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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それ自身の測定ビーム（３）の光軸方向（Ａ）に沿った運動を測定するための光波干渉
計と、対物レンズ（１２）ならびにフォーカス調整装置（１８）を備える顕微鏡とからな
り、フォーカス調整装置（１８）は物体（１）と対物レンズ（１２）の焦点との相対位置
を変更できるように形成され、前記光波干渉計と前記顕微鏡とは光波干渉計の測定ビーム
（３）が顕微鏡の光路を経て物体（１）上にフォーカスするように互いに対応させられて
いる、物体（１）の光学的測定を行うための装置において、
　前記顕微鏡は共焦点オートフォーカス顕微鏡として形成されて、フォーカス制御装置（
１７）と、フォーカス検出器（８）と、フォーカスビームをつくり出すための光源と、対
物レンズ（１２）の焦点外の点から対物レンズ（１２）に入射される非フォーカスビーム
を遮光するように共焦点オートフォーカス顕微鏡の光路に配置されている空間フィルタ（
１１）とを備え、かつ
　前記光波干渉計はフォーカスビームをつくり出すための光源であり、
　前記顕微鏡は、光源から発したフォーカスビームが対物レンズ（１２）を経て物体（１
）とフォーカス検出器（８）とにフォーカスされ、
　前記フォーカス検出器（８）は、前記測定ビーム（３）と前記物体によって反射される
フォーカスビームでもある測定ビームとがこのフォーカス検出器（８）で重ねられるよう
に、前記装置のビーム経路に配置され、
　前記フォーカス調整装置（１８）とフォーカス検出器（８）とに連携しているフォーカ
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ス制御装置（１７）に前記フォーカス検出器（８）がこのフォーカス検出器（８）で重ね
られたビームの測定信号を出力することで、この測定信号に応じて前記フォーカス制御装
置（１７）が物体（１）の測定点が対物レンズ（１２）の焦点に位置するようにフォーカ
ス調整装置（１８）を制御するように構成されている装置。
【請求項２】
　前記光波干渉計と接続されて、この光波干渉計の測定データのGuoy効果による測定誤差
を補正するように形成された補正装置（９）が備えられていることを特徴とする請求項１
に記載の装置。
【請求項３】
　前記補正装置（９）は、前記光波干渉計の測定データの測定誤差を補正するために用い
る較正データを含んでいることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記顕微鏡は少なくとも１つの第二の対物レンズを有し、第一と第二の対物レンズとは
第二の対物レンズが選択的に第一の対物レンズに代替し得るようにして顕微鏡に配置され
、
　前記補正装置（９）は、それぞれ２つの対物レンズの一方に対応した少なくとも２つの
較正データセットが記憶された較正データバンクを内蔵し、
　前記補正装置（９）は前記較正データセットを選択的にセレクトし得るように構成され
、前記補正装置（９）はセレクトされた較正データセットによって光波干渉計の測定デー
タの補正を行うことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記顕微鏡は、フォーカス制御装置（１７）と接続されるとともにフォーカス制御装置
（１７）の制御信号を評価または記憶あるいは評価して記憶するように形成された評価装
置（１０）を備えることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記顕微鏡は走査共焦点オートフォーカス顕微鏡として形成され、
　この顕微鏡はスキャナ制御装置と光学的変位手段（１３，１４）
　または物体移動装置あるいはその両方を備え、
　前記スキャナ制御装置は光学的変位手段（１３，１４）または物体移動装置あるいはそ
の両方と連携し、制御信号によって、測定ビームが選択的に物体（１）上の異なった場所
にある少なくとも２つの測定点にフォーカスされるように光学的変位手段（１３，１４）
または物体移動装置あるいはその両方を制御し、かつ
　前記光学的変位手段（１３，１４）はこの共焦点オートフォーカス顕微鏡の光路に配置
されるとともに、スキャナ制御装置の制御信号に応じて、測定ビームが選択的に物体（１
）上の異なった場所にある少なくとも２つの測定点にフォーカスされるように測定ビーム
（３）を変位および／または偏向させるように形成され、
　前記物体移動装置は、スキャナ制御装置の制御信号に応じて、測定ビーム（３）が選択
的に物体（１）上の異なった場所にある少なくとも２つの測定点にフォーカスされるよう
に物体（１）を測定ビーム（３）に対して相対的に移動または回転あるいは移動と回転を
させるように形成されていることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の装
置。
【請求項７】
　前記評価装置（１０）は前記光波干渉計およびスキャナ制御装置と接続されているとと
もに、
　前記評価装置（１０）は、前記フォーカス制御装置（１７）の制御信号またはフォーカ
ス制御装置（１７）の評価された制御信号あるいはその両方からなるフォーカス制御装置
（１７）のデータと、前記スキャナ制御装置の制御信号またはスキャナ制御装置の評価さ
れた制御信号あるいはその両方からなるスキャナ制御装置のデータと、前記光波干渉計の
測定データまたは光波干渉計の評価された測定データあるいはその両方からなる光波干渉
計のデータとを格納する記憶装置を内蔵し、
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　その際前記記憶装置は物体（１）の各々の測定点につき、フォーカス制御装置のデータ
、スキャナ制御装置のデータおよび光波干渉計のデータを互いに対応させていることを特
徴とする請求項５又は６に記載の装置。
【請求項８】
　前記評価装置（１０）は補正装置（９）を経て光波干渉計と接続されており、前記記憶
装置は光波干渉計の補正済みの測定データからなる光波干渉計のデータを格納するように
形成されていることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記光波干渉計はレーザドップラー振動計であることを特徴とする請求項１から８のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記フォーカス検出器（８）は光検出器として形成されていることを特徴とする請求項
１から９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　測定ビームのビームスプリッタが備えられ、この測定ビームのビームスプリッタはそれ
によって出射された測定ビーム成分がフォーカス検出器（８）に当たるように装置光路に
配置されていることを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　前記測定ビームのビームスプリッタは前記空間フィルタ（１１）と光波干渉計との間の
