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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
荷電粒子線装置の色収差補正装置であって、
荷電粒子線の光軸に沿って、第一の厚みを有し、円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作
用とを形成する第一の静電磁場を発生する第一多極子と、前記光軸上に設けられ、該光軸
に沿って第二の厚みを有し、円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作用とを形成する第二
の静電磁場を発生する第二多極子とを備え、
前記第一の静電磁場と前記第二の静電磁場との極性を逆にすることにより、それぞれの静
電磁場が形成する二回非点収差作用を相殺し、
前記第一の静電磁場及び前記第二の静電磁場が形成する円筒対称なレンズ作用により、対
物レンズの色収差を補正し、
前記第一の静電磁場及び前記第二の静電磁場は、それぞれ独立に
【数１】

を満たすことを特徴とする色収差補正装置。ただし、Ａｅ２は、第一多極子または第二多
極子が発生する第一の静電磁場または第二の静電磁場のうち静電場が発生する単位長さあ
たりの二回非点収差の量、Ａｍ２は、第一多極子または第二多極子が発生する第一の静電
磁場または第二の静電磁場のうち静磁場が発生する単位長さあたりの二回非点収差の量、
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ｔは多極子の電子線方向の長さ（厚み）、ｆは対物レンズの焦点距離とする。
【請求項２】
前記色収差補正装置において、前記第一多極子に四回対称の静電場あるいは磁場を重畳し
、前記第二多極子に四回対称の静電場あるいは磁場を重畳することにより、前記第一多極
子と前記第二多極子のそれぞれに生じる四回非点収差を打ち消すようにしたことを特徴と
する請求項１に記載の色収差補正装置。
【請求項３】
前記色収差補正装置において、前記第一多極子に三回対称の静電場あるいは静磁場を重畳
し、前記第二多極子に三回対称の静電場あるいは静磁場を重畳することにより、色収差と
球面収差を同時に補正することを特徴とする請求項１に記載の色収差補正装置。
【請求項４】
前記光軸上に設けられ、該光軸に沿って第三の厚みを有し、三回対称の第三の静電場又は
静磁場を発生する第三多極子を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の色収差補正
装置。
【請求項５】
前記色収差補正装置において、前記第一多極子に四回対称の静電場あるいは静磁場を重畳
し、前記第二多極子に四回対称の静電場あるいは静磁場を重畳することにより、色収差と
球面収差を同時に補正することを特徴とする請求項１に記載の色収差補正装置。
【請求項６】
前記光軸上に設けられ、該光軸に沿って第三の厚みを有し、四回対称の第三の静電場又は
静磁場を発生する第三多極子とを更に備えることを特徴とする請求項５に記載の色収差補
正装置。
【請求項７】
前記光軸上に設けられ該光軸に沿って第三の厚みを有し、二回対称の静電磁場と四回対称
の静電場又は静磁場を重畳した第三の静電磁場を発生する第三多極子と、前記光軸上に設
けられ該光軸に沿って第四の厚みを有し、二回対称の静電磁場と四回対称の静電場又は静
磁場を重畳した第四の静電磁場を発生する第四多極子とを更に備えることを特徴とする請
求項５に記載の色収差補正装置。
【請求項８】
各前記多極子の間に設けられる第一の転送レンズ対を更に備えることを特徴とする請求項
１又は３又は５の何れか一項に記載の色収差補正装置。
【請求項９】
各前記多極子のうち、前記荷電粒子線装置の対物レンズに隣接する多極子と前記対物レン
ズとの間に設けられる第二の転送レンズ対を更に備えることを特徴とする請求項８に記載
の色収差補正装置。
【請求項１０】
前記第一の厚みと前記第二の厚みは異なることを特徴とする請求項１に記載の色収差補正
装置。
【請求項１１】
前記第一多極子及び前記第二多極子のそれぞれにおいて、静磁場を生じる極は四極子で構
成されることを特徴とする請求項１に記載の色収差補正装置。
【請求項１２】
前記第一多極子及び前記第二多極子のそれぞれにおいて、静磁場を生じる極は十二極子で
構成されることを特徴とする請求項１に記載の色収差補正装置。
【請求項１３】
前記第一多極子において、前記第一の静電磁場を生じさせるための静電場を発生する極は
真空内に配置され、該第一の静電磁場を生じさせるための静磁場を発生する極は真空外に
配置され、
前記第二多極子において、前記第二の静電磁場を生じさせるための静電場を発生する極は
真空内に配置され、該第二の静電磁場を生じさせるための静磁場を発生する極は真空外に
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配置されることを特徴とする請求項１又は３又は５の何れか一項に記載の色収差補正装置
。
【請求項１４】
荷電粒子線装置における色収差補正方法であって、
荷電粒子線の光軸に沿って、円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作用とを形成する第一
の静電磁場を発生し、
前記光軸に沿って円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作用とを形成する第二の静電磁場
を発生し、
前記第一の静電磁場と前記第二の静電磁場との極性を逆にすることにより、それぞれの静
電磁場が形成する二回非点収差作用を相殺し、
前記第一の静電磁場及び前記第二の静電磁場が形成する円筒対称なレンズ作用により、対
物レンズの色収差を補正し、
前記第一の静電磁場及び第二の静電磁場は、それぞれ独立に
【数２】

