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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子光学鏡体と当該荷電粒子光学鏡体を制御する制御装置とを備えた走査荷電粒子
顕微鏡と、
　前記荷電粒子顕微鏡での観察画像が表示される観察画像表示領域を備えたグラフィカル
ユーザーインターフェースを表示する表示画面と、
　当該グラフィカルユーザーインターフェース上で指定された操作を実行するコンピュー
タとを備え、
　前記グラフィカルユーザーインターフェース上に、
　前記荷電粒子光学鏡体の加速電圧をｏｎ，ｏｆｆするためのスタート／ストップボタン
と、
　前記表示画面上に表示される前記荷電粒子顕微鏡観察画像の視野を移動するための視野
探しボタンと、
　前記視野探しボタンのクリック時よりも高精細な画像が表示される画像確認ボタンと、
　前記荷電粒子光学鏡体の調整を行う際にクリックされる調整ボタンと、
　前記荷電粒子光学鏡体での電子ビーム走査を静止状態にする静止ボタンと、
　表面ボタン，通常ボタンおよび高輝度ボタンの３つを含む観察条件ボタンが表示され、
　前記視野探しボタンのクリック時には、前記画像確認ボタンのクリック時よりも早いビ
ーム走査が実施され、
　前記調整ボタンのクリック時には、前記画像確認ボタンのクリック時よりも早いビーム
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走査が実施され、かつビーム走査領域の大きさが画像確認ボタンのクリック時よりも狭く
設定され、
　前記静止ボタンのクリック時には、前記ビーム走査が静止状態となり、前記観察画像表
示領域には最後に走査された画像が表示され、
　前記表面ボタンのクリック時には、前記通常ボタンおよび前記高輝度ボタンのクリック
時よりも前記加速電圧が低く設定され、かつビーム電流量が前記通常ボタンおよび前記高
輝度ボタンのクリック時よりも小さく設定され、
　前記高輝度ボタンのクリック時には、前記通常ボタンおよび前記表面ボタンのクリック
時よりも前記加速電圧が高く設定され、かつビーム電流量が前記通常ボタンおよび前記表
面ボタンのクリック時より大きく設定されることを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
　前記観察画像表示領域に視野移動ボタンが表示され、当該視野移動ボタンをクリックす
ることにより、前記観察画面の視野が前記視野移動ボタンによって示される方向に移動す
ることを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
　前記スタート／ストップの表示が、前記加速電圧がｏｎ／ｏｆｆの状態に応じて切り替
わることを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
　前記グラフィカルユーザーインターフェース上に観察画像の視野倍率を調整するための
観察倍率ボタンが表示されることを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項５】
　請求項２に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
　前記グラフィカルユーザーインターフェース上に、前記視野移動ボタンの操作による観
察画像の視野移動を元に戻すリセットボタンが表示されることを特徴とする荷電粒子顕微
鏡システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
　前記通常ボタンのクリック時には、前記表面ボタンのクリック時よりも前記加速電圧が
高く設定され、かつビーム電流量が前記表面ボタンのクリック時よりも大きく、かつ前記
高輝度ボタンのクリック時よりも小さく設定されることを特徴とする荷電粒子顕微鏡シス
テム。
【請求項７】
　請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
　前記走査荷電粒子顕微鏡にエネルギー分散型Ｘ線分光機器が接続された場合には、前記
グラフィカルユーザーインターフェース上の高輝度ボタンが分析と変更して表示されるこ
とを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グラフィカルユーザーインターフェース（以下ＧＵＩと略）を利用した簡単
なボタン操作により観察条件の変更機能を有する荷電粒子線顕微鏡およびその制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、荷電粒子線顕微鏡あるいは荷電粒子線顕微鏡を応用した各種装置のユーザは、研
究機関における研究者や製造業における製造管理者あるいは分析担当者といった、いわゆ
る専門家に限られていた。ところが近年の技術進歩により、性能の割には非常に低価格の
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荷電粒子線顕微鏡が実現可能となり、それに伴い、小中学校などの教育現場や自動車修理
工場といった、従来では全く想定できなかった場所への荷電粒子線顕微鏡の導入が進んで
いる。このような場所での荷電粒子線顕微鏡のユーザは技術的な専門家ではないため、上
述の低価格な荷電粒子線顕微鏡に対しては、性能よりはむしろ操作のしやすさが求められ
ている。
【０００３】
