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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸方向の色分散素子を含んで構成され、ワーク近傍の異なる距離にそれぞれ異なる波
長の光を合焦させる共焦点系の第１光路と、
　前記ワーク近傍の略同一距離に異なる波長の光を合焦させるように構成された第２光路
と、
　前記第１光路に第１入力スペクトルプロファイルを有する第１の光を入力するための光
源と、
　前記第２光路に第２入力スペクトルプロファイルを有する第２の光を入力するための光
源と、
　前記第１光路を通じて前記第１の光がワークに到達しないように、前記第１光路を不能
化する第１の不能化手段と、
　前記第２光路を通じて前記第２の光がワークに到達しないように、前記第２光路を不能
化する第２の不能化手段と、
　測定軸方向に配置された複数のピクセルで各波長の光を受光して、出力スペクトルプロ
ファイルデータを生成するＣＰＳ波長検出器を備えたＣＰＳ電子機器部と、を有し、
　前記第１の不能化手段が非アクティブな場合に、前記第１光路を介して前記第１の光が
前記ワーク表面に照射され、前記ＣＰＳ電子機器部が該ワーク表面からの反射光のスペク
トルプロファイルに相当する第１出力スペクトルプロファイルデータを生成し、
　前記第２の不能化手段が非アクティブな場合に、前記第２光路を介して前記第２の光が
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前記ワーク表面に照射され、前記ＣＰＳ電子機器部が該ワーク表面からの反射光のスペク
トルプロファイルに相当し、前記ワークの材料に起因した成分を含む距離非依存性のプロ
ファイル成分から構成された第２出力スペクトルプロファイルデータを生成し、
　前記ＣＰＳ電子機器部は、第１出力スペクトルプロファイルデータに含まれる潜在的な
測定距離誤差であって、前記ワークの材料に起因した誤差を含む前記潜在的な測定距離誤
差を補正するために、生成した前記第２出力スペクトルプロファイルデータを供給する、
ように形成されていることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１光路及び前
記第２光路は、前記第１の光および前記第２の光を、前記ワークの同じ部分に向けて照射
するように形成されていることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項３】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１光路及び前
記第２光路は、それぞれ共有の対物レンズを含んでいることを特徴とするクロマティック
ポイントセンサシステム。
【請求項４】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、該クロマティックポ
イントセンサシステムがマシンビジョン検査装置に統合されており、前記第１光路及び前
記第２光路がそれぞれ共有の対物レンズを含んでいることを特徴とするクロマティックポ
イントセンサシステム。
【請求項５】
　請求項４記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記マシンビジョン
検査装置が共有の対物レンズを通してワーク表面の画像を取得するように形成されること
を特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項６】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１及び前記第
２入力スペクトルプロファイルが同一のスペクトルプロファイルになるように、
　前記第１の光を前記第１光路へ入力するための前記光源と、
　前記第２の光を前記第２光路へ入力するための前記光源とが、同一の光源であることを
特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項７】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、
　前記第１の光を前記共焦点系の第１光路へ入力するために接続された光源と、
　前記第２の光を前記第２光路へ入力するために接続された光源とが、異なる光源である
ことを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項８】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１の不能化手
段および前記第２の不能化手段が同一手段であることを特徴とするクロマティックポイン
トセンサシステム。
【請求項９】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１の不能化手
段および前記第２の不能化手段が、（ａ）ホイール・シャッター又は（ｂ）切換器のうち
のいずれかであることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１０】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記ＣＰＳ電子機器
部は、さらに、前記ワーク材料成分に関連する誤差からなる潜在的な測定距離誤差を、前
記第１出力スペクトルプロファイルデータから補正するために、前記第２出力スペクトル
プロファイルデータに基づいて、ワーク特有のスペクトルプロファイルの補正データを決
定する信号演算器を備えることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１１】
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　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記距離非依存性の
プロファイル成分は、前記光源に関連付けられた光源スペクトルプロファイル成分を含ん
でおり、かつ、前記第２出力スペクトルプロファイルデータは、前記光源スペクトルプロ
ファイル成分に関連付けられた誤差を補正することに使用されることを特徴とするクロマ
ティックポイントセンサシステム。
【請求項１２】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、
　前記第１光路が異なる波長の光を合焦させるような異なる距離が、測定範囲を定義する
とともに、
　前記第２光路が異なる波長の光を合焦させる距離が、前記測定範囲内となることを特徴
とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１３】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１光路および
前記第２光路は、共有のビームスプリッタを有する共通経路を備えることを特徴とするク
ロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１光路およ
び前記第２光路は、前記共有のビームスプリッタと前記ワーク表面との間で同じ線上に設
けられていることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１５】
　請求項１３記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第１光路およ
び前記第２光路のうちの一方が反射器から構成されていることを特徴とするクロマティッ
クポイントセンサシステム。
【請求項１６】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第２光路は、色
消しレンズによって構成されていることを特徴とするクロマティックポイントセンサシス
テム。
【請求項１７】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、
　前記第２光路は、前記ワーク表面の代表的な部分からの反射光を取得することに使用さ
れ、
　前記第１光路は、前記代表的な部分とは異なる前記ワーク表面の測定部分からの反射光
を取得することに使用されることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１８】
　請求項１記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、前記第２光路が共焦
点系の光路であることを特徴とするクロマティックポイントセンサシステム。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれかに記載のクロマティックポイントセンサシステムにおいて、
前記ＣＰＳ電子機器部は、前記第２出力スペクトルプロファイルデータに基づいて、前記
潜在的な測定距離誤差を補正する補正部を更に備えることを特徴とするクロマティックポ
イントセンサシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して精密測定器具に関し、特にクロマティックポイントセンサシステム、
及び、これと同様の光学距離を定めるための機器、並びにこれらの使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学高さ又は、光学距離の測定センサの分野において、クロマティック共焦点の
技術を利用することが知られている。特許文献１に記載されているように、光軸方向に色
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収差（ここでは、光軸方向または長軸方向の色分散とも呼ぶ）を持つ光学素子は、広波長
帯域の光源を合焦させるのに用いられて、焦点までの光軸方向距離が波長により変化する
ようにすることができる。このように、広波長帯域の光源のうちの唯一つの波長の光のみ
が被測定面上に正確に合焦し、また、合焦要素に呼応する被測定面の高さ又は光軸方向の
距離により、どの波長が最も良く合焦するかが定まる。被測定面から反射された光は、ピ
ンホールおよび／または光ファイバ端部のような検出用の小さなアパーチャ上で再び合焦
する。被測定面を反射して入出力ファイバへの光学系を通って逆戻りする光のうちの、被
測定面上で十分に合焦した波長光だけがアパーチャ上でも十分に合焦する。他の波長は全
てアパーチャ上で不完全に合焦し、その光のほとんどのパワーはファイバ中でカップリン
グしない。従って、被測定面の高さ又は被測定面までの距離に応じた波長において、ファ
イバを通過して戻る光の信号レベルが最大となる。分光器形式の検出器が、波長毎の信号
レベルを測定し、被測定面の高さ等を決定する。
【０００３】
　特許文献１には、さらに数社のメーカが、上述の作用を発揮し、工業的な据付に用いる
クロマティック共焦点式の照準器に適するような、実用的で小型の光学系をクロマティッ
クポイントセンサとして、言及していることの記載がある。そのような光学系に使用され
る小型、かつ色分散する光学アセンブリが、「共焦点系の第１光路」又は「ペン」として
言及されている。共焦点系の第１光路は、光ファイバによって、クロマティックポイント
センサの電子機器部に接続されている。この電子機器部は、共焦点系の第１光路から出射
されるように光をファイバに伝導するとともに、戻された光を検出し分析する分光器を備
えている。戻された光は、波長毎に分散された強度プロファイルを形成し、分光器の検出
器アレイによって受光される。波長毎に分散された強度プロファイルに対応するピクセル
データは分析され、強度プロファイルのピーク又は重心によって示される「主波長の位置
座標」が定められる。また、結果として生じるピーク又は重心のピクセル座標は、被測定
面までの距離を定めるためのルックアップテーブルとして使用される。ピクセル座標は、
サブピクセル分解能を有するように決定され、以下では「距離表示座標（ＤＩＣ）」と称
する。
【０００４】
　特許文献１には、さらにＣＰＳ分光器が通常の動作において、或る一定の測定距離に対
して、通常、或る一定の波長範囲または或る一定の波長のピーク領域の光を受光するとい
う記載がある。ＣＰＳ分光器は、波長のピーク領域の形状を歪める可能性を有している。
そして、このことが、対応するピーク又は重心、及び、結果として得られる距離表示座標
（ＤＩＣ）に影響を及ぼすということが開示されている。特許文献１のシステム及び方法
は、ある成分の校正データ（補正データとも呼んでいる。）を提供するものであるが、そ
のデータは、ＣＰＳ分光器、及び／又は、ＣＰＳ広波長帯域の光源における波長依存性の
変動（例えば非均一応答）の影響をもたらすということが、言及されている。特許文献１
の補正データは、分光器や光源におけるこれらの影響に伴って生じる誤差を低減させたり
、又は除去したりする目的で使用される。分光器及び／又は光源の特性が変化する場合で