を満たすことを特徴とする色収差補正方法。ただし、Ａｅ２は、第一多極子または第二多
極子が発生する第一の静電磁場または第二の静電磁場のうち静電場が発生する単位長さあ
たりの二回非点収差の量、Ａｍ２は、第一多極子または第二多極子が発生する第一の静電
磁場または第二の静電磁場のうち静磁場が発生する単位長さあたりの二回非点収差の量、
ｔは多極子の電子線方向の長さ（厚み）、ｆは対物レンズの焦点距離とする。
【請求項１５】
前記色収差補正方法において、前記第一の静電磁場に四回対称の静電場あるいは磁場を重
畳し、前記第二の静電磁場に四回対称の静電場あるいは磁場を重畳することにより、前記
第一の静電磁場と前記第二の静電磁場のそれぞれに生じる四回非点収差を打ち消すように
したことを特徴とする請求項１４に記載の色収差補正方法。
【請求項１６】
前記色収差補正方法において、前記第一の静電磁場に三回対称の静電場あるいは磁場を重
畳し、前記第二の静電磁場に三回対称の静電場あるいは静磁場を重畳することにより、色
収差と球面収差を同時に補正することを特徴とする請求項１４に記載の色収差補正方法。
【請求項１７】
前記光軸上に設けられ該光軸に沿って第三の厚みを有する第三多極子により、三回対称の
第三の静電場又は静磁場を発生させることを特徴とする請求項１６に記載の色収差補正方
法。
【請求項１８】
前記第一の静電磁場に四回対称の静電場あるいは静磁場を重畳し、前記第二の静電磁場に
四回対称の静電場あるいは静磁場を重畳することにより、色収差と球面収差を同時に補正
することを特徴とする請求項１４に記載の色収差補正方法。
【請求項１９】
前記光軸上に設けられ該光軸に沿って第三の厚みを有する第三多極子により、四回対称の
第三の静電場又は静磁場を更に発生させることを特徴とする請求項１８に記載の色収差補
正方法。
【請求項２０】
前記光軸上に設けられ該光軸に沿って第三の厚みを有する第三多極子により二回対称の静
電磁場と四回対称の静電場又は静磁場を重畳した第三の静電磁場を発生させるとともに、
前記光軸上に設けられ該光軸に沿って第四の厚みを有する第四多極子により二回対称の静
電磁場と四回対称の静電場又は静磁場を重畳した第四の静電磁場を更に発生させることを
特徴とする請求項１８に記載の色収差補正方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は荷電粒子線装置に用いられる色収差並びに球面収差補正装置およびその収差補
正方法に関し、特に電磁場重畳多極子を用いた色収差・球面収差同時補正装置及びその収
差補正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）や走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）等の電子線装置（荷電粒子線
装置）において、球面収差と色収差は空間分解能を低下させる主な要因である。特に、軸
対称レンズは本質的に正の球面収差を生じるため、凹レンズ作用を生じさせることは不可
能である。一方、色収差についても軸対称レンズでは色収差を除去することは出来ない。
従って、多極子による回転対称場がこれらの収差を補正するために用いられる。
非特許文献１、非特許文献２には、六極子を二段用いた球面収差補正器に関する記載があ
る。この球面収差補正器は二枚の軸対称レンズからなる転送レンズ対と、その両側の各転
送レンズの節点に配置される六極子とを備える。二段の六極子によって三次の負の球面収
差が現れることから、これと対物レンズとを組み合わせることによって全体の系として球
面収差が除去されることになる。
一方、特許文献１には、電界型四極子と磁界型四極子を組み合わせた色収差補正器が記載
されている。この色収差補正器は四段の多極子を備える。一段目と四段目の多極子は電界
型四極子であり、二段目と三段目の多極子は電界型四極子と磁界型四極子とを有する、所
謂電磁界重畳多極子となっている。
この色収差補正器では、光軸をｚ方向とした場合、ｘ方向とｙ方向の色収差を独立に補正
する。そのため、電子線をｘ、ｙ方向のうち一方の方向に対して発散させ、他方の方向に
対して集束させる（所謂ラインフォーカスさせる）レンズ作用を有する。
一段目の多極子はこのラインフォーカス用に設けられたものであり、例えば、この多極子
が電子線に対してｘ方向に発散作用、ｙ方向に集束作用を有する場合、当該多極子はｘ方
向に沿った線状の電子線を二段目の多極子の中央に形成する。そして二段目の多極子はｘ
方向の色収差を補正し、これと併せてｙ方向に沿った線状の電子線を三段目の多極子に形
成する。二段目の多極子と同様に、三段目の多極子はｙ方向に対する色収差を補正する。
最後に四段目の多極子はラインフォーカスと逆の操作を行い、線状の電子線は元の形状に
戻す。この場合、二段目の多極子の中央において、電子線はｘ方向に対して逆空間像を表
し、ｙ方向に対して実空間像を表している。これとは逆に、三段目の多極子の中央におい
て、電子線はｘ方向に対して実空間像を表し、ｙ方向に対して逆空間像を表している。
二段目の多極子及び三段目の多極子において電界型四極子による電子線への偏向力は、多
極子内での当該電子線の位置に一次で比例する。逆空間像における電子線の位置は第一多
極子に対する電子線の入射角に対応するので、この偏向力は当該入射角に一次で比例する
とも言える。さらに、磁界型四極子による電子線への偏向力も、電界型四極子の場合と同
様である。従って、第二及び第三の多極子のそれぞれにおいて、電界型四極子による電場
と磁界型四極子による磁場を適宜調整することにより、所定のエネルギーを有する電子線
に対して、それぞれの場による当該電子線への偏向力を相殺することができる。この場合
の軌道は、収差を考慮しない時に想定される軌道（基準軌道）と変わらない。
一方、電場に対する電子線の屈折率（偏向力波長依存性、或いは偏向力加速電圧依存性）
は、磁場のそれとは異なる。従って、電場と磁場の組み合わせが電子線への偏向力を相殺
した場合、電子線は基準軌道から逸脱せず、当該電子線への屈折率のみが軌道上で変化す
る。この磁場・電場四極子により生み出した屈折率を、対物レンズの屈折率を打ち消すよ
うに設定することで色収差補正ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２０３５９３号公報
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】O. Scherzer, Optik, Vol.2 （1947） p.114 - 132
【非特許文献２】H. Rose, Optik, Vol. 85, （1990） p. 19 - 24
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の色収差補正器では一方の方向のみの色収差を補正するためのラインフォーカスを
行う。そのため、電子線の実空間像と逆空間像はｘ方向とｙ方向で異なる位置に結像する
ため、このままではＴＥＭには使用できない。つまり、上記の色収差補正器によって得ら
れる適正な電子線のビーム径は小さい試料上の視野を照射できる大きさに限られる。この
ため、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）や走査透過電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）への導入は可能であ
るものの、試料上の広い範囲に亘って電子線を同時に照射する必要がある透過電子顕微鏡
（ＴＥＭ）の場合は、当該電子線に対して色収差及び球面収差の補正が困難になり上記装
置の適用が困難になる。
また、このラインフォーカスによって電子線を一方向に過剰に発散させると、真空槽の内
壁に電子線が衝突する恐れがある。このような衝突が起こると、電子の放出・散乱による
不要なノイズが生じ、また無用な真空度の悪化を生じる場合がある。
そこで本発明は、ラインフォーカスを行うことなく、ビーム径の大きい荷電粒子線に対し
て色収差及び球面収差を同時に補正する色収差補正装置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】
【０００６】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の第一の態様に係る色収
差補正装置は、荷電粒子線の光軸に沿って、第一の厚みを有し、円筒対称なレンズ作用と
二回非点収差作用とを形成する第一の静電磁場を発生する第一多極子と、前記光軸上に設
けられ、該光軸に沿って第二の厚みを有し、円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作用と
を形成する第二の静電磁場を発生する第二多極子とを備え、前記第一の静電磁場と前記第
二の静電磁場との極性を逆にすることにより、それぞれの静電磁場が形成する二回非点収
差作用を相殺し、前記第一の静電磁場及び前記第二の静電磁場が形成する円筒対称なレン
ズ作用により、対物レンズの色収差を補正し、前記第一の静電磁場及び前記第二の静電磁
場は、それぞれ独立に
【０００７】
【数１】

