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Small lenses are one of the most important elements in digital devices such as mobile phones with cameras. In order to

minimize the machining error of aspheric lens molds with high form accuracy, on-machine measurement of the lens mold

shape is important. However, they require large field of view of mm order in diameter, robustness against vibrational noises

from environment, short tact time, and compact body for on-machine measurements. We developed a Fizeau-type

interferometer with wide field of view. The interferometer has small laser spot of 2.5 μm in diameter, which scans over the

lOmm x 8mm of observation area. With the use of transparent reference plates set over the concave of the lens mold, fringe

patterns of lens mold with about 1.5 mm in diameter was successfully observed m 80 seconds. This interferometer is also

designed in a compact size.
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1.緒　　　言

カメラ付き携帯電話やデジタルカメラなどの普及に伴い,

ナノ・マイクロデバイス表面の3次元形状計測の需要が高

まっている.例えば,非球面レンズ金型は超精密加工によ

って製造される1)2)が,金型の歩留まりを向上させるには加

工後の表面形状計測が重要である.形状測定には,プロー

ブ接触式の3次元形状測定機,非接触式の干渉計などがあ

る3).プローブ接触式では,数10mm程度の走査範囲で3

次元形状を計測することが可能である.ただし,面走査を

すると計測に多大な時間(TACT)がかかる.また,干渉計4)-7)

では, CCDイメージセンサの画素数によって視野と分解能

はトレードオフの関係にある.そのため,例えば0.5fimの

分解能で10mm四方の額域を観察する場合,画素数は一辺

あたり10mm/0.5|j.m= 20000点となり,一般的なイメー

ジセンサの画素数を遥かに上回るため広い領域を高精度に

計測することは困難である.いずれの計測装置も防振台な

どの振動対策は必須であり,例えばオンマシンでの計測2)

を可能とするようなコンパクト化は難しいと考えられる.

広視野を詳細に観察するための計測手法として,レ-ザス

ポット走査と位相変調法を組み合わせた形状計測手法8)が

考案されているが,レ-ザスポット走査型干渉計の研究例

は多くはない.

そこで本研究では,新田らが開発した広視野レ-ザ顕微鏡

9)10)に干渉計測を組み込むことでフイゾ-型でかつレ-ザ

スポット走査型の干渉計を新たに開発した.この広視野レ

-ザ顕微鏡は元々表面観察装置として開発され,高さ方向

の分解能を犠牲にして広視野な観察を可能としたものであ

る10)干渉計測のために観察対象面の手前に参照板を設置
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し,そこ-レ-ザスポットを2次元的に走査させることに

より　2光束干渉による干渉像が得られる仕組みである.装

置本体はコンパクトに設計されており,参照板と試験片を

接触させることで振動にも強い構造となっている.本論文

では,この新しく開発したレ-ザ走査型干渉計による高密

度干渉縞像の観察と,レンズ金型を模した球状凹面の観察

による干渉縞像の取得および干渉縞像から3次元形状を構

築する手法の開発を行った.

2.装置の開発

2. 1広視野レーザ干渉計

2.1.1装置概要

図1に示すような微小レ-ザスポット走査型の広視野レ-ザ

顕微鏡を用いて干渉計測を行った.フイゾ-型干渉計のように,

Fig. 1 Schematic of scanning laser interferometer
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参照板は観察対象となる金型凹面の手前側に配置されている.

観察原理について述べる.まず,レ-ザ発振器から照射され

た波長650nmの半導体レ-ザ光は固定ミラーで反射後,ビーム

スプリッタ, 4分の1波長板を順に通過する.その後,回転ミ

ラーで反射し,テレセントリックfOレンズを通った後試験片表

面に集光する.従って,レ-ザはレンズ光軸に対して常に平行

に走査される.また,回転ミラーが1回転する毎に試験片を固

定したyステージを0.5(imずつ送るので,結果的に10mmX

8mmの範囲にレ-ザスポットを面走査させることが可能であ

る.スポット径はジャストフォーカス時に約4トLmでⅩy方向の

分解能はテストチャートを使用して計測した結果,約2p.mであ

った. Z方向の理論分解能については, 8bitグレースケールでの

観察を行っており,暗線と明線の輝度を8bitでフルに使用した

場合, 1階調当たり約1.3nmと考えられる(半波長!8bit).走査

ミラーの回転速度は9000rpmで,測定時間は上記範囲計測時で

約107秒である.試験装置のサイズは,縦190mmX横170mm

x高さ80mmとコンパクトである.