あっても（例えば、構成要素の経年変化や周辺環境の変動など）、誤差の低減又は除去に
対して特許文献１の補正データが有効な状態を維持するように、その補正データは諸々の
時点で再度決定され、及び／又は、置き換えられるようになっている。
【０００５】
　クロマティックポイントセンサは、距離校正データに基づく、非常に高い分解能及び測
定精度（例えば、サブミクロンの分解能及び測定精度）を提供する。この距離校正データ
は、既知の測定距離と、結果として得られる検出器アレイに沿った主波長の位置座標（距
離表示座標）とを、互いに関連付けている。しかしながら、特許文献１のシステム及び方
法を使用したとしても、クロマティックポイントセンサによってもたらされるレベルの分
解能及び測定精度においては、校正時の条件に現在の測定条件を正確に一致させることが
できない為、測定誤差が生じ得るという問題があった。
【０００６】
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　例えば、クロマティックポイントセンサの誤差の原因の１つは、ワーク特有の分光反射
率（スペクトル反射率）の変動である。この変動を、以下、分光反射特性とも呼ぶ。特許
文献２には、分光反射特性を補正する手段を備えているクロマティックポイントセンサが
開示されている。手短に言えば、共焦点の光束は分割されて、その分割された各光束部分
は、各々のエネルギ集中検出器上に各々の信号を供給するために、それぞれの焦点におい
て共焦点開口部およびセンターストップ（逆のピンホール）によって空間的にフィルタリ
ングされる。一方、特許文献２には、掃引中の瞬時において、開口部での信号とセンター
ストップの周囲を通過するエネルギからの信号との比率が最大になる時に、その開口部を
通過するエネルギは、ターゲットの反射率に非依存性の合焦によって生じたものであると
いうことが記載されている。校正は、（指定されない手段によって、）ここで言う瞬時に
おける波長を、表面深さに関連付けるために、提供されるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７，８７６，４５６号
【特許文献２】米国特許第５，７９０，２４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献２のクロマティックポイントセンサの精度は、上記の理由で掃
引の実行方法に依存してしまう。また、その精度は、「瞬時の信号」である２つの信号の
関連性のセンシングにも依存してしまうし、その瞬時における複数の信号のうちの一つに
ついての主波長の検出方法にも依存してしまう。このような光学系は、電子工学的な複雑
さと、随伴するノイズ源をもたらす。また、使用者にとって、そのような光学系を理解し
難く、校正も難しくなる。さらに、そのような光学系では、ターゲットである被測定面の
反射率の特性を特徴付けるようなデータを全く収集することができない。そのようなデー
タは、様々な適用において、精度又は校正を検証するものとして、又は材質を検証するも
のとして、収集することが要求されている。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するもので、測定条件の変更に起因する測定誤差、特にワー
ク特有の分光反射特性に起因する測定誤差の原因が追加されたとしても、それを克服する
ことによって、改良された、及び／又は、信頼性の高められたクロマティックポイントセ
ンサの動作方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち、本発明は、材料の分光反射特性のために、即座に（オン・ザ・フライで）、
すなわち、対応するＣＰＳ測定データと同時又はほとんど同時に、材料の分光反射特性の
ための補正に使用できるスペクトルプロファイルのデータを提供することを目的とする。
幾つかの実施形態では、スペクトルプロファイルのデータは、また、光源などの変動に伴
って生じる誤差を補正するためにも使用できる。
【００１１】
　本発明の構成によれば、特許文献２に比較して、容易に使用することができて、また、
幾つかの適用においては誤差に対して一層精密で堅調な補正を提供することができる。特
許文献１の開示内容は、材料の分光反射特性に起因する誤差についてまで言及していない
。そして、そのような誤差を補正することに使われ得るシステム構成も、補正方法も提案
するものではない。
【００１２】
　本発明のクロマティックポイントセンサ（ＣＰＳ）システムは、ワーク材料に起因する
誤差を含んだ潜在的な誤差を補償するために構成されたものである。このＣＰＳシステム
は、光軸方向の色分散素子を含んで構成され、ワーク近傍の異なる距離にそれぞれ異なる
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波長の光を合焦させる共焦点系の第１光路と、ワーク近傍の略同一距離に異なる波長の光
を合焦させるように構成された第２光路と、第１光路に第１入力スペクトルプロファイル
を有する第１の光を入力するための光源と、第２光路に第２入力スペクトルプロファイル
を有する第２の光を入力するための光源と、第１光路を通じて第１の光がワークに到達し
ないように、第１光路を不能化する第１の不能化手段と、第２光路を通じて第２の光がワ
ークに到達しないように、第２光路を不能化する第２の不能化手段と、測定軸方向に配置
された複数のピクセルで各波長の光を受光して、出力スペクトルプロファイルデータを生
成するＣＰＳ波長検出器を備えたＣＰＳ電子機器部と、を有し、第１の不能化手段が非ア
クティブな場合に、第１光路を介して第１の光がワーク表面に照射され、ＣＰＳ電子機器
部が該ワーク表面からの反射光のスペクトルプロファイルに相当する第１出力スペクトル
プロファイルデータを生成し、第２の不能化手段が非アクティブな場合に、第２光路を介
して第２の光がワーク表面に照射され、ＣＰＳ電子機器部が該ワーク表面からの反射光の
スペクトルプロファイルに相当し、該ワークの材料に起因した成分を含む距離非依存性の
プロファイル成分から構成された第２出力スペクトルプロファイルデータを生成し、ＣＰ
Ｓ電子機器部は、第１出力スペクトルプロファイルデータに含まれる潜在的な測定距離誤
差であって、ワークの材料に起因した誤差を含む潜在的な測定距離誤差を補正するために
、生成した前記第２出力スペクトルプロファイルデータを供給することを特徴とする。
【００１３】
　このＣＰＳシステムによれば、第１の不能化手段がアクティブでない場合は、第１光路
を介して第１の光がワーク表面に照射され、ＣＰＳ電子機器部ではその反射光のスペクト
ルプロファイルに応じた第１出力スペクトルプロファイルデータを生成する。また、第２
の不能化手段がアクティブでない場合は、第２光路を介して第２の光がワーク表面に照射
され、ＣＰＳ電子機器部ではその反射光のスペクトルプロファイルに応じた第２出力スペ
クトルプロファイルデータを生成する。この第２出力スペクトルプロファイルデータは第
１出力スペクトルプロファイルデータに含まれる潜在的な測定距離誤差を補正するために
供給される。
【００１４】
　ここで、第１の出力スペクトルプロファイルデータには、前記第１光路から前記ワーク
までの測定距離を表すピーク波長を有する距離依存性のプロファイル成分と、ワークの分
光反射特性に関連する成分などのワークの材料に起因する成分（以下、「ワーク材料成分
」と称す）を含む距離非依存性のプロファイル成分とから構成される。一方、第２出力ス
ペクトル特性データは、ワーク材料成分を含む距離非依存性のプロファイル成分で構成さ
れる。よって、第１出力スペクトルプロファイルデータを補正するためにこの第２出力ス
ペクトルプロファイルデータを提供することで、該第１出力スペクトルプロファイルデー
タに含まれるワーク材料成分などの距離非依存性のプロファイル成分を相殺／低減して、
潜在的な測定距離誤差を補正することが可能になる。
【００１５】
　幾つかの実施形態では、第１光路及び第２光路は、第１の光および前記第２の光を、ワ
ークの同じ部分に向けて照射するように形成されていることが好ましい。幾つかの実施形
態では、第１光路及び第２光路は、それぞれ共有の対物レンズを含んでいることが好まし
い。
【００１６】
　幾つかの実施形態では、クロマティックポイントセンサシステムは、該クロマティック
ポイントセンサシステムがマシンビジョン検査装置に統合されており、第１光路及び前記
第２光路がそれぞれ共有の対物レンズを含んでいることが好ましい。また、マシンビジョ
ン検査装置が共有の対物レンズを通してワーク表面の画像を取得するように形成されるこ
とが好ましい。このことは、高い分解能でのマシンビジョン検査装置の光軸に平行な方向
における表面高さの測定方法の提供に有利となる。幾つかの実施形態において、マシンビ
ジョン検査装置は、共有の対物レンズを通してワーク表面の画像を取得するように形成さ
れていることが好ましい。
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【００１７】
　幾つかの実施形態では、第１及び第２入力スペクトルプロファイルが同一のスペクトル
プロファイルになるように、第１の光を第１光路へ入力するための光源と、第２の光を第
２光路へ入力するための光源とが、同一の光源であることが好ましい。また、代替可能な
実施形態においては、第１の光を共焦点系の第１光路へ入力するために接続された光源と
、第２の光を第２光路へ入力するために接続された光源とが、異なる光源であることが好
ましい。
【００１８】
　幾つかの実施形態では、第１の不能化手段および第２の不能化手段が同一手段であるこ
とが好ましい。幾つかの実施形態では、第１の不能化手段および第２の不能化手段が、（
ａ）ホイール・シャッター又は（ｂ）切換器（ファイバー切換器）のうちのいずれかであ
ることが好ましい。
【００１９】
　幾つかの実施形態では、ＣＰＳ電子機器部は、さらに、ワーク材料成分に関連する誤差
からなる潜在的な測定距離誤差を、第１出力スペクトルプロファイルデータから補正する
ために、第２出力スペクトルプロファイルデータに基づいて、ワーク特有のスペクトルプ
ロファイルの補正データを決定する信号演算器を備えていることが好ましい。
【００２０】
　幾つかの実施形態では、距離非依存性のプロファイル成分は、光源に関連付けられた光
源スペクトルプロファイル成分を含んでおり、かつ、第２出力スペクトルプロファイルデ
ータは、光源スペクトルプロファイル成分に関連付けられた誤差を補正することに使用さ
れることが好ましい。
【００２１】
　幾つかの実施形態では、第１光路が異なる波長の光を合焦させるような異なる距離が、
測定範囲を定義するとともに、第２光路が異なる波長の光を合焦させる距離が、測定範囲
内となることが好ましい。
【００２２】
　幾つかの実施形態では、第１光路および第２光路は、共有のビームスプリッタを有する
共通経路を備えていることが好ましい。幾つかの実施形態では、第１光路および第２光路
は、共有のビームスプリッタとワーク表面との間で同じ線上に設けられていることが好ま
しい。幾つかの実施形態では、第１光路および第２光路のうちの一方が反射器から構成さ
れていることが好ましい。
【００２３】
　幾つかの実施形態では、共焦点系の第１光路は、第１光学ペンによって構成され、第２
光路は、第２光学ペンによって構成されていることが好ましい。幾つかの実施形態では、
第２光路は、色消しレンズ（アクロマート）によって構成されていることが好ましい。幾
つかの実施形態では、第２光路が共焦点系の光路であることが有利である。
【００２４】
　幾つかの実施形態では、第２光路は、ワーク表面の代表的な部分からの反射光を取得す
ることに使用され、第１光路は、代表的な部分とは異なるワーク表面の測定部分からの反
射光を取得することに使用されることが好ましい。また、ＣＰＳ電子機器部は、第２出力
スペクトルプロファイルデータに基づいて、潜在的な測定距離誤差を補正する補正部を更
に備えていることが好ましい。
【００２５】
　本発明に係るＣＰＳ測定プロファイルのピーク領域の信号が、波長検出器上の幾つかの
ピクセル領域に、又は、数十個のピクセル領域若しくそれ以上に、渡って広がっているこ
とが好ましい。以上の概要の補正方法が無いときは、ＣＰＳ測定プロファイルのピーク領
域の信号形状は、一般的に、動作変動（例えば、反射率の変動、光源の変動、波長検出器
の変動など）を原因とする幾つかのタイプの誤差又は歪みを含む。もし、そのような誤差
又は歪みが補正されなければ、測定プロファイルのピーク領域のためのピーク位置の決定
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は、ワーク表面の違い等によって、不定となり、又は間違ったものになるだろう。それゆ
え、様々な実施において、上記に述べた誤差の補正因子は、サブピクセルの分解能での距
離表示座標（ＤＩＣ）の決定に先立って、測定プロファイルのピーク領域の信号に適用さ
れることが重要である。この距離表示座標（ＤＩＣ）は、測定プロファイルのピーク領域