【０００８】
を満たすことを特徴とする。ただし上式において、Ａｅ２は、第一多極子または第二多極
子が発生する第一の静電磁場または第二の静電磁場のうち静電場が発生する単位長さあた
りの二回非点収差の量、Ａｍ２は、第一多極子または第二多極子が発生する第一の静電磁
場または第二の静電磁場のうち静磁場が発生する単位長さあたりの二回非点収差の量、ｔ
は多極子の電子線方向の長さ（厚み）、ｆは対物レンズの焦点距離とする。
　第一の態様に係る前記色収差補正装置は、前記第一多極子に四回対称の静電場あるいは
磁場を重畳し、前記第二多極子に四回対称の静電場あるいは磁場を重畳することにより、
前記第一多極子と前記第二多極子のそれぞれに生じる四回非点収差を打ち消すようにした
ことを特徴とする。
　第一の態様に係る前記色収差補正装置は、前記のように静電二回対称場と磁場二回対称
場がお互い上記数式の範囲内で相殺されているので、第一多極子に三回対称の静電場ある
いは磁場を重畳し、第二多極子に三回対称の静電場あるいは磁場を重畳することにより三
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回対称場を用いた球面収差補正が実現できる。これにより、色収差および球面収差の同時
補正が行えることを特徴とする。
　また第一の態様に係る前記色収差補正装置は、前記光軸上に設けられ、該光軸に沿って
第三の厚みを有し、三回対称の第三の静電場又は静磁場を発生する第三の多極子を更に備
えても良い。
【０００９】
　本発明の第一の態様に係るもう一つの色収差補正装置は、前記第一多極子に四回対称の
静電場あるいは静磁場を重畳し、前記第二多極子に四回対称の静電場あるいは静磁場を重
畳することにより、色収差と球面収差を同時に補正するようにしても良い。
【００１０】
　第一の態様に係るもう一つの前記色収差補正装置は、前記光軸上に設けられ、該光軸に
沿って第三の厚みを有し、四回対称の第三の静電場又は静磁場を発生する第三の多極子を
更に備えても良い。
【００１１】
　また、第一の態様に係るもう一つの前記色収差補正装置は、前記光軸上に設けられ該光
軸に沿って第三の厚みを有し、二回対称の静電磁場と四回対称の静電場又は静磁場を重畳
した第三の静電磁場を発生する第三多極子と、前記光軸上に設けられ該光軸に沿って第四
の厚みを有し、二回対称の静電磁場と四回対称の静電場又は静磁場を重畳した第四の静電
磁場を発生する第四多極子とを更に備えても良い。
　また上記の構成に加え、各前記多極子の間に第一の転送レンズ対を設けても良い。
　さらに、各前記多極子のうち前記荷電粒子線装置の対物レンズに隣接する多極子と前記
対物レンズとの間に第二の転送レンズ対を設けても良い。
　また、前記第一の厚みと前記第二の厚みは異なるものであっても良い。
　また、前記第一多極子及び前記第二多極子のそれぞれにおいて、磁場を生じる極は四極
子又は十二極子で構成されても良い。
　また、前記第一多極子において、前記第一の静電磁場を生じさせるための静電場を発生
する極は真空内に配置され、該第一の静電磁場を生じさせるための静磁場を発生する極は
真空外に配置され、前記第二多極子において、前記第二の静電磁場を生じさせるための静
電場を発生する極は真空内に配置され、該第二の静電磁場を生じさせるための静磁場を発
生する極は真空外に配置されても良い。
　本発明の第二の態様に係わる荷電粒子線装置における色収差補正方法は、荷電粒子線の
光軸に沿って、円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作用とを形成する第一の静電磁場を
発生し、前記光軸に沿って円筒対称なレンズ作用と二回非点収差作用とを形成する第二の
静電磁場を発生し、前記第一の静電磁場と前記第二の静電磁場との極性を逆にすることに
より、それぞれの静電磁場が形成する二回非点収差作用を相殺し、前記第一の静電磁場及
び前記第二の静電磁場が形成する円筒対称なレンズ作用により、対物レンズの色収差を補
正し、前記第一の静電磁場及び第二の静電磁場は、それぞれ独立に
【００１２】
【数２】

