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測定の高速化と耐振性向上を目的に，１枚の干渉縞画像から高さを測定するワンショット計測法が多数提

案されている．ここでは，それらの技術をレビューし，筆者らによる最近の技術開発状況を紹介する． 

 

1. はじめに 

近年，半導体や液晶など様々な産業分野において，

ナノメートルオーダの表面凹凸形状を精度良く測定

したいというニーズが高まってきている．光干渉を

用いた表面形状測定法は，速度や測定精度，保守性

の観点から最も有望な計測手法である1)- 3)． 

代表的な光干渉計測法として，垂直走査法（白色

干渉法）と位相シフト法があり，干渉系の測定面と

参照面の相対距離を変えながら複数枚の干渉画像を

撮像し，その情報から表面形状を推定する．しかし，

複数枚の画像を撮像する必要があるため，振動など

の外乱のある環境下では精度が大きく低下する．ま

た，移動物体や変動の激しい物体は測定できない．

これらの問題の解決策として，一枚の画像から表面

形状を求めるワンショット計測法が多数提案されて

いる4)-5)． 

本稿では，それらの技術をレビューし，筆者らに

よる最近の技術開発状況を紹介する． 

2. 従来のワンショット干渉計測 

2.1  縞解析（その 1） 

1980年代，コンピュータによる自動縞解析が実用

化された6)．画像処理により骨格化や細線化により縞

ピーク位置を求め，次数を推定して高さを求める．

内挿により分解能を上げることや，凹凸の不確定性

を除去するため，ティルト成分を導入することなど

が提案されている． 

  
(a) 原画像 (b) 細線化 

図1 1980 年代の縞解析 6) 

2.2  縞解析（その 2） 

その後，コンピュータの性能の向上に伴い，位相

シフト法や白色干渉法など，複数枚の縞画像を利用

する方法が主流になった．しかし，移動体の形状計

測や振動環境での計測など，１枚の縞画像を前提と

した手法のニーズは高く，多くの提案がある．この

中で，閉環縞(ring fringe)を含む一般的な縞画像を対

象とした手法として，以下のものがある7)8)． 

干渉縞の輝度は，次式で表現できる． 

)},,(cos{),(),(),( yxyxByxAyxI   (1) 

ここで，I(x, y) は輝度，A(x,y)は背景輝度成分，B(x,y)

は干渉振幅，(x, y)は求めるべき位相である． 

A(x,y)の背景輝度成分は低周波であるので，低域フ

ィルタを使用して削除できる．また，縞数が十分多

く，雑音が少なければ，輝度の最大値，最小値から

振幅B(x,y)を推定し，次式に変換できる．これを正規

化(normalization)と呼ぶ． 

)}.,(cos{),( yxyxI   (2) 

これから，位相は 

,2)},(arccos{),( NyxIyx    (3) 

により求められる．ここで，arccos関数の主値域は

[0,]であり，Nは縞の次数で整数である．正負の符号

と次数Nは何らかの仮定がなければ決定できない．一

般には，位相が局所的に連続で平滑という仮定の下

に，隣接画素と位相接続する“空間的アンラッピン

グ”が提案されている．しかし，arccosのアンラッピ

ングは，正負符号の決定が必要で，位相シフト法に

おけるarctanの場合よりも難しい．また，閉環縞の場

合，凹凸の不確定性が残っている． 

そもそも，本手法においては，縞の正規化（背景

除去と振幅の推定）が必要であるが，あまり良い方

法がない．特に，振幅の推定には，対象画像に複数

本の縞が存在することや，雑音の小さいことが要求

される．そのため，適用対象が図2のように，段差が

なく，縞本数が多い縞画像に限定される． 

2.3  キャリア縞導入方式 

参照面を傾斜させてキャリア縞を導入し（図3），

フーリエ変換法10)，空間位相同期法11-13)などにより位

相を検出する．位相から表面形状が求められる．フ

ーリエ変換法の原理を図4に示す．また，この原理に

よる市販測定器を図5に示す． 



 
図 2 正規化による縞解析 8) 