の信号におけるピーク位置を表示するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る第１光路及び第２光路を含むクロマティックポイントセンサ（ＣＰ
Ｓ）システムの第１実施形態のブロック図である。
【図２】検出器アレイ内のピクセルの電圧オフセット信号レベルを示す、クロマティック
ポイントセンサからのプロファイルデータの線図である。
【図３】測定距離表示座標に対応するピーク領域の信号を示す、クロマティックポイント
センサからのプロファイルデータの線図である。
【図４】既知の測定距離を距離表示座標に相関付けるクロマティックポイントセンサの距
離校正データの線図である。
【図５】ＣＰＳサブシステム（光源＋検出器）の未処理の強度プロファイル信号を、ＣＰ
Ｓ光源に起因する信号成分、及び、測定距離表示座標に対応する典型的な理想のピーク領
域の信号と同時に示したグラフである。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は、測定距離表示座標に対応するピーク領域の信号により決定さ
れた距離表示座標に対する、狭い範囲の未処理の強度プロファイルの信号成分の影響を説
明するための、図５のグラフから選択された部分的なグラフである。
【図７】異なるタイプのワーク材料の分光反射率を説明するグラフである。
【図８】本発明に係る第１光路及び第２光路を含むクロマティックポイントセンサ（ＣＰ
Ｓ）システムの第２実施形態のブロック図である。
【図９】本発明に係る第１光路及び第２光路を含むクロマティックポイントセンサ（ＣＰ
Ｓ）システムの第３実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１は、本発明の第１実施形態のクロマティックポイントセンサ（ＣＰＳ）システム１
００のブロック図である。図１に示すように、ＣＰＳシステム１００は、２経路光学部分
１１０と、光路切換部（切換器）１４１と、ＣＰＳ電子機器部（以下、単に電子機器部と
言う。）１６０とを含む。電子機器部１６０は、サブシステム（光源＋検出器）１６１に
よって構成されている。２経路光学部分１１０は、共焦点系の第１光路１２０と、第２光
路１３０とを備えている。共焦点系の第１光路１２０は、色分散光学素子１２３を有する
。第２光路１３０は、非分散光学素子１３３を有する。例えば、非分散光学素子１３３を
色消しレンズ（アクロマート）で構成してもよい。
【００２８】
　サブシステム（光源＋検出器）１６１は、ＣＰＳ波長検出器（以下、単に波長検出器と
呼ぶ）１６２及び光源１６４を備える。この波長検出器１６２は、該波長検出器１６２の
測定軸に沿って配列された複数のピクセルから構成されている。複数のピクセルは、それ
ぞれの波長光を受光して、出力スペクトルプロファイルのデータを供給する。光源１６４
は、共焦点系の第１光路１２０に関連付けられた光ファイバ１１２に、波長光の第１スペ
クトルプロファイル（第１の光）を入力するために接続されている。加えて、光源１６４
は、第２光路１３０に関連付けられた光ファイバ１１３に、波長光の第２スペクトルプロ
ファイル（第２の光）を入力するために接続されている。図１に示す実施形態では、第１
及び第２光路は、同一の光源１６４に接続されている。必要であれば、これに代わる実施
形態において、それぞれの経路を異なった光源に接続してもよい。
【００２９】
　動作中、光源１６４は、複数波長の放射光を出力する。この複数波長の放射光は、入力
されたスペクトルプロファイルを光路（例えば、共焦点系の第１光路１２０、又は第２光
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路１３０）に供給する。共焦点系の第１光路１２０は、クロマティック共焦点センサシス
テムとして既知のように、ワーク１７０の表面位置１９０の近傍の異なった距離において
、異なる波長の光が焦点を結ぶように、構成されている。第２光路１３０は、ワーク１７
０の表面位置１９０の近傍の略同一距離において、異なる波長の光が焦点を結ぶように、
構成されている。光路切換部１４１は、光源１６４と、第１及び第２光路１２０，１３０
の少なくとも一部分との間に配置されている。これは、光路切換部１４１が、ワーク１７
０に向けての第１及び第２光路１２０，１３０の出力を選択的に実行不能にできるように
するためである。
【００３０】
　様々な実施形態においては、光路切換部１４１は、共焦点系の第１の不能化手段と、第
２の不能化手段とを備えている。共焦点系の第１の不能化手段は、第１入力スペクトルプ
ロファイルが共焦点系の第１光路１２０を通ってワークに到達することを防止できるよう
に構成されている。第２の不能化手段は、第２入力スペクトルプロファイルが第２光路１
３０を通ってワークに到達することを防止できるように構成されている。図１に示す実施
形態では、光路切換部１４１は、旋回式シャッターによって構成されている。この旋回式
シャッターは、第２光路１３０による入力スペクトルプロファイルを遮断している間、１
回目として共焦点系の第１光路１２０によって入力スペクトルプロファイルを接続するよ
うに、形成されている。また、旋回式シャッターは、共焦点系の第１光路１２０による入
力スペクトルプロファイルを遮断している間、２回目として第２光路１３０によって入力
スペクトルプロファイルを接続するように、形成されている。ここで、光路切換部１４１
は、第１及び／又は第２の不能化手段として動作できることが好ましい。また、適切な信
号処理が第１及び第２の出力スペクトルプロファイルの存在に同期するように、光路切換
部１４１は、（例えば、電力線／信号線１４１Ｓ上で接続された）ＣＰＳ電子機器部１６
０によって感知され、かつ制御されている。
【００３１】
　共焦点系の第１の不能化手段がアクティブでないとき、第１入力スペクトルプロファイ
ルが、共焦点系の第１光路１２０を通じて接続される。共有のビームスプリッタ１４３及
び共有の対物レンズ１５０からなる共通の経路を含んで、共焦点系の第１光路１２０は、
ワーク１７０の表面位置１９０に向けて対応する放射光を出力し、かつ、ワーク１７０を
反射した第１経路の放射光を受光する。共焦点系の第１光路１２０は、第１経路の反射放
射光を空間的にフィルタリングする開口部１２１に、その第１経路の反射放射光を合焦さ
せるとともに、その第１経路の反射放射光をＣＰＳ電子機器部１６０に向けて出力する。
共焦点系の第１光路１２０によって供給される光軸方向の色分散のために、第１経路の反
射放射光は第１出力スペクトルプロファイルを有している。この第１出力スペクトルプロ
ファイルは、基準位置ＲＰからワーク１７０までの測定距離Ｚを示すピークを有している
距離依存性のプロファイル成分より構成されている。第１出力スペクトルプロファイルは
、また、距離非依存性のプロファイル成分より構成されている。この距離非依存性のプロ
ファイル成分は、以下により詳述するように、ワークの材料成分を含んでいる。ＣＰＳ電
子機器部１６０は、距離依存性のプロファイル成分及び距離非依存性のプロファイル成分
を含んでいるそれぞれ対応した第１出力スペクトルプロファイルのデータを供給する。
【００３２】
　第２の不能化手段がアクティブでないとき、（この実施形態の第１入力スペクトルプロ
ファイルと同様に、）第２入力スペクトルプロファイルが第２光路１３０を通って接続さ
れる。共有のビームスプリッタ１４３及び共有の対物レンズ１５０からなる共通の経路を
含んで、第２光路１３０は、ワーク１７０の表面位置１９０に向けて対応する放射光を出
力し、かつ、ワーク１７０を反射した第１経路の放射光を受光する。第２光路１３０は、
第２経路の反射放射光を空間的にフィルタリングする開口部１３１に、その第２経路の反
射放射光を合焦させるとともに、その第２経路の反射放射光をＣＰＳ電子機器部１６０に
向けて出力する。第２光路１３０によって供給される光には光軸方向の色分散性が無いた
めに、第２経路の反射放射光は、距離依存性のプロファイル成分を含まない第２出力スペ
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クトルプロファイルを有している。しかし、第２出力スペクトルプロファイルは、以下に
詳述するようなワークの材料成分を含む距離非依存性のプロファイル成分から構成されて
いる。ＣＰＳ電子機器部１６０は、距離非依存性のプロファイル成分を含んでいるそれぞ
れ対応した第２出力スペクトルプロファイルのデータを供給する。それゆえ、以下に詳述
するように、その距離非依存性のプロファイル成分に含まれている少なくともワーク材料
成分に関連する潜在的な測定距離誤差のために、第１出力スペクトルプロファイルを補正
する場合に、第２出力スペクトルプロファイルのデータを使用することができる。
【００３３】
　クロマティックポイントセンサ１００の主な目標達成地点は、比較的不慣れなユーザに
よっても実施可能な迅速かつロバストな方法で、（ワークの材料成分の範囲内で存在して
いる）ワーク特有の分光反射率に関連付けられる誤差のための補正をすることである。し
かし、距離非依存性のプロファイル成分の補正が、ワーク特有の分光反射率に関連付けら
れるその成分に限定されないことが望ましい。例えば、幾つかの実施形態では、距離非依
存性のプロファイル成分が、光源１４０に関連付けられる光源のスペクトルプロファイル
成分及び／又は波長検出器１６２に関連付けられる成分を含んでいる。さらに、仮に光源
及び／又は波長検出器が第１、第２光路に共有されているときは、第２出力スペクトルプ
ロファイルがこれらの誤差を補正するのによく用いられる。
【００３４】
　図１に示す実施形態では、電子機器部１６０は、信号演算器１６６と、記憶部１６８と
、波長検出器１６２及び広波長帯域光源１６４（白色光源とも呼ばれる）からなるサブシ
ステム（光源＋検出器）１６１とを含む。様々な実施形態では、波長検出器１６２は、分
光計の検出器アレイ１６３を含む。波長検出器１６２は、関連する信号演算手段（例えば
、信号演算器１６６によって備えられる）を含んでいてもよい。その関連する信号演算手
段は、記憶部１６８に記憶され得る補正データ１６９を使って、検出器アレイ１６３によ
り提供されるプロファイルデータから特定の誤差成分を取り除き、又は補正する。ここに
開示された様々な実施形態では、補正データ１６９は、第２出力スペクトルプロファイル
に基づくワーク特有の補正データ１６９ＷＳから構成されている。電子機器部１６０は、
光ファイバケーブル１１２及び光ファイバケーブル１１２を含んだ光路を通じて、共焦点
系の第１光路１２０及び第２光路１３０にそれぞれ連結されている。なお、光ファイバケ
ーブル１１２及び光ファイバケーブル１１２は、２×１接続器ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ－Ｅに
よって、２×１連結器ＣＯＵＰＬＥＲ－Ｅに結合されている。幾つかの実施形態において
は、信号演算器１６６は、ワーク特有のスペクトルプロファイルの補正データ１６９ＷＳ
を決定する。この決定は、後ろの図に示された方法に従って、ワークの材料成分に関連す
る誤差からなる潜在的な測定距離誤差のために第１出力スペクトルプロファイルを補正す
るための第２出力スペクトルデータに基づいて行なわれる。従って、幾つかの実施形態に
おいては、波長検出器１６２および信号演算器１６６の特定の態様を統合してもよく、か
つ／または区別をなくしてもよい。
【００３５】
　信号演算器１６６によって制御されている広波長帯域の光源１６４は、照明ファイバセ
グメント１６５Ｉを通じて、２×１連結器ＣＯＵＰＬＥＲ－Ｅに連結されている。波長検
出器１６２は、信号ファイバセグメント１６５Ｓを通じて、２×１連結器ＣＯＵＰＬＥＲ
－Ｅに連結されている。第１又は第２出力スペクトルプロファイルのデータに対応する反
射された波長依存性の光強度は、光ファイバの経路を通って、電子機器部１６０及び連結
器ＣＯＵＰＬＥＲ－Ｅまで戻って行く。その結果、光の約５０％が、信号ファイバセグメ
ント１６５Ｓを通って、波長検出器１６２に向けられるようになる。
【００３６】
　波長検出器１６２は、第１又は第２出力スペクトルプロファイルのデータに応じた波長
依存性の光強度を受け取り、その光強度を検出器アレイ１６３の測定軸に沿ってピクセル
の配列に渡って分布するスペクトル強度プロファイルに変換する。そして、波長検出器１
６２は、検出器アレイ１６３から出力されるピクセルデータに基づいて対応するプロファ
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イルデータを供給するように動作する。
【００３７】
　ワーク材料成分を含む波長非依存性のプロファイル成分が補正された後、第１出力スペ
クトルプロファイルのデータについてのサブピクセル分解能を有する距離表示座標（ＤＩ
Ｃ：distance-indicating coordinate）が、信号演算器１６６によって計算される。そし