【００１３】
を満たすことを特徴とする。ただし上式において、Ａｅ２は第一多極子または第二多極子
が発生する第一の静電磁場または第二の静電磁場のうち静電場が発生する単位長さあたり
の二回非点収差の量、Ａｍ２は第一多極子または第二多極子が発生する第一の静電磁場ま
たは第二の静電磁場のうち静磁場が発生する単位長さあたりの二回非点収差の量、ｔは多
極子の電子線方向の長さ（厚み）、ｆは対物レンズの焦点距離とする。
　第二の態様に係る前記色収差補正方法は、前記第一多極子に四回対称の静電場あるいは



(7) JP 5623719 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

磁場を重畳し、前記第二多極子に四回対称の静電場あるいは磁場を重畳することにより、
前記第一多極子と前記第二多極子のそれぞれに生じる四回非点収差を打ち消すようにした
ことを特徴とする。
　第二の態様に係わる前記色収差補正方法において、前記第一の静電磁場に三回対称の静
電場あるいは磁場を重畳し、前記第二の静電磁場に三回対称の静電場あるいは磁場を重畳
することにより、色収差と球面収差を同時に補正することを特徴とする。
　第二の態様に係わる色収差補正方法において、前記光軸に沿った三回対称の第三の静電
場又は静磁場を更に発生させても良い。
　また本発明の第二の態様に係わるもう一つの前記色収差補正方法において、前記第一多
極子に四回対称の静電場あるいは静磁場を重畳し、前記第二多極子に四回対称の静電場あ
るいは静磁場を重畳することにより、色収差と球面収差を同時に補正しても良い。
　第二の態様に係わるもう一つの前記色収差補正方法において、前記光軸上に設けられ該
光軸に沿って第三の厚みを有する第三多極子により、四回対称の第三の静電場又は静磁場
を更に発生させても良い。
　また第二の態様に係わるもう一つの色収差補正方法において、前記光軸上に設けられ該
光軸に沿って第三の厚みを有する第三多極子により二回対称の静電磁場と四回対称の静電
場又は静磁場を重畳した第三の静電磁場を発生させるとともに、前記光軸上に設けられ該
光軸に沿って第四の厚みを有する第四多極子により二回対称の静電磁場と四回対称の静電
場又は静磁場を重畳した第四の静電磁場を更に発生させても良い。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の色収差補正装置及びその方法によれば、ラインフォーカスを行うことなく色収差
の補正が行えるので、球面収差を同時に補正することができる。従って、ＴＥＭ等に用い
られるビーム径の大きい荷電粒子線に対しても色収差及び球面収差の補正に適用できる。
また、二段又は三段の多極子によって色収差と球面収差の補正が同時に行えるので、光学
系が簡略化する。従って、荷電粒子線装置の小型化が可能となり、製造コストの削減にも
つながる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る色収差補正装置の模式図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る色収差補正装置における多極子の構成図であり、（ａ
）は四極の磁極、（ｂ）は十二極の磁極を設けた例である。
【図３】本発明の一実施形態に係る色収差補正装置を透過型電子顕微鏡に搭載した例をし
めす模式図である。
【図４】図２に示す色収差補正装置の一変形例で、（ａ）は四極の磁極、（ｂ）は十二極
の磁極を真空外に設けた例である。
【図５】図４に示す変形例の断面図である。
【図６】電子線の受ける力を説明するための図であり、（ａ）は電場四極子の場合、（ｂ
）は磁場四極子を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、本発明は電子、
陽電子、負イオン、正イオンなどの荷電粒子に適用できるものであるが、以下の実施形態
の説明では便宜上、取り扱う荷電粒子線を電子線として説明する。
【００１７】
　（原理）
まず、光軸に沿って厚みを有した多極子が発生する二回対称場によって、屈折率（偏向力
波長依存性、或いは偏向力の加速電圧依存性）の異なる凹レンズ効果が生み出される原理
を説明する。
【００１８】
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　なお、多極子が厚みを有することの意味は次の通りである。例えば、四極子、六極子は
それぞれ、二回対称場、三回対称場を基本的に発生させる。これらの場はその多極子が生
じる場を多重極界展開した場合のプライマリー項と称される。実際の多極子は、僅かであ
るがプライマリー項以外の高次項による場が発生している。通常の厚みを持たない（又は
薄い）多極子においては、プライマリー項以外の高次項は多極子の使用目的に対して無視
されるか又は単なる寄生要因に過ぎない。しかし、多極子の厚みを増していくと、プライ
マリー項以外の高次項による効果が表れる。この効果を活かすために、光軸に沿って必要
な長さを持った多極子が「厚み」を有する多極子であり、そこから発生する場は「厚み」
のある場である。
四極子による静電場又は静磁場、或いはそれらの重畳場によって生じた二回対称場による
二回非点収差を考える。複素表記を用いた電子線の軌道計算において、逆空間（焦点面）
での位置のr、傾きをr '（＝∂ｒ／∂ｚ）、複素角をΩ、複素角に対する微分Ω'（＝∂
Ω／∂ｚ）とする。Ａ２を単位長さあたりの二回非点収差係数、Ωの複素共役をΩの上に
バーをつけた記号で表すと、二回非点収差（幾何収差）は、
【００１９】
【数３】

