電 子 分 光 用 デ ー タ処 理 シス テ ム
(Ⅲ

小西

)出

現 電 位 分 光 法 へ の 応 用

亮 介 *・ 木 下

正 生 *・ 岡垣

光則 *・ 加 藤

益*

(1980年 5月 31日 受 瑚
ヽ[icrocomputcr SysteHl for ElcctrOn Spcctroscopy

(I) Application fOr Appearancc Potcntial Spcctroscopy
Ry5suke KoNISHI*,MaSao KINOSHITA*,W監

tunott OKAGAKI*and Susumu KATO*

(Received May 31,1980)

ALstract
An appearancc Potential spectrometer using microcomputer system are des―
cribed. The method has the foユ lowing advantages comParing with the conven―

tion21 experimental procedure, 1)Digital data can be recorded by autOmat̲
ic data collecting syste■ 1, 2)energy Valuc of sPectrum can be measured by
using the programable power supply controlled by microprocessor and 3)sig―
nal can be detected without using Lock―

1・

出現電位分光法

は

じ め

に

0中pearance potential SPectrO―

in―

Amp.

を試みた。
マイクロコンピュータ 。システムを実際に APS実 験

scoPy,APS)は 固体表面研究 の有力な 方法 の一つであ

に利用するためには,さ らに専用 の機器や,イ ンターフ

つ
る。 この方法をぶ くめて,一 般 に電子分光法では超高

工 ス を設置すを必要 がある。

真空中におかれた試料表面の状態を一定 に保つため,短
時間に実験を終了する必要がある。したが って実験 の進

超高真空装置,各 種電源 および増幅回路,マ イクロコ
ンピュータ 。システムを合■T全 装置は,か な り複雑なも

行 とデータの収集を 自動的に行なうことがで きれば好都

のにな っている。そ こでわれわれは,ま ず,実 験デーケ

合 である。また得 られる電子 ペ ク トルのS/Nは ,ぁ ま り
良 くないことが多 く,種 々のデーが処理をする必要があ
る。

そこでわれわれは,試 作 した電子分光用データ処理ン
2)を
APS実験装置 に接続 し
ステム
,

(1)自 動 デーか収集

(2)実 験機器 の制御
(3)ス ペ ク トルのデータ処理
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の 自動収集 のみについて実験 した。ついで掃引電圧 の制

御を行 って実験精度を向上 させた。さらに従来 APs法
の主役にな っていた ロ ックイ ンアンプを除き,マ イクロ
コンピュータ oシ ステムに よって微分する分光法を開発
した。

2.実 験装置の構成と実験方法
2.1 自動データ収集
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通常 のAPS実 験 によ り得 られるデータは X一 Yレ コー
3)
ダを使用 して,グ ラフ上にアナ ログ的に記録され る。
これは簡単かつ確実であるが実験終 了後 の計算処理には
非常に不便 である。そ こで実験 で得 られるデ ータを最初
か ら系統的にデジタル形式 で収集す ると,後 の計算処理

験装置 の制御 は全 く行 なわず装置 よ り出力され るデ… ケ
を収集することのみに注 目した。
実際には ロ ック・ イ ン ●アンプの出力をプ リア ンプで
適当な大きさに増幅 した後 ,A/D変 換 (12bit)を 行な
い,デ ータを収集する。この方法 による実験装置 の構成

この方法で得 られた結果の例を Fig,2に 示す。下 が
ベ
ア レージング 512回 のデータで ある。下 の方 が S/N
は改善され ているが充分で ある とはいえない。それはサ
ンプ リングの周期が速 いため充分 なアベ レージング効果
がでていないためと考 えられる。

