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(57)【要約】
【課題】　表面形状の勾配に応じてサンプリング間隔を
設定するとともに、その間隔にしたがって探針を制御す
ることにより、表面形状に適応し、測定時間の短縮と、
測定精度の向上を実現すること。
【解決手段】　探針を走査時に、直前までの観測データ
を履歴として記憶し、観測データ形状を元に、Ｘまたは
Ｙ方向のサンプリング間隔をその都度設定し、次のサン
プリング位置まで探針を走査することを特徴とする走査
型プローブ顕微鏡を提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料表面に平行なＸおよびＹ方向への走査移動と該試料表面に垂直なＺ方向の移動とを
該試料表面に対して相対的に行える探針と、
　該探針が前記試料表面に近接または接触した時点において１種類以上の観測データを採
取する観測手段と、
　前記観測データを採取した後、前記ＸまたはＹ方向の次回の観測位置に達するまで前記
試料表面に平行な方向に探針を走査移動させ、該走査中に前記探針が前記試料表面に近接
または接触した際には、探針を試料表面からＺ方向に離し移動させ、かつ、前記次回の観
測位置に達した際には、探針の走査を停止するとともに、探針を試料表面に近接または接
触させて前記観測データを採取するように探針を制御する制御手段と、
　各観測位置の座標およびその位置での観測データを記憶する手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記観測データを複数の観測位置で採取し、採取した複数の観測デー
タを用いて前記ＸまたはＹ方向の次回の観測位置を決定することを特徴とする走査型プロ
ーブ顕微鏡。
【請求項２】
　請求項１記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　観測データのうちの１種類が、試料表面に前記探針が近接あるいは接触した時点のＺ位
置を表す形状データであり、
　前記制御手段が、ＸまたはＹ方向に探針を走査するとき、採取された前記形状データの
履歴を基に、所定の手順で算出される形状勾配に応じて、前記観測位置から次回の観測位
置までのＸまたはＹ方向の移動量を変更することを特徴とする走査型プローブ顕微鏡。
【請求項３】
　請求項２に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　前記制御手段が、前記形状データの履歴から求められる形状勾配に応じて、前記観測位
置から次回の観測位置までの移動量を、所定のＸ方向の最小ステップ距離の整数倍で可変
的に設定することを特徴とする走査型プローブ顕微鏡。
【請求項４】
　請求項１に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　前記制御手段が、前記観測データの履歴から求められる観測データの変化率が所定のし
きい値を超える場合、次回の観測位置から後戻りし、前回の移動量よりも小さな移動量に
設定して再度走査するように探針を制御することを特徴とする走査型プローブ顕微鏡。
【請求項５】
　請求項１に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　Ｙ方向の位置をその都度変えながら、Ｘ方向の走査を繰り返し行う際に、各Ｙ位置の座
標およびそのＹ位置で走査して採取したＸ方向観測データ列を履歴として記憶し、複数の
Ｙ位置と対応するＸ走査データ列の履歴を元に、最新のＹ位置から次回のＹ位置までの移
動量を、各Ｙ位置でのＸ走査完了の都度可変的に設定することを特徴とする走査型プロー
ブ顕微鏡。
【請求項６】
　請求項５に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　観測データのうち１種類が、前記探針が試料表面に近接あるいは接触した時点のＺ位置
であらわされる形状データであり、
　前記制御手段が、複数の前記Ｘ走査データ列を採取したあと、直近に採取した２つ以上
のＸ走査データ列の類似度を評価し、その類似度の度合いに応じて、前記最新のＹ位置か
ら次回のＹ位置までの移動量を、その都度可変的に設定することを特徴とする走査型プロ
ーブ顕微鏡。
【請求項７】