しかし，これらの縞解析法は，測定対象面の凹凸

周波数がキャリア縞の周波数より十分低いという前

提のもとに導出されているため，高周波成分が失わ

れ，水平分解能が低下するという問題がある4)． 

この問題の解決のために，我々は局所モデル適合

（LMF）法を考案した．詳細は，次章に述べる． 

 

 
図 3 キャリア縞導入方式の原理 

 
図 4 フーリエ変換法の原理 

 

  
(a) 計算手順 (b) 装置外観 

図 5 フーリエ変換法による市販測定器 10) 

2.4  色情報の利用 

これまで述べてきた手法は，単色光による干渉を

利用している．一方，白色光による干渉色情報を利

用する提案もある．この手法は，膜間干渉色情報を

利用する透明膜の膜厚の推定法と類似している．図6

は，膜厚が傾斜している酸化膜ウエーハの干渉色で

ある．このような薄膜の干渉色は，シャボン玉や油

膜の虹色として自然界にも存在し，膜厚との関係は，

ニュートンのNewton’s Color Scale以来，古くから利

用されてきた14)15)．図7は1950年代に測定された薄膜

干渉色の軌跡図である．この色情報から膜厚を定量

的に求める方法として，分光法があり，広く産業界

でも利用されている．単純に分光スペクトルのピー

ク間隔から求める方法（ピーク・バレー法）が用い

られていたが，現在では，コンピュータによるモデ

ル適合法が可能になり，ピークが顕れない薄膜にも

適用可能になっている．しかし，分光法は（高価な

分光イメージングカメラを使わない限り）点測定に

なり，面の測定には時間がかかる． 

 
図 6 膜厚傾斜ウエーハの干渉色 

 

 
図 7 干渉色の色空間における軌跡 14) 

分光によらず，カラーカメラを利用することも考

えられる．観測値がRGB（3波長の）輝度だけなので，

限定された用途での提案が多い．白色光干渉のカラ

ー画像から，予め求めておいた校正データ（例えば，

色相と膜厚の関係）を用いて，半導体膜厚15)，磁気

ディスクのヘッド浮上量（図8）16)，ベアリング間隙

や潤滑油膜厚（図9）17) 18)などが計測されている．同

様の考え方で，色情報から表面高さを求める提案も

ある（図10）19-21)． 

いずれの場合も，干渉色が照明系，光学系，撮像



系，対象表面の光学的性質に依存するので，何らか

の校正が必要なこと，色空間の中で近接した色相が

周期的に顕れ，識別が困難なことなどが課題である． 

 

図8 色相とヘッド浮上量の関係
16)

 

 
図 9 干渉色の 3 次元色空間における軌跡 17) 

 
図10 色相と高さの関係

20)
 

2.5  光学的手法 

コンピュータの出現により，位相シフトした複数

枚の干渉画像を利用する位相シフト法が実用化され

た．この方法では，通常，位相を時間的にシフトし

ながら，最低3枚の画像を取得する．これを光学的に

同時生成し，ワンショット計測を実現する方法が提

案されている．位相シフトした3枚ないし4枚の干渉

縞画像を生成する方法として，複数台のカメラを使

用するもの（図11）22)- 24)，ホログラフィック素子

(HOE)を用いて1台のカメラの4象限に画像を生成す

るもの（図12）25)
 ，偏光イメージングカメラを用い

るもの（図13）26) 27)などがあるが，複雑な光学系を

要し，一般に高コストである．また，位相シフト法

であるため，隣接画素間の段差制限（λ/4以下）があ

り，用途は平滑面に限定されている． 

 

図11 光学的位相シフト法による市販測定器
24)

 

図12 光学的位相シフト画像生成（HOE方式）
27)

 

 

図13 光学的位相シフト画像生成 

    （偏光イメージングカメラ方式）
27)

  