蜘
︱ ︱ ︱ ︱・
呵
ど

が比較的容易 になる。このような ことを行 なうのを 自
動デ…か収集 "と 呼ぶ ことにす る。従 ってこの場合 は実

そ の後,デ ータを 出力 し実験 を経了す る。

Fig,1(a)に ,そ の動作 フロ…チ ャー トを Fig,1
(b)に 示す。動作は Fig.1(b)に 示す ようにアベ

を

レージング個数,測 定点数,イ ンターバル等収集条件 の
設定を行 う。次に LOOPl"で タィ ミングを取 りなが
ら A/D変 換をアベ レージングに必要 な回数だけ行 う。
そ してアベ レージングを行ない一 測定点 の値 とす る。こ
れを必要な回数反復 し,測 定を終了す る。

Fig.2 APS data collected by the systetem sho―
wn in Fig.1.
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2.2.1 実験装置

APPARATuS

実際のAPs実 験 で得 られ るデータはス ィープ電圧 の
関数 としてとられる。 (APS実 験 は試料 にあるエネル

LOCK― IN
―
AMP

ギーの電子を照射 し,試 料 か らの 2次 電子放 出量 の変化
を観察 している。この時に電子 のもつエネルギーを制御
す るのがス ィープ電圧である。 しか し 2.1の 方法では
測定値 は時間の関数 として収集 され ている。APSス ペ

PRE‐ AM P

A/D
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,ONVERTEF
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ク トルは出現電位や,形 状 が表面状態 の影響を強 くうけ
るので正確な加速電圧 の設定 が必要である。また,従 来
ロ ック・ イ ン・ アンプを使用 して信号検 出を行な ってい
るが,変 調微分法をもちいるためスペ ク トル形状 に 拡

MICRO―

COMPUTER

が り効果"4)が 生 じる。従 って分解能 の改善や誤差を出

S YSTEM

来 るだけ少な くす るために加速電圧を直接制御 し,ロ ッ
ク・ イ ン・ ア ンプを使用 しな くても信号検 出が可能な手

IECORDER

(α

Fig。

2.2 ォ ンライ ン機器 の制御
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法を試みた。Fig。
フローチ ャー トを

3に そ の構成図を示す。また動作 の
Fig.4に 示す。 これはマイ コンか

らの指令で 0〜 100Vま で

25mVス テ ップで設定でき

Fig.1(a)の ものと異 な
り,12bit UP/DOヽ γNカ ゥ ンタと V/Fコ ンバータで
積分型 の A/Dコ ンバーかを構成 している。カウ ンタの
る。また A/Dコ

ンバータは
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Fig. 3 APS experimental apparatus using Mic̲
rocoコ nputer System.

MEMORY

UP/DOWNは 信号検 出においてマイ コンの指令で切換
えが可能である。

MASUREM E NT

実験 は測定条件 の設定 (ス ィー プ速 度, ス ィー プ範
囲)を 行 ない

PPS(PrOgramable Power Supply)

よ り初期電圧 を発生 させ る。次にイ ンターバ ル を決 め

,

そ の間の信号を検 出する。検 出された信号をメモ リに格
納 し,X一 Yレ コーダヘ 出力 し, 1測 定点での測定 を終

VOLTACE l STEPUP

了する。これを必要な回数反復 し,実 験を終了す る。こ
の方法は加速電圧を正確に決定できるだけでな く, ロッ
ク・ イ ン・ アンプを使用 していないため変調微分法 によ
る特有 の拡が り効果を減少 させれるためAPsス ペ ク ト
″の微細構造もより正確に反映されると思われる。更 に
ス ィープ電圧のス ィ…プ開始 ,停 止が測定 の開始 および
終了で あ り,マ イ コンで直接実験を制御できる。以下各
ブロックの説 明を行 う。
プ リア ンプ ー 検 出される信号は A/Dコ ンバ ータ
α /Fコ ンバータ)の 入カ レンジと 比較 して非常に小
さいのでプ リア ンプで適当な振幅まで増幅 しなければな
らない。構成を Fig.5(a)に 示す。ヘ ッ ド
・ アンプ
で差動増幅された後, レンジ切換用アッテネータを通 り

