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2波長ディジタルホログラフィによる高精度形状計測技術の確立
Establishment of High-Precision Shape Measurement Technology
by Two-Wavelength Digital Holography

2波長ディジタルホログラフィによる高精度形状計測技術の確立

はじめに1

　半導体デバイスへの更なる高性能化、小型化の要求
は、コアとなる半導体チップへの要求と捉えることが
できる。しかし、半導体チップの性能向上や小型化に
は非常に多くの時間とコストがかかるため、複数種類
の半導体チップをシリコンインターポーザ※1に搭載す
ることで高機能化を図るケースが増えている。半導体
チップとシリコンインターポーザを接合するのはマイ
クロバンプ（バンプの中でも直径が20μｍ程度以下の
微細なもの）であるが、半導体チップとシリコンイン
ターポーザは共に平面であるため、その間にある多く
のマイクロバンプは高さの均一性が重要となる。従っ
て、マイクロバンプの高さを高速に計測できることは
半導体デバイスの製造過程において非常に重要な事で
あると言える。
　当社はこれまで基板実装業界において、印刷はんだ
のインライン高速3次元検査装置（VPシリーズ）を展
開してきた。この分野で長年培った画像処理による3
次元計測技術とディジタルホログラフィ1)の技術を融
合し、これまでにない高精度計測技術を確立した。そ
の内容を本稿で報告する。

従来技術 （２波長法）の課題2

 2－1 　２波長法
　バンプは金属であるため、その表面は鏡面である。

鏡面は画像処理計測技術にとって困難な計測対象の一
つである。それは通常の３次元計測のように、パター
ン光を投影し三角測量の原理で高さを求めようとする
際、パターン光が鏡面で反射されてしまい、撮像でき
ないからである。従って鏡面の計測方法の一つとして
光干渉計測が用いられる。光干渉計測は光の波動性を
利用した計測方法であるため、鏡面を高精度に計測で
きる反面、計測レンジが非常に小さい（250nm程度）
という特徴がある。このため高い計測レンジを得るた
め、２波長法という手法が提案されている。2)２波長法
によれば、使用する二つの波長を合成し、一つの大き
な波長（合成波長）を作り出すことができる。元になる
２つの波長をλ1,λ2（λ1＜λ2）とすると、合成波長Λは
次式で表される。

　上式から、２波長法は２つの波長差が小さい程合成
波長が大きくなる。すなわち、計測レンジがより拡大
されることが分かる。

 2－2 　２波長法の課題

　Fig. 1は一般的な２波長法の構成の概念を示したも
のである。
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It is a fact that all over the world are competing to increase the computing power of supercomputers. Our society is now 
entering an era which requires complex calculations such as advanced automation and Artificial Intelligence (AI). 
Semiconductor devices, which enable these complex calculations, serve as a central part of computing and are developing 
to become high-dense and high-performance devices. Inside a semiconductor device, semiconductor chips are connected 
by hemispherical metal that is 10μm in height. We project the demand for high-speed 3D inspection systems for solder 
bumps will increase in the near future. However, inspection machines in the market have not been able to keep up with 
demand. In response to the demand, we have established a new measurement technology, High-precision Shape 
Measurement Technology by Two-wavelength Digital Holography. This technology is unique and capable of simultaneously 
achieving high-precision, high-speed and robustness by combining our unique Optical Interference System and Digital 
Holography. This article will describe the principles of this measurement system and outline a basic performance evaluation.
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Fig. 1 　２波長法の一般的な構成

　２波長法による計測のステップはおよそ以下の通り
である。
　　①使用する２種類の光を混合する。
　　② 混合した光をInterferometer（干渉計）に入

射する。
　　③ 計測光をダイクロイックビームスプリッタな

どの光学フィルタで波長ごとに分離する。
　　④ イメージセンサで取得したそれぞれの波長の

干渉縞画像から３次元計測を行う。
　ここで③の分離プロセスに問題がある。（1）式から
分かるように、バンプを計測するためには波長差を数
nmまで接近させる必要があるが、これほど近接した光
は一般的な光学フィルタでは分離できない。短時間に
光源の波長をわずかに変化させて２回撮像する方法も
考えられるが、複数回撮像による計測は、Fig. 2のよう
に撮像の間に外的振動などの影響を受け、計測精度が
悪化する。更に、計測対象が微細であるため僅かな振
動でも計測精度の悪化を招く恐れがある。実験室とは
異なる生産現場では、装置に伝わる振動を限りなく０
にすることは非常に困難であるため、複数回撮像以外
の方法でこの問題を解決する必要がある。

Fig. 2 　外的振動の影響

課題の解決方法3

 3－1 　新しい光学システムの提案
　近接した２波長における２波長法の問題は波長分離
の部分であった。この問題を解決する光学システムを
提案する。Fig. 3はその構成図である。

Fig. 3 　提案する光学システムの構成図

　この光学システムはFig. 1のLS2とIS2の位置を入
れ替えることで構成される。こうすることでLS1と
LS2から出た光はそれぞれIS1とIS2へ、光の性質上互
いに影響を与えることなく、同時に別々のカメラへ届
く。これによりワンショット計測が可能となり、振動の
問題も解決できるのである。この光学システムは当社
独自の技術（特許第6271493号）である。この光学シ
ステムのもう一つの特徴は特殊な光学部品を使用しな
いことである。一般的なビームスプリッタがあれば構
成することができるため、システムを安価に構築する
ことができる。

