か
らなる場合には、光吸収層において測定光の吸収が生じる。光吸収物質は、例えば、可視
光スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する物質であってもよい。また、光吸収
物質は、例えば、可視光の少なくとも一部の波長の光を吸収するバンドギャップエネルギ
ーを有する物質であってもよい。半導体はバンドギャップを有するため、多くの半導体は
、可視光の少なくとも一部の波長の光を吸収する。
【００２３】
「バンドギャップエネルギー」とは、半導体などの結晶構造体における、価電子帯から
伝導帯までのエネルギー差である。「光を吸収するバンドギャップエネルギー」とは、光
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のエネルギー以下のバンドギャップエネルギーである。「可視光の少なくとも一部の波長
の光を吸収する」とは、可視光の波長域における全ての光を吸収すること、又は、可視光
の波長域における一部の波長の光を吸収することである。
【００２４】
可視光の波長域に相当する光のエネルギーは、約１．７［ｅＶ］〜約３［ｅＶ］である
。したがって、バンドギャップエネルギーが約３［ｅＶ］よりも小さい物質は、可視光の
少なくとも一部の波長の光を吸収し、バンドギャップエネルギーが約１．７［ｅＶ］より
も小さい物質は、可視光の波長域における全ての光を吸収する。多くの半導体は、バンド
ギャップエネルギーが約３［ｅＶ］よりも小さく、可視光の少なくとも一部を吸収する。
例えば、室温におけるガリウムヒ素（ＧａＡｓ）のバンドギャップエネルギーは、１．４
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２［ｅＶ］であり、室温におけるガリウムヒ素（ＧａＡｓ）は、可視光の波長域における
全ての光を吸収し、可視光が透過しない。
【００２５】
実施形態に係る観測方法は、観測対象である断層構造に、光吸収物質により吸収されな
い波長の光を含む測定光を照射することを含んでも良い。測定光は、光吸収物質により吸
収される波長の光を含んでもよい。可視光の一部を吸収する物質に対しては、広帯域な可
視光を照射すれば、可視光における一部の波長の光は吸収されるが、残りの波長の光は吸
収されない。可視光の波長域における全ての光を吸収するが赤外線を吸収しない物質に対
しては、赤外線を含む可視光を照射すれば、可視光は吸収されても、赤外線は吸収されず
に透過できる。
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【００２６】
測定光を広帯域な可視光にすると、ＯＣＴの光軸分解能を高くすることができる。ＯＣ
Ｔの光軸方向分解能をΔｚとした場合、測定光は、Δｚが１μｍよりも小さい高分解能が
得られるような、中心波長λ０及び帯域幅Δλを有するのが好ましい。ＯＣＴの光軸方向
分解能Δｚは、Δｚ＝０．４４λ０２／Δλの式によって決まる。なお、この式において
、帯域幅Δλは、半値全幅（ＦＷＨＭ）である。
【００２７】
測定光のうち、光吸収物質により吸収されない波長の光は、断層構造中の光吸収層を透
過し、光吸収層の界面において反射し、反射光となる。反射光と参照光との干渉光に基づ
いて、光吸収層の界面を含む断層構造の反射光プロファイルが生成される。また、測定光
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のうち、光吸収物質により吸収される波長の光も、光吸収により強度が減衰するものの、
光吸収層が薄ければ、完全に吸収されず、反射光となることがある。
【００２８】
実施形態に係る観測方法は、反射光プロファイルと、複数の模擬断層構造における複数
の光伝搬シミュレーション結果と、を比較するステップを含む。光伝搬シミュレーション
の対象となる複数の模擬断層構造は、それぞれ、観測対象の断層構造を模擬したものであ
り、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する。
【００２９】
反射光プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミュレ
ーションの対象となった模擬断層構造は、観察対象の断層構造に最も合致することになる
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。したがって、最も合致するシミュレーション結果を得るためのシミュレーションの対象
となった模擬光吸収層の層厚を、観測対象である断層構造が有する光吸収層の層厚として
決定することができる。
【００３０】
（２）反射光プロファイルと、複数の模擬断層構造における複数の光伝搬シミュレーショ
ン結果と、の比較は、例えば、パターンの比較で行える。この場合、反射光プロファイル
は、例えば、観測対象である断層構造の深さ方向における反射光強度分布を示す観測パタ
ーンを含み、光伝搬シミュレーション結果は、例えば、模擬断層構造の深さ方向における
反射光強度分布を示す予測パターンを含むものとする。
【００３１】
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反射光強度分布の観測パターンと、光伝搬シミュレーションで予測した反射光強度分布