　請求項６に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　前記制御手段が、前記Ｘ走査データ列の直近に採取した２つ以上のＸ走査データ列の類
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似度を評価し、その類似度の度合いに応じて、前記最新のＹ位置から次回のＹ位置までの
移動量を、所定のＹ方向の最小ステップ距離の整数倍で可変的に設定することを特徴とす
る走査型プローブ顕微鏡。
【請求項８】
　請求項６に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　前記制御手段が、前記Ｘ走査データ列のうち直近に採取した２つ以上のＸ走査データ列
の類似度を評価し、その類似度が所定のしきい値を下回る場合、一旦Ｙ軸の走査方向を後
戻りして、前回の移動量を前回より小さな距離に設定して、Ｙ方向に走査しなおすことを
特徴とする走査型プローブ顕微鏡。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　前記類似度が、複数のＸ走査データ列で対応するＸ座標のデータの差分を含む演算で評
価されることを特徴とする走査型プローブ顕微鏡。
【請求項１０】
　請求項６～８のいずれか１項に記載の走査型プローブ顕微鏡において、
　前記類似度が、複数のＸ走査データ列の相互相関関数で評価されることを特徴とする走
査型プローブ顕微鏡。
【請求項１１】
　試料表面に平行なＸおよびＹ方向への走査移動と該試料表面に垂直なＺ方向の移動とを
該試料表面に対して相対的に行える探針と、
　該探針が前記試料表面に近接または接触した時点において１種類以上の観測データを採
取する観測手段と、
　各観測位置の座標およびその位置での観測データを記憶する手段と、を備える走査型プ
ローブ顕微鏡を用いた走査方法であって、
　前記観測データを採取した後、前記ＸまたはＹ方向の次回の観測位置に達するまで前記
試料表面に平行な方向に探針を走査移動させ、該走査中に前記探針が前記試料表面に近接
または接触した際には、探針を試料表面からＺ方向に離し移動させる工程と、
　前記次回の観測位置に達した際には、探針の走査を停止するとともに、探針を試料表面
に近接または接触させて前記観測データを採取する工程と、
　前記観測データを複数の観測位置で採取し、採取した複数の観測データを用いて前記Ｘ
またはＹ方向の次回の観測位置を決定する工程と、を備えていることを特徴とする走査方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、探針を試料表面上で振動させながら走査することにより、試料表面の形状や
物性情報分布を得ることができる走査型プローブ顕微鏡および走査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、試料の微細形状や材料物性を観測する目的で、試料表面を探針で走査してこれら
の情報を得る走査型トンネル顕微鏡や原子間力顕微鏡を含めた走査型プローブ顕微鏡が知
られている。
【０００３】
　一例を挙げれば、探針を試料表面に対して垂直方向に振動させ、試料表面との平均の距
離を一定に保ちながら表面を走査させて、試料表面の形状等を観測する超低力原子間力顕
微鏡が知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００４】
　上記超低力原子間力顕微鏡において、探針が垂直方向に振動している点は、探針を試料
表面に対して平行に走査させる際の悪影響となる、探針と試料表面との間に働く摩擦力や
、表面吸着水層による表面張力の影響を弱くする効果がある。
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【０００５】
　近年、半導体やその他の加工技術において加工寸法の微細化、高度化が進展し、アスペ
クト比の高い構造や、これを構成する急斜面の微細形状を測定する必要性が高まっている
。
【０００６】
　従来の走査型プローブ顕微鏡では、一定のサンプリング間隔で観測データを取得してい
る。そのため、傾斜の急な領域と平坦な領域が混在している高アスペクト形状を測定する
場合において、急な傾斜を必要な形状分解能で測定するには、サンプリング間隔を平らな
領域よりも密にとる必要があるし、また、サンプリング間隔が一定であると、平らな領域