Fig。

4Fユ ow

chart for the system shown in

Fig.3.
ミドルアンプで A/Dコ ンバー タ (V/Fコ ンバー タ)
の入カ レンジまで増幅す る。
さ らにバ イアスを注入 し,コ ンバータの入カ レンジ以
上 の信号が入力されない様に,出 力を 0〜10Vに リミッ
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ルス列に変換する。 これを 16bitの U/Dカ ゥンター
でカウントし A/D変 換を行う。 カウンタの制御は全
てマイ コンか らの指令で行 う。
プ ログ ラマ ブル電源 (PPS)一 一 PPSは 測定系 の 中
心をなす装置であ り, そ のブロック図を Fig,6に 示
す。出力範囲は 0〜 100Vで あり,最 大電流は50mA程
度である。製 作に あた って次の点を考慮 した。

1)0〜 100Vが で可変 出来 ること。
2)設 定精度が lV以 上あること。
3)マ イ コンで 自由に制御で きること。
4)マ イ コンの指令で出力電圧を変調できる こと。
5)普 通のス ィープ電源 としての使用もできる こと。
6)l KV程 度 のバ イアス電圧が重畳で きること。
0・

基礎電圧発生には 12bitD/Aコ ンバータ を使用 してい
る。電圧値の設定を 簡便化す るために l bitを 25mV

(b)

Fig.5 Block diagram of pre― amplifer(a)and
biock di4gram of A/D converter.

とし 49bitで

0,lVの 設定 としPPSの 最高電圧 は実

際 には 102.4Vと した。またデータセ レクターを設 け て
マイ コン使用を行なわ ない時,PPSに 内蔵 のプ リセ ッ

夕で制限す る。また レベルイ ンジケーケで,出 力が この
レンジを越 えた 時, オーバ ーまたはアンダーを 表示す

芽ブルカウンケを使用 し,普 通のス ィープ電源 として使
用 出来る様 になっている。デーバセ レクタとD/Aコ ンバ

る。

ーターはフオ ト
・ カプラーを使用 して絶縁 しているので
バ イアス電圧を重畳す ることが可能である。
D/Aコ ンバーターーー 測定 したデータを X一 Yレ コ

A/Dコ

ンバー ターーー Fig.5(b)に その構成を示

す。ここでは

V/Fコ

ンバータを使用 し,そ の入カ レン

ジは 0〜 10Vで あ り,100KHz/Vで アナ ログ入力をパ

ーダに出力するには,電 圧値に変換す る必要がある。ま
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Fig. 6 Bloch diagram of Programable Power Sup,ly.
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Fig, 7 Block diagram of D/A converter and its interface.
た信号出力用 (Y軸 )の 2組 の D/Aコ ンバータが必要
である。ブロック図を Fig,7に 示す。 TM S9900専
用プログラマ ブル・ システム・ ィ ンターフェース素子で
あ り,P。 〜 P IIん ゞ
データポー トである。 P12が Xラ ッ
チ,P19が Yラ ッチ, P14が XYラ ッチ, P15が ペ ン
UP/DOWNで ぁる。Xデ ー タ,Vデ ータを別 々に転送
し,Xラ ッチ,Yラ ッチにラッチする。ここで X軸 ,Y
軸データの出力のバ ラツキを防 ぐために もう一段 ラッチ
が設けられている。そ こで Xラ ッチにデータが ラッチさ
れた後, 2段 目の XYラ ッチに同時にデータを ラッチ
し,

2っ の D/Aコ

ンバ ー タを同時に駆動する。 その

後,ペ ンの追従する間,DELAYを 取 る。
2.2.2 シ ミューレーション
イオー ドと抵抗 とを組 み合わせた回路を用いて簡単なシ
ミューレーション実験を行ない動作の確認を行 った。
(Fig.8)こ れはダイオー ドの 両端 の 電位が 順電圧
を越えると, 導通 し抵抗が短絡されるのを 利用 して