　一方で、例えば特許文献１に記載されるように、近年は荷電粒子線顕微鏡に対してもＧ
ＵＩの導入が進み、ほとんどの操作はモニタ上に表示されるＧＵＩ画面を通じて行うこと
が可能になっている。従って、現在の荷電粒子線顕微鏡は、一昔前の荷電粒子線顕微鏡に
比べれば操作性はかなり向上しているといえる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９０５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の荷電粒子線顕微鏡で使用されているＧＵＩ画面は、技術専門家が使用することを
前提に設計されている。従って、ＧＵＩ上に表示される装置の動作設定画面は、従来、専
門家が手作業で行っていた動作設定項目，動作調整項目あるいは設定順序をそのまま踏襲
し、ＧＵＩ画面に置き換えたものである。よって、ＧＵＩ上に表示される設定項目，調整
項目は非常に多く、しかも、ある設定項目で設定される制御パラメータと他の設定項目で
設定される制御パラメータとは、互いに密接に関連しており、調整が非常に煩雑である。
【０００６】
　たとえば、荷電粒子線顕微鏡は、一次荷電粒子線の照射条件を切り替えることにより、
観察試料の表面形状をより反映した画像や観察試料内の組成をより反映した画像といった
、観察条件の異なる画像を取得することが可能である。しかしながら、所望の観察条件に
装置を調整するために、例えば電子源の加速電圧を変更すると、電子レンズや偏向器の調
整など、他の荷電粒子光学系条件の変更作業が加速電圧の変更に伴い発生する。
【０００７】
　更には、従来のＧＵＩ画面上に表示される動作設定項目あるいは動作調整項目は、荷電
粒子線顕微鏡特有の専門用語で表示される。
【０００８】
　従って、従来の荷電粒子線顕微鏡で使用されているＧＵＩ画面は、荷電粒子線顕微鏡に
関する予備知識の無いユーザが気軽に操作できるとはとても言い難く、装置ユーザが操作
に慣れるまでに非常に長い時間を要するという問題がある。
【０００９】
　そこで本発明は、直感的で操作性に優れたユーザインターフェースを有し、テレビやコ
ンパクト型デジタルカメラといった家電機器並みに操作の簡単な荷電粒子線顕微鏡を実現
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　荷電粒子光学系の専門知識がなくても操作できるユーザインターフェースを実現するた
めに、ＧＵＩ上に表示されるボタン，アイコンなどのオブジェクトは、専門用語を廃し、
全て装置ユーザの使用目的を直感的に示す日常語、例えば「視野探し」「画像確認」「フ
ォーカス（の調整）」「観察倍率（の変更）」「観察条件（の変更）」などといった日常
語とした。
【００１１】
　また、ボタン，アイコンにより示されるユーザの使用目的を達成するために必要となる
一連の処理をまとめて実行させる手段を設けた。
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【発明の効果】
【００１２】
　直感的で操作性に優れたユーザインターフェースが実現され、かつ荷電粒子顕微鏡に関
する専門知識のない初心者であっても操作可能な荷電粒子顕微鏡が実現された。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の１実施形態における荷電粒子線顕微鏡システムの全体構成図。
【図２】本発明の１実施形態１における荷電粒子鏡体の内部構成例を示す模式図。
【図３】本発明の１実施形態における荷電粒子線顕微鏡システムの操作画面の構成例。
【図４】観測条件モードと荷電粒子光学系の動作条件の関係を示す図。
【図５】観察条件ファイルの構成例を示す図。
【図６】本発明の１実施形態における荷電粒子線顕微鏡システムの全体動作フロー図。
【図７】アプリケーションプログラム，上位制御装置，制御回路間の連携動作を示す図。
【図８】コマンドテーブルの構成例を示す図。
【図９】本発明における荷電粒子線顕微鏡の調整画面の構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（実施例１）
　以下、図面を用いて実施例１について説明する。
【００１５】
　図１には、本実施例の荷電粒子線顕微鏡の全体的なシステム構成について示す。図１に
示した荷電粒子線顕微鏡システムは、実際に試料を観察する顕微鏡装置１１と当該顕微鏡
装置に対するユーザインターフェース機能を実現するパーソナルコンピュータ１（以下Ｐ
Ｃと略）により構成される。
【００１６】
　荷電粒子顕微鏡装置１１は、被観察試料に対して一次電子線を照射し二次荷電粒子を検
出する機能を備えた荷電粒子光学鏡体１４と上記被観察試料を格納する試料室１５とによ
り構成される顕微鏡本体，顕微鏡本体に供給する制御電流ないし制御電圧値を制御する制
御回路１３，当該制御回路１３を更に制御する上位制御装置１２，上記ＰＣに接続するた
めの通信回線が接続される通信端子１０などを含んで構成される。
【００１７】
　上位装置１２は、制御装置１３を制御するためのプログラムが格納されるメモリと、プ
ログラムを実行するプロセッサにより構成される。
【００１８】
　制御回路１３は、上位装置１２から送信されるデジタルの制御信号を荷電粒子光学系の
制御電流ないし制御電圧に置き換えるためのデジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ：Digita