て、図４について後でさらに述べるように、計算されたＤＩＣが、距離校正のルックアッ
プテーブル等を介して表面位置１９０までの測定距離Ｚを決める。距離校正のルックアッ
プテーブル等は、記憶部１６８に記憶されている。距離表示座標（ＤＩＣ）は、さらに後
述する様々な方法（例えば、プロファイルデータのピーク領域に含まれるプロファイルデ
ータの重心を決定する方法）によって、決定され得る。距離表示座標（ＤＩＣ）が校正動
作中に決定される場合は、そのＤＩＣを校正距離表示座標と呼ぶ。また、距離表示座標（
ＤＩＣ）がワーク表面の測定動作中に決定される場合は、そのＤＩＣを測定距離表示座標
と呼ぶ。
【００３８】
　図１に示す実施形態では、ＣＰＳ電子機器部は、ワーク特有の補正部１６７を備えてい
る。第２光路１３０は、ワーク１７０の代表的な部分からの第２出力スペクトルプロファ
イルを取得するのに使われる。このワーク特有の補正部１６７は、第２出力スペクトルプ
ロファイルを受けて、（例えば、ワーク特有の補正データの記憶部１６９ＷＳに保存され
ているような、）ワーク特有の補正データを決定する。第１光路は、ワーク表面の測定部
分から第１出力スペクトルプロファイルを取得するのに使われる。（ワーク１７０の部分
から第２出力スペクトルプロファイルを取得した後、仮に、ワークが移動するのであれば
、その測定部を代表的な部分とは異なった部分にすることができる。）また、ワーク特有
の補正部１６７は、ワーク材料成分に関連する誤差からなる潜在的な誤差のために、第１
出力スペクトルプロファイルのデータを補正する。図１に示された実施形態において、ワ
ークが移動しない場合は代表的な部分および測定部分が同一となるように、共焦点系の第
１光路１２０と第２光路１３０はワーク１７０の同じ部分に向けて第１光源放射光および
第２光源放射光を照射する。しかし、このようにすることが望ましいということに過ぎず
、これに限定されるものではない。例えば、代替的な実施形態において、共焦点系の第１
光路１２０および第２光路１３０は、同様の反射率特性を示すことが期待される同様の材
料からなるワーク１７０において、その異なった位置へ第１光源放射光および第２光源放
射光を出力するようにしてもよい。そのような実施形態の１つにおいて、共焦点系の第１
光路１２０および光路１３０が、ワーク上に近接した視界を有するそれぞれ分離された第
１および第２の対物レンズから構成されるようにしてもよい。
【００３９】
　図１に示される実施形態が、特に、マシンビジョン検査装置の中に統合されているＣＰ
Ｓシステムに適していることが望ましい。そして、そのマシンビジョン検査装置の中で、
共焦点系の第１光路１２０および第２光路１３０はそれぞれマシンビジョン検査装置の部
品である共有された対物レンズを含んでいることが望ましい。そのようなＣＰＳシステム
において、マシンビジョン検査装置は、共有された対物レンズを通じてワーク表面の画像
を取得し得る。そのようなシステムの一実施形態を図９に示して後で詳述する。
【００４０】
　様々な実施形態において、共焦点系の第１光路１２０により異なる波長光が焦点を結ぶ
ような、異なった距離によって測定範囲ＭＲが定義される。また、第２光路１３０によっ
てその異なった波長光（ＭＲを定義する全ての波長光）が焦点を結ぶような距離は、常に
測定範囲内に入っている。
【００４１】
　図１に示されている実施形態において、共焦点系の第１光路１２０および光路１３０は
、共有のビームスプリッタ１４３を含む共通経路によって構成されている。共焦点系の第
１光路１２０および光路１３０は、共有のビームスプリッタ１４３とワーク１７０との間
では、同一線になっている。第２光路１３０は反射器１４５を含む。この配置は例示的で
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あって、これに限定されるものではない。
【００４２】
　図１は、基本的骨格として、ＸＹＺ直交座標軸を含んでいる。Ｚ方向は、共焦点系の第
１光路１２０の光軸または距離の測定軸に平行するものとして定義されている。図１に示
すように、動作中、ワーク１７０は、共焦点系の第１光路１２０の光軸に沿って配置され
る。一実施形態では、ワーク１７０は、移動ステージ１７５上に載置された状態で、位置
合わせされる。有利なことには、ガイドベアリング１７５Ｂによって拘束されたＸ軸方向
に沿って、それ（ワーク１７０）が移動できて、その表面１７５ＡがＸＹ平面に名目上平
行な状態になるように、その移動ステージ１７５自体が位置合わせされ得るようになって
いる。クロマティックポイントセンサ１００の他の例示的な特徴および動作について、よ
り詳細に後述する。
【００４３】
　特許文献１に開示の教示に従って、接続器ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ－Ｆ経由でサブシステム
（光源＋検出器）１６１に取り付け可能なバイパス用の光路１１２Ａ’-Ｆが、図１に付
加的に示されている。光源１６４からの光路に沿って伝送されたバイパス用の光が光ファ
イバのループ１１２Ａ’-Ｆを循環し、その光路へ戻って波長検出器１６２に戻されるよ
うに、バイパス用の光路１１２Ａ’-Ｆは、接続器部ＦＢypassに取り付けられた光ファイ
バのループによって構成されている。そのバイパス用の光路１１２Ａ’-Ｆによって、戻
された光は、特許文献１及び／又は以下の図５，６を参照して記載されているような校正
処理に使用され得る未処理の強度プロファイルを形成する。
【００４４】
　以下の図２の説明において、既知の雑音（バックグラウンド）の信号処理、及び／又は
、校正動作の概要を説明する。これらは、本発明の様々な実施形態に結びついて、使用さ
れ得る。この説明の目的は、以下のことを強調することである。つまり、ここでさらに開
示される本発明に係る方法は、これらの動作とは区別されるが、両立できるということで
ある。
【００４５】
　図２は、クロマティックポイントセンサからのプロファイルデータの線図２００である
。この線図２００は、測定表面が無い場合（例えば、図１のワーク１７０の表面位置１９
０が無い場合）での、検出器アレイ１６３内のピクセルに関する電圧オフセットの信号レ
ベルＶoffsetＰについて説明している。これより、意図的な反射光が存在せず、かつ、結
果として生じる強度プロファイル中に顕著な主波長ピークが存在しないことが分かる。図
２に示すように、電圧オフセットの信号ＶoffsetＰは、１，０２４個のピクセルのそれぞ
れの正規化電圧でプロットされる。「正規化電圧」では、１．０の値が検出器アレイ１６
３の飽和電圧に割り当てられている。電圧オフセットの信号ＶoffsetＰは、アレイ全体に
渡って一定であるように示されているバイアスの信号レベルＶbiasと、アレイ全体に渡っ
てピクセル座標ｐに依存しているように示されている雑音信号成分ＶbackＰとを含む。変
化する雑音信号ＶbackＰは、クロマティックポイントセンサ内の波長依存性の疑似反射等
からの背景光といった信号はもちろん、様々なピクセルｐの暗電流による信号を表してい
る。様々な実施形態では、検出器アレイ１６３のピクセル配置を校正し、又は補正するた
めに、継続して、その信号成分ＶbackＰ（又は、これと同様の変動を示す信号。例えば電
圧オフセット信号ＶoffsetＰ）が記憶され、また、各ピクセルｐから後続する全てのプロ
ファイルデータ信号を（例えば、減算によって）補正するために使用されれば、有利であ
る。従って、雑音信号成分ＶbackＰが、本発明による様々な実施形態においても既知の方
法で補正されることが想定されるので、後述する様々な強度プロファイル又は独創的な信
号処理動作等に関連して、これ以上、明示的に考慮することも、又は説明することも必要
がない。
【００４６】
　時間が経っても比較的安定し得る雑音信号成分ＶbackＰとは対照的に、周囲温度の変化
および動作中に電子機器部１６０の発熱に伴って生じる電圧ドリフトの結果として、座標
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非依存性のバイアス信号レベルＶbiasは変化し得る。
【００４７】
　以下の図３および図４の説明において、より再現性のある距離測定が得られるように、
プロファイルデータの距離指示サブセットに基づいて、距離表示座標（ＤＩＣ）を決定す
ることができる特定の信号処理動作について概説する。このプロファイルデータは、同時
に発生するバイアス信号レベルＶbiasの変化を補正することに対して動的に適合したもの
である。ここで概説する動作は、特許文献１により詳細に説明されている。この説明の目
的は、クロマティックポイントセンサの距離測定動作を全体的に理解するために有用とな
るような、バックグラウンド情報を提供することである。および、以下に開示される独創
的な方法が、これら動作と区別することができるが、両立することもできるということを
強調することである。
【００４８】
　図３には、ＣＰＳ測定動作中に得られたＣＰＳ検出器（例えば、検出器１６２）からの
プロファイルデータ３１０（測定プロファイル信号のデータ）の線図３００が示されてい
る。ＣＰＳ測定動作中とは、特定の光路又は全体システムについての校正動作中でも、通
常の測定動作中でもよい。プロファイルデータ３１０は、プロファイル信号ＭＳＰとも称
され得る。但し、ＭＳＰは、検出器アレイ（例えば、検出器アレイ１６３）の各ピクセル
ｐに関連付けられる信号レベル（正規化電圧で示される）である。図３のグラフ３００は
、目標表面を共焦点系の第１光路１２０の光軸ＯＡに沿ってある距離に位置決めされた状
態にして作成されており、図３に示すように、距離に対応する主波長のピーク領域を有す
る測定プロファイルデータ３１０が生成されている。
【００４９】
　図３は、測定バイアスの信号レベルＭＶbias（正規化電圧で示す）、ピークのピクセル
座標ｐｐｃ、ピーク位置のインデックス座標ｐｐｉｃ、及び、データ閾値ＭＶthreshold
を示す。データ閾値ＭＶthresholdは、ピーク領域内のデータの距離表示サブセットの下
限を定義している。すべての「ＭＶ」値は正規化電圧である。図３は、校正スペクトルの
ピーク領域内のデータの距離表示サブセットに基づいて決定される距離指示座標（ＤＩＣ
）も示す。米国特許第１１／９４０，２１４号出願（‘２１４号出願）に説明されるよう
に、いくつかの実施形態では、データ閾値ＭＶthresholdは、インデックス特性の閾値Ｍ
Ｖthreshold(ppic)としてもよい。
【００５０】
　簡潔に言えば、一実施形態において、距離表示座標（例えば、プロファイルデータ３１
０と関連して説明した距離表示座標ＤＩＣ）を決定する測定動作は、以下を含み得る。
・目標表面を対物レンズの光軸ＯＡに沿って位置決めし、結果として生成されるプロファ
イルデータ３１０を取り込む。
・ピークのピクセル座標ｐｐｃ（すなわち、最も高い信号を有するピクセル）を決定する
。
・ピーク位置のインデックス座標ｐｐｉｃを決定する。このインデックス座標ｐｐｉｃは
、特定の校正データ（例えば、インデックス特性の閾値校正データ）を記憶し、及びその
校正データを検索するためのインデックスである。いくつかの実施形態では、これはピー
クのピクセル座標ｐｐｃと同じにしてもよい。
・測定バイアスの信号レベルＭＶbiasを決定する。
・データ閾値ＭＶthresholdを決定する（例えば、ピーク高さの存在する割合として決定
する。又は、現在のピーク位置のインデックス座標ｐｐｉｃに対応するインデックス特性
の閾値校正データに基づいて決定する）。
・測定ピーク領域において、データ閾値ＭＶthresholdよりも大きな値のデータである距
離表示サブセットに基づいて、サブピクセル分解能での距離表示座標ＤＩＣを決定する。
・距離校正の測定の場合、（例えば、干渉計により、）所望の精度で目標表面までの対応
する距離を独立して決定する。そして、距離校正のテーブル内または曲線上（例えば、図
４に示す距離校正データ４１０により表されるような距離校正のテーブル内または曲線上
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）での距離校正データの位置を決定する。
・ワーク距離の通常測定の場合、記憶された距離校正データ内での対応する距離に、測定
ＤＩＣを相関付けることによって、測定距離Ｚを決定する。この距離校正データは、例え
ば、図４に示す距離校正データ４１０により表されるような距離校正のテーブル又は曲線
とする。
【００５１】
　上記動作では、データ閾値ＭＶthresholdよりも上のデータである距離表示サブセット
に基づいて、距離表示座標ＤＩＣをサブピクセル分解能で決定することができる。いくつ
かの異なる方法のうちの１つによって、測定ＤＩＣを決定することができる。一実施形態
では、測定ＤＩＣは、データの距離表示サブセットの重心ＸCをサブピクセル分解能で表
わした座標として、決定される。例えば、１０２４個のピクセルを有する検出器の場合、
重心ＸCは、次の式（１）に従って決定することができる。
【００５２】
【数１】