3. ワンショット計測の最新技術 

上記の各種手法の中で，キャリア縞導入法は装置

構成が単純であり，低コストである．しかし，水平

分解能問題と測定レンジ問題のために，産業界への

適用は限られていた．これらの問題を解決するため

に筆者らが開発した技術を以下に紹介する． 

3.1  位相計算アルゴリズム 

水平分解能問題の解決のために，筆者らは，局所

モデル適合法(Local Model Fit法；LMF法)という位相

算出法を開発した28) 29)．この方法は，以下のように，

局所輝度データに縞モデル関数を適合させて位相を

求める（図14）． 

試料表面の点(x,y)に対応する干渉縞画像の輝度を

g(x,y)で表す．参照面を傾斜させると，g(x,y)は次式で

表される． 

 yfxfy)(x,yxbyxayxg yx  22cos),(),(),(   (4) 

ここで，a(x,y) は干渉縞の直流成分であり，b(x,y) 

は振幅，(x,y)は位相である．また，fx，fyはそれぞれ

x方向，およびy方向のキャリア縞周波数である． 

位相 (x,y) は表面高さの関数になっているので，

表面形状を求める問題は(x,y)を求める問題になる． 

LMF法では，試料表面の注目点 (x0,y0) の近傍で 

a(x,y), b(x,y), (x,y)が一定であると仮定して，それぞ

れ a, b, で表す．このとき，式(4)は次のようになる．

これを局所モデルと呼ぶ． 

)22cos(),( yfxfbayxg yx    (5) 

測定対象面がほぼ平坦な場合は，上記の仮定に問

題がない．一方，急峻な段差領域ではこの仮定が成

立しないが，その影響は近傍領域に限定され，他の



領域に伝搬することはない． 

縞周波数fx，fy は，参照面と試料面の相対的傾斜角

度，および，波長や光学倍率により決まる大域的変

数である．よって，画面内で一定であると仮定する

ことができる．それぞれの推定値を f
^

x，f
^

y で表す．f
^

x，f
^

yは画面内の縞数を計数することにより予め求め

ておくことができる．その結果，式(5)の未知変数は a, 

b, の3個になる．LMF法では，それぞれの推定値

â , b̂ , ̂ を 3点以上の輝度データを用いて最小二乗法

により決定する．すなわち，n個 (n3) の輝度データ

g(xi,yi)を式(5)の局所モデルに適合させて，次式で表

される残差自乗和を最小にする â , b̂ , ̂ を求める． 

 
2

1

1 )ˆ2ˆ2cos(),(,,( 




n

i

iyixii yfxfbayxg)baJ   (6) 

標本点(xi,yi)は注目点(x0,y0)の近傍から選ぶのであ

るが，従来の縞解析法では，直線上に標本点をとる

のが一般的であった．しかし，同じ点数のデータを

使用する場合，直線上にとるよりも2次元的に分布さ

せた方が，標本点をより局在化させることができる．

LMF法では，標本点を任意に選択できるので，次章

以下の実験では，標本点領域を円形，あるいは矩形

にとっている． 

ところで，式(5)のモデルは変数に関して非線形で

ある．このため，上記の適合は非線形最小二乗問題

となり，このまま解くと計算負荷が高くなる．そこ

で，以下の変数変換を行う．  

 cosbc   (7) 

 sinbs   (8) 

また，表記を簡単にするために， 

)22cos( yfxfy)(x, yxc    (9) 

)22sin( yfxfy)(x, yxs    (10) 

とおく．すると，式(5)は次式のような線形なモデ

ルになる． 

),(),(),( yxyxayxg sscc    (11) 

この結果，a,b,を求める問題はa,c,sを求める線形

最小二乗問題になり，残差自乗和は次のようになる．  
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この問題の解 â , 
c
, 

s
 は次の線形方程式によって

解析的に求めることができる． 
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ここで， 
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g  (15) 

である．こうして得られた 
c
,

s
から，位相 は次式

により求められる． 

  = arctan(
s

/
c

) (16) 

ここで，arctanの値域は -π/2～π/2 であるが，arctan

の中の分母と分子の正負符号を利用することにより， 

-π～πに拡張することができる． 

式(16)により得られた ̂ から，高さhは次式により求

められる． 

)2/)(2/ˆ(  mh   (17) 