装置光路に配置されていることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記光波干渉計は、この光波干渉計内で重ねられたビームがそれ自身にフォーカスされ
るように光波干渉計の光路に配置されている運動強度検出器を備え、
　この運動強度検出器は同時に前記フォーカス検出器（８）であることを特徴とする請求
項１から１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つの光学的変位手段は走査反射鏡（１３，１４）として形成されているこ
とを特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記フォーカス調整装置（１８）は対物レンズ（１２）のポジショニングキャリッジと
して形成されて、光波干渉計の測定ビームの光軸方向（Ａ）に沿って対物レンズ（１２）
を移動させることができるように形成されていることを特徴とする請求項１から１４のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記顕微鏡はこの顕微鏡の光路に配置されてこの顕微鏡の光路からビームの一部を出射
させるための出射ビームスプリッタ（１６）を有し、
　出射ビームスプリッタ（１６）が物体（１）と空間フィルタ（１１）との間の光路に配
置されていることを特徴とする請求項１から１５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　別の光学素子用のカップリングが備えられ、このカップリングは出射ビームスプリッタ
（１６）によって出射されるビームの光路に位置するようにして配置され、かつ
　少なくとも１つの光学素子からなる光学集束系が備えられ、この光学集束系は出射ビー
ムスプリッタ（１６）と出射ビームスプリッタ（１６）によって出射されるビームの光路
に配されたカップリングとの間に配置されて、顕微鏡の物体像がこのカップリングの領域
にフォーカスされるように形成されていることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　カメラ（１９）と物体（１）の面照明用の照明装置が備えられ、前記カメラ（１９）ま
たは照明装置あるいはその両方は出射ビームスプリッタ（１６）によって出射されるビー
ムの光路に配置されていることを特徴とする請求項１６または１７に記載の装置。
【請求項１９】
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　前記照明装置はストロボスコープ照明装置（２０，２１）として形成され、かつ平面内
運動評価装置が備えられ、この平面内運動評価装置は前記カメラ（１９）と接続されて、
このカメラ（１９）によって時間的にずらして撮影された複数の画像を評価し、測定ビー
ム（３）に対して垂直な平面内における物体（１）の運動を検出し得るように形成されて
いることを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか１項に記載の装置による物体（１）の光学的測定を行うた
めの方法において、
　前記光波干渉計の測定ビーム（３）が共焦点オートフォーカス顕微鏡として構成された
顕微鏡によって物体（１）にフォーカスされるステップと、
　前記測定ビーム（３）と前記物体によって反射される測定ビームとが前記フォーカス検
出器（８）で重ねられ、前記共焦点オートフォーカス顕微鏡のフォーカス調整装置（１８
）が前記フォーカス検出器（８）から測定信号を受け取る前記フォーカス制御装置（１７
）によって、物体（１）の測定点がこの顕微鏡の対物レンズ（１２）の焦点に位置するよ
うに制御されるステップと、
　前記光波干渉計とこの光波干渉計に接続された評価装置（１０）とにより光波干渉計の
測定ビーム（３）の方向における物体（１）の振動が測定されるステップと、
からなることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　さらに、前記光波干渉計の測定データの補正が光波干渉計ならびに評価装置（１０）と
接続された補正装置（９）によって実施されるステップを含むことを特徴とする請求項２
０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記光波干渉計の測定データの補正は以下のステップ、すなわち
　前記オートフォーカス顕微鏡の対物レンズ（１２）の特性データを求めるステップと、
　複数の対物レンズ特性データにつきそれぞれ１つの対物レンズ固有較正データセットを
含んでいる補正装置（９）の較正データバンクから、対物レンズ（１２）の特性データに
よって対物レンズ固有較正データセットをセレクトするステップと、
　前記光波干渉計の測定データにGuoy効果に起因して生ずる測定誤差を補正装置（９）に
より対物レンズ固有較正データセットに依拠して補正するステップと、
を含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は物体の光学的測定、特に運動測定を行うために、それ自身の測定ビームの光軸
方向に沿った運動を測定するための光波干渉計と、対物レンズならびにフォーカス調整装
置を備える顕微鏡とからなり、フォーカス調整装置は物体と対物レンズの焦点との相対位
置を変更できるように形成され、前記光波干渉計と前記顕微鏡とは光波干渉計の測定ビー
ムが顕微鏡の光路を経て物体上にフォーカスするように互いに対応させられている、物体
の光学的測定を行うための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような装置は、光波干渉計の測定ビームの光軸方向に沿った動き（運動）を測定す
るための光波干渉計と、対物レンズならびにフォーカス調整装置を備える顕微鏡とからな
り、フォーカス調整装置は物体と対物レンズの焦点との相対位置を変更できるように形成
され、光波干渉計と顕微鏡とは光波干渉計の測定ビームが顕微鏡の光路を経て物体上にフ
ォーカスされるように互いに対応させられている。
【０００３】
　光波干渉計は測定ビームの光軸方向に沿った運動つまり一般に顕微鏡の物体面に対して
垂直な方向の運動の測定を可能にする。一般に、物体上の１つの測定点がコヒーレントな
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レーザ光で照射されるレーザドップラー振動計が使用される。物体の表面の運動は表面で
反射された光の周波数のドップラー遷移を生ずる。この周数数遷移ないし等価位相ずれを
復調器で評価することにより測定点での物体表面の運動の速度を算定することができ、こ
の速度のカーブから測定点での物体表面の加速度の値も計算することが可能である。この
種の測定装置の原理的構造は既に知られている（例えば非特許文献１参照。）。
【０００４】
　小さな物体の運動、特にマイクロシステム技術における小型化された部品の運動または
振動の測定には、測定ビームが顕微鏡の光路を経て測定さるべき物体上にフォーカスされ
る光波干渉計が利用されることが多い。
　この場合、光波干渉計の測定ビームは顕微鏡によって物体上の所定の測定点に向けられ
るが、物体上の測定さるべき測定点は顕微鏡のほぼ焦点に位置するようにするのが好適で