l Analog Converter）と、ＤＡＣを制御するための論理回路により構成される。回路の小
型化，回路構成を柔軟に変更できるなどの利点があるため、制御回路１３はＦＰＧＡによ
り構成される。
【００１９】
　ＰＣ１は、顕微鏡本体で撮像された画像や顕微鏡本体の操作画面が表示されるＧＵＩ画
面２、ＰＣ１上で制御される各種の情報が処理されるプロセッサ７、プロセッサ１９０１
で実行されるソフトウェアが格納されるメモリ８、更にはプロセッサで今すぐには使用し
ないソフトウェア，データを格納する二次記憶装置６，上記顕微鏡装置１１に接続するた
めの通信回線が接続される通信端子９などを含んで構成される。メモリ８内には、後述す
る観察条件テーブルが格納され、ＧＵＩで入力された条件を制御回路１３の制御条件に解
釈する際にプロセッサ７により参照される。実際の製品形態では、ＰＣとしては装置ユー
ザの準備する汎用のパーソナルコンピュータが使用され、観察条件テーブルやその他必要
なソフトウェアを事後的にインストールすることにより、荷電粒子顕微鏡装置の制御機能
が実現される。
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【００２０】
　図２には、荷電粒子光学鏡体１４の内部構成に関する概略を示した。本実施例の荷電粒
子線顕微鏡の荷電粒子光学鏡体１４は、荷電粒子線を発生させる荷電粒子線源１６，荷電
粒子線源１６で発生する荷電粒子を引き出すための陰極１７，引き出された荷電粒子線を
所定のエネルギーで加速して一次荷電粒子線１９として試料２９側に放出する陽極１８，
一次荷電粒子線１９の光軸調整を実行するアライメントコイル２０，ビーム電流量やビー
ム開き角を調整するための集束レンズ（第一コンデンサレンズ２１および第二コンデンサ
レンズ２２），一次荷電粒子線の走査を実行するスキャンコイル２４，試料上でのビーム
着地位置で一次荷電粒子線に含まれる非点収差成分を除去する非点収差補正コイル２５，
一次荷電粒子線を試料上に収束させる対物レンズ２６，ビーム電流絞り２７，一次荷電粒
子線の照射により発生する散乱電子３０を検出するＢＳＥ検出器２８などを含んで構成さ
れる。
【００２１】
　集束レンズが強励磁の場合、荷電粒子ビームが絞られるため、荷電粒子ビーム（荷電粒
子線１３）のプローブ径は小さくなり電流は少なくなる。このため観察試料２９に入射す
る荷電粒子ビームのプローブ径が小さくなり、分解能が向上するため、観察試料の表面形
状を反映した精細な観察像を得ることができる。
【００２２】
　集束レンズが強励磁の状態で加速電圧を高くすると、観察試料２９への入射角度が鋭角
となるため、観察試料内部から試料組成情報を含む散乱電子２３が発生する。このため、
観察像は試料内部組成情報を含んだ画像となる。
【００２３】
　逆に集束レンズが弱励磁の場合、荷電粒子ビームのプローブ径は大きくなり電流は増す
。このため観察試料２９に入射する荷電粒子ビームのプローブ径が大きくなるため、分解
能が低下し、ぼやけた観察像になる。しかし、観察試料に入射する電流量が多いため多く
の散乱電子２３を発生することができる。また観察試料内に含まれる特定Ｘ線量も多く発
生するため、観察像は分析用途に使用に向いた画像となる。
【００２４】
　本実施例の荷電粒子線顕微鏡は、真空試料室の構造が簡単にできることから低価格なＳ
ＥＭに向いている低真空方式のＳＥＭを採用している。低真空ＳＥＭとは、試料室の圧力
を数十～数百Ｐａまで上げられるようにしたＳＥＭのことであり、検出器としては、ＢＳ
Ｅ検出器またはＥＳＤ検出器（ガス増幅二次電子検出器）が使用される。
【００２５】
　図３には、図１に示したＧＵＩ画面２に表示される操作画面の一例について示す。図３
に示すＧＵＩ画面上には、「スタート／ストップ」「視野探し」「画像確認」「調整」、
「静止画像」などのボタンが表示されている。「スタート／ストップ」ボタンは、荷電粒
子光学鏡体の加速電圧をｏｎ，ｏｆｆするためのボタンである。また、実際には、「スタ
ート／ストップ」ボタンの「スタート」［ストップ」の表示は、加速電圧がｏｎ／ｏｆｆ
の状態に応じて切り替わるようになっている。ユーザの視認性を考慮したためである。「
視野探し」ボタンは、表示画像の視野を移動させる際に押されるボタンであり、このボタ
ンが押された状態でＧＵＩ画面の上下左右に表示された視野移動ボタン３４を押すと、矢
印の方向に顕微鏡の視野が移動する。この視野移動は図示しない試料ステージの移動によ
り実行される。「視野探し」ボタンが押された状態では早いビーム走査が実行され、表示
される観察画像は荒くなるが視野の移動に追随できるため、観察画像を確認しながらステ
ージを移動することができる。
【００２６】
　「画像確認」ボタンを選択すると、遅いビーム走査が実行され、観察画像３には精細な
画像が表示される。「調整」ボタンは、フォーカス調整や非点収差補正など、荷電粒子光
学鏡体の調整を行いたい場合に押すボタンであり、「調整」ボタンを選択すると、ビーム
走査領域の大きさが、「画像確認」を押された場合の走査領域よりも狭く設定され、かつ
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早い走査が実行される。「静止画像」ボタンを選択すると、ビーム走査が静止状態となり
、ＧＵＩ画面上には最後に走査された画像が表示される（最後に走査した１フレーム分の
メモリ画像が表示され続ける）。
【００２７】
　「観察倍率」ボタンは、観察画像の視野倍率を調整するためのボタンであり、＋－の符