を示す予測パターンと、をパターンマッチングなどの手法で比較することで、複数の予測
パターンの中から、観測パターンに最も合致する予測パターンを抽出することができる。
観測パターンに最も合致する予測パターンを得るためのシミュレーションの対象となった
模擬断層構造における模擬光吸収層の層厚が、観測対象である断層構造が有する光吸収層
の層厚として決定される。
【００３２】
（３）反射光プロファイルと、複数の模擬断層構造における複数の光伝搬シミュレーショ
ン結果との比較は、パターンの比較に代えて又は加えて、光路長の比較を含んでも良い。
この場合、反射光プロファイルは、観測対象である断層構造が有する光吸収層の両界面間
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の観測光路長を含み、光伝搬シミュレーション結果は、模擬光吸収層の両界面間の予測光
路長を含むものとする。
【００３３】
観測光路長と予測光路長とを比較することで、複数の予測光路長の中から、観測光路長
に最も合致する予測光路長を抽出することができる。観測光路長に最も合致する予測光路
長を得るためのシミュレーションの対象となった模擬断層構造における模擬光吸収層の層
厚が、観測対象である断層構造が有する光吸収層の層厚として決定される。
【００３４】
（４）実施形態に係る観測装置は、光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）により観測対
象の断層構造を観測するためのものである。観測装置は、断層構造に光を照射する光源と
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、断層構造からの反射光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と、検
出信号を処理する処理部と、を備える。
【００３５】
観測対象である断層構造は、光源スペクトル少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収物質からなる光吸収層を有する。光源は、光吸収物質により吸収される波長の光及び光
吸収物質により吸収されない波長の光を含む測定光を出力するよう構成されているのが好
ましい。光源は、例えば、ハロゲンランプ、ＬＥＤ光源、又はＳＬＤ光源を有して構成さ
れる。
【００３６】
処理部は、検出信号に基づいて、前記断層構造の反射光プロファイルを生成する。処理
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部は、反射光プロファイルと、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する複数の模擬
断層構造における複数の光伝搬シミュレーション結果と、を比較する。処理部は、反射光
プロファイルに最も合致する光伝搬シミュレーション結果を得るためのシミュレーション
の対象となった模擬断層構造が有する模擬光吸収層の層厚を、観測対象である断層構造が
有する光吸収層の層厚として決定する。
【００３７】
（５）処理部は、例えば、ＣＰＵ及びメモリを備えたコンピュータを有して構成される。
コンピュータは、メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行することにより、処
理部としての機能を発揮することができる。コンピュータを処理部として機能させるため
のコンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納することがで
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きる。
【００３８】
（６）他の実施形態に係る観測方法は、観測対象である断層構造に、前記光吸収物質によ
り吸収される波長の光を実質的に含まない測定光を照射することを含む。測定光が断層構
造から反射した反射光と参照光との干渉光に基づいて、断層構造が有する前記光吸収層の
光路長を求め、光路長と光吸収層の屈折率とに基づいて、光吸収層の層厚を決定すること
ができる。
【００３９】
（７）他の実施形態に係る観測装置の光源は、前記光吸収物質により吸収される波長の光
を実質的に含まない測定光を出力するよう構成されている。処理部は、光吸収層の光路長
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を求める処理を実行する。処理部は、求めた光路長と光吸収層の屈折率とに基づいて、光
吸収層の層厚を決定する処理を実行する。光源は、光吸収物質により吸収される波長の光
を実質的に含まない光だけを出力する発光デバイスによって構成されていてもよいし、光
吸収物質により吸収される波長の光を含む光を出力する発光デバイスと、発光デバイスか
ら出力された光のうち光吸収物質により吸収される波長の光をカットするフィルタと、を
有して構成されていてもよい。
【００４０】
（８）実施形態に観測方法は、光源スペクトル少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収物質からなる光吸収層を有する断層構造を、光コヒーレンストモグラフィにより観測す
る方法であって、観測対象である断層構造に、光吸収物質により吸収されない波長の光を