ここで，mは整数であり，隣接画素間の位相差が 以下

であるという前提のもとで，位相接続により決定される．

すなわち，隣接画素間の高さの差が±λ/4以下ならば，

位相から正しい高さを求めることができる． 

本手法は，従来法に比べ，横分解能が高く，計算

負荷が低いという特徴がある．図15は，フーリエ変

換法とLMF法による50nm段差試料の測定結果プロ

ファイルの比較である．フーリエ変換法は，ハニン

グ窓を設定し，LMF法は，25点適合の後，21点メデ

ィアンフィルタをかけている． 

このアルゴリズムは，局所領域内での高さが一定

という前提で成立しているので，段差が存在すると，

結果が乱れる．この問題を解決するために，局所領

域を適応的に最適設定する改良アルゴリズムも提案

されている30)- 34)． 

 

図 14 LMF 法の原理 

 

図 15 LMF 法と FFT 法の結果比較 

3.2  レンジ拡大-多波長ワンショット法 

空間キャリア法では隣接画素間の位相差がπを超

えると正確な測定ができない．この問題は，位相シ

フト法でも共通であり，解決法として多波長干渉法

が良く知られている35)
 ．しかし，これまでの提案の

ほとんどが波長を時間的に切り替えて撮像する方式

であり，3波長同時撮像の例は少ない36)37)． 

筆者らは，2波長ワンショット法38)39)，次いで3波長

ワンショット法40)41)を開発し，4μmを越える急峻な

段差をもつ表面形状を測定することに成功した． 

(1) 3 波長同時撮像系 

3波長照明とカラーカメラにより安価でコンパク

トな3波長同時撮像干渉光学系を構成できた． 



照明系として，最初は図16に示す市販の3色LED照

明装置（メーカ：CCS）と単板カラーカメラにより構成

した39)．LEDのピーク波長（カタログ値）は，470nm, 

530nm, 627nmである．その後，波長の最適化，コヒ

ーレンス長の増大のために，3分岐ライトガイドによ

る3波長混色系を使用した（図17）56)．さらに，小型

化，コストダウン，高輝度化を目的に，多波長帯域

フィルタ(Multi-Bandpass Filter)による照明系を開発

した（図18）57)． 

 
図 16 RGB-LED 照明装置による 3 波長撮像系 

 
図 17 ライトガイドによる 3 波長照明装置 

 

 

図 18 多波長帯域フィルタの透過スペクトル 

 
図 19 実験装置 

図19に実験装置全景を示す．ワンショット測定方

式のため，防振台が不要であり，通常の机上に設置

可能である． 

図20は，現在使用中の3板カラーカメラの分光感度

特性と，使用3波長を示す． 

 
図 20 カメラの分光感度と使用波長 

(2) クロストーク補正 

カメラのR,G,B 分光感度曲線は互いにオーバーラップ

しているので，各信号間にはクロストークが発生する． 

筆者らは，カラー投影方式の三次元計測分野で報告さ

れているクロストーク補正の考え方 42)--46)をワンショット

干渉計測に適用し，以下に述べるクロストーク補正法を

提案した 47)． 

クロストーク現象は，次式に示すような線形のモデル

で表される． 















RfGeBR

dRGcBG

bRaGBB
 (18) 

ここで，B',G',R'は観測輝度，B,G,Rは真の輝度，a, b, c, 

d, e, fはクロストークの強度を表す係数（以下，クロスト

ーク係数，あるいは，係数と呼ぶ）である．係数は c を

除き，数%と小さいので，係数の積の項を無視すると，

真の輝度は以下の式により求めることができる． 















RGfBeR

RdGBcG

RbGaBB
 (19) 