あり、これによって測定ビームは測定点においてできるだけ僅かな広がりを示し、したが
って物体上のできるだけ小さな面を照らすこととなり、こうして高度な局部分解が可能に
なる。
【０００５】
　そのような物体の光学的測定、特に変位測定および／または振動測定を行うための装置
も知られている（例えば、特許文献１参照。）が、この場合の測定はレーザ光波干渉計に
よって実施され、その際、測定ビームは顕微鏡の光路に入射される。物体によって反射さ
れた測定ビームはふたたび顕微鏡の光路から出て、測定システムに戻る。さらにこの装置
は測定ビームをおおよそ平行にずらすための装置を有しており、その結果、測定対象を移
動させることなく物体上の並列した複数の点を測定することができる。
【０００６】
【非特許文献１】“Technisches Messen-tm[工学測定-tm]”（１９９０年）、p.３３５～
３４５
【特許文献１】米国特許第６０８４６７２号明細書（対応日本出願：特開平１１－１６０
０１８号）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は冒頭に述べたタイプの測定技術を改良して、より高い精度の測定が達成
される技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は、上記タイプの測定装置において、前記顕微鏡は共焦点オートフォーカス顕
微鏡として形成されて、フォーカス制御装置と、フォーカス検出器と、フォーカスビーム
をつくり出すための光源と、対物レンズの焦点外の点から対物レンズに入射される非フォ
ーカスビームを遮光するように共焦点オートフォーカス顕微鏡の光路に配置されている空
間フィルタとを備え、かつ前記光波干渉計はフォーカスビームをつくり出すための光源で
あり、前記顕微鏡は、光源から発したフォーカスビームが対物レンズを経て物体とフォー
カス検出器とにフォーカスされ、前記フォーカス検出器は、前記測定ビームと前記物体に
よって反射されるフォーカスビームでもある測定ビームとがこのフォーカス検出器で重ね
られるように、前記装置のビーム経路に配置され、前記フォーカス調整装置とフォーカス
検出器とに連携しているフォーカス制御装置に前記フォーカス検出器がこのフォーカス検
出器で重ねられたビームの測定信号を出力することで、この測定信号に応じて前記フォー
カス制御装置が物体の測定点が対物レンズの焦点に位置するようにフォーカス調整装置を
制御するように構成されることで解決される。
                                                                                
【０００９】
　本発明は顕微鏡が共焦点オートフォーカス顕微鏡として形成されている点で公知の従来
の技術とは根本的に異なっている。共焦点オートフォーカス顕微鏡はフォーカス制御装置
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、フォーカス検出器、フォーカス調整装置およびフォーカスビームを発生させる光源を備
えている。
　本発明による装置において光波干渉計はフォーカスビームをつくり出すための光源とし
て使用される。つまり、光波干渉計の測定ビームはさらに共焦点オートフォーカス顕微鏡
のフォーカス調整のためのフォーカスビームとして使用される。
　光波干渉計によってつくり出されたフォーカスビームは共焦点オートフォーカス顕微鏡
の対物レンズを経て物体上つまり測定さるべき物体の測定点にフォーカスされ、物体によ
って反射または散乱させられる。反射または散乱された測定ビームはふたたび共焦点オー
トフォーカス顕微鏡の光路を経てフォーカスされフォーカス検出器に戻る。
　フォーカス検出器は直接にまたは信号評価装置を経て測定信号を、フォーカス調整装置
と連携して形成されているフォーカス制御装置に転送する。フォーカス制御装置はフォー
カス検出器の測定信号に応じ、物体の測定点が対物レンズの焦点に位置するようにフォー
カス調整装置を制御する。フォーカス調整装置は光波干渉計の測定ビームに対して基本的
に垂直方向に対物レンズをずらすことができるように形成されているかおよび／または顕
微鏡に対して相対的に、光波干渉計の測定ビームに対して実質的に垂直方向に物体を移動
させることができるように形成されていてよい。
【００１０】
　さらに本発明による装置の顕微鏡は空間フィルタを備え、このフィルタは共焦点オート
フォーカス顕微鏡の光路に、非フォーカスビームを基本的に遮光するようにして配置され
ている。したがって、対物レンズの焦点外から対物レンズに入り込んで顕微鏡の光路に入
射されるビームは空間フィルタによって基本的に遮光され、特に、非フォーカスビームは
空間フィルタによって阻止されて光波干渉計の光路に入り込むことはない。この空間フィ
ルタは一般に遮光絞りないしピンホールとして実現されている。
　したがって、本発明による装置は、非フォーカスビームが光波干渉計内で焦点ビームと
重なり合うことに起因する光波干渉計の測定データの誤差は基本的に排除されているとい
う追加的な利点を有している。
【００１１】
　本発明による装置により、光波干渉計の測定ビームを共焦点オートフォーカス顕微鏡の
光路を経て物体に集束させて、反射または散乱された測定ビームを共焦点オートフォーカ
ス顕微鏡の光路を経て光波干渉計に帰還させ、その際、フォーカス制御装置によって、ユ
ーザが所要の操作を行なわなくても、物体が焦点に位置するように保証することが可能に
なる。
【００１２】
　物体上の測定点が対物レンズの焦点に位置している場合にのみ測定を実施するようにす
ることは複数の理由からして好適である。
　第一に、対物レンズの焦点に位置する測定点での測定は測定点の広がりをできるだけ小
さくすると同時にできるだけ高い局部分解を保証することになる。
　さらに、測定に際しては、測定ビームの顕微鏡通過時に回折効果が生ずることに起因す
る測定誤差が光波干渉計のデータに現れることがある。
【００１３】
　たとえば、単色ビームのフォーカシングは位相ずれを生ずることがあるとのことは公知
である。このいわゆるGuoy効果はフォーカシングの程度に依存しており、フォーカシング
が大きければ位相の変化も大きくなるとの相関性が存在している。
　ただし、冒頭に述べたように、光波干渉計にあってはまさしく、表面にフォーカスされ
た測定ビームと物体表面によって反射された測定ビームとの位相差が物体表面の運動速度
の算定に利用される。それゆえ、Guoy効果による位相の変化は位相差の算定に誤差を生じ
、したがって光波干渉計の測定データに誤差を生ずる。
　また、Guoy効果による測定誤差の大きさは測定ビームのフォーカシングの程度に依存し
ているのみならず、測定ビームを反射する物体の表面が対物レンズの焦点からどれだけ離
れているかにも依存している。焦点と測定ビームを反射する物体表面との間の距離が大き
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くなればなるほど、距離が変化する際のGuoy効果に起因する測定誤差はそれだけいっそう
大きく変化することとなる。
　焦点におけるGuoy効果による測定誤差の変化は０である。つまり、測定ビームを反射す
る表面と焦点との間隔が僅かであれば測定誤差の変化は非常に僅かにすぎず、一般に無視