【００２０】
で表される。
四極子の入射面と射出面における電子線の位置および傾きの複素表記をそれぞれ、（ｒ０

、ｒ０'）、（ｒ１、ｒ１'）と表し、対物レンズの焦点距離をｆとする。この対物レンズ
内に試料面がある場合、この位置における電子線の位置と傾きを逆空間で表すと、それぞ
れｒ＝ｆΩ、r'＝ｆΩ'になる。
光軸に沿った多極子の厚みをｔすると、この多極子の射出面における電子線の傾きは、
【００２１】
【数４】

【００２２】
と表される。ただし、ｎは整数（ｎ＞０）である。
【００２３】
　この式において、｜Ａ２｜２ｎの係数をもつ項は円筒対称なレンズ作用を表し、符号が
＋の項は凹レンズ作用を表す。一方、Ａ２・｜Ａ２｜２（ｎ－１）の係数をもつ項は二回
非点収差を表す。
ところで、二回対称電場による二回非点収差係数をＡＥ２で表すと、その強さ｜ＡＥ２｜
 は、
【００２４】
【数５】

【００２５】
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非点収差係数をＡＢ２で表すと、その強さ｜ＡＢ２｜は、
【００２６】
【数６】

【００２７】
の比例関係を有する。
厚みをもつ四極子場から生じた凹レンズ作用を有する光学系において、式（１）の係数｜
Ａ２｜の指数が２ｎ、２（ｎ－１）であることを考慮すると、当該光学系による偏向力の
加速電圧依存性を係数｜Ａ２｜に係る各項の組み合わせによって１／ＵＮ（Ｎは正の整数
）に比例するように定めることができる。
また、所定の加速電圧の電子線に対する電気的偏向力と磁気的偏向力が相殺される光学系
においても、所定の加速電圧と異なる加速電圧の電子線に対しては係数｜Ａ２｜が有限の
値となる。従って、その電子線は凹レンズ作用を受けることになる。
【００２８】
　さらに、式（１）に示した焦点距離ｆの対物レンズが磁場型（磁界型）である場合、こ
のレンズによる偏向力は一般的に、
【００２９】

【数７】

【００３０】
と表される。
【００３１】
　上述したように、厚みをもつ四極子による偏向力の加速電圧依存性は１／ＵＮで表され
る。一方、式（４）に示した加速電圧Ｕに対する加速電圧依存性は１／Ｕで表される。即
ち、互いの加速電圧依存性は大きく異なるため、厚みをもつ四極子場は対物レンズと異な
った屈折率をもつ。そして、この違いから、厚みをもつ四極子場の凹レンズ作用が対物レ
ンズの色収差補正に適用できることがわかる。
【００３２】
　また、式（１）に示すように、四極子の厚みを増加させていくと凹レンズ作用が増加す
る。従って、必要な凹レンズ作用の強度に合わせた厚みｔを定めることもできる。
【００３３】
　ところで、式（１）右辺のＡ２・｜Ａ２｜２（ｎ－１）の係数を持つ項に示されるよう
に、一段の四極子場では二回非点収差が新たに発生する。しかしながら、この二回非点収
差は以下に示すように四極子を二段にすることで除去できる。
 二段の四極子のそれぞれが発生する二回対称場は相似且つ反対称に分布させる。具体的
には、同一構造の二つの多極子を配置し、印加する電圧または励磁の極性を互いに逆にす
る。両四極子の光軸に沿った厚みは等しいとすると、二段目の四極子の射出面における電
子線の傾きｒ２'は、
【００３４】
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【数８】

【００３５】
と表される。なお、ｎ、ｍは正の整数である。
この式に示すように、極性を互いに逆にして二段の四極子の配置すると、式（１）に示さ
れた二回非点収差の項が無くなる。また、同式の右辺の項において＋の符号をもつ項は凹
レンズ作用を示すので、収差補正に必要な円筒対称レンズ作用のみが取り出される。
また、式（２）～（４）について述べたのと同様に、それぞれが厚みをもつ二段の四極子
の凹レンズ作用は二回非点収差を生じさせることなく対物レンズの色収差を補正する。
さらに、四極子の厚みｔの増加に従って凹レンズ作用が増加するので、必要な凹レンズ作
用の強度に合わせた厚みｔを定めることもできる。
上記二段の四極子を磁界型とし、その転送倍率を１：１とすると、焦点距離ｆｍは下記の
式（６）で表される。
【００３６】

【数９】

【００３７】
ここで、Ａ２ｍ、ｔ、ｒｂ、Ｎ、Ｉは、それぞれ磁界型四極子の二回非点収差係数、光軸
に沿った厚み、ボア半径、該四極子の励磁コイルの巻数Ｎ、同コイルに流れる電流値であ
る。すなわちＮＩは起磁力を表す。また、Ｕは電子線の加速電圧、ｅは電気素量、ｍは電
子の質量、μ０は真空透磁率である。
一方、上記二段の四極子を電界型とし、その転送倍率を１：１とすると、焦点距離ｆｅは
下記の式（７）で表される。
【００３８】
【数１０】