以上に述べたクロストーク補正のためには，クロスト

ーク係数をあらかじめ求める必要がある．筆者らは，当

初，照明を個別に点灯して得られる 3 枚の画像から，係

数を求める方法（個別点灯法と呼ぶ）を使用してきた．

たとえば，図 21 の相関図から，回帰係数としてクロス

トーク係数が求められる． 

しかし，この方法は，多波長帯域フィルタを用いる照

明系のように，個別点灯の不可能な照明系には適用でき

ない．この問題を解決するため，照明を全灯点灯して得

られる 1 枚のカラー画像からすべてのクロストーク係数

を一括して求める「全灯点灯法」と呼ぶ新しい係数算出

法を開発している 48)． 

図 21 B 輝度値と G,R 輝度値との相関 



以上のような方法による補正効果は，干渉波形の

周波数解析により確認できる．図22は補正前後のG

波形の周波数スペクトルを示していて，混入してい

たB成分（波長470nm）が補正により除去されている

ことが分かる． 

 
図 22 クロストーク補正の効果 

(3) 周波数推定 

干渉縞画像の位相計算には，局所モデル適合法を利

用する．この方法は，正弦波状モデル関数に含まれ

るパラメータ（振幅，周波数，位相，直流成分）の

うち，周波数を既知とし，残る3個のパラメータを最

小自乗法で求める．よって，位相計算の前に周波数

の推定が必要である． 

ここで，周波数推定の必要精度について考察する．

周波数に誤差があると，1波長法の場合には，表面形

状が傾斜して測定されるだけであって，問題になら

ない．しかし，3波長法の場合には，アンラッピングに

合致法を用いて縞次数を決定するため，僅かの位相誤差

が次数の変化として拡大する可能性がある．考察によれ

ば，周波数推定の必要精度は0.4%程度であり，かな

りの高精度が要求される51)． 

正弦波信号の周波数推定法としては，自己相関法，フ

ーリエ変換法，Prony法49) など多くの推定手法が提案さ

れている．しかし，精度が高く，計算負荷の低い実用的

な手法は見当たらない．さらに，縞が座標軸に平行な場

合には，その軸方向の縞周波数がゼロに近く，1次元的

な推定法では高精度な推定が困難である．  

筆者らは，以下に述べる位相勾配を利用した周波数推

定法を考案し，上記の問題を解決した50) 51)．  

本提案手法（位相勾配法と呼ぶ）は，周波数誤差

と位相勾配との関係を利用する．本手法は2次元の周

波数推定に適用可能であるが，1次元の周波数推定で

原理を述べる． 

水平方向をx軸として，観測信号が次式で表される

とする．  

))(2cos()( xfxAxg    (20) 

ここで，Aは振幅，f が求める周波数，(x)は点xにお

ける位相であって高さにより変化する． 

この観測信号に，初期周波数推定値 f0 のモデル関

数 

))('2cos()(' 0 xxfAxg    (21) 

をフィッティングして，位相'(x) を求める．この位

相計算には，局所モデル適合法を利用する．すると，

式(20)(21)から次式が成立する． 

)('2)(2 0 xxfxfx    (22) 

よって，得られる位相 )(x は，次式で表される． 

)()(2)(' 0 xxffx    (23) 

ここで， )(x =一定と見なせる領域（基準平面領域

と呼ぶ）を考えると，位相 )(x はxの1次式となり，

その勾配が周波数誤差 (f - f0) に比例する（図23）．

よって，式(23)の両辺を微分して得られる次式により，

周波数推定ができる． 

 2/)/)((0 dxxdff   (24) 

得られた周波数を初期値にして，推定を繰り返す

ことにより推定精度を向上することもできる． 

 
図 23 位相勾配法による周波数推定 

(4) 多波長アンラッピング 

位相アンラッピングは，各波長で得られた位相か

ら高さの候補を算出し，予想される高さ範囲（測定

レンジ）内で最も良く合致する高さ候補を選択する

方法（合致法）52)による（図24）．すなわち，式(25)

により高さの候補値hj(n) を求め，最も近接した高さ

候補の組み合わせのレンジ（最大値と最小値の差；

合致誤差と呼ぶ）が最小になる高さを求める． 

 )2/()2/)(2/()( jjjj nnh     (25) 