では不必要にサンプリング点数が多くなることになる。
【０００７】
　この問題を避けるため、形状データを測定しながらサンプリング間隔を可変に設定する
方法として、いくつかの提案がされている（例えば、特許文献２）。
【０００８】
　一方、高アスペクト比形状を測定する場合において、別の問題点も存在する。すなわち
、通常の超低力原子間力顕微鏡における垂直方向の探針振動の振幅に比し、高さ方向の変
動が大きすぎるため、走査に際して正確な形状に追従するのが困難になる場合があるとい
うものである。近年、この困難を避ける方法の一つとして、サンプリング点において探針
を垂直（Ｚ）方向に下げ、表面に近接して形状を捉え、次に上げて離間して次のサンプリ
ング点に移動する操作を繰り返す走査方法、いわゆるＳＩＳモードが提案されている（特
許文献３参照）。
【０００９】
　ＳＩＳモードではサンプリング点ごとに探針と試料間の距離を近接・離間させる時間が
必要であり、走査全体にかかる所要時間は、サンプリング点数とともに長くなる。従って
、不要に多いサンプリング点数は、不要に長い測定時間という問題を意味する。
【００１０】
　この問題に対して、従来の走査プローブ顕微鏡について提案されているサンプリング可
変の方法は、上記特許文献３における走査方法の走査型プローブ顕微鏡には適用できない
ものである。例えば、特許文献２の走査プローブ顕微鏡は、探針が常に表面をトレースし
ている走査方法にのみ適用可能であり、上記特許文献３の走査型プローブ顕微鏡には適用
できない。
【特許文献１】特許第２７３２７７１号明細書
【特許文献２】特開２００２－０１４０２５号公報
【特許文献３】特開２００５－０６９８５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、表面形状の勾配に応じてサンプリング間隔を設定し、そのサンプリン
グ間隔に従って探針を制御することにより、表面形状に精度よく追従するとともに、測定
時間の短縮と、測定精度の向上を実現する走査方法および走査型プローブ顕微鏡を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の走査型プローブ顕微鏡では、走査時のサンプリングにおいて現時点および、そ
れ以前に採取した観測データをもとに、表面の勾配を求める。求められた勾配が所定の閾
値よりも大きければ、次の測定点までのサンプリング間隔（移動量）を、それ以前のサン
プリング間隔（移動量）より狭くする。あるいは、求められた勾配が所定の閾値よりも小
さければ、次の測定点までのサンプリング間隔（移動量）を広くする。この工程を繰り返
し行うことにより、勾配の急な領域と平坦な領域が混在する表面形状を走査する場合にお
いても、勾配の度合いに応じて最適な測定精度を有するサンプリング間隔で測定し、サン
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プリング動作に付随する探針の上下運動の回数、また測定時間を精度に見合うよう最適化
できる。
【００１３】
　また、本発明の走査型プローブ顕微鏡では、上記の方法で決定したサンプリング間隔に
基づいて、次の時点のサンプリングを行った結果、観測データの変動がある所定の値より
大きい場合、いったん走査を逆方向に後戻りして、サンプリング間隔をより狭くして再度
走査し直すこともできる。これにより、直前のデータから予想した勾配より、実際の形状
が大きくなる場合に、その部分のみ走査しなおすことで、測定時間は長くなるものの、測
定精度がある下限値より悪くならない測定結果を得ることができる。
【００１４】
　また、本発明の走査型プローブ顕微鏡では、Ｙ方向の位置を順次変えながら、Ｘ方向に
走査をする、いわゆるラスタースキャンにより表面測定を行う場合、現在のスキャンライ
ンのＹ座標と、次回のスキャンラインのＹ座標との差であるＹ方向のサンプリング間隔を
、これまでに取得したスキャンライン形状をもとに決定する。直前に測定した２つあるい
はそれ以上のスキャンライン形状どうしの類似性を評価し、その類似性がある閾値以上に
高ければ、Ｙ方向のサンプリング間隔をより広くする。また、類似性がある閾値以下であ
れば、Ｙ方向のサンプリング間隔をより狭くする。これにより、Ｙ方向に形状の変化の少
ない、平坦な領域では、サンプリングライン間隔を広げることで、測定精度の低下を最小