,

APsの 出力特性,即 ちネ ックの出現を模擬するもので
ある。 抵抗を上か ら順 に Rl,R2,R3と し順電圧 を
,

のときにネックが出現する。 また 傾 きはダイオー ドが
と き d11/dE鑑 1/(R二 十 R2+R3),ダ イ オ

OFFの
ドが

ONの とき, d12/dE=1/(R2+R3)と

なる。

2.2.3 信号検 出法
一般的に信号は微分 した形で検 出される。 ロック・ イ
ン 。アンプを使用 した従来 の 方法は 変調微分 を行なう
が,こ こではマイ コンのプ ログラムによって微分波形を
求めることにす る。
a・

数値微分法

これは普通の

A/D変 換を行 った後,隣 接する 2っ の

測定点間で差を取 り微分 スペ ク トルを得る方法である。

オ ンライン制御機器をAPS装 置に接続す る前 に,ダ

VD,印 加電圧を Vsと すると

7s=(F二 十R2+R3)/買 1・ 7D

Fig.9に 結果を示す。N番 目の測定点を N+1番 目の
測定点 の差を取 らずに,Nと N+a(a<1)と して遅
延させ る量を増加させ ると変化は大きくなる。
b・

差分法

A/D変 換時に微分値を得る 方法 である。 こ
の 動作 フロチ ャー トを Fig,10に 示す 。 一 般的 には
これは

DELAYl=0"と

するが, 場合 によっては

DELA

Yl■ 0"と す ることも可能である。フローチ ャー トに
おいて VHI''と は PPSの 出力電圧をわずかに高 くす
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F地 .9 The results of numerical differentiation.

P VOLTACE

12345678

SWEEP VOLTACE (V)

Fig。

ることで

P―

lo The resnlts of differential method.

̀̀VLOW"は ゎずかに 低 くす ることである。

̀̀UP"と はヵゥンタを 加算 にセ ッ トす る ことで

DO

WN"と

はヵ ゥンタを減 算 にセ ッ トす る ことで ある。
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̀̀CSTART"は ヵ ゥンタ起動, CSTOP"は ヵゥ
ンタ停止である。このフローチャー トを実行す ると高圧

だ

側 で加算,低 圧側で減算が行なわれ,実 質的なカウンタ
の値 はその差 とな り微分信号が得 られる。
即ち

N(C)=N(H)― N(L)

示す。 差分法は 1測 定点 の測定 に約 3 secを 要 してい
る。数値微分法では約 200msec.で ぁる。またスィープ
速度は差分法が 0,083V/sec., 数値微分法が約0,5V/
SeC.で ある。 従 って数値微分法 の方 がかな リス ィープ

N(C):ヵ ウンターの値

速度が大 きい。差分法 についてはスペ ク トルの変化に く
らべ,速 い変化の雑音 は重畳 してお らず,ま たバ ックグ

N(H): VHI"で のカウン ト値
N(L)i VLOW''で のカウン ト値

ラウン ドの変動 はスペ ク トルの強度 と比較 して 1/10程
度でかな り良好である。 しか し 445V,450V付 近 のバ

Fig.11は この方法 によって得 られた結果である。 これ
は微小振幅を 5周 期 として,振 幅値を変化させた波形で

ックグラン ドの再現性 のある変動は従来 の方法に よるも
のはあ らわれず,雑 音 によるものと思わ れる。したが っ

ある。このように振幅値を増加させ て行 くと波形 の立ち

て同様 の変動がスペ ク トルに重畳 した場合 ,微 細な変化

上が りが早 くなってきているのがわか る。これは差分す

と誤認するおそれがある。
数値微分法に よるスペ ク トルは図に示 した ,,OI'の グ

る値 の幅が広 くな り,微 小振幅値 の上限がネックに重な

ラフが微分 のみを行 ったもので,他 は移動平均処理を行
った もので ある。微分だけのスペ ク トルはスペ ク トルの
変化 に比べ,速 い変化 の雑音が重畳 している。またパル