【００３９】
ここで、Ａ２ｅ、ｔ、ｒｅ、Ｖｄは、それぞれ電界型四極子の二回非点収差係数、光軸に
沿った厚み、ボア半径、並びに同四極子の各極への印加電圧である。他の変数は（６）式
に用いたものと同義である。
【００４０】
　前述した色収差補正系においては、電場或いは磁場の二回対称場が存在する。これらが
、電子線の軌道を多極子内で大きく変えると、球面収差補正器等の幾何収差補正器を用い
た補正と同時に色収差の補正を行うことが困難となる。また、電極や磁極に電子線が二回
対称場の偏向により近づきすぎたりすると、チャージ等の影響で電子線が光学設計と異な
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る力を受けて問題となる。近年、一般的に用いられている球面収差補正装置は、三回対称
場を利用したものである[非特許文献２参照]。これは、電子線が多極子内を移動する際、
磁極に近づくことによって、さらに偏向力が加わることを利用しており、電子線が多極子
内で磁極から遠ざかり、軸上を通ると、以上の原理が使えなくなる。前述した色収差補正
系で、電子線が二回対称場により極子から遠ざかると、色収差・球面収差同時補正が行え
ないこととなる。そこで、これら磁界型四極子と電界型四極子とを組み合わせた電磁界重
畳多極子内において、加速電圧Ｕの電子線への偏向力がある程度（おおむね）相殺され、
軌道が極子から遠ざかり軸上を通ることがないようにする。第一多極子内での電子線の軌
道は、ｔの四乗まで記述すると式（８）となる。
【００４１】
【数１１】

【００４２】
主に電子線の軌道を変えるのは、第二項の二回非点収差の項であり、この項の係数となっ
ているＡ２は、式（６）と（７）を満たし、以下の関係式で示される。
【００４３】
【数１２】

【００４４】
式（８）から、位置ｒ２が、大きく軌道を変えて軸上（ｒ２＝０）にまで達しないように
する、磁場二回非点収差と電場二回非点収差の相殺条件は、
【００４５】
【数１３】

【００４６】
とになる。
加速電圧に比べて有意な電位の電場二回場を用いた場合、多極子内で電子線の速度が変わ
る効果が現れる。発散する場合は速度が速くなるので発散効果が小さくなり、結果的に収
束効果となる。一方、収束する場合は、速度が遅くなるので、収束作用は大きくなり、こ
れも結果的に収束作用となる。その為、四回非点収差が有意に残ることがある。この収差
を補正するために、第一多極子に四回対称の静電場あるいは磁場を重畳し、第二多極子に
四回対称の静電場あるいは磁場を重畳することにより前記第一多極子と前記第二多極子の
それぞれに生じる四回非点収差を打ち消す。
電気的及び磁気的偏向力がおおむね相殺された状態の下では、複数の三回対称場を用いた
球面収差補正を行うことができる。つまり、非特許文献２に記載された複数の六極子によ
る三回対称場は負の球面収差を生じるので、対物レンズにおいて生じる正の球面収差を相
殺することができる。従って、この三回対称場を上記の電磁界重畳多極子による電磁界重
畳場に重畳させることにより、球面収差と色収差が同時に補正される。
以上は多極子が二段の場合について議論したものである。上述の通り、球面収差・色収差
同時補正を行うためには二回対称又は三回対称の静電場が必要となるが、式（７）に示す
ように、電極の厚みｔが増加するにつれて電極の印加電圧は減少する。従って、電極間の
放電を抑制できる利点がある。しかしながら、電極の厚みｔを増加させると下記の式（１
１）に示す傾向によって、六回非点収差が増加してしまう。
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【００４７】
【数１４】

　ここで、Ａ６、Ａ３はそれぞれ、六回非点収差係数、三回非点収差係数である。この式
に示すように六回非点収差は電極の厚みｔの７乗に比例する。
一方、球面収差補正用の多極子を三段とすると、六回非点収差係数Ａ６は次のようになる
。
【００４８】

【数１５】

【００４９】
ここで、Ａ３１、Ａ３２、Ａ３３はそれぞれ、一段目、二段目、三段目の多極子の三回非
点収差係数を表す。六回非点収差は三回非点収差の関数となっており、三回非点収差を光
軸に対して回転させれば六回非点収差を低減できることになる。これにより球面収差補正
を行いながら、六回非点収差が少ない光学系を構築できる。電極の厚みを長く出来るので
、色収差補正の際に印加する電圧を下げることが出来る。なお、色収差補正に用いる電界
型四極子は、三段の多極子のうち何れか二つに配置すればよい。
【００５０】
　電子線がラインフォーカスになっていた場合、四回非点場を重畳すると負の球面収差が
出ることは知られている（非特許文献O. Scherzer, Optik 2,114-132 (1947)参照）。四
回非点場は、電子線に対して、発散場と収束場が0～360度の間で四回繰り返す場である。
また、次数は球面収差と同じ三次である。三次の負の球面収差を発生させる場合、この四
回非点の発散場のみを取り出す必要がある。ラインフォーカスとは、電子線が光軸に対し
て大きさを持たない方向と、有限の大きさを持つ方向がある状態である。ラインフォーカ
スを利用した球面収差補正の方法は、光軸に近い方は重畳された場の力を電子線はほとん
ど受けないが、光軸から離れて多極子に近い電子線は、多極子が作る場からの力をより大
きく受ける原理を利用している。我々は、電子線が少しでも円筒対称から外れて楕円形状
（二回非点を持っている）になっていれば、この原理を球面収差補正に適用できることに
着目した。実際に、ビームが二回非点を持っている場合、そこに四回場を重畳すると、下
記の式（１３）で示されるように負の球面収差（－Ｃｓ）が発生することが解析的に求ま
った。
【００５１】
【数１６】