号に応じて視野倍率が増減する。「観察倍率」ボタンの右側の「固定倍率」ボタンは、視
野倍率を所定の既定値に自動設定するためのボタンであり、図３に示すＧＵＩ画面では１
０００倍，１００倍と２つの値が準備されている。「明るさ」「コントラスト」の各ボタ
ンは、表示画像の明るさとコントラストを、同様に＋－の符号に応じて増減させるための
ボタンである。「オート輝度」は「明るさ」「コントラスト」の調整を顕微鏡装置１１の
持つデフォルトの基準に応じて自動調整させるボタンである。「フォーカス」ボタンは試
料に照射している一次荷電粒子線の合焦点位置を＋－の符号に応じてオーバーフォーカス
側・アンダーフォーカス側に移動させるためのボタンである。「リセット」ボタン４５は
、移動された視野を元の位置に戻すためのボタンである。
【００２８】
　次に、以上説明した図１～図３を用いて、観察条件の変更機能について説明する。図１
に示すように、本実施例の荷電粒子顕微鏡システムの操作画面上には、観察条件ボタン４
が表示される。詳細を図３に示した通り、観察条件ボタン４は、「表面」ボタン４１，「
通常」ボタン４２，「高輝度」ボタン４３の各ボタンにより構成される。装置ユーザは、
荷電粒子線顕微鏡の画像観察中に、ＧＵＩ画面２上に配置された「表面」、「通常」、「
高輝度」の各観察条件ボタン４をクリックすることで、観察目的に合わせた観察条件モー
ドに切り替えることができる。モード切り替えに伴う荷電粒子光学系の作動条件は、荷電
粒子顕微鏡システムにより自動的に変更される。現在選択されている観察条件モードは、
非選択の観察条件ボタンと区別するため、ボタン表示が点灯される。また、選択された観
察条件ボタン４は、ＰＣアプリケーションプログラムの終了時にＰＣ上に記憶され、ＰＣ
アプリケーションプログラムを再度起動する際に、従前の観察条件モードの選択状態が再
現される。
【００２９】
　本実施例の荷電粒子顕微鏡システムにおいては、「観察条件」とは、以下の通り、試料
の特定情報を多く含む画像を取得するための画像取得条件を意味しビーム加速電圧，ビー
ム電流量およびビームプローブ径（試料上に到達する一次荷電粒子線のビームスポット径
）を調整することにより、これらの観察条件を変えることができる。例えば、「表面」と
は、観察試料の表面形状の情報を多く含む観察像のことであり、「通常」とは、観察試料
の組成情報を多く含む観察像のことである。低加速電圧すなわち低エネルギーの電子ビー
ムが観察試料２９に入射した場合、観察試料の表面形付近から散乱電子２３が発生し、観
察像には試料の表面形状の情報が多く含まれることになる。逆に、高加速電圧すなわち高
エネルギーの電子ビームが観察試料２９に入射した場合、観察試料内部から散乱電子２３
が発生し、検出器２８から得られる信号は観察試料の組成情報を多く含む観察像となる。
「通常」モードの画像取得条件でビームプローブ径を大きくして得られる観察画像が「高
輝度」であり、観察像が「通常」観察条件モードの像より明るくなるため、観察条件モー
ドを「高輝度」と表現する。プローブ径が大きくなるため画像分解能は低下するが、照射
電流量を大きく取れるため、ＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分光）分析に適しており、Ｘ
線分析機器が接続された場合には、「高輝度」ボタンは「分析」と変更して表示される。
【００３０】
　以上説明した各観察条件と荷電粒子光学系の動作条件との対応関係を図４にまとめて示
す。例えば、本実施例の場合には、「表面」観察条件モードでは加速電圧５ｋＶ、「通常
」観察条件モードおよび「高輝度」観察条件モードでは加速電圧１５ｋＶを採用している
。なお、図４に示す「低」「高」「大」「中」「小」といった関係は、「表面」「通常」
「高輝度」各観測条件間の相対比較であり、加速電圧やビーム電流量の絶対値が大きいあ
るいは小さいことを意味するものではない。
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【００３１】
　各観察条件モードの選択により、加速電圧，ビーム電流量，プローブ径の各項目を調整
する必要が生じるが、実際にはそれに付随して別の項目を調整する必要が生じる。従来の
荷電粒子線顕微鏡のＧＵＩは、上記各項目を個別に調整するように設計されていたため、
操作性が非常に悪かったが、本実施例の荷電粒子線顕微鏡システムでは、各観察条件モー
ドの選択に付随して発生する荷電粒子光学系の調整項目を「観察条件ファイル」としてひ
とまとまりにしてメモリ８あるいは二次記憶装置６内に格納している。
【００３２】
　そこで、以下、加速電圧，ビーム電流量，プローブ径の調整に付随して発生する調整作
業と観察条件ファイルについて説明する。
【００３３】
　はじめに、上記「付随して発生する調整作業」について説明する。本実施例の場合、「
表面」観察モードにおいては加速電圧が５ｋＶ、「通常」観察条件モードおよび「高輝度
」観察条件モードでは加速電圧１５ｋＶに調整される。加速電圧は、陰極１７と陽極１８
の電位差を変えることにより調整される。また通常は固定であるが、「高輝度」観察モー
ドの場合、ビーム電流量も他の２条件よりも大きくする。
【００３４】
　荷電粒子線源１６の加速電圧を変更すると、集束レンズ面で荷電粒子線１３のクロスオ
ーバ点（ビームプローブの結像位置）が光軸に対する鉛直方向および水平方向の２方向の