【００５３】
　ここで、式（１）中のＳM(p)は、次の式（２）で与えられる。

【数２】

【００５４】
　特定の一例では、式（１）において、ｎ＝２である。式（２）は、重心の計算に使用さ
れるデータを、距離表示サブセットのデータ内に制限することが好ましい。校正動作中に
、距離表示座標ＤＩＣが決定される場合は、距離表示座標ＤＩＣを校正距離表示座標と呼
ぶ。同様に、測定動作中に決定される場合は、距離表示座標ＤＩＣを測定距離表示座標と
呼ぶ。
【００５５】
　図４は、ＣＰＳ測定距離校正データ４１０の図４００である。この校正データは、縦軸
に表わすクロマティックポイントセンサ１００等の既知の又は校正された測定距離ＺOUT
（ミクロン単位）を、横軸に表わす距離表示座標ＤＩＣ（ピクセル単位）に相関付けるも
のである。図４に示す例は、３００ミクロンに指定された測定範囲ＭＲを有する共焦点系
の第１光路１２０の場合であり、この校正データは、約１５０～４９０個のピクセルの範
囲内での校正距離表示座標に対応する。しかし、クロマティックポイントセンサ１００は
、望まれるならば、検出器アレイ１６３のより大きなピクセルの範囲に渡って、校正され
てもよい。基準とする距離、又は、ＺOUTが「ゼロ」となる距離は、多少、恣意的なもの
であり、共焦点系の第１光路１２０と関連して所望の基準距離に設定することができる。
距離校正データ４１０は平滑な曲線を形成しているように見えるが、典型的な従来技術の
ＣＰＳシステムのための、特に経済的なＣＰＳシステムのための距離校正データ４１０は
、小さい範囲での誤差又は不規則性を表わすことができるものであることが好ましい。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、ＣＰＳ測定距離校正データ４１０は、図３を参照して述べた
ように決定され、及び／又は、使用され得る。ＣＰＳ距離校正データ４１０の性質をさら
に明確にするため、例示的な実験室用の校正方法をここで簡潔に概説する。簡潔に言えば
、ミラーが、（例えば、図１の表面１９０を代替するものとして）共焦点系の第１光路の
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光軸に沿った校正表面を提供し得る。ミラーの変位は、約０．１ミクロン又は０．２ミク
ロンの刻みで制御され得る。刻み毎に、実際のミラーの位置または変位が、干渉計等の参
照基準を使用して取得される。実際のミラー位置毎に、それに対応するクロマティックポ
イントセンサの校正距離表示座標（校正ＤＩＣ）は、ＣＰＳ検出器によって（例えば、上
述したように）提供されるミラー位置に対応した強度プロファイルデータに基づいて決定
される。校正距離表示座標および対応する実際の位置は、次に、校正データ４１０を提供
するために記憶される。
【００５７】
　次に、測定動作中、ワーク表面（例えば、図１の表面１９０）の距離測定を提供するた
めに、ワーク表面は共焦点系の第１光路１２０の光軸に沿って位置決めされる。クロマテ
ィックポイントセンサの測定距離表示座標は、ＣＰＳ検出器により提供される強度プロフ
ァイルデータから決定される測定距離表示座標に基づいて決定される。次に、距離校正デ
ータ４１０を使用して、その特定の測定距離表示座標に対応するＣＰＳ測定距離ＺOUTが
決定される。
【００５８】
　特許文献１に開示されているように、特許文献１の中で教示されている補正方法が無か
ったとしたら、ＣＰＳ測定プロファイルのピーク領域の信号は、通常、いくつかのタイプ
の歪みを含んでしまう。その歪みは、光源若しくは波長検出器に、又は、それらの両方（
光源＋検出器のサブシステム）にとって、特有のものであり、特定されるものであり、以
下に説明する通りである。もし、この特有の形状の歪みが補正されなければ、プロファイ
ルのピーク領域におけるピーク位置の決定は、異なるＣＰＳシステム毎に、不定なものと
なり、間違ったものとなるだろう。及び／又は、その決定は、個々のＣＰＳシステムにお
いても、潜在的には、様々な測定距離毎に、不定なものとなり、間違ったものとなるだろ
う。特許文献１は、サブピクセル分解能での距離表示座標（ＤＩＣ）の決定に先行して、
サブシステム（光源＋検出器）における歪み除去用の誤差の補正因子（補正ファクター）
を、測定プロファイルのピーク領域の信号に対して適用することができることを教示して
いる。なお、ＤＩＣは、測定プロファイルのピーク領域の信号におけるピーク位置を表示
するものである。特許文献１は、また、様々な実施形態において次のことも教示している
。ＣＰＳ距離校正データに使用されるＣＰＳ距離表示座標（ＤＩＣ）は、誤差を補正され
た測定プロファイルの信号データに基づいていることである。その信号データは、サブシ
ステム（光源＋検出器）の影響を取り除くために、誤差を補正されている。
【００５９】
　例えば、特許文献１に教示されているように、校正に使用されるそのシステムは、誤差
を補正された測定プロファイルの信号データを提供することができる。この測定プロファ
イルの信号データは、光源と検出器における誤差の補正因子に基づいて補正されており、
また、その誤差の補正因子は、標準的な又は基準となるプロファイルの信号データのセッ
トに関連して決定されたものである。後で同じ共焦点系の第１光路を使用するとき、及び
／又は、異なったサブシステム（光源＋検出器）を使用するときに、そのサブシステム（
光源＋検出器）は、誤差を補正された測定プロファイルの信号データを提供することがで
きる。この測定プロファイルの信号データは、そのサブシステム（光源＋検出器）用に決
定された誤差の補正因子に基づいて補正されており、また、その誤差の補正因子は、標準
的な又は基準となる同じプロファイルの信号データのセットに関連して決定されたもので
ある。その結果、そのＣＰＳ距離校正データが、そのサブシステム（光源＋検出器）用と
して効果的なものとなる。
【００６０】
　図５及び図６は、特許文献１で教示されたサブシステム（光源＋検出器）についての補
正の類型を説明するのに役立つ。そのポイントは、特許文献１中の同様の図に関連して記
載されているポイントと同様である。そのポイントは、以下に提供する理解を補足するこ
とができる。以下の数式において、説明又は文脈によって他に表示がなければ、「Ｚ」は
、ワーク表面までの実際の測定距離を指す。「ＺOUT」は、決定された距離表示座標ＤＩ
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Ｃに基づいて、ＣＰＳによる距離測定の出力を指す。この距離指示座標ＤＩＣは、図３お
よび図４に関して上述したように、順次対応するプロファイル信号ＭＳｐに依存している
。
　本発明においては、ＣＰＳが、測定距離Ｚ毎に、Ｚに依存するこれら信号の特有のセッ
トを実際に生成することが好ましい。そのため、このような各プロファイル信号のセット
をＭＳｐ(Z)と称する。各プロファイル信号のセットＭＳｐ(Z)は、対応する距離表示座標
ＤＩＣ(Z)（例えば、式１および式２に従って決定される）を生成し、対応するＣＰＳ測
定の出力ＺOUT(Z)を生成する。これらの規則を使用すると、前の説明は、距離Ｚに関連付
けられたＤＩＣ(Z)が、対応する測定プロファイルデータＭＳｐ(Z)のピーク領域の全体形
状又は全体プロファイルに依存していることを示すことになる。
【００６１】
　本明細書において、ＭＳｐに上付き文字を導入して、以下において使用する。上付き文
字RAWは、現在の測定条件による補正が未だであることを意味する。上付き文字COMPは、
補正されていることを意味する。上付き文字REFは、基準条件または校正条件を意味する
。上付き文字PENは、指定され又は標準的な光源強度スペクトルに基づいて光学ペン又は
共焦点系の第１光路１２０により生成されたものを意味する。
【００６２】
　これら規則を使用して、以下の式（３）を導入する。
【数３】