10

含む測定光を光源から照射するステップと、測定光が断層構造から反射した反射光と参照
光との干渉光に基づいて、光吸収層の断層構造イメージを取得するステップと、を含む観
測方法であってもよい。断層構造イメージは、２次元イメージでもよいし、３次元イメー
ジでもよい。
【００４１】
（９）実施形態に係る観測方法は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収す
る光吸収物質からなる光吸収層を有する断層構造を、光コヒーレンストモグラフィにより
観測する方法であって、観測対象である断層構造に、光源から測定光を照射するステップ
と、測定光が断層構造から反射した反射光と参照光との干渉光に基づいて、光吸収層の断
層構造イメージを取得するステップと、を含み、光吸収層の断層構造イメージを取得する
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ステップは、光吸収層の両界面間の光路長に基づいて光吸収層の層厚を求め、断層構造イ
メージにおける光吸収層の膜厚を、求めた膜厚にすることを含む観測方法であってもよい
。この場合、膜厚をより正確に示す断層構造イメージが得られる。
【００４２】
（１０）実施形態に係る観測装置は、光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層
構造を観測する観測装置であって、断層構造に光を照射する光源と、断層構造からの反射
光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と、検出信号を処理する処理
部と、を備え、断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収物質からなる光吸収層を有し、光源は、光吸収物質により吸収されない波長の光を含む
測定光を出力するよう構成され、処理部は、検出信号に基づいて、光吸収層の断層構造イ
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メージを取得すること、を含む処理を実行するよう構成されている観測装置であってもよ
い。
【００４３】
（１１）実施形態に係る観測装置は、光コヒーレンストモグラフィにより観測対象の断層
構造を観測する観測装置であって、断層構造に光を照射する光源と、断層構造からの反射
光と参照光との干渉光を検出して検出信号を出力する検出部と、検出信号を処理する処理
部と、を備え、断層構造は、光源スペクトルの少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収物質からなる光吸収層を有し、処理部は、検出信号に基づいて、光吸収層の断層構造イ
メージを取得すること、を含む処理を実行するよう構成され、光吸収層の断層構造イメー
ジを取得することは、光吸収層の両界面間の光路長に基づいて光吸収層の層厚を求め、断

40

層構造イメージにおける前記光吸収層の膜厚を、求めた膜厚にすることを含む観測装置で
あってもよい。
【００４４】
（１２）処理部は、前述のように、例えば、ＣＰＵ及びメモリを備えたコンピュータを有
して構成される。コンピュータは、メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行す
ることにより、処理部としての機能を発揮することができる。コンピュータを処理部とし
て機能させるためのコンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に
格納することができる。
【００４５】
［２．実施形態の詳細］
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以下、図面を参照しつつ、実施形態の詳細に説明する。
【００４６】
［２．１