軸ズレが発生する。鉛直方向の軸ズレは集束レンズ２１または２２の調整により、水平方
向の軸ズレはアライメントコイル２０の調整により補正する必要があり、従って、加速電
圧の変更により、集束レンズとアライメントコイル調整の必要が発生する。
【００３５】
　また、ビーム電流量を大きくするために荷電粒子線源電流を大きくすると、クーロン効
果によりプローブ径が大きくなる。所望のプローブ径の一次荷電粒子線を生成するために
は、コンデンサレンズの調整による開き角の調整が必要となる。
【００３６】
　さらに、観察条件を変更して加速電圧，ビーム電流量，プローブ径を変化させると異な
った量の非点収差が現れる。従って、観察条件の変更に伴い、非点収差を補正するための
非点収差補正コイル２５の調整が必要となる。
【００３７】
　以上のように、観察条件を変更すると、加速電圧と荷電粒子線源の調整だけではなく、
コンデンサレンズ，アライメントコイル，非点収差補正コイルといった荷電粒子光学系の
各構成要素の調整作業が発生する。従来の荷電粒子線顕微鏡のＧＵＩは、これら各構成要
素の調整を要素毎に個別に実行するように設計されていた。装置ユーザが専門家である場
合には、観察対象に合わせて装置の最高性能が引き出せるように調整できる必要から、む
しろ各構成要素を個別に調整できた方が良い。しかしながら、装置ユーザが専門家ではな
い場合、ユーザに操作の負担を感じさせないためには、関連する荷電粒子光学系の各構成
要素の調整作業を目的とする観察条件毎にまとめてしまって、装置が自動実行するように
した方がよい。
【００３８】
　このため、本実施例の荷電粒子線顕微鏡システムは、観察条件ファイルという概念を導
入し、所定観察条件での画像取得を実行するために最低限必要な荷電粒子光学系の調整作
業を観察条件ファイルに記述することとした。ある観察条件がＧＵＩ上の操作画面で指定
されると、ＰＣ側は、指定された観察条件に合致する観察条件ファイルを読み出し、ファ
イルに記述された内容を図１に示す上位制御装置１２が理解できる制御コマンドに変換し
て荷電粒子顕微鏡装置１１側に送信する。これにより、ＧＵＩ上の一度の操作で、相互に
関連する調整作業を済ませることが可能となり、専門家でないユーザでも簡単に操作可能
な荷電粒子顕微鏡システムが実現される。
【００３９】
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　図５には、本実施例の観察条件ファイルの構成例を示す。「表面」「通常」「高輝度」
の各観察条件に合わせてテーブル１～３の３つのテーブルが用意され、各テーブルには、
それぞれの観察条件で最低限設定するべき荷電粒子光学系の調整項目である加速電圧，フ
ィラメント電流（荷電粒子源電流），コンデンサレンズの作動条件，アライメントコイル
への供給電流値，非点収差補正コイルへの供給電流値の各値が記載されている。
【００４０】
　観察条件の変更後に表示される観察像が、変更前の観察像に比べて輝度が著しく変化し
ている場合がある。このような場合には、ＧＵＩ画面の右側に表示された「オート輝度」
ボタンを押すことにより、明るさおよびコントラストの自動調整（ＡＢＣＣ：Auto Brigh
tness Contrast Control）が実行される。「オート輝度」ボタンの右側には明るさとコン
トラストをそれぞれマニュアル調整するための＋－ボタンが付いているが、これは、明る
さあるいはコントラストのいずれかを個別に変更して画質を調整したい場合があるためで
ある。
【００４１】
　ＡＢＣＣは、具体的には、ＢＳＥ検出器に接続されたアンプのゲインを調整することに
より実行される。なお、本実施例では、明るさおよびコントラストの調整シーケンスは観
察条件ファイルに含めていない。これは、ＡＢＣＣで実行される調整は、観察条件変更後
の観察像の明るさとコントラストを変更前の観察像の明るさとコントラストに近づけるよ
うな調整であり、従って、一度像を取得しないとプリアンプのゲイン調整量が定まらない
ためである。また、観察条件変更の前後で観察像の輝度がそれほど変化しない場合もあり
うるためである。
【００４２】
　このため、変更前の観察条件により取得された二次荷電粒子信号の信号データは、次に
観察条件が変更されるまでメモリ８内に格納され、観察条件変更後、ＡＢＣＣが実行され
る際に呼び出され、観察条件変更後に取得された二次荷電粒子信号の輝度値（信号強度）
と比較される。これにより、プリアンプのゲイン調整量が定まり、観察像の明るさとコン
トラストが適正に調整される。
【００４３】
　なお、明るさおよびコントラストの自動調整シーケンスを観察条件ファイルに記述する
ことももちろん可能であり、その場合には、ＡＢＣＣの実行シーケンスを記述する新たな
ファイル（例えば、ＡＢＣＣ実行ファイルと呼ぶことにする）を観察条件ファイルに追加
し、既存の「表面」「通常」「高輝度」の各観察条件テーブルの末尾に「ＡＢＣＣ実行フ
ァイルを参照する」という条件を追加すればよい。
【００４４】
　次に、図６～図８を用いて、本実施例の荷電粒子線顕微鏡システムの動作について説明
する。まず、図６には、本実施例の荷電粒子線顕微鏡システムの全体動作のフローチャー
トを示した。
【００４５】
　ＰＣ１と荷電粒子顕微鏡装置１１の電源を投入し、システムを立ち上げると、まず、観
察条件ファイル５が二次記憶装置６からメモリ８に読み込まれ（Ｓ６０１）、観察条件テ
ーブルが設定される（Ｓ６０２）。次に、ＰＣのディスプレイ上にＧＵＩ画面が表示され