ここで，jは波長番号(j=1,…,3)，nは次数，は位相，
は波長である．

なお，この計算はLUT(Look-up table)法により高速

化できる57)． 

 
図 24 合致法による位相アンラッピング 

(5) 波長最適化 

複数波長を使用して，測定レンジを拡大すること

は，多波長位相シフト法のほか，ゲージブロックな

どの校正に利用されている多波長干渉法52)も共通で

ある．しかし，これまでに報告された多波長法のほ

とんどがレーザ光源を使用しているため，波長が限

定され，波長最適化の報告は数少なく36)53)54)，その最

適化手法は確立されていない．波長の最小公倍数の

大きい方が良いというような誤った議論も見かけら

れる．筆者らは，図25に示すような合致誤差のプロ

ファイルから測定レンジが推定できることを明らか

にした55) 56)．これを利用して，市販カラーカメラの

使用を前提にした場合の最適波長として，470nm(B)- 

560nm(G)-600nm(R)を選定した．この結果，4mを超

える測定レンジが可能になった（図26）． 



  
(a) LED波長 (a) 最適波長 

図 25 合致誤差線図による波長最適化 

  
(a) カラー画像 (b) 段差測定結果 

図 26 4m 段差の測定 

3.3  本技術の応用 

3波長ワンショット法を利用して，インクジェット

方式カラーフィルタ(IJCF)の自動膜厚測定装置を開

発した56)- 59)．約2mの段差のある基板表面形状を測

定し，図27(a)に示す原理で膜厚を求める．装置外観

を図27(b)に示す．測定光学系が市販の3軸直交ロボッ

トに搭載され，オートフォーカス，画像アライメン

ト機能を有して，全自動測定が可能である（図28）．

防振機構がないにもかかわらず，膜厚の測定再現性

は，nmオーダーと高精度である．1視野（140万画素）

あたりの測定速度は約1.5sである． 

 

 
(a)膜厚測定原理 (b)装置外観 

図 27 IJCF 自動膜厚測定装置 

 

 
(a) 測定対象パターン (b) 測定結果 

図 28 IJCF 測定 

3.4  縞方向の最適化 

キャリア縞導入方式のワンショット干渉計測は，

1990年代から研究されたためか，画面内に縦縞が導

入され，テレビカメラの水平ビデオ信号の波形を解

析する報告が大半である．理論的考察と実験から，

横方向（x軸）プロファイルが最良なのは，横縞の場

合であり，縦方向（ｙ軸）プロファイルが最良なの

は，縦縞の場合であることを確認した（図29）60)． 

 
(a) 縦縞の場合       (b) 横縞の場合 

図 29 縞方向の比較 

4. ワンショット計測の展望 

4.1  リアルタイム計測 

筆者らは，ワンショット干渉計測のさらなる高速

化を目指している．計算時間が律速であり，並列演

算の利用などで，現在，512×480画素で13fps，256

×240画素では26fpsの速度を達成している61)． 

4.2  キャリア縞導入の不要化（GMF法） 

筆者らは，キャリア縞導入を必要としない新規な

ワンショット干渉法（広域モデル適合法；GMF法と

呼ぶ）を開発した62)-64)． 

(1) 計測アルゴリズム（第１ステップ） 

3波長ワンショット干渉計測法と同様の干渉系に

よって撮像された1枚のカラー干渉画像から高さを

推定する． 

画面内の観測点i (i=1,2,,n)における波長番号j 

(j=1,2,,m)の干渉縞モデルの輝度g(i,j)は，次式で表

される． 

)}],(cos{)(1)[(),( jijbjajig   (26) 

}]/)(4cos{)(1)[(),( jizjbjajig   (27) 

ここで，a(j)，b(j) は波長番号jの平均輝度と変調度，

(i,j)は位相，z(i)は点iの光路差ゼロを基準とする高さ，

jは波長番号jの波長である． 

このモデルでは，平均輝度a(j)，変調度b(j)が，画

面内で一定であり，波長のみに依存すると仮定して

いる． 

このモデルに，複数点の観測輝度値を最小二乗適

合する．すなわち，次式の誤差二乗和を最小にする

パラメータa(j)，b(j)，z(i)を求める． 
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i

gjigizjbjaJ  (28) 

ここで，g(i,j)は式(27)で示されるモデル輝度値，gij

は観測輝度値である． 

これらの未知パラメータが求められる条件は，波

長数をm，点数をnとして， 

)1/(2  mmn  (29) 