第１実施形態］

図１は、第１実施形態に係る観測装置１００を示している。観測装置１００は、例えば
、半導体デバイスの製造プロセス中、又は製造プロセス後において、観測対象３０である
半導体デバイスの断層構造を、非破壊・非接触で観測するために用いられる。観測対象３
０となる半導体デバイスは、例えば、光集積回路などの光デバイスである。
【００４７】
図２（ａ）は、観測対象３０とした光学デバイス用半導体基板の断面構造を示している
。この観測対象３０は、フォトレジストを塗布したＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ／Ｇａ
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Ａｓ基板である。Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ／ＧａＡｓ基板は、フォトレジスト層３
１直下の層として、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２を有し、さらにその下の層とし
てＧａＡｓ層３３を有する。観測対象３０の断層構造において、フォトレジスト層３１の
層厚はおよそ２μｍであり、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の層厚はおよそ０．５
μｍである。観測装置３０では、フォトレジスト層３１及びＡｌ０．３５Ｇａ０．６５Ａ
Ｓ層３３の層厚測定及び観測対象３０の断層構造イメージングを行う。
【００４８】
観測装置１００は、ＳＤ−ＯＣＴとして構成されており、図１に示すように、光干渉計
測部１０と、処理部２０と、を備えている。光干渉計測部１０は、光源１１と、レンズ１
２，１３と、スプリッタ１４と、参照ミラー１５と、レンズ１６と、検出部１７と、を備
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えている。光源１１は、ハロゲンランプによって構成されている。ハロゲンランプは、可
視光広帯域の光を出力できる。ハロゲンランプは、中心波長λ０：６２５ｎｍ、帯域幅Δ
λ（ＦＷＨＭ）：２６０ｎｍ）の広帯域な可視光を出力するものを用いた。光源１１が広
帯域可視光を出力するため観測対象３０の高分解観察が可能である。
【００４９】
光干渉計測部１０において、光源１１から出力された光は、スプリッタ１４によって、
測定光と参照光とに分けられる。測定光は、観測対象３０へ照射され、観測対象３０から
の反射光となる。参照光は、参照ミラー１５によって反射され、反射光と合流する。反射
光と参照光との合流によって、干渉光が生じる。干渉光（干渉信号）は、検出部１７によ
って検出される。検出部１７は、干渉光に対応する電気信号を検出信号として出力する。
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検出信号は、処理部２０に与えられる。実施形態の検出部１７は、スペクトロメータとし
て構成されており、干渉光スペクトルを検出信号として出力する。
【００５０】
処理部２０は、コンピュータを有して構成される、コンピュータは、処理部２０として
の機能をコンピュータに発揮させるためのコンピュータプログラムを実行することにより
、処理部２０としての機能を発揮する。処理部２０は、検出信号に基づいて、観測対象の
層厚測定及び断層イメージングの処理を行う。
【００５１】
図３は、観測装置１００を用いた観測手順を示している。まず、ステップＳ１において
、光干渉計測部１０によって、可視光広帯域光による光干渉計測が行われ、干渉光スペク
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トルが得られる。ステップＳ１において、光源１１は、観察対象である半導体デバイスの
断層構造へ測定光を照射する。検出部１７は、干渉光に基づく検出信号（干渉光スペクト
ル）を出力し、処理部２０に与える。
【００５２】
ステップＳ２において、処理部２０は、検出信号が示す干渉光スペクトルを波数領域に
換算し、フーリエ変換を行うことで、観測対象３０である断層構造の反射光プロファイル
を生成する。反射光プロファイルは、例えば、光軸深さ方向の反射光強度プロファイルで
ある。図４は、観測対象３０の光軸深さ方向の反射光強度プロファイルを示している。こ
のプロファイルは、横軸が深さを示し、縦軸が反射光の強度を示す反射光強度分布パター
ンである。以下、図４のパターンを、「観測パターン」という。なお、反射光プロファイ
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ルは、反射光に関する分析結果であれば足りる。
【００５３】
図２（ａ）に示すように、観察対象３０からの反射光は、観察対象３０の第１界面３０
ａ、第２界面３０ｂ、及び第３界面３０ｃにおいて生じる。すなわち、各界面３０ａ，３
０ｂ，３０ｃが反射面となっている。なお、第１界面３０ａは、フォトレジスト層３３の
表面であり、第２界面３０ｂは、フォトレジスト層３１とＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ
層３２との界面であり、第３界面３０ｃは、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２とＧａ
Ａｓ層３３との界面である。なお、以下では、第１界面３０ａからの反射光を第１反射光
といい、第２界面３０ｂからの反射光を第２反射光といい、第３界面３０ｂからの反射光
を第３反射光という。
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【００５４】
図４に示す観測パターンでは、各界面３０ａ，３０ｂ，３０ｃに対応する深さ位置にお
いて反射光強度のピークが現れる。処理部２０は、観測パターンにおける反射光強度のピ
ークを検出することで、各界面３０ａ，３０ｂ，３０ｃの位置を検出することができる。
【００５５】
図４の観測パターンでは、深さ約１９μｍの位置において第１ピークが生じており、こ
れは第１界面３０ａからの第１反射光に相当する。同様に、深さ約２３μｍの位置におい
て、第２ピークが生じており、これは第２界面３０ｂからの第２反射光に相当する。同様
に、深さ２５μｍから２６μｍの間の位置において、第３ピークが生じており、これは第
３界面３０ｃからの第３反射光に相当する。
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【００５６】
処理部２０は、フォトレジスト層３１の層厚を求めるため、図４の観測パターンに基づ
いて、第１ピークと第２ピークとの間隔を求める。図４の観測パターンでは、第１ピーク
と第２ピークとの距離は、３．７７μｍである。図４の観測パターンから求まる第１ピー
クと第２ピークとの距離は、フォトレジスト層３１の光路長（第１界面３０ａから第２界
面３０ｂまでの光路長）であるため、この光路長をフォトレジスト層３１の実際の層厚に
換算する必要がある。
【００５７】
フォトレジスト層３１は、透明であり、光の吸収が生じないため、光路長から実際の層
厚を求めるには、フォトレジスト層３１の屈折率を用いればよい。具体的には、処理部２
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０は、フォトレジスト層３１の光路長３．７７μｍを、フォトレジスト層３１の屈折率１
．６２で除算し、フォトレジスト層３１の層厚は約２．３３μｍであると決定する。なお
、フォトレジスト層３１の屈折率１．６２は、中心波長λ０＝６２５ｎｍの光である場合
の値である。
【００５８】
処理部２０は、第２ピークと第３ピークとの距離から、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ
層３２の光路長（第２界面３０ｂから第３界面３０ｃまでの光路長）を求めることができ
る。図４の観測パターンでは、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の光路長は、２．５
４μｍである。ただし、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２は、可視光の大部分を吸収
してしまう光吸収層であるため、単に屈折率を用いても、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ
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層３２の正確な層厚は得られない。
【００５９】
ここで、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳのバンドギャップエネルギーは、１．８６［ｅ
Ｖ］であり、このバンドギャップエネルギー＝１．８６［ｅＶ］に相当する波長（光学吸
収端）は６６７ｎｍである。Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳは、６６７ｎｍ以下の光を吸
収し、それ以上の光を吸収せず透過させる。このように、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ
は、可視光の波長域における大部分の光を吸収する不透明物質であり、Ａｌ０．３５Ｇａ
０．６５ＡＳ層３２は、光吸収層である。