　式中、ＳＩＰ
RAWは、指定された又は標準化された波長検出器の各ピクセルＰに、ＣＰ

Ｓ光源の広波長帯域の波長が分布された際の、その光に含まれる各波長の相対的な又は正
規化された強度を表わす。ＫPENｐ(Z)は、指定された又は標準化された波長検出器の各ピ
クセルＰに、ＣＰＳ光源の広波長帯域の波長が分布された際の、ＣＰＳペンからＣＰＳ波
長検出器に入力される測定距離Ｚの測定プロファイルのデータセット内に含まれる各波長
の相対的な又は正規化された伝達（または減衰）を表わす。ＫPENｐ(Z)は、各波長（又は
各波長に対応する検出器のピクセル）についてのＣＰＳペンの距離依存性の伝達関数とし
て考えることができる。ＤＧＰ

RAWは、波長検出器の各ピクセルに関連付けられた相対的
な又は正規化された信号の利得（ゲイン）を表わす。従って、式（３）は、与えられた測
定距離Ｚについて、各ピクセルＰでの未処理の波長検出器信号ＭＳＰ

RAW(Z)が、ピクセル
Ｐに到達した波長についてのＣＰＳペンに入力された未処理の強度ＳＩＰ

RAWと、距離Ｚ
でピクセルＰに到達した波長についてのＣＰＳペンの距離依存性の伝達関数ＫPENｐ(Z)と
、ピクセルＰの信号利得ＤＧＰ

RAWとを乗算したものに等しいことをおおよそ表わしてい
る。
【００６３】
　特許文献１で教示されたサブシステム（光源＋検出器）の補正の類型を手短に説明する
ため、図５は、ＣＰＳサブシステム（光源＋検出器）の未処理の強度プロファイル信号５
２０を説明するグラフ５００の線図である。その強度プロファイル信号５２０は、ＣＰＳ
光源に起因する長範囲の信号変動成分５３０と、他に、検出器の波長感度といったＣＰＳ
システムの処理能力についての長範囲の信号変動成分とを含む。長範囲の信号変動成分５
３０は、波長検出器１６２により実際には個々に検出されないが、光源と検出器との強度
プロファイルを表わす円滑な及び／又は標準的な形状に概ね対応し得ること、また、使い
易い基準を提供できることが好ましい。図５には、測定距離表示座標５１０-DICに対応す
る代表的で理想的な測定プロファイルの信号データ５１０も、示されている。未処理の強
度プロファイル信号５２０は、特許文献１に教示されているように、光学ペンをバイパス
することによって取得される。例えば、特許文献１に全容が示された構成の１つを使って
、光ファイバのループ（図１のＣＯＮＮＥＣＴＯＲ－Ｆに対応する）が、接続子（図１の
ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ－Ｅに対応する）からの光源の光を入力するために取り付けられてい
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る。そして、その接続子を通って、サブシステム（光源＋検出器）１６１に光を戻す。未
処理の強度プロファイル信号５２０については、サブシステム（光源＋検出器）１６１を
特徴付ける信号ＳＤＳＳＰ

RAWのセットとして定義することができ、おおよそ次の式（４
）のようになる。
【００６４】
【数４】

　将来の参照のため、式（４）を式（３）に代入して、次の式（５）を得る。
【００６５】
【数５】

【００６６】
　未処理の強度プロファイル信号５２０。式（４）及び式（５）中の光源・検出器の項で
あるＳＩＰ

RAWとＤＧＰ
RAWとＳＤＳＳＰ

RAWに反映されている変動（光源＋検出器）は、
以下に図６Ａ、６Ｂを参照して説明する距離表示座標を決定する工程において、誤差を誘
導し得る。
【００６７】
　理想の測定プロファイルの信号データ５１０は、基準となる又は標準的な強度プロファ
イルに前記の項ＫPENｐ(Z)を乗算したものに対応する。式（５）及び式（３）に示す項Ｋ
PENｐ(Z)は、上述したように、各波長（又は各波長に対応する検出器のピクセル）につい
ての光学ペン（及び／又は、第１光路１２０）の距離依存性の伝達関数として考えること
ができる。理想の測定プロファイルの信号データ５１０および対応する測定距離指示座標
５１０-DICは、信号５２０には含まれていないことが強調されるべきである。むしろ、こ
れらの信号データおよび座標は、グラフ５００のセグメント５５０についての説明を補助
するために、図６にのみ設けられている。セグメント５５０に基づく説明は、図６Ａ，６
Ｂを参照して以下に続く。
【００６８】
　図６Ａ，６Ｂは、図５のグラフのセグメント５５０を含んでいる線図６００Ａ，６００
Ｂであり、ＣＰＳサブシステム（光源＋検出器）についての未処理の強度プロファイル信
号５２０を含んでいる。代表的で理想的な測定プロファイルの信号データ５１０、及び、
これに対応する理想の距離指示座標５１０-DICは、先に記載した通りである。図６Ａ，６
Ｂは、また、標準的な又は基準となるプロファイル信号データのセットを表わす基準のプ
ロファイル信号６４０も含んでいる。プロファイル信号データのセットは、特許文献１で
教示され、また上述したように、校正のために使用される。（例えば、図４のように、距
離校正データ４１０を成立させるために使用される実際の又は補正された強度プロファイ
ル信号に対応している。）基準となるプロファイル信号６４０は、図５に示した信号変動
成分５３０、又は、校正に使用される実際のプロファイル（例えば式（４）に表わされた
ように、）とおおよそ同じである。
【００６９】
　しかし、より一般的には、基準となるプロファイル信号６４０は、理想的な又は標準化
されたプロファイル（例えば、平坦なプロファイル）に置き換え可能である。先に示した
ように、未処理の強度プロファイル信号５２０は、サブシステム（光源＋検出器）１６１
を特徴付ける信号ＳＤＳＳP

RAWのセットに対応している。また、理想の測定プロファイル
の信号データ５１０は、基準となる又は標準化された強度プロファイルに、項ＫPENP(Z)
を乗算したものに対応している。この項ＫPENP(Z)は、検出器の各ピクセルＰでの波長（
又は複数の波長）を表わすための、ＣＰＳペン又は光路１２０の距離依存性の伝達関数で
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あると考えられる。
【００７０】
　式（５）は、ＣＰＳサブシステム（光源＋検出器）によって生成された未処理の又は標
準化されていない強度プロファイルと、光学ペン又は共焦点系の第１光路についての距離
依存性の伝達関数ＫPENP(Z)と、を乗算したデータＭＳP

RAW(Z)のセットを表わしており、
光学ペン又は共焦点系の第１光路から距離Ｚの位置にあるワーク表面を表わすためのもの
である。これは、図６Ａの未処理の測定プロファイルの信号データ５１０Ａに対応する。
図６Ａに示すように、ある特定のサブシステム（光源＋検出器）１６１での波長依存性の
変動（信号５２０に反映させた。）は、未処理の測定プロファイルの信号データ５１０Ａ
のピーク領域の形状に表れる、対応した固有の不規則性および非対称性の原因となる。こ
の波長依存性の変動は、理想の測定プロファイルの信号データ５１０のピーク領域に関係
する固有の方法で、未処理の信号データ５１０Ａのピーク領域を歪ませている。
【００７１】
　ここで、理想の信号データ５１０のピーク領域は、基準となる又は標準化された強度プ
ロファイルに、光学ペン又は共焦点系の第１光路１２０の距離依存性の伝達関数項ＫPEN