することができる。したがってGuoy効果による測定誤差の補正は対象の測定点が対物レン
ズの焦点に位置していれば極めて正確に行なうことができる。というのも、この場合には
物体の運動または測定機器の不正確性、振動または衝撃によって引き起こされ得る、対象
の測定点と焦点との間の間隔の変化は、前述したように、Guoy効果による測定誤差の僅か
な変化を結果するにすぎないからである。したがって、Guoy効果による測定誤差が既知で
あれば、物体の測定点が焦点に位置している限り、高い精度でそれを補正することが可能
である。
　他方、物体の測定点が焦点に位置していない場合には、物体の測定点と対物レンズの焦
点との間の間隔の小さな変化でさえも、Guoy効果による測定誤差の著しく大きな変化をも
たらす。したがって、焦点外におけるGuoy効果による測定誤差が既知であっても、その補
正は不正確にしか行うことができない。というのも、物体上の測定点と対物レンズの焦点
との離間間隔の算定の不正確性がGuoy効果による測定誤差の算定に比較的大きな不正確性
をもたらすからである。
　実際の適用にとってはこのこと、つまり光波干渉計の測定データのGuoy効果に起因する
測定誤差は対象が焦点に位置している場合にのみ現実的に補正することが可能であるとい
う点が重要である。
【００１４】
　したがって、好適な実施形態の１つにおいて、本発明による装置は、光波干渉計の測定
データの測定誤差、特に前述したGuoy効果に起因する誤差の補正に使用される補正装置を
光波干渉計と接続させている。
　光波干渉計の測定データのGuoy効果に起因する誤差は－－対象の測定点が対物レンズの
焦点に位置している限り－－測定ビームのフォーカシングの程度に基本的に依存している
。
　このことから、Guoy効果に起因する測定誤差の補正は以下の方法で実施することができ
る：
【００１５】
　先ず、開口数の小さい対物レンズ、つまり開口数の大きい対物レンズに比較して測定ビ
ームのフォーカシングが僅かな対物レンズを用いて、較正対象たとえば圧電振動子が測定
される。圧電振動子は外部の電気的な励起によって振動し、これが本発明による装置によ
って光波干渉計で測定される。対物レンズの開口数が小さいことから、Guoy効果に起因す
る測定誤差も無視することができる。したがって、この光波干渉計の測定データにはGuoy
効果に起因する極めて僅かな測定誤差しか生じていない。
　続いて新たに測定が実施され、この測定に際して、Guoy効果に起因する測定誤差を無視
することのできない開口数の大きい対物レンズが使用される。双方の測定を比較すること
により、開口数の大きい対物レンズに関する較正を算定することができる。
【００１６】
　したがって、本発明による装置の補正装置が、光波干渉計のデータのGuoy効果に起因す
る測定誤差の補正に利用される較正データを含んでいると好適である。
　一般に顕微鏡は開口数の相違する複数の対物レンズを備えているため、１つの顕微鏡で
、顕微鏡を通してフォーカスされる測定ビームをさまざまに拡大ないし集束させることが
可能である。
　したがって、さらに別の好適な実施形態において、本発明による装置は開口数の異なる
少なくとも２つの対物レンズを備えており、これらは選択的に双方のうちの一方が顕微鏡
の光路に差し込まれるようにして配置されている。そのため、対物レンズは通常１枚の回
転プレート上に配置されており、回転プレートの回転によって所望の対物レンズが顕微鏡
の光路に差し込まれるようになされている。
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【００１７】
　光波干渉計のデータのGuoy効果に起因する測定誤差は基本的にフォーカシングの程度に
依存し、したがって、使用される対物レンズにも基本的に依存しているため、物体の測定
点が対物レンズの焦点に位置している限り、前述した方法で、開口数の異なる種々の対物
レンズにつきそれぞれの較正データセットを作成することが可能である。
　したがって、本発明の好適な実施形態は、装置の対物レンズに関する較正データセット
を格納した較正データバンクを備えているのが好適である。補正装置は使用される対物レ
ンズに応じて当該較正データセットを較正データバンクからセレクトし、当該較正データ
に依拠して光波干渉計の測定データの測定誤差を補正するように形成されているのが好適
である。
　較正データバンクからの較正データのセレクトはたとえば、ユーザが使用される対物レ
ンズの特性データたとえば焦点距離または対物レンズの番号を補正装置に入力し、これに
応じて補正装置が当該較正データセットをセレクトすることによって行なうことができる
。
　ただし、たとえば、使用される対物レンズを識別して当該信号を補正装置に出力する識
別装置を顕微鏡に配備し、補正装置は、与えられたこの当該信号に応じて、使用される対
物レンズに対応した較正データセットをセレクトし、このデータセットによって光波干渉
計の測定データの測定誤差の補正を実施するようにした自動補正方式も同じく考えること
ができる。
【００１８】
　さらに別の好適な実施形態において、本発明による装置の共焦点オートフォーカス顕微
鏡はフォーカス制御装置と接続された評価装置を備えている。この評価装置はフォーカス
制御装置の制御信号を評価しおよび／または評価されたまたは未評価の制御信号を記憶す
る。
　フォーカス制御装置は、フォーカス検出器の信号に応じ、測定物体の測定点が対物レン
ズの焦点に位置するようにフォーカス調整装置を制御する。したがって、フォーカス制御
装置の制御信号はオートフォーカシング前の対物レンズの焦点と物体の測定点との間の間
隔を表す尺度である。特に、物体上の異なった場所にある複数の測定点が測定される走査
測定方式にあっては、こうして、物体の高さ勾配を作成することができる。
　１つの測定点のフォーカシング後に第二の測定点を焦点に位置させるために必要なフォ
ーカス制御装置の制御信号はこれら２つの測定点の高さ差を表す尺度である。それゆえ、
並列した多数の測定点によって物体を走査することにより、測定点相互の間の相対高さ差
を算定することができる。
　したがって、さらに別の好適な実施形態において、本発明による装置の共焦点オートフ
ォーカス顕微鏡は走査共焦点オートフォーカス顕微鏡として形成されている。この顕微鏡
は、共焦点オートフォーカス顕微鏡の光路に配置された少なくとも１つの光学的変位手段
を備えている。この光学的変位手段によって測定ビームを変位および／または偏向させる
ことができるため、測定ビームを物体上の異なった場所にある複数の測定点に選択的に集
束させることができる。
　さらに、物体移動装置によって物体を顕微鏡に対して相対的に運動させることによって
も物体上の異なった場所にある複数の測定点に選択的に測定ビームを向けることが可能で
ある。所望の測定点の配置に応じ、３つの空間方向の任意の１方向、ただし好ましくは光
波干渉計の測定ビームの光軸に対して垂直方向への直線変位を行なわせることが可能であ
るが、ただし対物レンズを回転させることも同様に考えることができる。
【００１９】
　さらに、光学的変位手段と物体移動装置との双方を本発明による装置に設けることも好
適である。