【００６０】
Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳは、可視光の大部分を吸収するが、実施形態に係る光源
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１１から出力される測定光は、広帯域の光であるため、図２（ｂ）に示すように、Ａｌ０
．３５Ｇａ０．６５ＡＳの光学吸収端である６６７ｎｍよりも大きい波長の光も含んでい

る。６６７ｎｍよりも大きい波長の測定光は、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２にて
吸収されることなく、第３界面３０ｃにて反射し、第３反射光となる。
【００６１】
一方、６６７ｎｍよりも小さい波長の測定光は、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２
にて吸収される。したがって、図２（ｃ）に示すように、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ
層３２中を進行中の測定光のスペクトルは、６６７ｎｍよりも小さい波長域において光強
度が減衰したものとなる。測定光の吸収は、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の通過
中において徐々に生じるため、図２（ｃ）に示すような光強度の減衰は、光の進行に応じ
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て大きくなり、測定光のスペクトル（特に、光のピーク波長）は、Ａｌ０．３５Ｇａ０．
６５ＡＳ層３２の通過中において変化する。この結果、層厚が未知である状態でＡｌ０．
３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の屈折率を求めるのは困難である。

【００６２】
なお、第２界面３０ｂの位置ｘ１から第３界面３０ｃの位置ｘ２までの光路長Ｔは、以
下の式によって表すことができる。
【数１】

20
ここで、ｎｇ（ｘ）は、位置ｘ１から位置ｘ２までの任意の位置における群屈折率であ
り、ｘは光軸深さ方向の位置である。層厚が未知である状態でＡｌ０．３５Ｇａ０．６５
ＡＳ層３２の屈折率を求めるのが困難であるのは、上記式からも明らかである。
【００６３】
以上のように、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の層厚は、フォトレジスト層３１
の層厚と同様には求められない。そこで、本実施形態の処理部２０は、Ａｌ０．３５Ｇａ
０．６５ＡＳ層３２の層厚を求めるため、ステップＳ３において、反射光プロファイルと