レ-ザ光は参照板(BK7)を通過する時にその表面で振幅分割

され,参照板表面での反射光および透過して試験片表面で反射

した光による2光束干渉が生じる.参照板表面での反射率を上

げるため試験片に近い方の表面にのみCrを厚さ約15nmコーテ

ィングした.この2光束は参照板を再通過した後,ビームスプ

リッタまで同じ経路を通る.その後,集光レンズおよびピンホ

ールを通過して受光素子に至り電気信号に変換される.この信

号と回転ミラーおよびy方向ステージの位置信号とを同期させ

ることで干渉像が得られる仕組みとなっている.また,ピンホ

ールを用いて共焦点型とすることで試験片表面からの反射光の

S!N比を向上させ高コントラストな観察を可能としている.観

察面全域で微細なレ-ザスポットが得られるようにfOレンズに

はシュリンクフイツタを用いた9).

このレ-ザスポット走査型干渉計の特長は高解像度観察が広

い範囲で可能なことである.他の顕微干渉計やレ-ザ顕微鏡は

基本的に光学顕微鏡をベースとしており,それらと比べると同

倍率で一度に観察可能な範囲は数十倍から数百倍である9).また,

他の干渉計では参照板と相手面は非接触のため,両者間の相対

位置が変動しないように厳密な振動対策が必要であった.一方,

参照板接触式の本干渉計ではその必要がなく,防振台が不要で

あるため装置全体のコンパクト化が可能となっている.

2.1.2　本干渉計によるニュートンリングの観察

本干渉計を使用して曲率半径約150mmの両凸レンズを平面

ガラスに押し当てたものを平面ガラス側から観察した画像を図

2に示す.図2(a)は6.4mmX4.8mmの領域を観察したものであ

る.前述のようにステイツチング技術は使用せずに10mmX

8mmの額域を観察して20000× 16000画素の画像を取得し,そ

の画像の一部を切り取って示している.黒い円形の額域は両凸

レンズと平面ガラスの接触部である.図2(b)は図2(a)の赤枠部

の拡大図であり, lOfimの間隔で非常に密に発生した干渉縞の

観察が可能であることを示している.

2.2　試験片

2.2.1レンズ金型試験片

本干渉計による　3次元形状計測のための試験片として,

SUS303基材上に厚さ約300|imの銅メッキを施し,このメッ

キ層に超精密旋盤加工および超精密研磨加工によって球面状の

凹面を作製したものを用意した.試験片の概略図を図3に示す.

ダイヤモンド工具による加工と研磨後の鏡面加工を比較的容易

に行うため銅メッキを採用した.凹面部の直径は4mm,深さは

0.25mm,曲率半径は8.1mmである.

2.2.2　参照板

平面参照板として厚さ3mmのBK7製のガラス板(屈折率

仲) Part of magnified image of the (a) indicated by a red box

Fig. 2　Schematic of scanning laser interferometer

Stainless steal

(JIS SUS303)

Fig. 3 Schematic of concave specimen

(a) With a flat glass plate　　(b) With a plane-convex lens

Fig. 4　Schematic of two-beam interference
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1.52)を用いた.また,平凸参照板として, BK7製の平凸レンズ

(Edmund Optics製)を用いた.この平凸レンズの曲率半径は,

21.71mm,焦点距離は42mmである.曲率半径は試験片凹面部

のものよりも大きいためレンズ中心は試験片に接触しない.参

照板表面に比べ試験片凹面での反射光強度が圧倒的に大きいた

め,凹面側の参照板表面にはECRイオンシャワー成膜装置

(EIS-220ER,エリオニクス社製)によりCr薄膜を成膜し,参照

板表面での反射光強度が高くなるようにした.原子間力顕微鏡

により非成膜部との段差を計測した結果,膜厚は約15nmであ

った.平板参照板および平凸レンズ参照板を用いた場合の2光

束干渉の模式図をそれぞれ図4(∂および図4(b)に示す.いずれ

の参照板も,試験片の凹面以外の部分と接触している.佳意の

走査位置では, 2つの反射光の間には空隙により光路差hが生

じる.特に,平凸レンズを使用した場合は図4(b)のように平板

使用時よりも空隙が小さい.ここで,平凸レンズを使用した目

的は,ヌルレンズ法のように入射光を球面波にする目的ではな

く,参照板と試験片表面間の距離を平板使用時よりも小さくし,

それにより干渉縞間隔を粗にするためである(詳細は後述).なお,

試験片と参照板は図5に示すジグによって同軸となるように固

定した

2. 3　干渉縞像の画像処理と3次元形状の構築

凹面試験片と参照板の干渉ではニュートンリング状の干渉縞

が観察される.二値化および細線化した暗線は等高線として扱

うことができる.各暗線上のピクセルに縞次数に応じた既知の

高さデータを付与し,暗線上にあるピクセルデータから最小二

乗法によって式(1)のような内挿関数f(x, y)を一義的に求めた.