　本発明の１つの実施形態における走査共焦点オートフォーカス顕微鏡はさらに、光学的
変位手段および／または物体移動装置と連携するスキャナ制御装置を備えている。この場
合、スキャナ制御装置は、物体上の異なった場所にある少なくとも２つの測定点に選択的
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に測定ビームがフォーカスされるように、前述した手段／装置を制御する。測定さるべき
測定点が測定開始前に定められて、特にスキャナ制御装置の測定点データバンクに記憶さ
れているのが好適である。
【００２０】
　共焦点オートフォーカス顕微鏡が走査共焦点オートフォーカス顕微鏡として形成されて
いるこの実施形態において、評価装置はさらに光波干渉計およびスキャナ制御装置と接続
されていると共に記憶装置を備え、こうして、フォーカス制御装置のデータ、スキャナ制
御装置のデータおよび光波干渉計のデータを格納することができるのが好適である。フォ
ーカス制御装置のデータはフォーカス制御装置の評価されたまたは未評価の制御信号から
なっていてよく、スキャナ制御装置のデータはスキャナ制御装置の評価されたまたは未評
価の制御信号からなるかまたはスキャナ制御装置の測定点データバンクのデータからなっ
ていてよい。同じく光波干渉計のデータは光波干渉計の評価されたまたは未評価の測定デ
ータからなっていてよい。
　したがって、フォーカス制御装置のデータは測定点の高さつまりｚ空間座標に関する情
報を含み、他方、スキャナ制御装置のデータは顕微鏡の物体面に対して基本的に平行な１
つの空間平面内の測定点の位置つまり（ｘ，ｙ）空間座標に関する情報を含んでいる。
　重要なことは、記憶装置が物体の各々の測定点に関するフォーカス制御装置のデータ、
スキャナ制御装置のデータおよび光波干渉計のデータを互いに対応させていることである
。
　それゆえ、各々の測定点につき、測定点の場所での物体の運動に関するデータと測定点
の（ｘ，ｙ，ｚ）空間座標に関するデータとを含む１つのデータセットが存在している。
　この場合、評価装置は補正装置を経て光波干渉計と接続されており、そのため光波干渉
計の格納データはすでに補正済みであり、つまりもはやGuoy効果に起因する測定誤差を含
んでいないのが好適である。
【００２１】
　光波干渉計はレーザドップラー振動計として形成されているのが好ましい。
　本発明による装置において顕微鏡は共焦点顕微鏡として形成されているため、非共焦点
ビーム、つまり対物レンズの焦点外から顕微鏡の光路に達するビームは空間フィルタによ
って基本的に遮光される。これは、物体によって反射されて、空間フィルタを通過した後
の測定ビームの強度は物体の測定点が焦点に位置している場合に最大であるとのことを意
味している。物体の測定点が対物レンズの焦点外にあれば、物体によって反射された測定
ビームは空間フィルタによって遮光され、しかも測定点が対物レンズの焦点から離れてい
ればいるほどそれだけいっそう遮光されることとなる。したがって、物体を対物レンズの
焦点を通して運動させれば、物体の測定点が対物レンズの焦点に位置している箇所で最大
値を示す、反射された測定ビームの強度分布が得られる。したがって、この反射された測
定ビームの強度の最大値を物体の測定点の焦点ポジションの算定に使用することができる
。
【００２２】
　フォーカス検出器は光検出器として形成されているのが好ましい。この場合、装置が測
定ビームのビームスプリッタを備え、このビームスプリッタは測定ビームのビームスプリ
ッタによって出射された測定ビーム成分がフォーカス検出器に当たるようにして装置の光
路に配置されているのが特に好適である。
　測定ビームのビームスプリッタは絞りタイプの光学素子と光波干渉計との間の装置光路
に配置されていてよいことから、測定ビームのビームスプリッタを通して出射されなかっ
た測定ビーム成分は光波干渉計に入射される。
【００２３】
　一般に光波干渉計は運動強度検出器を備えており、これは光波干渉計内で重ねられたビ
ームが運動強度検出器にフォーカスされるようにして光波干渉計の光路に配置されている
。この場合、運動強度検出器がさらにフォーカス検出器としても利用されるのが特に好適
である。こうした場合には先述したビームスプリッタは不要である。
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　運動強度検出器は一方で、光波干渉計内で重ねられたビームの位相差の算定と、物体の
測定点の運動の算出とに使用され、他方で、運動強度検出器によって自動フォーカシング
も実施される。
【００２４】
　さらに別の好適な実施形態において、少なくとも１つの光学的変位手段は走査反射鏡、
特に圧電走査反射鏡として形成されている。
　ただし、測定ビームに代えて、物体を顕微鏡に対して相対的に運動させること、特に顕
微鏡の物体面内で変位させることおよび／または物体を任意の空間軸を中心にして回転さ
せることも可能であり、こうして、顕微鏡に対して相対位置固定された測定ビームを物体
上の異なった場所にある測定点に当てることができる。
　これは適切に形成された物体保持装置、好ましくは電動式XYテーブルとして形成された
物体保持装置によって達成することができる。
　したがって、先述した一連の実施形態は、光波干渉計の測定ビームの光軸に沿った物体
の測定点の運動の算定、ならびに物体の測定点の高さ勾配の算定を可能にする。さらに、
光学的変位手段ないし物体移動装置に関する既知の制御信号から、振動計の測定ビームに
対して垂直な面内における測定点のポジションも決定することができる。それゆえ、任意
の測定点につき、（Ｘ，Ｙ，Ｚ）空間座標を光波干渉計によって測定されたこの測定点で
の物体の運動に対応させることができる。
【００２５】
　さらに、本発明による装置によって、物体に当たる測定ビームの光軸に対して平行でな
い運動方向の運動、特に、基本的に顕微鏡の物体面内、つまり振動計の測定ビームに対し
て基本的に垂直な面内で生ずるいわゆる平面内運動も測定することができれば好適である
。
　このために、顕微鏡のカメラカップリングに載設されると共に他方自らも適切に形成さ
れたカメラカップリングを備え、同所にカメラ、一般にＣＣＤカメラを載設することので
きる光学システムを使用することができる。顕微鏡のカメラカップリング部の物体像はこ
の光学システムの光路を経て第二のカメラカップリングにフォーカスされるため、この物
体像は第二のカメラカップリングに接続されたカメラによって撮影することができる。同
時にこの光学システムはストロボスコープランプのパルス光を入射させるためのビームス
プリッタを内蔵している。ストロボスコープランプは測定さるべき物体が同時に励起され
て周期運動する励起周波数に一致したパルス周波数で光パルスを発する。こうして、時間
的にずらして撮影されたカメラ画像の評価によって、物体の平面内運動を算定することが
できる。
【００２６】
　平面内運動を測定するためのこの光学システムを本発明による装置と組み合わせるのが
好適である。このため、本発明による装置は、共焦点オートフォーカス顕微鏡の光路に配
置されて共焦点オートフォーカス顕微鏡の光路からビームの一部を出射させるようにする
出射ビームスプリッタを有しているのが好適である。ただしこの場合には、カメラによる