、光伝搬シミュレーション結果と、の比較を行う。
【００６４】
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光伝搬シミュレーションは、観測対象３０の断層構造を模擬した模擬断層構造中の光の
伝搬を予測するものである。この光伝搬シミュレーションでは、光源１１から出力される
計測光と同じ光（中心波長λ０：６２５ｎｍ、帯域幅Δλ（ＦＷＨＭ）：２６０ｎｍ）が
、模擬断層構造に照射される。模擬断層構造は、観測対象３０の断層構造と同様に、フォ
トレジスト層３１を模擬した層、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２を模擬した層、及
び、ＧａＡｓ層３３を模擬した層を有する。光吸収層であるＡｌ０．３５Ｇａ０．６５Ａ
Ｓ層３２を模擬した層は、模擬光吸収層である。
【００６５】
光伝搬シミュレーションの際には、各模擬層の層厚は、所定の値に設定される。例えば
、フォトレジスト層３１を模擬した層の層厚は、２μｍに設定され、Ａｌ０．３５Ｇａ０

40

．６５ＡＳ層３２を模擬した層の層厚は、５００ｎｍに設定される。光伝搬シミュレーシ

ョンは、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２を模擬した模擬光吸収層の層厚を変えて、
複数回行われる。すなわち、光伝搬シミュレーションの対象となる模擬断層構造は、複数
であり、複数の模擬断層構造は、それぞれが異なる層厚の模擬光吸収層を有する。複数回
の光伝搬シミュレーションの際には、模擬光吸収層の層厚は、例えば、１０ｎｍずつ変え
て行われる。
【００６６】
光伝搬シミュレーションは、例えば、時間領域差分法（ＦＤＴＤ法）を用いた電磁場解
析により行われる。複数の模擬断層構造それぞれに対する光伝搬シミュレーションにより
、複数の模擬断層構造それぞれについての複数の光伝搬シミュレーション結果が得られる

50

(14)

JP 6677407 B2 2020.4.8

。
【００６７】
光伝搬シミュレーションによって、模擬断層構造の深さ方向における反射光強度分布を
示す予測パターンを光伝搬シミュレーション結果として得ることができる。予測パターン
は、既知の層厚の光吸収層を有する断層構造をＯＣＴによって観測した場合に得られる反
射光強度分布（観測パターン）の予測である。各界面３０ａ，３０ｂ，３０ｃからの反射
光強度は、各層３１，３２，３３の材質及び層厚によって決まるため、各界面３０ａ，３
０ｂ，２０ｃからの反射光強度は、界面３０ａ，３０ｂ，３０ｃ毎に異なる。このため、
反射光強度分布は、各層の層厚に応じた特有のパターンとなる。したがって、層厚が既知
である光吸収層を有する断層構造について、光伝搬シミュレーションを行って、断層構造

10

深さ方向における反射光強度分布の予測パターンを得ると、その予測パターンから、各界
面からの反射光が、反射光強度分布のどの深さ位置においてどの程度の強度で生じるかを
予測できる。したがって、実際に観測した反射光強度分布（観測パターン）と予測パター
ンとを対比することで、各界面（特に第３界面３０ｃ）からの反射光による強度ピークの
特定が容易となる。
【００６８】
処理部２０は、処理部２０が有するメモリに、図５に示すシミュレーション結果テーブ
ル２１を記憶している。図５のテーブル２１では、複数の光伝搬シミュレーション結果と
しての複数の予測パターンと、各予測パターンを得るための光伝搬シミュレーションの対
象となった模擬断層構造におけるＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層（模擬光吸収層）の層

20

厚と、が対応付けられている。
【００６９】
処理部２０は、テーブル２１に格納された複数の予測パターンそれぞれと、観測パター
ンと、の比較を、例えばパターンマッチングによって行い、複数の予測パターンの中から
、観測パターンに最も合致する予測パターンを抽出する（図３のステップＳ３）。なお、
テーブル２１に格納される予測パターンは、観測パターンとの比較に必要な情報を有して
いればよく、反射光強度分布のイメージデータであっても良いし、反射光強度分布の特徴
量を示す情報であってもよい。
【００７０】
処理部２０は、観測パターンに最も合致する予測パターンを得るためのシミュレーショ