ｐ(Z)を乗算したものに対応している。当然ながら、固有の歪みを有する未処理の測定プ
ロファイルの信号データ５１０Ａに対して決定される距離表示座標５１０Ａ-DICは、サブ
システム（光源＋検出器）に特有のものとなり、歪みのない理想の測定プロファイルの信
号データ５１０に対応する距離表示座標５１０-DICと一致しない。例えば、Ｚ方向への比
較的小さな変化に対応して、測定プロファイルの信号データ５１０の位置が比較的小さく
シフト（例えば、図６Ａおよび６Ｂでのピクセル２０個分の左側へのシフト）した場合、
未処理の測定プロファイルの信号データ５１０Ａの形状が劇的に変化するということに留
意する。そのため、結果として生成される距離表示座標（ＤＩＣ）の相対的な位置は、Ｚ
方向の小さな変化と比較してかなり不規則に変化する。多くの従来技術において、理由も
無くピーク領域が比較的狭いと仮定されている。また、それゆえに、このような形状の歪
みや非対称性の重要性は、ＣＰＳの設計又は信号処理において、十分には説明されていな
い。（例えば、ピクセル数個分の幅のピークは、顕著な歪み又は非対称性を示すものでは
ないと仮定されるといったこと等である。）
【００７２】
　図６Ｂは、特許文献１に含まれる技術により改良された信号処理方法の結果を示す。図
６Ｂでは、サブシステム（光源＋検出器）１６１を特徴付ける信号ＳＤＳＳP

RAWの変動が
、基準となるプロファイル（例えば、基準となるプロファイル信号６４０によって代表さ
れる）に関連して、除去又は補正されている。前に定義した命名規則を使用すると、基準
となるプロファイル信号６４０は、信号ＳＤＳＳP

REFのセットに対応している。補正され
た測定プロファイルの信号データ５１０Ｂは、信号ＭＳP

COM(Z)のセットに対応している
。つまり、信号ＭＳP

COM(Z)は次の式（６）となる。
【００７３】
【数６】

【００７４】
　図６Ｂに示すように、ＭＳP

COM(Z)信号のセットに対応している補正された測定プロフ
ァイルの信号データ５１０Ｂのピーク領域は、理想の測定プロファイルの信号データ５１
０に名目上、一致する。なぜなら、ＳＤＳＳP

REF信号から構成されるプロファイルは、基
準となるプロファイル信号６４０に名目上、一致しているからである。したがって、補正
された測定プロファイルの信号データ５１０Ｂに対応する距離表示座標５１０Ｂ-DICは、
理想の測定プロファイルの信号データ５１０に対応する距離表示座標５１０-DICと一層ぴ
ったりと一致する。
【００７５】
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　将来の参照のために、これらの信号に基づいて得ることができる補正因子ＫCOMPPのセ
ットを、次の式（７）のように定義する。
【数７】

【００７６】
　すなわち、（例えば距離校正に使用するような）基準のセットであれば、そのプロファ
イル又はＳＤＳＳP

REF信号のセットは既知であるから、そのプロファイル又は未処理のＳ
ＤＳＳP

RAW信号のセットも既知とすることができる。特許文献１に教示されているように
、及び／又は、ここで開示されているように、プロファイル又は未処理のＳＤＳＳP

RAW信
号のセットを測定することができ、その後、補正因子ＫCOMPPのセットを決定することが
できるからである。この補正因子ＫCOMPPのセットは、距離校正データ（例えば、距離校
正データ４１０）に一致するように、未処理の測定信号値ＭＳP

RAW(Z)を、補正された測
定信号値ＭＳP

COM(Z)に変換する。
【００７７】
　式（７）の関係を使用して、式（６）を次の式（８）のように書き換えることができる
。

【数８】

【００７８】
　式（８）と式（５）を組み合せて、次の式（９）が得られる。
【数９】

【００７９】
　先に示したように、本発明の目的は、即座に（オン・ザ・フライで）、すなわち、対応
するＣＰＳ測定データと同時又はほとんど同時に、材料の分光反射特性のための補正に使
用できるスペクトルプロファイルのデータを提供することである。特許文献１及び／又は
前述の数式は、材料の分光反射特性に起因する誤差を考慮していない。そのような誤差の
原因は、図７を参照することで理解され得る。
【００８０】
　図７は、異なる種類のワーク材料の分光反射率を説明するグラフ７００の線図である。
これらの分光反射率は、材料成分・入射角、光源特性に応じて幾つかの波長において顕著
に変化する。図７は、アルミニウム製のミラーの分光反射率の曲線７１０、金製のミラー
の分光反射率の曲線７２０及び銀製のミラーの分光反射率の曲線７３０を示す。全ての分
光反射率の曲線は、通常の入射角で測定されたものである。図示の通り、材料の反射率は
波長に依存する。特徴的な例として、通常のＣＰＳ波長検出器の検出範囲内で波長が５０
０ｎｍから６００ｎｍに変化すると、金の反射率が６０％から９５％まで変化する。その
ような因子は、ある特定の適用において（例えば、精密測定が必要となる電子機器産業や
半導体産業で、金が広く利用されている場合）、特に妥当であるといえることが好ましい
。アルミニウム製のミラーの分光反射率の曲線７１０が比較的平坦であることにより、あ
る実施形態においては、アルミニウム製のミラーが校正動作に適したものとなることも、
特記すべきである。他のタイプの表面材料（例えば、塗装された表面、薄いフィルム、絶
縁材料、樹脂など）は、もっと複雑で予測できない分光反射率を有する。
【００８１】
　特許文献１の開示では、材料の分光反射特性に起因する誤差について言及されていない
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。さらに、そのような誤差を補正するために利用できる構成についても開示されていない
。そのような誤差について記載し説明するため、上述した様々な数式を変形する。特に、
距離非依存性のプロファイル又はスペクトル形状について、それらの決定又は補正を表わ
すためには、式（４）を理解しなければならない。（例えば、式（４）中のＳＩP

RAW項で
示される光源のスペクトルに起因するプロファイル成分、及び、ＤＧP

RAW項で示される検
出器の利得に起因するプロファイル成分である。）すなわち、光学ペン又は共焦点系の第
１光路１２０によって決定され又は与えられた距離依存性のプロファイル成分のＫPENP(Z
)項と対比すると、式（４）のその項は、ワークまでの測定距離に依存していない。材料
の分光反射特性は、他の距離非依存性のプロファイル成分またはスペクトル形状の決定と
みなされる。それゆえ、式（４）を変形して、ワーク表面（及び／又は、校正表面）の材
料の分光反射特性を、次の式（１０）にて説明する。
【００８２】
【数１０】

【００８３】
　式中のＳＤＳＳ(MAT)P

RAW信号は、サブシステム（光源＋検出器）１６１に関連付けら
れた距離非依存性の未処理の強度プロファイルを特徴付けている。このサブシステム１６
１は、ＭＡＴ材料（例えばアルミニウム、金等）で形成された個々のワーク表面（又は校
正表面）と組み合せて使用される。材料の波長因子ＭＷＦ(MAT)Pは、検出器のピクセルＰ
に対応する波長での（例えば図７のような）材料の相対的な反射率を特徴付ける因子（正
規化された因子）であるとして理解される。上記説明に基づいて、ワーク表面の材料の影
響を表わすために、式（５）を変形したものが次の式（１１）であることが理解される。
【００８４】
【数１１】

【００８５】
　また、ワーク表面の材料の影響を表わすために、式（７）を変形したものが次の式（１
２）であることが理解される。
【数１２】

【００８６】
　式（１２）の関係を使用して、式（６）を次の式（１３）のように書き換えることがで
きる。
【数１３】

【００８７】
　式（１１）と式（１３）を組み合せて、次の式（１４）が得られる。
【数１４】

【００８８】
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　先に式（８）と式（９）についての議論と類似するが、ワーク材料特有の補正因子ＫCO
MP(MAT)ｐのセットは、次のように決定される。つまり、補正因子ＫCOMP(MAT)ｐのセット
が距離校正データ（例えば、距離校正データ４１０）に一致するように、特有のワーク材
料から生じた未処理の測定信号値ＭＳ(MAT)P

RAW(Z)を、補正された測定信号値ＭＳP
COM(Z

)に変換することによる。
【００８９】
　特許文献１は、式（４）及び式（１０）を参照して記載されている光源及び検出器のＳ
ＩP

RAW項、及びＤＧP
RAW項を特徴付けるために、及び／又は、これらを補正するために、

「バイパス」方法を教示している。しかし、特許文献１は、式（４）及び式（１０）中の
材料特有のＭＷＦ(MAT)P項、又は、式（１１）～式（１４）中に反映されているような付
随する材料特有の因子については、扱っていない。材料の反射率特性および付随する誤差
は、特許文献１では無視されている。また、特許文献１で教示されているように共焦点系
の第１光路をバイパスするその校正及び／又は補正の「バイパス」方法は、ワーク表面も
バイパスするものである。このように、特許文献１は、ワーク表面に関する材料の反射率
データを収集する方法を何も提案していないし、付随する誤差を認めるためのものでも、
又はそれを修正するためのものでもない。
【００９０】
　ここに開示された原理に従って、図１を参照して上述した第２光路１３０は、材料表面
に関する材料の反射率データを収集することに使われ得る。特に、第２光路１３０は色分
散を起こさせないので、式（１０）を参照して議論した距離非依存性のＳＤＳＳ(MAT)P

RA

W信号を供給することができる。そのＳＤＳＳ(MAT)P
RAW信号は、個々のワーク表面と組み

合わせて使用されるサブシステム（光源＋検出器）１６１に関連付けられた、距離非依存
性の未処理の強度プロファイルを特徴付けるものである。プロファイル又はＳＤＳＳP

REF

信号のセットは、（例えば、距離校正用に使用されるように、）基準セットであるため、
既知であると言える。また、プロファイル又は未処理のＳＤＳＳ(MAT)P

RAW信号のセット
は、ここで開示されているように色分散性を示さない光路によって測定され得るから、既
知となり得る。これらのことより、補正因子ＫCOMP(MAT)Pのセットは、個々のワーク表面
の材料ＭＳ(MAT)P