物体の面集束ないしストロボスコープランプによる物体の面照明が不可欠であることから
、このビームスプリッタは測定さるべき物体と空間フィルタとの間の光路に配置されてい
なければならない。
【００２７】
　したがって本発明による装置は、さらに別の光学素子用のカップリング、好ましくは、
出射ビームスプリッタを通して出射されたビームがこのカップリングを通して装置から出
ることができるようにして本発明による装置に配置されたＣマウントカップリングを備え
ているのが好適である。出射ビームスプリッタとカップリングとの間には出射ビームスプ
リッタを通して出射されるビームの光路に少なくとも１つの光学素子、特に１つのレンズ
からなる光学集束系が配置され、この集束系は顕微鏡の物体像がカップリングの領域にフ
ォーカスされるように形成されている。したがってこの光学集束系はカメラカップリング
を有した光学顕微鏡における公知の光学集束系と同等である。同所では一般に同じく顕微
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鏡の物体像が集束系によってカメラカップリングの領域にフォーカスされることから、フ
ォーカスされた物体像はたとえば載設されたカメラによって撮影することができる。
　かくてカップリングには、平面内運動を測定するための前述したカメラ付き光学システ
ムを載設することができる。
　ただし、カメラおよび／またはストロボスコープランプを装置内に組込むことも同じく
可能である。
【００２８】
　上述した本発明による装置を用いて、物体の光学的測定（振動測定）を行うための方法
も本願の権利の対象としており、そのような測定方法は、前記光波干渉計の測定ビームが
共焦点オートフォーカス顕微鏡として構成された顕微鏡によって物体にフォーカスされる
ステップと、前記共焦点オートフォーカス顕微鏡のフォーカス調整装置が前記フォーカス
検出器から測定信号を受け取る前記フォーカス制御装置によって、物体の測定点がこの顕
微鏡の対物レンズの焦点に位置するように制御されるステップと、前記光波干渉計とこの
光波干渉計に接続された評価装置とにより光波干渉計の測定ビームの方向における物体の
振動が測定されるステップとからなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付の唯一の図面を参照し、本発明の実施形態の１つを詳細に説明、解説する。
　図１は物体１を測定するための本発明による装置の構造を概略的に示したものである。
本装置はレーザドップラー振動計として形成された光波干渉計を含んでいる。レーザ２は
装置の光路を経て物体１にフォーカスされる測定ビーム３をつくりだし、物体１によって
反射または散乱された測定ビームはふたたび装置の光路を経て光波干渉計に入射する。同
所で、２つのビームはマッハ-ツェーンダ干渉計のような公知の方法で３つのビームスプ
リッタ４，５，６と１つの反射鏡７により光検出器８で重ねられる。
　光検出器８の出力信号は復調器８ａに転送される。復調器８ａはそれ自体公知の方法で
光検出器８の出力信号から光波干渉計内部で重ねられたビームの位相ずれないしその時間
カーブを求め、それを補正装置９に転送する。
【００３０】
　補正装置９は復調器８ａの信号の先述したGuoy効果に起因する測定誤差を補正するよう
に形成されている。
　このため補正装置９は、顕微鏡の対物レンズ１２に関する較正データが記憶された（不
図示の）記憶装置を内蔵している。較正データは先述した方法で求められている。補正装
置９はこうして、各々の測定点につき較正データを用い、光波干渉計で測定された測定点
での物体１の運動の補正を実施し、補正されたデータを評価装置１０に転送する。
　評価装置１０は補正装置の出力データからそれ自体公知の方法で測定点での物体１の運
動を算出する。評価装置１０は評価されたデータおよび／または補正装置の出力データを
格納する（不図示の）記憶装置を内蔵している。
【００３１】
　測定ビーム３は共焦点オートフォーカス顕微鏡を経て物体１の測定さるべき測定点にフ
ォーカスされる。顕微鏡は遮光絞り１１を備えており、この絞りは顕微鏡の対物レンズ１
２の焦点外から入射する非フォーカスビームを基本的に遮光するため、それらのビームは
光波干渉計の光路に入射することはない。
　非フォーカスビームとは特に、対物レンズ１２の焦点に位置しない物体の測定点から反
射ないし散乱によってふたたび顕微鏡の光路に入射される測定ビームのことである。
　測定ビーム３は顕微鏡の光路において、２つの走査反射鏡１３，１４、１つのレンズ１
５および出射ビームスプリッタ１６ならびに対物レンズ１２を経て測定物体１にフォーカ
スされる。測定ビーム３は走査反射鏡１３と１４を経てそれぞれ１つの空間方向に偏向さ
れるが、この場合、これらの２つの空間方向は２つの偏向運動の組合わせによって任意の
空間方向への測定ビームの偏向が可能となるように互いに位置している。これはたとえば
２つの走査反射鏡１３，１４の回転軸が互いに垂直をなすことによって達成することがで
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きる。
　したがって、走査反射鏡１３と１４による測定ビーム３の偏向によって、物体１上の異
なった場所にある測定点に測定ビーム３を向けることができる。
　図１に示した実施形態において、光検出器８は光検出器８で重ねられたビームの位相ず
れの測定に使用されるだけでなく、同じく、オートフォーカス機能用のフォーカス検出器
としても用いられる。
【００３２】
　前述したように、本発明による装置において、光波干渉計の測定ビーム３は同じく顕微
鏡のオートフォーカス機能用のフォーカスビームとしても使用される。共焦点オートフォ
ーカス顕微鏡において、フォーカスビームは測定さるべき測定点が焦点に位置していれば
最大強度を有し、測定さるべき測定点が顕微鏡対物レンズの焦点から外れればその強度は
低下する。
　これは測定点で反射されて、絞り１１を通過した後の測定ビーム３にも当てはまること
から、この測定ビームは物体１の測定点が対物レンズ１２の焦点に位置している場合に最
大強度を有している。
【００３３】
　したがって、本発明による本実施形態は、物体１の測定点で反射されて、絞り１１を通
過した後の測定ビーム３の強度を測定するために、光検出器８と接続された振幅評価装置
８bを有している。この振幅評価装置は光検出器８の測定信号、つまり光検出器８で重ね
られたビームの測定信号のそれ自体公知の方法による変調振幅の算定を実施するように形
成されている。
【００３４】
　光検出器８の測定信号の振幅は複数の因子によって決定されている。この場合に重要な
のは、レーザ２から発射されて、ビームスプリッタ４と６ならびに反射鏡７を経て光検出
器にフォーカスされた参照ビームと、物体１によって反射されて、顕微鏡の光路を通り、
絞り１１を通過した後に、ビームスプリッタ５と６を経て光検出器８にフォーカスされた
反射測定ビームとの重なりである。
　光検出器の信号強度は基本的にこれら２つのビームの位相ずれ、つまりそれらの干渉に
依存している。位相ずれが変化すれば、光検出器の信号強度も変化し、強め合う干渉が存
在すれば最大振幅に達し、弱め合う干渉が存在すれば最小振幅に達する。したがって、振