30

ンの対象となった模擬断層構造におけるＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層（模擬光吸収層
）の層厚を、テーブル２１を参照することで得る。処理部２０は、テーブル２１の参照で
得られた層厚を、観測対象３０である断層構造が有するＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層
３２の層厚として決定する（図３のステップＳ４）。
【００７１】
処理部２０は、以上のようにして決定したＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２及びフ
ォトレジスト層３１の層厚を出力する。層厚は、数値で出力してもよいし、決定した層厚
を有する２次元又は３次元の断層構造イメージを出力してもよい。図６は、観測対象３０
の面方向に測定光を走査して得られた観測対象３０の断層構造２次元イメージを示してい
る。この断層構造２次元イメージでは、３つの界面３０ａ，３０ｂ，３０ｃが３本の白線

40

でイメージ化されており、各白線間が各層の層厚を示している。なお、図６の断層構造２
次元イメージは、深さ方向が光路長で示されているため、実際の層厚とは異なるが、以上
のようにして決定した層厚を用いて、断層構造イメージ中における各層厚（界面３０ａ，
３０ｂ，３０ｃを示す白線の深さ方向位置）を補正することで、実際の層厚を示す断層構
造をイメージ化することができる。深さ方向が光路長で示された断層構造イメージでも、
各層の均一性の確認などの定性的な断層構造検証は行えるが、実際の層厚を示す断層構造
イメージであれば定量的な断層構造検証も行える。
【００７２】
［２．２

第１実施形態の変形例］

図５のシミュレーション結果テーブル２１は、反射光強度分布の予測パターンを、光伝
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搬シミュレーション結果として有していたが、予測パターンに代えて又は加えて、模擬光
吸収層の光路長の予測値（予測光路長）を光伝搬シミュレーション結果として有していて
も良い。この場合、テーブル２１では、複数の光伝搬シミュレーション結果としての予測
光路長と、予測光路長を得るための光伝搬シミュレーションの対象となった模擬光吸収層
の層厚と、が対応付けられていることになる。なお、模擬光吸収層の光路長は、前述の光
路長Ｔの式に従った演算で予測できる。
【００７３】
処理部２０は、テーブル２１に格納された複数の予測光路長それぞれと、観測パターン
から求めた光吸収層（Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２）の光路長（観測光路長＝２
．５４μｍ）と、の比較を行い、複数の予測光路長の中から、観測光路長さに最も合致す

10

る予測光路長を抽出する。
【００７４】
処理部２０は、観測光路長に最も合致する予測光路長を得るためのシミュレーションの
対象となったＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層（模擬光吸収層）の層厚を、テーブル２１
を参照することで得る。処理部２０は、テーブル２１の参照で得られた層厚を、観測対象
３０である断層構造が有するＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の層厚として決定する
。
【００７５】
［２．３

フォトレジスト層における多重反射光についての考察］

図４の観測パターンには、第３ピークよりも長波長側へ０．６９μｍ離れた位置に、ピ
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ーク（第４ピーク）が認められる。第４ピークは、図２（ａ）に示すように、第２反射光
がフォトレジスト層３１において二重反射したことによるピークである。第２ピークから
第４ピークまでの距離は３．２３μｍであり、第１ピークから第２ピークまでの距離３．
７７μｍとほぼ一致することから、第４ピークは、第２反射光の二重反射によるピークで
あることがわかる。
【００７６】
第２反射光がフォトレジスト層３１において二重反射したことによるピークが観測され
ることは、図７〜図９に示す光伝搬シミュレーション結果において、フォトレジスト層に
おける二重反射光が生じていることからも明らかである。
【００７７】
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図７〜図９は、模擬断層構造に対するシミュレーション結果であり、模擬断層構造は、
前述のように、フォトレジスト層３１を模擬した層、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３
２を模擬した層、及び、ＧａＡｓ層３３を模擬した層を有する。図７はＡｌ０．３５Ｇａ
０．６５ＡＳ層３２を模擬した層の層厚を５００ｎｍとした場合、図８はＡｌ０．３５Ｇ

ａ０．６５ＡＳ層３２を模擬した層の層厚を１０００ｎｍとした場合、図９はＡｌ０．３
５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２を模擬した層の層厚を１５００ｎｍとした場合のシミュレーシ