 3－2 　ディジタルホログラフィによる計測
　本システムは前述の光学システムと合わせて、２波
長ディジタルホログラフィを採用した。Fig. 4にディ
ジタルホログラフィの概念図を示す。

Fig. 4 　ディジタルホログラフィの基本概念

　ディジタルホログラフィは干渉縞画像から生成され
るホログラムに対して光伝搬計算を行うことで任意の
位置の複素振幅（光の位相と振幅）を再生する技術であ
る。３次元計測に応用する場合、イメージセンサで得
た干渉縞画像から物体面上での複素振幅の再生にディ
ジタルホログラフィを使う。こうして再生された複素
振幅の位相から、物体の３次元情報を得るのである。
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テスト装置の説明4

 4－1 　光学システム
　本計測システムの基本的な性能評価を行うためのテ
スト装置における光学システムについて説明する。

（Fig. 5）

Fig. 5 　テスト装置の光学システム図

　Interferometer の内部はマイケルソン干渉計であ
り、Reference Mirror は干渉計における参照面であ
る。Interferometer 部とBS、 IS、 LSが3-1にて提案し
た光学システムの構成となっていることが確認できる。

 4－2 　計測原理
　このテスト装置の光学システムは構成が簡単になる
ように、物体光のホログラムの取得にはフーリエ変換法
3,4)を採用した。これは参照面を傾斜させることでキャ
リア縞のある干渉縞画像を作り、干渉縞画像をフーリエ
変換することで、物体光と非回折光を分離し、物体光の
ホログラムのみを取得する手法である。（Fig. 6参照）

Fig. 6 　フーリエ変換法によるホログラム取得

　フーリエ変換法によって得られた２つの波長におけ
る 物 体 光 の ホ ロ グ ラ ム か ら 得 ら れ る 光 波
u1(x,y),u2(x,y)は次式で表される。

　ここでnは光源の番号（1 or 2）、anは振幅、φnは位相
である。物体面での複素振幅は、（2）式に対し光伝搬
計算を行うことで得られる。イメージセンサ面をz=0、
λnを光源nの波長とすると次式で表される。

　 た だ し 、式 中 の 　 は フ ー リ エ 変 換 を 表 し 、
の関係がある。（3）式より得ら

れた複素振幅u1(x,y;z),u2(x,y;z)の位相φ1',φ2'から、２
波長法により物体面の高さ ΔL(x,y)が次式により得ら
れる。5)

テスト装置による性能評価5

 5－1 　平面計測
　平面ミラーを計測した結果を示す。Fig. 7は撮像さ
れた干渉縞画像、Fig. 8はそれにより再生された振幅
画像、Fig. 9は再生された位相画像である。Fig. 10は
合成波長による位相画像を表しており、中央付近（赤線
部）の高さ断面グラフをFig. 11に示す。尚、画像左側に
ある縦方向の線と中央やや下方にある横方向の線はミ
ラー表面につけたケガキ線である。

Fig. 7 　平面ミラーの干渉縞画像

　λ1とλ2の波長の違いにより、干渉縞の明暗の位置が
異なることが確認できる。また、λ1<λ2であるため、目
視では困難だが、λ2の干渉縞の方が縞の間隔が広い。

2波長ディジタルホログラフィによる高精度形状計測技術の確立
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Fig. 8 　再生された振幅画像

　光の振幅の二乗は強度であり、強度とはイメージセ
ンサが感知する明るさに相当するため、振幅の強弱は
明るさの強弱と考えることができる。平面ミラーの反
射光は波長の違いによる明るさの差はないため、振幅
画像はほぼ同じ画像になる。

Fig. 9 　再生された位相画像

Fig. 10 　合成波長による位相画像

Fig. 11 　２波長計測結果の断面グラフ

　位相画像（Fig. 9）は参照面と物体との光路差情報を
持っている。二つの位相画像からFig. 10の合成波長に
よる位相画像が得られ、物体の高さを得ることができ
る。Fig. 11において、回帰直線とのRMS誤差※2は1µｍ
以下となった。基本的な平面計測は問題なくできてい
ることが確認できた。

 5－2 　高さ計測結果の検証
　次に、１波長では計測できない高さの、計測対象と
なるミラーをピエゾステージで１μｍずつZ方向へ動
かし、ミラーの高さ計測を行った。結果をプロットし
たものをFig. 12に示す。

Fig. 12 　高さ検証結果

　１波長による計測では約250nmまでしか計測でき
ないが、２波長計測によりそれを大きく超える高さの
計測が可能となった。

おわりに6

　本稿にて、2波長ディジタルホログラフィによる高
精度形状計測技術が確立できた。これにより１回の撮
像で干渉計測の計測レンジをはるかに超える鏡面の計
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測が可能となった。今後はこの計測システムを基本と
し、バンプなどの計測に取り組んでいく。
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※1： 半導体チップ間の配線を担うことを主目的とする
シリコン製の中継基板。

※2：二乗平均平方根誤差。