幅それ自体は絞り１１の通過後の反射測定ビームの強度の尺度としては適していない。
　ただし、最小振幅と最大振幅の差は、先述したように、本発明による装置の共焦点特性
により、測定ビーム３を反射する物体１の測定点と対物レンズ１２の焦点との距離に依存
している。この差は測定点が焦点に位置していれば最大であり、測定点が焦点から離れて
いれば減少する。したがって、光検出器８の信号強度の最小振幅と最大振幅の差を測定す
ることにより、絞り１１の通過後の反射測定ビーム３の強度を求めることができる。
　したがって、最小振幅と最大振幅の差を算定するには、参照ビームと反射ビームとの間
の位相がずらされなければならず、しかも少なくとも測定ビームの１周期分だけずらされ
なければならない。この位相ずらしは異なった方法で行なうことができる。
【００３５】
　そこで、たとえばレーザ２と物体１との間の光路長を、レーザ２と光検出器８との間の
参照ビームの光路長に比較して、測定ビーム３の１波長分だけ変化させることができる。
これはたとえば物体を光軸方向Ａに沿ってずらすことによって可能である。これによって
、反射された測定ビーム３と参照ビームとの光路長の比が変化する。これは位相変化と同
じであり、つまり光軸方向Ａに沿った１波長分の物体１のずれは光検出器８の信号を変調
する。
【００３６】
　さらに、振動計は、やや異なった周波数を有する２つの光学波が重ねられる、それ自体
公知のヘテロダイン干渉計として形成されていてもよい。これはたとえば、反射鏡７とビ
ームスプリッタ６との間に、光波の周波数をずらすことのできる光学部品たとえば音響光
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学変調器を光路に組込むことによって達成することができる。
　この場合には光検出器８に双方の波の差周波数（いわゆるヘテロダイン周波数）を有し
た信号が生ずる。つまり、光検出器８の信号は物体１をずらさなくとも変調されることと
なる。この変調の振幅差も物体の測定点が対物レンズ１２の焦点に位置していれば最大で
あり、測定点が焦点から外れれば減少する。
　いずれの方式にあっても、振幅評価装置８ｂによって光検出器８の信号の変調振幅の算
定が行われ、こうして、物体１の測定点で反射されて、絞り１１を通過した後の測定ビー
ム３の強度に関する尺度を表す結果が得られる。
【００３７】
　この変調振幅は振幅評価装置８ｂからフォーカス制御装置１７に転送される。
　フォーカス制御装置１７はフォーカス調整装置１８と接続されている。フォーカス調整
装置１８は、本実施例において、電子制御式のポジショニングキャリッジとして形成され
ており、これは圧電素子を経て、物体に当たる測定ビーム３の光軸方向Ａに沿って対物レ
ンズ１２を移動させることができる。
　フォーカス制御装置１７は振幅評価装置８ｂから与えられた信号が最大になるようにフ
ォーカス調整装置１８を制御する。これによって、物体１の測定点が対物レンズ１２の焦
点に位置することが保証される。
　フォーカス制御装置１７は、補正装置９もそうであるが、評価装置１０と接続されてい
る。評価装置１０はフォーカス調整装置１７の制御信号を受け取り、こうして、物体１の
測定点を対物レンズ１２の焦点に位置させるために必要な、フォーカス調整装置１８によ
る対物レンズ１２の移動距離を算定することができる。物体１上の異なった場所にある複
数の点が順次測定される走査測定方式にあっては、こうして、移動距離の比較によって測
定点の高さ勾配を求めることができる。
【００３８】
　したがって、図１に示した実施形態において、評価装置１０の記憶装置は各々の測定点
に、一方で、その他の測定点と比較した相対高さを対応させ、他方で、光波干渉計によっ
て測定された物体１の測定点の運動を対応させることとなる。
　評価装置１０はさらに、走査反射鏡１３と１４の（不図示の）スキャナ制御装置と接続
されている。このスキャナ制御装置は、個々の測定プロセスにつき、物体１上のそれぞれ
前以てセレクトされた測定点に測定ビーム３が当たるように双方の走査反射鏡１３と１４
の傾倒姿勢を制御する。スキャナ制御装置はそのために必要な制御信号を評価装置１０に
転送する。こうして、評価装置１０は測定面Ｂつまり測定ビーム３の光軸方向Ａに対して
垂直をなす面内における測定点相互の相対ポジションも求めることができる。
　これによって記憶装置には測定点に関して、測定点の（ｘ，ｙ，ｚ）空間座標と、光波
干渉計によって測定された測定点の運動とが互いに対応されて格納されることとなる。
【００３９】
　図１に示した実施例によって、測定ビーム３の光軸方向Ａに沿ってではなく、特に、顕
微鏡の物体面Ｂ内で生ずる平面内運動も求めることができるように、本実施例はさらにＣ
ＣＤカメラ１９、ストロボスコープランプ２０および、ストロボスコープランプ２０のパ
ルス光を顕微鏡の光路に入射するためのストロボスコープのビームスプリッタ２１を含ん
でいる。こうして、ストロボスコープランプ２０のパルス光はストロボスコープ・ビーム
スプリッタ２１から出射ビームスプリッタ１６と対物レンズ１２とを経て物体１にフォー
カスされる。
　物体１によって反射ないし散乱されたストロボスコープランプ２０の光パルスは対物レ
ンズ１２、出射ビームスプリッタ１６、ストロボスコープのビームスプリッタ２１ともう
一つのレンズ２２を経てＣＣＤカメラ１９にフォーカスされる。
【００４０】
　遮光絞り１１はストロボスコープランプ２０と物体との間の光路、ないし物体とＣＣＤ
カメラ１９との間の光路には位置していないことから、ストロボスコープランプ２０によ
る平面の照明とＣＣＤカメラによる平面の撮像とが可能である。したがって、ＣＣＤカメ
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ラ１９によって時間的にずらして撮影された画像の比較から、それ自体公知の方法で、物
体の平面内振動を算定することができる。このために本装置はさらに、評価装置１０と接
続された（不図示の）平面内運動評価装置を有している。
【００４１】
　これにより、評価装置１０の記憶装置には、各々の測定点につき、（ｘ，ｙ，ｚ）空間
座標と測定ビーム３の光軸方向Ａに沿った運動だけでなく、平面内運動評価装置によって
算定された物体面Ｂ内での運動情報も格納されることとなる。
　測定の時間的フローについては複数の変法が可能である。したがって一例として以下の
ステップを通じて測定を行うことができる：
１．）測定ビームは先ず走査反射鏡１３と１４によって測定さるべき物体１の測定点に向
けられて、当該場所情報（ｘ，ｙ座標）が評価装置１０に転送される。
２．）対物レンズ１２はフォーカス制御装置１７とフォーカス調整装置１８によって、物
体１の測定点が対物レンズ１２の焦点に位置するように移動させられ、当該制御信号が高
さ情報（z軸）を求めるために評価装置１０に転送される。この場合、振幅評価装置８ｂ
は、それぞれ測定ビーム３の１波長分だけ物体を変位させた後に、光検出器８の信号の変
調振幅を評価し、フォーカス制御装置１７は変調振幅が最大となるようにフォーカス調整
装置１８を制御する。
３．）光波干渉計の測定ビームの光軸に沿った物体１ の測定点の運動が光波干渉計で測
定され、その際、補正装置は光検出器８の測定データのGuoy効果に起因する測定誤差を補