内挿関数f(x,y)の次数は8とした.

1f(x,y)-a,+a2x+a3y+a4x+asxy+a6y-+

蝣蝣蝣+aT,M,_1x2yi-2+ayJi+Mxy'-1+ayjM-(1)

ここで,凹面および参照板からの反射光にはFresnelの公式

により位相差花が生じると考えられる11)ため, 2光束干渉を仮定

した場合暗線が生じる条件は以下のように示される.

Inh = mX　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)

また,この時の位相差は,以下のように示される.

6 -筈nh　　　　　　　(3)
ただし,各定数は以下のとおりである.

∂ :位相差

A :レ-ザ波長

n :空気の屈折率

h :任意の位置での空隙距離

m :0.1.2.3

Fig. 5　Schematic image ofa甲earnm

(b) Magni丘ed view

Fig.6　Fringes observed with a flat reference plate

Fig. 7　3-dimensional contour ofa concave observed with flat reference plate

Distance from the center,|im

Fig.8　Cross sectional profile of a concave observed with a flat plate
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また,平板参照板の面精度は平面測定用レ-ザ干渉計(F601,

FUJINON,基準面精度32nmPV)を用いて計測した.平板参照

板の表面は8nmRa, 179nmPVであった.平凸参照板は表面粗

さ測定機(Form Talysurf, Talor Hobson社製)で計測した.この

装置のZ方向分解能はIOnm,真直度精度は2mmの走査範囲

で約100nm(算術平均で約19nmの誤差),校正試験は同社製の

球面原器を使用して行った.干渉縞画像から構築したAw)と平

凸参照板の突出形状を併せて最終的な凹面形状とした.

3.実　験　結　果

3. 1平面参照板を用いた場合

図6(a)および図6(b)に平面参照板を用いて観察した干渉縞像

の全体像および拡大像を示す.平面参照版と凹面の空隙により

同心円状の干渉縞が観察された.凹面の勾配は中心から外側-

向けて徐々に大きくなっていくため干渉縞間隔は外側に行くほ

ど密になっている.図6の外周部付近で最も密な干渉縞の間隔

は約10|imであった.図の領域の更に外側は干渉縞が密になり

縞の判別ができなかったため,縞の判別ができる領域のみを切

り取って示している.そのためこの観察画像の直径は約1mmの

ほぼ真円である.今回の測定では,レ-ザの焦点のZ方向の位

置は,最大深さの半分の深さ付近に合わせている.観察中はZ

方向の走査をしていないため,その位置からずれた場所ではデ

フォーカスが生じる.これによってスポット径が大きくなった

結果,判別可能な縞間隔が10(imであったと考えられる.次に,

最小二乗法による内挿関数を3次元プロットしたものを図7に

示す.計測の妥当性を評価するために,図8には内挿関数で算

出した最深部の断面曲線を表面粗さ計による計測データと共に

示す.図には内挿関数と計測データの差も示す.この際,画像

中に観察される小さな傷や穴は画像処理の過程で除外した.触

針式粗さ計による計測結果との平均誤差(該当するデータ点同士

の差の絶対値を平均したもの)は0.077(imであった.図6では

水平方向に薄い縞状のノイズが観測されるが,同心円状の干渉

縞形状はほぼ真円に近くノイズの影響が見られないため,等光

路区間における装置振動や空気の揺らぎなどが原因で全体的な

輝度が増減したためと考えられる.

3.2　平凸レンズ参照板を用いた場合

図9(a)および図9(b)に平凸参照板を用いた場合の観察画像の

全体および拡大図を示す.平板参照版を用いた観察画像と同様

に干渉縞が判別できる領域をのみを切り取って示している.千

渉縞が観察された領域は平凸レンズよりも40%大きく,直径約

1.4mmであった.勾配が最も大きい周縁部の干渉縞間隔は平板

参照板使用時と同じく約IOpmであった.図10および図11に

それぞれ内挿関数のプロットおよび表面粗さ計による計測値と,

両者間の差を示す.表面粗さ計による計測値との平均的な差は

0.1軸mであった.