限にとどめながらライン数を減らすことで測定時間を短縮し、勾配が急な領域では、サン
プリングライン間隔を狭くして測定時間は増えるものの測定精度を高めることができる。
このようにして、表面形状に適応した、測定精度を確保しながら測定時間を最適化した測
定が可能になる。
【００１５】
　上記方法は、Ｘ方向でのサンプリング間隔の可変制御と組み合わせることが可能であり
、両方の効果を合わせて得ることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明による走査型プローブ顕微鏡および走査方法によれば、急な勾配と平坦な領域
が混在する表面形状を測定する際に、探針を走査しながら、表面形状に適応してサンプリ
ング間隔を可変することで、急勾配の領域ではサンプリング間隔を小さく、平坦な領域で
はサンプリング間隔を大きくし、サンプリング点数の削減による測定時間の短縮と、測定
データの精度を最適化した測定を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明の走査型プローブ顕微鏡の第１実施例における、１ラインの走査方法に
ついて、図１、図２、図３を参照して説明する。
【００１８】
　本実施形態の走査型プローブ顕微鏡は、図１に示すように、測定試料表面に平行なＸお
よびＹ方向の走査と該試料表面に垂直なＺ方向の移動とを該試料表面に対して相対的に行
える探針２と、該探針２が試料表面に近接または接触した際に、該試料表面から受ける相
互作用力を検出する力検出部６と、該探針２を制御するとともに観測データを採取し、か
つ各観測位置の座標およびその位置での観測データを記憶するためのコンピュータ７（制
御手段、観測手段、および記憶手段）と、観測データを外部に出力する表示装置８とを備
えている。
【００１９】
　このような構成の走査型プローブ顕微鏡により、試料表面に対して探針を走査して観測
データを採取し、該試料の表面形状像を１ライン分測定する場合について以下に説明する
。該試料の表面形状像をＸＹ平面にわたって走査して測定する場合は、Ｙ位置の位置を変
えながら、１ラインの走査を繰り返し行えばよい。
【００２０】
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　図２は、ライン走査の探針の軌跡を表す図であり、図３は、走査手順をあらわすフロー
チャートである。
【００２１】
　走査を行う前に、サンプリング間隔ｐ＊Δｘを設定する。サンプリング間隔の単位Δｘ
は、サンプリング間隔の最小単位を表し、試料表面を測定する際に必要な精度、走査範囲
などからあらかじめ決めることができる。また、ｐは１以上の整数を表し、初期値は１と
する。サンプリング間隔はΔｘを単位として、一つのスキャンライン中において、その整
数倍で変動する。
【００２２】
　まず、探針を観測位置ｘ（０）まで移動する。次に、探針が試料表面に近づくようにＺ
方向に移動する。探針が試料表面に近接もしくは接触すると、力検出部が力を感知するの
で、その時点で探針の移動を停止し、観測位置ｘ（０）における観測データ、すなわちＺ
方向の位置データｚ（０）を採取する。
【００２３】
　次に、探針を予め定められた距離Δｚ、例えば１０ｎｍだけ試料表面から離れるように
Ｚ方向に移動する。その後、次回の観測位置ｘ（１）まで探針をＸ方向に移動する。現在
の観測位置ｘ（０）から次回の観測位置ｘ（１）までの距離は、ｘ方向においてｐ＊Δｘ
である。
【００２４】
　この移動過程の途中において、試料表面に高さΔｚ以上の凸形状があった場合、探針が
試料表面に近接もしくは接触することになるが、これは力検出部６で検知される。探針の
近接もしくは接触を検知したら、直ちに探針のＸ方向移動を一時停止し、距離Δｚだけ探
針を試料表面から離したのち、探針のＸ方向への移動を再開する。このようにして最終的
には探針は次回の観測位置ｘ（１）まで移動する。探針が次回の観測位置ｘ（１）まで移
動したら、観測位置ｘ（０）での動作と同様に、観測位置ｘ（１）での観測データｚ（１
）を採取する。
【００２５】
　引き続き、ｎが２以上であるとして、走査方法について説明する。
【００２６】
　現在の観測位置ｘ（ｎ）に探針が移動した状態で、上記ｘ（０）と同様にｘ（ｎ）での
観測データｚ（ｎ）を採取する。次に、次回の観測位置ｘ（ｎ＋１）を、現在の観測位置