ョン結果を示す。いずれの模擬断層構造においても、フォトレジスト層３１を模擬した層
の層厚は２μｍで統一した。
【００７８】
図７〜図９において、横軸は光伝搬長であり、縦軸は光信号強度である。なお、図７〜
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９は、界面からの反射光ではなく、光伝搬路の各位置における光信号強度（伝搬中の減衰
光の強度）を示している。図７〜図９に示すように、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３
２を模擬した層の層厚の違いに応じて、第２界面における光と第３界面における光の間隔
が変化するのに対して、フォトレジスト層における二重反射光は、常に同じ位置に生じて
いる。
【００７９】
図９のように、第３界面の光の伝搬長と、フォトレジスト層における二重反射光の伝搬
長と、が大きく異なる場合、反射光を観測した場合においては、第３界面３０ｃからの第
３反射光とフォトレジスト層における二重反射光とは異なる深さ位置において観測される
。一方、図８のように、第３界面の光の伝搬長と、フォトレジスト層における二重反射光
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の伝搬長と、がほぼ一致している場合や、図７のように、第３界面の光の伝搬長と、フォ
トレジスト層における二重反射光の伝搬長と、の差が小さい場合には、図４に示すように
、反射光を観測した場合においては、第３界面３０ｃからの第３反射光（第３ピーク）と
フォトレジスト層における二重反射光（第２反射光の二重反射によるピーク）とは異なる
深さ位置において重なって観測される。この場合、第２反射光の二重反射によるピークに
よる影響で、第３ピークの深さ位置を精度良く求めることが困難な場合がある。
【００８０】
第３ピークの深さ位置を精度よく求めることが困難であると、第２ピークから第３ピー
クまでの観測光路長を精度良く求めることができず、「２．２

第１実施形態の変形例」

のように、観測パターンから観測光路長を求める手法の場合、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５

10

ＡＳ層３２の層厚の精度が低下する。
【００８１】
これに対して、図５に示すように、観測パターンと予測パターンとを比較する手法の場
合、予測パターンは、多重反射光が考慮された光伝搬シミュレーションによって生成した
ものとなるため、多重反射光を含む観測パターンと多重反射光を含む予測パターンとの比
較により、光路長を求めることなく、多重反射光があっても精度良く膜厚を決定すること
ができる。なお、多重反射光の影響が少ない場合には、「２．２

第１実施形態の変形例

」のように、光路長からでも膜厚を精度良く決定することができる。また、観測パターン
では、各界面からの反射光によるピークだけでなく、上記のような多重反射光によるピー
クやノイズによるピークが生じることがあり、多重反射光によるピークやノイズによるピ
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ークから区別した上で、各界面からの反射光によるピークを決定することが必要な場合が
生じる。この点に関し、予測パターンでは、各界面３０ａ，３０ｂ，３０ｃ（特に第３界
面３０ｃ）からの反射光の深さ位置及び強度が得られているため、観測パターンにおいて
、各界面からの反射光のピークの予測位置（予測深さ位置及び予測強度）に最も近いピー
クを各界面からの反射光によるピークとして、容易に決定することができる。
【００８２】
［２．４

第２実施形態］

第２実施形態に係る観測装置１００は、光源１１及び処理部２０の処理内容を除くほか
第１実施形態の観測装置１００と同じものが用いられる。光源１１が出力する測定光は、
Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２により吸収される波長の光を実質的に含まない。Ａ
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ｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳの光学吸収端は６６７ｎｍであるため、測定光は、６６７ｎ
ｍ以下の波長の光を実質的に含まず、６６７ｎｍよりも大きい波長の光である。光源１１
は、例えば、赤外線を出力するものであり、より具体的には、中心波長λ０＝９００ｎｍ
であり、帯域幅Δλ＝５００ｎｍとすることができる。この場合、光源１１から出力され
る照射光は、６６７ｎｍよりも小さい波長の光を含むものの、ごくわずかであり、その光
がＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２で吸収されても、照射光のスペクトルはほとんど
変化しない。
【００８３】
したがって、処理部２０は、観測パターンからＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２の
光路長を求め、求めた光路長を測定光のＡｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２における屈

40

折率で除算して、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２を膜厚を決定することができる。
【００８４】
なお、Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡＳ層３２により吸収される波長の光を実質的に含ま
ない測定光を出力する光源１１を用いる場合にも、観測パターンと予測パターンとの比較
で膜厚を決定してもよい。
【００８５】
［３．付言］
本発明は、前述の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
【符号の説明】
【００８６】
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