（Ｓ６０３）、装置ユーザの観察条件の指定待ち状態になる。ＧＵＩ上で観測条件が指定
されると（Ｓ６０４）、指定された観測条件で画像の取得処理が実行され、ＧＵＩ上の画
像表示領域に観察画像が表示される（Ｓ６０５）。この後、荷電粒子線顕微鏡システムは
アイドル状態である入力待ち状態（Ｓ６０６）と入力操作の有無の確認ステップ（Ｓ６０
７）間をループしているが、画面上には観察画像は表示され続けている。
【００４６】
　ＧＵＩ画面上で何らかの操作が行われると、フローはＳ６０７の下流側に遷移し、荷電
粒子光学系の動作状態の確認シーケンスが実行される（Ｓ６０８～Ｓ６１３）。一連の確
認シーケンスの最初には荷電粒子線源のエミッション状態と加速電圧がチェックされ（Ｓ
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６０８）、加速電圧が落ちている場合には、所定値まで加速電圧を復元させる処理（Ｓ６
０９）が実行される。その後、スキャン条件の変更有無チェック（Ｓ６１０），観察倍率
の変更有無チェック（Ｓ６１２）の各チェックが実行され、変更がある場合には、ステッ
プ６１１またはステップ６１３で所定の変更処理が行われる。「スキャン条件の変更」と
は、図３に示した「画像確認」「調整」、「静止画像」の各ボタン操作に対するスキャン
条件の変更の意味である。
【００４７】
　荷電粒子光学系の動作状態の確認シーケンスが完了すると、Ｓ６０７で入力された条件
が観察条件を変更するものであるかどうかの判断ステップが実行され（Ｓ６１４）、観察
条件を変更するものである場合には、ＧＵＩで入力された観察条件への変更制御が実行さ
れ（Ｓ６１５）、更に操作終了かどうかの判定ステップが実行される（Ｓ６１６）。Ｓ６
１４での判断結果が、観察条件を変更するものでなかった場合には、直ぐにＳ６１６が実
行される。
【００４８】
　Ｓ６１６の判断結果、操作終了で無かった場合には、Ｓ６０５に戻って変更後の観察条
件で画像が取得され、ＧＵＩ上の観察画像表示領域に表示される。操作終了である場合に
は、現在時点の荷電粒子光学系の作動条件および指定されている観察条件のデータが二次
記憶装置６に書き出され（Ｓ６１７）、システムがシャットダウンされる。このときＧＵ
Ｉ画面の表示も消える（Ｓ６１８）。二次記憶装置に書き出された上記の条件は、次回に
システムを起動させた際に参照され、前回終了時の観察条件モードが復元される。
【００４９】
　次に、ステップ６１５で実行される観察条件の変更処理について図７，図８を用いて詳
述する。
【００５０】
　図７には、図６のステップ６１５で実行される観察条件変更処理の詳細を、ＰＣ１－上
位制御装置１２－制御回路１３間のタイムチャートで示した。図７に示すとおり、観察条
件変更処理は、基本的には、ＧＵＩで指定された観察条件に対応する観察条件ファイルを
プロセッサ７が読み出して、ファイルに記載された荷電粒子光学系の調整条件を荷電粒子
顕微鏡装置１１に送信し、荷電粒子顕微鏡装置側の上位制御装置１２が受信した調整条件
を制御回路１３に伝送してＤＡ変換し、荷電粒子光学鏡体への制御電流あるいは制御電圧
を生成し、荷電粒子光学鏡体に供給することにより実行される。
【００５１】
　ところが、観察条件ファイルは人間が理解可能な形式で記述されているため、観察条件
ファイルの内容は、上位制御装置１２が理解可能な形式に変換される必要がある。本実施
例の荷電粒子線顕微鏡システムは、この変換機能をＰＣ側に持たせ、観察条件ファイルの
内容を上位制御装置１２の実行コマンドに変換し、変換されたコマンドを顕微鏡装置側に
送信する構成を取っている。ここで、コマンドとは、ＰＣにインストールされるソフトウ
ェア（アプリケーションプログラム）と上位制御装置１２間のデータ通信規則である。観
察条件ファイルのコマンドへの変換機能（以下、コマンド変換と称する）は、先述の荷電
粒子顕微鏡装置の制御用ソフトウェアをインストールすることにより実現される。原理的
には、変換機能を顕微鏡装置側に持たせることも可能であるが、上位制御装置１２あるい
は制御回路１３に汎用プロセッサ（ＣＰＵなど）を搭載することが必要となり、低コスト
化の要請を考えると現実的ではないため、本実施例では、観察条件ファイルのコマンドへ
の変換機能をアプリケーションプログラムの形でＰＣ側に持たせている。このアプリケー
ションプログラムは、ＣＤＲＯＭやＵＳＢメモリといった記録媒体に格納された形でユー
ザに配布あるいは市場に流通される。
【００５２】
　図８（Ａ）～（Ｃ）には、コマンドの概念を説明する模式図をテーブルの形で示した。
コマンドとは、概念的には、縦方向に調整項目（例えば加速電圧など、荷電粒子光学系の
ある構成要素の制御パラメータ）を並べ、横方向に対応する調整項目の設定値を配列した
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マトリックス（以下、コマンドテーブルと称する）で表現される。図８に示すコマンドテ
ーブルでは、テーブルの１行目には、上から順に加速電圧，フィラメント電流，コンデン
サレンズの設定電流，アライメントコイルの設定電流，非点収差補正コイルの設定電流の
各調整項目が配列され、横方向には、各調整項目に対応する設定値が格納できる領域が５
ビット分設けられた構造を有している。分かりやすさのため、図８では、１行目の設定項
目欄に「加速電圧」や「フィラメント電流」といった単語を併記しているが、実際には、
設定項目欄には各項目に対応する識別子のみが格納されており、単語が格納されているわ