(叫M喝血丘ed Image

Fig. 9　Fringes observed by scanning laser interferometer with a plane-convex

reference plate

Fig. 10　3 dimensional contour ofa concave

Distance from the center,(im

Fig.ll Cross sectional profile ofa concave observed with

a plano-convex lense
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4.考　　　察

4.1参照板形状の影響

平板参照板と平凸参照板の2種類を使用した場合の両者の位

置関係を図12に示す.平板参照板を使用した場合に比べて,平

凸参照板を使用した場合は凹面と参照板間の隙間が全体的に小

さくなる.隙間が減少すると,その間の干渉縞の本数が減少す

るため,干渉縞の密度は平板を用いたときよりも全体的に低下

したと考えられる.具体的には,半径方向に対する隙間(光路差)

の変化率(勾配)がある一定の値を超えると,干渉縞密度が装置の

分解能を超えるので干渉縞の半順りができなくなる.その勾配は

平板でも平凸レンズを使用した場合のいずれも等しく,半径方

向距離IO^imに対して半波長(九,/2=325nm)の光路差となる勾配

であった.平凸参照版を使用した場合は凸形状の分だけ光路差

を短縮し,干渉縞間隔が拡がるため,平板使用時よりも判別で

きる領域が拡大したと考えられる.図12に示すように,レ-ザ

光屈折の影響の補正が今後の課題であるものの,干渉縞間隔を

粗にできる手法として平凸レンズの使用は有効であると考えら

れる.

4.2　表面粗さ計による計測結果との差異

前述のように,表面粗さ計による計測結果との差異は平板参

照版を使用した場合で約77nmであった.また,図13に平板と

平凸レンズの測定結果の比較を示す.緑色のプロットは平板使

用時と平凸レンズ使用時の観察形状の差の絶対値を示しており,

こちらも同程度の誤差が発生している.そのため,原因として

は参照板の形状精度および観察後の画像処理の影響が考えられ

る.参照板の形状精度は,前述のように平板の面精度は8nmJRa,

平凸レンズは約19nmの平均誤差で計測可能な表面粗さ計

(2.2.2項参照)で計測しているため,参照板の形状が主たる要因

とは考えにくい.画像処理では, 2値化および細線化を施した後,

最小二乗法による内挿関数の近似を行っているため,それらの

影響が考えられる.暗線位置では,高さはレ-ザ波長の半分の

倍数と決定できる.図14に暗線位置のⅩ, y座標から内挿関数蝕,

y)で計算した高さデータと,暗線位置での高さh(レ-ザ半波長

の整数倍)との平均的な差を示す.横軸は縞次数であり, 0次は

最も外周の,最高次は最も中心に近い暗線に相当する.図14が

示すように,干渉縞が粗である中心部および領域の端である外

周部で差が大きくなった.最小二乗法によって構築したことか

ら,データ点数(干渉縞密度)が比較的少ない中心部および外周部

付近において内挿関数と等高線との誤差は比較的大きいと考え

られる.よって,中心部および外周部におけるこのような誤差

を小さくするために干渉縞密度の最適化が必要である.また,

今回の画像処理では二値化した後の細線化画像が必ずしも元の

暗線の中心を通らないこともあった.そのため,傾斜法12)など

による中心部干渉縞生成密度の向上や二値化する場合のしきい

値や細線化アルゴリズムの最適化など,より忠実に3次元形状

を内挿補間するためのソフトウェア開発が今後の課題であると

考えられる.

振動の影響については,受光素子までの等光路区間での振動

や空気の揺らぎによって干渉信号の輝度値に若干の変動は生じ

たものの,干渉縞形状にはほとんど影響しなかった.その理由

として,光路差を生じる部分で参照板を接触させたことで空隙

-の振動の影響が抑えられたことと,本装置で干渉縞が高コン

トラストで観察されたためと考えられる.よって,除振台等の

振動対策なしでも振動に強い計測装置であることが示された.

5.緒　　　言

3次元形状計測のためのコンパクトで振動に強い干渉計とし

て,レ-ザスポット走査型レ-ザ干渉計を開発し,その有用性

を明らかにした.また,レンズ金型凹面に対する干渉縞像の観

察および干渉縞像からの3次元形状の構築を試みた.その結果,

以下の結言を得た.

(1)レ-ザスポットの走査により,試験片表面上の10mmX8

mmにわたり, 10(im間隔の高密度な干渉縞を観察できた.

(2)共焦点方式により高コントラストな計測が可能なため,壁

気のゆらぎの影響を受けにくいことが示された.

(3)参照板を試験片に接触させる本方式では振動対策なしで

も良好な耐震性が示された.

(4)平板参照板使用時の本装置による形状計測結果と表面粗

さ計による計測結果との平均的な差異は0.077jj.mであっ

た.

Distance丘om the center, ujn

Fig. 13　Comparison of cross sectional pro丘Ies ofa concave

observed with a flat plate and plano-<氾nvex lens

Fig. 14　Difference between the interpolation function and fringe data
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(5)平凸レンズ参照板を用いることで平板参照板使用時より
も勾配の大きい斜面における干渉縞の観察が可能である
ことが明らかとなった.凹面観察時の縞間隔を拡大する方

法として,平凸レンズの使用は有効であった.
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