となる．2波長の場合は n≧4，3波長の場合は n≧3

が必要条件である． 

最小二乗適合の場合，局所解（ローカルミニマム）

が多数存在するため，初期値を適切に設定すること

が重要である．平均輝度a(j)の初期値は観測輝度値の

平均とし，変調度b(j)の初期値は観測輝度値のレンジ



（最大と最小の差）を2a(j)で除した値とする．各点

の高さの初期値は，予想高さとする． 

(2) 計測アルゴリズム（第２ステップ） 

上記の最小二乗適合は，パラメータ数が大きくな

ると，計算負荷が高くなる．よって，適合に使用す

る点数を数個～数十個に制限し，その他の点は，適

合で得られた干渉縞モデルのパラメータを利用して，

以下の方法（ACOS法と呼ぶ）で求める． 

式(25)を変形して得られる次式により，輝度から位

相を求める． 

)](/}1)(/[{cos 1 jbjagj)(i, ij     (30) 

ここで，cos
-1は逆余弦関数であり，その値域は，[0,] 

である． 

得られた位相から，次式により，点iにおける波長j

の高さ候補z(i,j)を求める． 

)2/)](,(2/),([),( jjiNjijiz    (31) 

ここで，N(i,j)は縞次数（整数）である． 

上記で得られた高さ候補から，合致法により，次

数N(i,j)を決定し，高さz(i)を求める． 

(3) 計算機実験 

[実験方法] 

画素サイズを1mとし，中央に，高さ50nm，サイ

ズ4×4画素の突起領域を有する半径1mmの凸球面を

対象面として，50×50画素の3波長干渉画像を生成し

た．波長は，470, 560, 600nmとし，干渉信号パラメー

タは，各波長とも，a=100，b=1とした．対象面形状

を図31(a)に，生成した干渉画像を図31(b)に示す．

GMF法の最小二乗適合には，ExcelのSolverを使用し，

以下の2ケースで実験した． 

(a) 3点適合：座標 (5,25), (15,25), (25,25)の3点 

(b) 50点適合：座標 (1～50, 25)の50点 

[実験結果と考察] 

(a) 3点適合の場合 

高さ初期値を真値の95%として適合した結果，パ

ラメータ，高さとも，真値と一致した．次に，適合

で得られた干渉縞モデルのパラメータa(j), b(j)を用

いて，y=25ライン上の50点の高さを推定した結果を

図32(a)に示す． 

(b) 50点適合の場合 

高さ初期値を真値の-50nmとして得られた高さを

図32(b)に示す．  

いずれの実験においても，微細突起形状を含め，

全点で正しい推定ができた． 

  
(a) 対象形状(断面表示) (b) 3 波長干渉画像 

図 30 計算機実験用の干渉画像 

  
(a) 3 点適合の高さ推定結果 (b) 50 点適合の高さ推定結果 

図 31 高さ推定結果 

(4) 実試料実験 

[実験方法] 

実試料として，50nm標準段差を使用した．光学系

は，既報告の3波長ワンショット干渉法と同一である．

試料を僅かに傾けて撮像し，図33(a)に示す3波長干渉

画像を得た． 

非線形最小二乗問題の解法には，Davidon-Fletcher- 

Powell法65)を使用した．適合には，x=25,50,75, ,500, 

y=240の等間隔20点を使用した．得られたパラメータ

を使用して，画面内全点の高さを計算した． 

[実験結果と考察] 

20点の適合結果は，予想値と合致した．得られた

パラメータを使用して求めた画面内全点の高さを図

33(b)に示す．深さ50nmの細いスリット形状が鈍り無

く測定できていて，本提案手法の特徴が顕れている． 

  

(a) 3 波長干渉画像 (b) 測定結果  

図 32 50nm 段差の測定 

5. おわりに 

安価でロバストなワンショット計測法は，オンマ

シン計測や，インライン計測への応用が考えられる．

前者には，工作機械における機上計測がある．従来

は，振動環境のために，精密な計測が不可能であっ

た．後者には，移動物体の計測がある．たとえば，

プラスチック・フィルムなどのシート状物体の表面

粗さや突起高さを走行中に非接触計測するニーズが

ある．今後のさらなる技術開発が期待される． 
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