けではない。コマンドテーブルのどの行の情報がどの設定項目に対応するかという規則は
、ＰＣ側と上位制御装置１２側で共有されており、従って、ＰＣ側から顕微鏡装置側にテ
ーブルを送信すれば、観察条件ファイルの内容を送信することができる。
【００５３】
　プロセッサ７上で動作するアプリケーションプログラムは、観察ファイルを読み出すと
、観察ファイルに記載された設定項目に対応するテーブルの位置に、ファイルから読み出
した設定項目の設定値を書き込む。例えば、観察条件ファイルから読み出した設定値が、
コンデンサレンズに対しては８ＡＢ７Ｆという１６進数の５ビット符号列で表される数値
、他の設定項目に対しては０であったとすると、図８（Ａ）に示すＰＣ側のコマンドテー
ブルには、識別子＝３、つまりコマンドテーブルの３行目に設定されているコンデンサレ
ンズの設定値欄に“８ＡＢ７Ｆ”という数値が書き込まれ、他の設定値欄には数値“０”
が書き込まれる。なお、数値データは２進または１６進の符号列で表されるため、引数と
呼ばれる場合もある。
【００５４】
　コマンドテーブルの更新作業が終了すると、プロセッサ７は、通信端子９を介してコマ
ンドテーブルを顕微鏡装置側に送信する。
【００５５】
　上位制御装置１２はアプリケーションプログラムから送信されて来たデータを、図８（
Ｂ）（Ｃ）に示すコマンド受信テーブルに展開し、前回受信したコマンドテーブル（図８
（Ｂ））と今回受信したコマンドテーブル（図８（Ｃ））の差を計算する。そして、前回
受信したコマンドテーブルと今回受信したコマンドテーブルとで差異がある調整項目を抽
出して、動作条件を変更すべき荷電粒子光学系の構成要素として採用する。
【００５６】
　受信したコマンドテーブルの解釈が終了すると、上位制御装置１２は動作条件を変更す
べき構成要素に対応する処理関数を呼び出し、読み出した調整値をもとに制御回路１３に
対する制御信号を生成する。この処理を入出力制御（Ｉ／Ｏ制御）と呼ぶ。
【００５７】
　図７に示すタイムチャートでは、アプリケーションプログラム（ＰＣ）側から送信され
たコマンドテーブルが上位制御装置１２で解釈された後、最初に加速電圧に対するＩ／Ｏ
制御の要否が判断される。コマンドテーブルが図８に示す内容であった場合には、加速電
圧の調整値は変更が無いので、加速電圧に対するＩ／Ｏ制御は実行されずにフィラメント
電流に対するＩ／Ｏ制御の可否が判断される。加速電圧に対するＩ／Ｏ制御が必要である
場合には、加速電圧に対する制御信号が生成され、制御回路１３側に送信される。制御回
路１３側は、受信した制御信号から加速電圧の調整値を読み取り、ＤＡＣにてアナログの
制御電圧信号を生成し、荷電粒子光学鏡体内の陰極１７または陽極１８へ供給する。同時
に、加速電圧が所定値に変更されたことを確認すると、上位制御装置１２側に確認信号（
Ａｃｋ信号）を返す。
【００５８】
　以下同じ要領で、フィラメント電流，コンデンサレンズ電流，アライメントコイル電流
，非点収差補正コイルの各項目に対するＩ／Ｏ制御の要否判定が上位制御装置１２により
実行され、必要に応じて制御回路１３に対して制御信号が送信される。各調整項目に関す
るＩ／Ｏ制御の実行順序は、基本的には、観察条件ファイル上での観察項目の記載順序に
従って実行されるが、観察条件テーブルに、各調整項目の調整順序（Ｉ／Ｏ制御の実行順
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序）を示す情報を記載しても良い。
【００５９】
　以上、本実施例の顕微鏡システムにより、初心者でも簡単に操作が可能な、非常に操作
性の高い荷電粒子線顕微鏡が実現される。なお、以上の説明では、観察条件ファイルは、
「表面」「通常」「高輝度」の３つに対応して準備されるものとしたが、観察条件ファイ
ルの数を増やすあるいは減らすことにより、これ以外の観測条件を適宜設定可能であるこ
とは言うまでもない。また、低真空ＳＥＭだけではなく、通常の高真空ＳＥＭにも適用で
きることも言うまでもない。
【００６０】
（実施例２）
　本実施例では、観察条件テーブルの修正機能を備えた荷電粒子線顕微鏡の構成例につい
て説明する。以下の説明では、ハードウェアやソフトウェアの主要な部分については実施
例１の荷電粒子顕微鏡システムと共通であるものとし、重複部分に関する説明は省略する
。
【００６１】
　観察条件テーブルに記載された設定値は、基本的には初期設定されたデフォルト値のま
ま変更せずに使用するが、荷電粒子光学鏡体の経時変化（劣化）や機差調整を行う際など
、テーブルに記載された設定値を変えたい場合がある。そこで、本実施例では、観察条件
テーブルの調整用のダイアログ画面を備え、テーブルの調整時にはＧＵＩ上にダイアログ
画面を呼び出すことにより、テーブルの内容を調整可能とした。
【００６２】
　図９には、図３のＧＵＩ上に表示される観察条件テーブルの変更ダイアログ画面の構成
例を示す。図９の上側の図は、観察条件ファイル調整ダイアログ画面９１が呼び出された
状態のＧＵＩ画面を、下側には観察条件ファイル調整ダイアログ画面９１の拡大図を示す
。
【００６３】
　本実施例では、図９に示すダイアログ画面は、ＧＵＩ上からは直接呼び出せずに、一度
パーソナルコンピュータ上で動作するＯＳのコマンドプロンプト画面に戻ってから、調整
ダイアログ画面を呼び出すための特殊なコマンドを入力しないと呼び出せない構成として
いる。専門知識の無いユーザが観察条件テーブルを勝手に書き換えることを防止するため