ｘ（ｎ）およびそこでの観測データｚ（ｎ）、直前の観測位置ｘ（ｎ－１）およびその位
置での観測データｚ（ｎ－１）を元に、次のようにして決定する。
【００２７】
　すなわち、直前の観測点と現在の観測点を結ぶ直線の勾配Ｓを、以下の式によって求め
る。
【００２８】
　Ｓ＝ａｂｓ（（ｚ（ｎ）－ｚ（ｎ－１））／（ｘ（ｎ）－ｘ（ｎ－１）））
　ここで、ａｂｓ（ｘ）はｘの絶対値を求める関数である。
【００２９】
　次に、勾配Ｓの値に応じて、ｘ（ｎ）からｘ（ｎ＋１）までのサンプリング間隔ｐ＊Δ
ｘを次のようにして決める。
【００３０】
　　　　　　Ｓ≧２．０　の場合　…　ｐ＝ｍａｘ（ｉｎｔ（ｐ／４），１）
　１．０　≦Ｓ＜２．０　の場合　…　ｐ＝ｍａｘ（ｉｎｔ（ｐ／２），１）
　０．５　≦Ｓ＜１．０　の場合　…　ｐ＝ｐ
　０．２５≦Ｓ＜０．５　の場合　…　ｐ＝ｍｉｎ（２＊ｐ，ｐＭａｘ）
　　　　　　Ｓ＜０．２５の場合　…　ｐ＝ｍｉｎ（４＊ｐ，ｐＭａｘ）
　ただし、ｍａｘ（ｘ，ｙ）は、ｘとｙの大きなほうの値を求める関数で、ｉｎｔ（ｘ）
は、ｘの小数点以下を切り捨てて整数値を求める関数である。ｍｉｎ（ｘ，ｙ）は、ｘと
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ｙの小さなほうの値を求める関数である。また、ｐＭａｘは、設定可能な最大のサンプリ
ング間隔を表す走査パラメータであり、求められる走査時間と測定データの測定精度の兼
ね合いから調節する。
【００３１】
　このようにしてサンプリング間隔ｐ＊Δｘが決まったら、次回の観測位置ｘ（ｎ＋１）
が決まるので、探針をｘ（ｎ＋１）までＸ方向に移動する。ここでの移動途中でもｘ（０
）からｘ（１）への移動と同様、探針が試料表面に近接もしくは接触した場合、その都度
探針をΔｚだけ離間させる。
【００３２】
　以上の動作を繰り返し行うことにより、各観測位置ｘ（ｎ）における観測データｚ（ｎ
）を採取してゆく。観測位置ｘ（ｎ）が、予め設定された走査範囲に達したら、１ライン
の走査を終了する。
【００３３】
　本実施例においてはｐを整数としたが、ｐを実数として、勾配Ｓからサンプリング間隔
を変更するための判定式を異なる式に置き換えることもできる。
【００３４】
　次に、本発明の走査型プローブ顕微鏡の第２実施例における、各スキャンラインの走査
方法について、フローチャート図４を参照して説明する。第２実施形態が第１実施形態と
異なる点を以下に述べる。第２実施形態では、上記勾配Ｓを元にｘ（ｎ＋１）を決定した
後、観測位置ｘ（ｎ＋１）に移動して観測データｚ（ｎ＋１）を測定する。決定および採
取したｘ（ｎ），ｚ（ｎ），ｘ（ｎ＋１），ｚ（ｎ＋１）の値から、勾配Ｓ’を以下の式
によって求める。
【００３５】
　Ｓ’＝ａｂｓ（（ｚ（ｎ＋１）－ｚ（ｎ））／（ｘ（ｎ＋１）－ｘ（ｎ）））
　勾配Ｓ’が予め定められたある値、たとえば１．０以上であれば、探針の走査をいった
ん後戻りする。すなわち、観測位置ｘ（ｎ）と観測位置ｘ（ｎ＋１）の間の位置、たとえ
ばｘ（ｎ）とｘ（ｎ＋１）の中間点（ｘ（ｎ）＋ｘ（ｎ＋１））／２に探針を移動させ、
この位置を改めてｘ（ｎ＋１）と設定し、ここでの観測データｚ（ｎ＋１）を採取する。
また、サンプリング間隔ｐ＊Δｘは以下の式で示されるように半分に縮める。
【００３６】
　ｐ＝ｍａｘ（ｉｎｔ（ｐ／２），１）
　これにより、直前の形状データから決定したサンプリング間隔で測定した結果、想定し
た以上に凹凸が大きく、得られるデータでは形状精度が悪化する場合、一旦逆戻りしてサ
ンプリング間隔を前回より細かくして再走査することで、測定精度の悪化を防止すること
ができる。第１実施形態と比較すると、測定時間がより長くなる可能性があるが、測定精
度の下限を保障したデータを得られるというメリットがある。
【００３７】
　次に、本発明の走査型プローブ顕微鏡の第３実施例における、面スキャンの走査方法に
ついて、図５、図６を参照して説明する。図５は、本実施例でのラスター走査の探針の軌
跡を表す図であり、図６は、走査手順をあらわすフローチャートである。
【００３８】
　走査を行う前に、Ｙ方向のライン間隔ｑ＊Δｙを設定する。ライン間隔の単位Δｙは、
ライン間隔の最小単位を表し、試料表面を測定する際に必要な精度、走査範囲などからあ
らかじめ決めることができる。また、ｑは１以上の整数を表し、初期値は１とする。ライ
ン間隔はΔｙを単位として、一つのラスター画面内において、その整数倍で変動する。