【００５２】
　ここに、Ａ２とＡ４は二回非点強度と四回非点強度である。このように、四回非点場を
重畳しても、色収差と球面収差の同時補正が行える。ただし、重畳する四回非点場の方向
は、二回非点の方向と特定の方位関係にあわせなければならない。つまり、すでにある二
回非点がつくる光軸から離れた電子線が存在する方向に、四回非点場の発散方向を重畳す
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ることが必要である。色収差補正を行うために加える二回非点の方向は、二つの多極子に
おいて、０度と９０度の関係にある。これに対して上記の条件を満たす四回非点場は、（
四回対称であるため）同じ位相角を持つこととなる。つまり、二つの多極子に加える四回
非点場の方向は同じ方向であり、両者を打ち消しあう方向ではない。そのため、球面収差
を補正した後、四回非点収差が残留する。以上の理由から、その四回非点収差を別途補正
する必要が出てくる場合がある。そのために、第三の多極子を用意して、第一多極子と第
二多極子により生じる残留四回非点収差を第三の多極子により補正する。
【００５３】
　また、この四回非点場を打ち消す方法として、大きさが同じで逆符号の四回非点収差を
二つ発生させ、お互いを打ち消しあう方法がある。この方法は二つの四回非点収差を発生
させる必要があるので、少なくとも三段の多極子を必要とする。多極子が四段の場合、ひ
とつの組が二段の多極子を二組用意して、一組目の二段の多極子から生じる四回非点収差
を二組目の二段の多極子から生じる四回非点収差で打ち消すようにする。多極子が三段の
場合、一段目と二段目の多極子から生じる四回非点収差と、二段目と三段目の多極子から
生じる四回非点収差をお互いに打ち消しあうようにしても良い。
以上に示すように何れの場合においても、ラインフォーカスを行わずに色収差が補正でき
るので、球面収差を同時に補正することができる。従って、ＴＥＭ等に用いられるビーム
径の大きい荷電粒子線に対しても色収差及び球面収差の同時補正が可能である。
【００５４】
　（実施形態）
以下、本発明の実施形態を述べる。
図１は本発明の一実施形態に係る色収差補正装置の模式図である。図２（ａ）は図１に示
す色収差補正装置の電磁界重畳多極子の模式図である。本実施形態では、この色収差補正
装置を透過型電子顕微鏡（以下、ＴＥＭ）に用いた場合を想定して説明する。
本実施形態の一実施形態に係る色収差補正装置１０は、図１に示すように、荷電粒子線の
光軸１１に沿って設けられた多極子（第一多極子）１２と、その後段に設けられる多極子
（第二多極子）１３とを備える。
多極子１２は光軸方向に沿って厚みｔ１を有し、三回対称の静磁場（第一の静電場）と、
それに重畳する二回対称の静電磁場（第一の静電磁場）とを発生する。多極子１３は光軸
方向に沿って厚みｔ２を有し、三回対称の静磁場（第二の静磁場）と、それに重畳する二
回対称の静電磁場（第二の静電磁場）とを発生する。
さらに、色収差補正装置１０は両多極子１２、１３の間に設けられる転送倍率１：１の転
送レンズ対（１４ａ、１４ｂ）と、対物レンズ１６と多極子１３との間に設けられる転送
倍率１：１の転送レンズ対（１５ａ、１５ｂ）と、を備える。
多極子１２及び多極子１３は光軸１１の周囲に規則的に配置された複数の磁極及び電極を
有する。図２（ａ）は多極子１２の一例である。この図に示すように多極子１２は、光軸
１１（Ｚ軸方向）の周囲に、ボア径ｒａとなる四極の電極２０ａ～２０ｄと、ボア径ｒｂ