である。また、観察画像とダイアログ画面が同一ＧＵＩ上に表示されるため、観察画像を
見ながら設定値を調整することができる。
【００６４】
　図９の下側の図に示す本実施例の観察条件ファイル調整ダイアログ画面９１では、画面
上に表示された設定値入力欄９４に直接あるいはプルダウンキー９５を使用して設定値を
入力する。設定値入力欄の左側には、対応する設定項目の名称を示す設定項目表示欄９３
が表示される。設定値入力欄９４に入力可能な数値は、上限値・下限値が設けられており
、不適切な設定値は入力できないようになっている。これにより、装置限界を超える過剰
な電圧値・電流値の設定を防止することができる。これらの上限値・下限値は、二次記憶
装置６に格納されており、システム起動時に読み出されて、メモリ８内に格納され、図１
に示すＧＵＩ合成部により参照される。また、調整を行う観察条件ファイルは、タブ９２
をクリックすることにより変更することができる。タブ９２の名称は適宜変更することが
でき、変更するとＧＵＩ画面に表示される観察条件ボタン４の各ボタンの名称が連動して
変更される。以上説明したＧＵＩ上の機能およびそれに付随する画面表示処理は、全て図
３のＧＵＩ制御部により実行される。
【００６５】
　基本的には観察条件ファイルの調整用ダイアログ画面としては、観察条件ファイルの記
載項目に対応する設定値入力欄９４があれば、基本的には機能するが、以下のような付加
的な機能を備えていると便利である。
【００６６】
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　図９（Ｂ）に示す本実施例のダイアログ画面では、図５の観察条件ファイルの設定項目
に準じた加速電圧，フィラメント電流，コンデンサレンズ電流，アライメントコイル電流
，非点収差補正コイル電流の設定項目表示欄および設定値入力欄しか表示されていないが
、Ａｄｄボタン９８操作により、上記以外の構成要素に対する設定項目表示欄および設定
値入力欄を追加することも可能である。逆に、Deleteボタン９９の操作により、使用しな
い設定項目表示欄および設定値入力欄を削除することも可能である。項目表示欄および設
定値入力欄の削除操作は、Deleteボタン９９をクリックした後に、設定項目表示欄あるい
は設定値入力欄のいずれかを押し、Enterボタン１０１を押すことで実行される。
【００６７】
　観察条件ファイル調整ダイアログ画面９１で設定した各観察条件の各荷電粒子光学系条
件の値は観察条件設定テーブルに書き込まれ、アプリケーションプログラムの参照データ
としてメモリ８上に保持されるが、Writeボタン９７をクリックすることにより二次記憶
装置６へ記録される。Closeボタン１００をクリックすると、観察条件ファイル調整ダイ
アログ画面９１が閉じられ、元のＧＵＩ画面（図３に示す画面）に戻る。この際に、調整
終了後のダイアログ画面での設定値と観察条件ファイルとが二次記憶装置に格納される。
【００６８】
　本実施例のダイアログ画面は、メーカから派遣されるエンジニアが顕微鏡の経時変化（
例えば電子源の交換など）の補正や機差補正の際に使用されることを想定している。この
ような場合に、過去の設定値を呼び出して参照できると便利である。そこで、Writeボタ
ンあるいはCloseボタンのクリック時に二次記憶装置にダイアログ画面での設定値を格納
する際に、変更後の設定値を保存した日時データも合わせて格納し、Readボタン９６をク
リックすると、過去に設定値のリストが日時データと対応させて一覧表示されるようにす
る。ユーザは、一覧表示されたリストの中から意図に適合する日時の設定値を選択し、En
terボタン１０１をクリックすることにより、過去の設定値が設定値入力欄９４に表示さ
れる。
【００６９】
　以上説明した付加機能およびそれに付随する画面表示処理も、全て図３のＧＵＩ制御部
により実行される。
【００７０】
　本実施例の観察条件ファイル調整ダイアログ画面により、観察条件ファイルの内容を書
き換える機能を備えた荷電粒子顕微鏡システムが実現され、経時変化や機差調整などにも
対応可能な荷電粒子顕微鏡システムが実現可能となる。
【符号の説明】
【００７１】
１　パーソナルコンピュータ
２　ＧＵＩ画面
３　観察画像
４　観察条件ボタン
５　観察条件テーブル
６　二次記憶装置
７　プロセッサ
８　メモリ
９　荷電粒子光学鏡体
９，１０　通信端子
１１　顕微鏡装置
１２　上位制御装置
１３　制御回路
１４　荷電粒子光学鏡体
１５　試料室
１６　荷電粒子線源
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１７　陰極
１８　陽極
１９　荷電粒子線
２０　アライメントコイル
２１　第一コンデンサレンズ
２２　第二コンデンサレンズ
２４　スキャンコイル
２５　非点収差補正コイル
２６　対物レンズ
２７　ビーム電流絞り
２８　ＢＳＥ検出器
２９　観察試料
３０　散乱電子
３３　リセットボタン
３４　視野移動ボタン
４１　表面ボタン
４２　通常ボタン
４３　高輝度ボタン
９１　観察条件ファイル調整ダイアログ画面
９２　タブ
９３　設定項目表示欄
９４　設定値入力欄
９５　プルダウンキー
９６　Readボタン
９７　Writeボタン
９８　Ａｄｄボタン
９９　Deleteボタン
１００　Closeボタン
１０１　Enterボタン
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