【００３９】
　まず、最初のライン位置ｙ（０）に探針を移動し、Ｘ方向に探針を走査し、測定プロフ
ァイルＬ（０）を測定する。測定プロファイルは、各サンプリング点での測定データ列で
構成される。
【００４０】
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　次に、探針をＹ方向にｑ＊Δｙだけ移動し、ここを次のライン位置ｙ（１）として、同
様にＸ方向に走査し、測定プロファイルＬ（１）を取得する。
【００４１】
　次に、ｎが２以上の場合、測定プロファイルＬ（ｎ＋１）の走査は以下の方法で行う。
【００４２】
　直前に測定した２つの測定プロファイルＬ（ｎ－１）と測定プロファイルＬ（ｎ）のデ
ータとの類似度を算出する。類似度を算出する方法の一つとして、測定プロファイルＬ（
ｎ－１）のデータ列をｚ１（ｎ）｛ｎ＝０，１，…，Ｎ｝、測定プロファイルＬ（ｎ）の
データ列をｚ２（ｎ）｛ｎ＝０，１，…，Ｎ｝として、相互相関関数Ｒ（ｋ）を以下の式
で書けば、
【００４３】
【数１】

【００４４】
となり、類似度ＣをＲ（ｋ）｛ｋ＝０，…，Ｎ－１｝の最大値で定義することができる。
【００４５】
　Ｃ＝ｍａｘ（Ｒ（０），…，Ｒ（Ｎ－１））
　Ｙ方向のサンプリング間隔ｑ＊Δｙを決定するために、求められたＣとある予め決めら
れた値、たとえば０．９、とを比較し、例えば下記の判定式を用いる。
【００４６】
　Ｃ≧０．９の場合　…　ｑ＝ｍｉｎ（２＊ｑ，ｑＭａｘ）
　Ｃ＜０．９の場合　…　ｑ＝ｍａｘ（ｉｎｔ（ｑ／２），１）
　次に、ｙ（ｎ）からサンプリング間隔ｑ＊ΔｙだけＹ方向に移動し、ここをｙ（ｎ＋１
）として、測定プロファイルＬ（ｎ＋１）を測定する。
【００４７】
　以上の動作を繰り返し行うことにより、各観測位置ｙ（ｎ）における測定プロファイル
Ｌ（ｎ）を採取してゆく。観測位置ｙ（ｎ）が、予め設定された走査範囲に達したら、１
画面の走査を終了する。
【００４８】
　本実施例においてはｑを整数としたが、ｑを実数として、類似度Ｃからライン間隔を変
更するための判定式を上記とは異なる式に置き換えることもできる。
【００４９】
　また、本実施例においては類似度Ｃを、測定プロファイルＬ（ｎ－１）と、測定プロフ
ァイルＬ（ｎ）との相互相関関数から算出しているが、相互相関関数以外の関数も使用す
ることができる。たとえば、プロファイルどうしの差分を、次の式で表されるＤで算出し
て、Ｄが０に近いほど類似度が高いとしてサンプリング間隔の判定式を定めることができ
る。
【００５０】
【数２】

【００５１】
　また、これまで述べてきた実施例では、観測データのうち、形状データを判定基準とし
てサンプリング間隔、あるいはライン間隔を可変に設定していた。本発明ではそれだけに
限らず、形状データ以外の種類のデータや、複数の種類のデータを用いて、サンプリング
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間隔あるいはライン間隔を変更する判定基準にしてもよい。たとえば、形状と電流値を同
時に測定する走査型プローブ顕微鏡の場合、電流値の変動がより大きな領域ではサンプリ
ング間隔をより密にするといった走査方法が考えられる。あるいは、電流値の変動と形状
の変動を両方加味してサンプリング間隔を調節する走査方法も考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施例における走査型プローブ顕微鏡のブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態における探針の走査軌跡である。
【図３】本発明の第１実施形態における探針の走査方法をあらわすフローチャートである
。
【図４】本発明の第２実施形態における探針の走査方法をあらわすフローチャートである
。
【図５】本発明の第３実施形態における探針の走査軌跡群である。
【図６】本発明の第３実施形態における探針の走査方法をあらわすフローチャートである
。
【符号の説明】
【００５３】
　１　試料表面
　２　探針
　３　ＸＹＺスキャナ
　４　ＸＹ駆動部
　５　Ｚ駆動部
　６　力検出部
　７　コンピュータ
　８　表示装置
【図１】

【図２】

【図３】
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