RAW(Z)からの未処理の測定信号の値を、（例えば、式１４に示された関
係に従って）補正された測定信号の値ＭＳP

COM(Z)に変換するものとして、（例えば、式
１２に示された関係に応じて）決定され得る。なお、補正因子ＫCOMP(MAT)Pのセットは、
ここに開示されているように、距離校正データと一致するように決定される。
【００９１】
　ここで開示されているように色分散を起こさせない光路の使用によって、式（１０）に
示された項の組合せが特徴付けられ得るから、幾つかの実施形態において、それが、ワー
ク表面の材料特性と組み合された特性（光源＋検出器）を特徴付けることができ、また、
それが、特許文献１のバイパス方法の必要性と置き換わって又はその必要性を除くことが
できることが認識されるであろう。代わりに、特許文献１のバイパス方法の使用（例えば
図１を参照して議論された光源及び検出器に接続されたバイパスＣＯＮＮＥＣＴＯＲ－Ｆ
の使用など）は、式（４）及び式（１０）に示された光源及び検出器のＳＩP

RAW項及びＤ
ＧP

RAW項を切り離すことができて、それによって、式（１０）に含まれる材料特有のＭＷ
Ｆ(MAT)P項がバイパス信号及びバイパスしない信号の比較に基づいて個別に決定される、
ということがバイパス方法の使用によって許されることが認識されるであろう。幾つかの
実施形態において、第１光源は、共焦点系の第１光路への波長光の第１入力スペクトルプ
ロファイルを入力するように接続され得る。また、第２光源は、第２光路への波長光の第
２入力スペクトルプロファイルを入力するように接続され得る。そして、上記の代案を使
用すれば、第２光路が材料特有のＭＷＦ(MAT)P項を切り離すために使用可能なデータを供
給することができるようになり、また、ワーク材料成分に関連する誤差からなる潜在的な
測定距離誤差のために出力スペクトルプロファイルのデータを補正することができるよう
になり得る。もちろん、所望であれば、距離校正中に生じる光源及び検出器の影響から分
離して校正ミラーの材料の影響を特徴付けるために、上述した手順を使用することも可能
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である。
【００９２】
　上の開示に基づいて、式（１０）の個々の項を特徴付けるための、及び／又は、基準プ
ロファイル又はＳＤＳＳP

REF信号のセットを特徴付けるための、様々な方法があることが
認識されるであろう。また、幾つかの実施形態、それらの実施形態の組合せ、又は、順次
他の実施形態など、この開示の教示に従って、様々な距離非依存性のプロファイル成分ま
たは形状寄与率が決定され、かつ、補正され得ることが認識されるであろう。前述の数式
は、本発明に従って、色分散を起こさせない光路を使って収集された信号の使用を説明す
る１つの方法に過ぎず、これらに限定されるものではない。
【００９３】
　図８は、第２実施形態に係るクロマティックポイントセンサ８００のブロック図である
。クロマティックポイントセンサ８００は、図１に示したクロマティックポイントセンサ
１００と同様である。同様に番号が付された要素８ＸＸは、図１の要素１ＸＸと同様か、
又は同一である。ただし図１とかなり異なる部分のこれらの観点のみの全容が図８に関し
て示されている。図８に示される実施形態において、クロマティックポイントセンサ８０
０は、連結器ＣＯＵＰＬＥＲ－Ｅを備えている。連結器ＣＯＵＰＬＥＲ－Ｅは、ＣＰＳ電
子機器部１６０に接続された光ファイバケーブル８１２，８１３によって、接続器ＳＷＩ
ＴＣＨ／ＣＯＮＮＥＣＴ‐Ｅに接続されている。接続器ＳＷＩＴＣＨ／ＣＯＮＮＥＣＴ‐
Ｅは光路切換因子であり、その光路切換部はファイバ切換器（例えば、光電切換器）から
構成され、そのファイバ切換器は、まず、入力スペクトルプロファイル（及び、波長検出
器１６２）を共焦点系の第１光路８２０に接続し、次に、入力スペクトルプロファイル（
及び、波長検出器１６２）を第２光路８３０に接続するものであることが好ましい。接続
器ＳＷＩＴＣＨ／ＣＯＮＮＥＣＴ‐Ｅは、第１及び／又は第２の不能化手段として動作し
得るとともに、適切な信号処理が第１及び／又は第２出力スペクトルプロファイルの存在
に同期するように、それらの不能化手段がＣＰＳ電子機器部１６０によって感知され及び
／又は制御されることが好ましい。このように、図１に示された光路切換部１４１は、こ
の実施形態において、接続器ＳＷＩＴＣＨ／ＣＯＮＮＥＣＴ‐Ｅによって機能的に置き換
えられる。より一般的には、共焦点系の第１の不能化手段および第２の不能化手段は、あ
る時点には１つの動作可能な共焦点系の経路を備えるために動作する分割手段（例えば、
シャッター）によって提供され、あるいは、（例えば、１枚の回転盤上の１つの開口、又
は、共有された偏光器などのように、）それらは統合されてもよく、かつ／または区別を
なくすようにしてもよい。
【００９４】
　図９は、本発明の第３実施形態に係るクロマティックポイントセンサ９００のブロック
図である。クロマティックポイントセンサ９００は、図８のクロマティックポイントセン
サ８００と同様である。同様に番号が付された要素９ＸＸは、図１の要素１ＸＸと同様か
、又は同一である。ただし図８とかなり異なる部分のこれらの観点のみの全容が図９に関
して示されている。
【００９５】
　図９に示される実施形態において、クロマティックポイントセンサ９００は、マシンビ
ジョン用ホストコントローラ９９１を含むマシンビジョン検査装置９９０に統合されてい
る。より特徴的なことは、共焦点系の第１光路９２０及び第２光路がそれぞれ共有の対物
レンズ９５０を含むように、２経路光学部分９１０がマシンビジョン検査装置９９０に統
合されている。この対物レンズ９５０は、マシンビジョン検査装置９９０の画像取得用（
イメージング用）の光路の一部分になっている。共焦点系の第１光路９２０及び第２光路
９３０は、付加的に共有のビームスプリッタ９４５及び共有のビームスプリッタ９４７を
備えている。マシンビジョン検査装置９９０は、また、カメラ９５１、及び、レンズのタ
ーレットシステム９５３を備えている。カメラ９５１は、共焦点系の第１光路９２０及び
第２光路９３０によって使用される対物レンズ９５０を共有する光路に沿って、ワーク９
７０の画像を取得できるように形成されている。レンズのターレットシステム９５３は、
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画像の取得に使用される所望の拡大率又はその他の光学的な特徴のレベルに応じて、レン
ズを選択できるように構成されている。
【００９６】
　マシンビジョン検査装置９９０は、また、共焦点系の第１光路１２０、第２光路１３０
及びマシンビジョン検査装置の画像取得の経路が平行になるように形成されたビームスプ
リッタ９４３を備えている。共有された対物レンズ９５０から、非分散光学素子９２３又
は分散光学素子９３３までの典型的な路長は、おおよそ３００ｃｍオーダーとすることが
できる。幾つかの実施形態において、分散光学素子９２３から対物レンズ９５０までの光
は、コリメーション（視準調整）とは異なり、それの波長に依存する。また、非分散光学
素子９３３から対物レンズ９５０までの光は、全波長において、おおよそ視準調整され得
る。共有されたビームスプリッタ９４５及び９４７の位置は調整することができ、又は、
付加されたビームスプリッタがマシンビジョン検査装置９９０の構成に関連して望ましい
位置に共焦点系の第１光路９２０及び第２光路９３０を配置するために追加され得ること
が好ましい。
【００９７】
　マシンビジョン用ホストコントローラ９９１を含むマシンビジョン検査装置９９０に統
合された場合、ＣＰＳ電子機器部９６０の構成は、図１に示されたＣＰＳ電子機器部１６
０とは異なるものとなり得る。例えば、図９に示すように、ワーク特有の補正部９６７’
、及び、ワーク特有の補正データ９６９ＷＳ’を含む補正データ９６９’を保存するため
に構成された記憶部９６８’は、マシンビジョン用ホストコントローラ９９１中に設けら
れ得る。このマシンビジョン用ホストコントローラ９９１は、既知の技術に応じて必要な
らば、ＣＰＳ電子機器部９６０を用いてデータを変換することができる。幾つかの実施形
態において、マシンビジョン用ホストコントローラ９９１は、また、ＣＰＳ電子機器部９
６０と相互作用するソフトウェア・ルーチンのような、マシンビジョン検査装置９９０を
動作させるための汎用コンピュータ及び制御用ソフトウェアを備え得る。この開示に基づ
いて、様々な置き換え可能な構成があることは、先行技術の１つには明白である。様々な
実施形態において、第２光路（例えば、第２光路１３０，８３０又は９３０）は、共焦点
系の光路として構成してもよい。その場合、関連する共焦点系の開口部（例えば１３１，
８３１，９３１）は、関連する光ファイバ（例えば、１１３，８１３，９１３）との接続
位置に設けられる。これは、多くの場合、もっとも経済的で効果的な構成と言える。しか
し、より一般的に言えば、第２光路を共焦点系にする必要はない。例えば、もし、第２光
路に関して光ファイバ及び／又は開口部（例えば光ファイバの端部）が第２光路を通じて
材料表面からの十分な反射光の信号を受け取れる程度に大きい場合、第２光路は共焦点系
にする必要がない。しかし、そのような実施形態においても、もし、材料表面の特有の代
表部分が、結果として得られる照明スポットによって切り離され得るように、異なる波長
の光がワーク近傍の略同一距離において焦点を結ぶように第２光路が形成されているなら
ば、そのことに利点があることには変わらない。
【００９８】
　本発明の好適な実施形態を示し説明したが、この開示に基づいて、図示し説明した動作
の特徴および動作の順序に対する多くの変形が、当業者には明白である。したがって、本
発明の趣旨および範囲から逸脱せずに、本明細書に様々な変更を行い得ることが明らかで
ある。
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