るのが早 くなるか らである。

ス状 の雑音 も確認される。 これはス ィープ速度が差分法
に比 べ速 いため雑音成分 も正確に微分処理 して しまった
ため と考 え られる。そ こで図に示す ように移動平均処理
を行 うと雑音 の低減 が認め られた。 しか しバ ックグラウ
ン ドの変動 は差分法に比べてかな り大きい。
445

450

4 55

460

46S

teV)

以上従来 の方法 と比較 して, S/N, ス ィープ速度 の
点 で改善 の余地はあるが,一 応 ロック・ イ ン・ アンプに
よらない方法で信号 の検 出が可能 とな った。
S/Nが 充分でない理由として,マ イクロコンピュー
タの発生す る雑音 が測定装置 に誘導 していることが考 え
・ アイソ レーショ
られる。 この雑音 については,フ ォト
ン等 によ り,ア ース分離 を行なうなどの方法で低減する
ことが可能であると思われる。また従来 の方法では ロ ッ
ク・ イ ン・ アンプの入力に高い Qを 有 るバ ン ドパスフィ
ル ターを付加 して雑音成分を低減させ ている。しか しこ
の方法では付加 していない。それに代わ る方法 として計
算機処理によってデジタルフィルタ処理等を行なうこと
が考 え られる。

440

44 5

450

455

460

465

470 teV〕

Fig,1l Tユ ̲L32 APS spectra by difference method

(a)and by numerical differentiation(b).

2,2 データ処理

APSス ペ ク トルは普通信号成分 に比べ大 きな雑音 が
重畳 して上述の 2方 法で収集,記 録されたデ ータは充分
な雑音除去が行なわれていない場合 がある。この様な場

2.2.4 APS実 験
実際の定験装置は Fig.3に 示され ている。測定法は
前に説明 した方法を用いた。差分法による結果を Fig.

11(a)に ,数 値微分法による結果 を Fig,11(b)に

合,実 験終了後,計算処理によって雑音 の除去を行なわ
ねばな らない。とまた実験者 がデーかの 評価 を行なうに
は,X一 Yレ コーダに再 びアナグ ログ形式 に変換 して出
力するが, この場合 スペ ク トルの強度を一定 に した り
,
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エネルギー値をそろえた りすれ ば相対的な比較が容易 に
なる。更 にい くつかのスペ ク トルの合成,減 算が出来れ
ば,さ らに微細な構造 についての比較,評 価が可能にな
る。これ らのデータ処理は信号デ ータがデジタル形式で
記録 され ているのでアナ ログ形式に比 ベオ ンライ ンで処
理が可能である。すなわち実験 中にオンライ ン処理でデ
ジタル的手法によ り雑音除去等 を 行 ないなが ら, より
S/Nの よいデーかを迅速 に得 ることも可能である。 こ
の点 については目下研究 を進めている。

4.ぉ
前報

2)の

ゎ

り に

第 ■ 巻

音 の除去,デ ータ評価などを行 うことが可能で あ り, 目
下研究 を進めている。
ここで利用 したマイクロコンピュータ 。システムは本
研究室尾崎知幸技官が主 として,設 計,試 作,整 備 に あ
た ったものである。なおハー ドウェア,ソ フ トウェアの
両面 にわた って学生豊田具幸,宮 本秀幸,喜 多川繁,守
田守の諸君 の協力を得た。この研究 の大部分 は昭和53,
54年 度文部省科学研究費補助金 (試 験研究)「 団体表面

解析方法 としてのAPSの 実用化に関す る研究」 (課 題
番号385054)に よって遂行された。ここに記 して厚 く御
ネL申 し上 げます。

,マ イクロコンピュー タ・ システムを実際に
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