正し、補正された測定データは測定点での物体１の運動を算定するために評価装置１０に
転送される。
４．）記憶装置はこの測定点につき、（ｘ，ｙ，ｚ）空間座標とこの測定点の運動データ
とからなるデータセットを格納する。
　この測定プロセスは予定された各々の測定点につき反復される。
【００４２】
　続いて、ストロボスコープランプ２０とＣＣＤカメラ１９によって平面内測定を行うこ
とができ、その際、求められた平面内測定データは評価装置１０によってすでに格納され
ていた測定データに重ねられ、こうして、各測定点につき、既知の情報に加えてさらに顕
微鏡の物体面Ｂ内の運動も格納される。
　一般に物体１はこうした測定のため（不図示の）外部励起装置によって励起されて周期
的に振動する。
　上述した測定プロセスにおいて、この励起を、つまりオートフォーカス機能の間、遮断
しておくことを考えることができる。ただし、一般に外部の励起による物体の振動は種々
の測定点同士の間の高さ差に比較して小さいことから、物体１をオートフォーカス機能の
間も外部の励起によって振動させることも可能である。この場合には、振幅評価装置８ｂ
は光検出器８から補正装置９を経て伝達される測定信号に場合により測定物体１の振動に
起因する変動があればそれを平均化法によって除去することになろう。
【００４３】
　したがって、図１に示した本発明による実施例によって初めて、測定ビームが共焦点オ
ートフォーカス顕微鏡を経て物体にフォーカスされる光波干渉計のデータの、Guoy効果に
起因する測定誤差を補正することが可能になる。さらにまた、測定点の場所座標も、光波
干渉計の光軸に沿った運動の運動データも、またさらに顕微鏡の物体面内の平面内運動の
運動データも１つの装置によって求めることが初めて可能になる。
【００４４】
　したがって、本装置は総合的な、しかもこの精度では従来不可能であったミニチュア部
品の解析を可能にする。特にマイクロシステム技術におけるシミュレーションモデルと実
際のテスト物体との間の比較には、各測定点につき、（ｘ，ｙ，ｚ）空間座標の算定も、
それらの測定点での光波干渉計の光軸に沿った運動の運動データの算定も共に可能にする
データセットが不可欠である。本発明はこれを高い精度で保証することができる。
【００４５】
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　尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を便利にするために符号を記すが、該記入によ
り本発明は添付図面の構成に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】物体を測定するための本発明による装置の概略的構造を示す図
【符号の説明】
【００４７】
　１：物体
　３：測定ビーム
　８：フォーカス検出器
　９：補正装置
１１：空間フィルタ(絞り、ピンホール）
１２：対物レンズ
１７：フォーカス制御装置
１８：フォーカス調整装置
 
 

【図１】



(16) JP 4885485 B2 2012.2.29

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  クリスチアン・レンベ
            ドイツ連邦共和国　デー‐７６３３７　ヴァルトブロン　アン・デア・バーン　１０

    審査官  中川　康文

(56)参考文献  特開昭６１－２６２６２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２４０８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－２２１２０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０３６３３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－０１８７２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０１８２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２４８２０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１７８６２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０９０６０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２５３４４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１０－５０３５９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１６００１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２４９０２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６１５１１２７（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２０００－３１０５１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０６６１０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０９１８５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１２０８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３５５１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０５７５５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１９５１７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２７７９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００４－５１４１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／０３２７２２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００６－５０７５２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｂ　　　９／００～９／１０
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００～１１／３０
              Ｇ０１Ｈ　　　１／００～１７／００
              Ｇ０２Ｂ　　　７／１１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