となる四極の磁極３０ａ～３０ｄとを有する。
各電極２０ａ～２０ｄは、光軸１１に垂直な平面（即ち、ＸＹ平面）上で９０度毎に振り
分けて配置される。また、各電極２０ａ～２０ｄの印加電圧の絶対値は等しく、極性のみ
が交互に変わる。印加電圧は式（１０）を満たすように設定するので、第一の静電磁場に
寄与する電場が発生する。なお、光軸１１周辺には磁場を分布させる必要があるので、各
電極２０ａ～２０ｄは非磁性である。
各磁極３０ａ～３０ｄは、光軸１１に垂直な平面上で９０度毎に振り分けて配置される。
各磁極３０ａ～３０ｄには巻線数Ｎの励磁コイル（図示せず）が各磁極の後端部（図示せ
ず）に装着され、この励磁コイルに電流Ｉが流れるようになっている。従って、各磁極の
起磁力はＮＩとなる。各励磁コイルは個別に電流源（図示せず）と接続されており、その
起磁力は任意に設定される。図６（ａ）、（ｂ）に示すように、電場四極子によって電子
線が受ける力ＦＥと磁場四極子によって電子線が受ける力ＦＢは、お互いの力がおおむね
相殺する方向に加えられる。
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多極子１３は、多極子１２と同様の複数の磁極及び電極を有する。各極の物理的な配置は
図２（ａ）と同様であるが、その極性が多極子１２に対して逆になる。即ち、光軸１１か
ら見た場合、多極子１３の極性は、図２（ａ）に示す多極子１２に対して９０度回転して
位置する。
図２（ｂ）に示すように、上記の多極子１２、１３に設けられた磁極の極数を四極から十
二極に変更しても良い。この場合、電場および磁場四極子に三回対称場が重畳できるよう
になる。この図において、二回対称場を生じる磁極をＮ極及びＳ極で表し、三回対称場を
生じる磁極を（Ｎ）極及び（Ｓ）極と表している。即ち、各磁極から生じる磁場は二回対
称場と三回対称場を生じさせる磁場が一つの磁場に合成されたものである。十二極の各磁
極３１ａ～３１ｌには個別に励磁コイル（図示せず）と電流源（図示せず）が接続され、
起磁力を個別に発生可能となっている。球面収差補正を行うための三回対称磁場および色
収差補正のための磁場分布をより適切に生じさせることが出来る。
転送レンズ対１４ａ、１４ｂは多極子１２において形成された電子線１７の逆空間像を多
極子１３に転送する。転送レンズ対１４ａ、１４ｂを配置する理由は次の通りである。
 ＴＥＭにおける色収差補正は、視野全般に拡がる電子線１７の全ての領域に亘って同じ
補正を行う必要がある。このような補正を行うためには、電子線１７の位置に依存しない
空間でのみ電子線１７に偏向作用を与えなければならない。この電子線１７の位置に依存
しない空間は、電子線１７の逆空間像が得られる位置に対応する。そして、この逆空間像
は多極子１２の中央に現れ、さらにこの像を多極子１３に転送する必要がある。従って、
転送レンズ対１４ａ、１４ｂを多極子１２と多極子１３の間に配置する。
転送レンズ対（１５ａ、１５ｂ）は多極子１３に現れる電子線１７の逆空間像を対物レン
ズのコマフリー面１６ａに転送する。この面は対物レンズの前方焦点面にほぼ等しく、コ
マフリー面１６ａに転送された逆空間像は対物レンズの試料面１６ｂにおいて実空間像と
なる。対物レンズの正の色収差及び正の球面収差は多極子１２及び多極子１３の光学系に
よる負の色収差及び負の球面収差によって相殺されているので、試料面における電子線１
７の実空間像には色収差および球面収差の影響が現れない。
図３は本発明の色収差補正装置を照射系収差補正器として用いた透過型電子顕微鏡（ＴＥ
Ｍ）の例である。ＴＥＭ５０に設けられた電子銃５１は、高圧制御部５８によって電子線
（図示せず）を発生し、併せて所望のエネルギーに電子線を加速する。次に第１集束レン
ズ５２が加速された電子線を集束する。集束された電子線は照射系収差補正器５３を通過
する。このとき、上記した収差補正が行われる。さらに照射系収差補正器５３を通過した
電子線は、第２集束レンズ５４によって集束され、対物レンズ及び試料ステージ５５を通
過する。なお、試料ステージには試料が装着されている。
試料を透過した電子線は中間・投影レンズ５６によって拡大され、観察室５７の蛍光板（
図示せず）に入射する。この蛍光板に投影された試料像は、カメラ等によって撮像される
。
電子線が対物レンズ及び試料ステージ５５を通過するとき、対物レンズは電子線を更に集
束させる。このとき対物レンズによる正の球面収差は試料面上の電子線のスポット径を広
げるように作用する。しかしながら、照射系収差補正器５３によって生じた負の球面収差
によって、正の球面収差が打ち消される。電子線のスポット径を広げる作用は対物レンズ
の正の色収差によっても生じるが、この場合も上記と同様に、照射系収差補正器５３によ
って生じた負の色収差が対物レンズの正の色収差を打ち消す。従って、試料面において球
面収差および色収差の影響を受けていない電子線が広範囲に照射され、空間分解能が向上
する。
また、ＴＥＭ５０と同様の光学系を有するＳＥＭ又はＳＴＥＭ等の荷電粒子装置に本発明
の色収差補正装置を設けた場合はボケの少ない微小なスポット径の電子線が得られること
になるので、この場合も空間分解能が向上する。　
（変形例）
第一及び第二多極子１２、１３のそれぞれが第一の静磁場と第二の静磁場を用いる場合
は、各磁極を真空外に設けても良い。図４（ａ）、（ｂ）は図２（ａ）、（ｂ）に示す磁
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極２０ａ～２０ｄを配置し、磁極３０ａ～３０ｆ（又は３１ａ～３１ｌ）をライナーチュ
ーブ２５の外側に配置する。この場合、図５に示すように、ライナーチューブ２５内の真
空を保ち、且つ各極２０ａ～２０ｄへの電圧印加を可能とするように電流導入手段２６を
設ける。
また、本発明の球面収差・色収差補正装置による色収差補正において、第一及び第二多極
子１２、１３に課される条件が式（１０）であることから、これらの式に従う限り各多極
子の厚みｔ１、ｔ２は異なっても良い。また、本発明の色収差補正装置をＴＥＭにおける
ＳＴＥＭモードやＳＥＭの色収差補正に用いる場合、光軸１１に垂直な全方向（即ち背景
技術の項で述べたｘ、ｙ方向）に亘る逆空間像を得る必要が無いので、上記実施形態で述
べた転送レンズ対１４ａ、１４ｂ及び／又は転送レンズ対１５ａ、１５ｂを省いても良い
。
さらにまた、第１の静電磁場および第２の静電磁場は３回対称であっても良い。この場合
、図２（ａ）、（ｂ）に示す四極の電極２０ａ～２０ｄを六極にして式（１０）を満たす
六極子電場を生じればよい。この六極子電場に、式（１０）を満たし、磁極３０ａ～３０
ｆによって発生する三回対称の静磁場を重畳させれば、これら電場と磁場による加速電圧
Ｕの電子線への電気的偏向力と磁気的偏向力は相殺され、色収差が補正できる。さらに、
磁極３０ａ～３０ｆによって球面収差補正に必要な磁場を生じさせることで、色収差と球
面収差は同時に補正される。
また、球面収差補正に係る三回対称の静磁場を生じる多極子を三段設け、このうち何れか
二つの多極子に色収差を補正する二回又は三回対称の静電磁場を生じる磁極及び電極を設
けても良い。この場合、二回又は三回対称の静電磁場を生じる磁極及び電極を設けた多極
子に式（１０）を満たす静電磁場を生じさせ、三回対称の静磁場を重畳させれば色収差が
補正でき、且つ球面収差も同時に補正できる。各多極子の間に転送倍率１：１の転送レン
ズを設ければ、ＴＥＭにも適用できる。さらに三段の多極子のうち対物レンズと隣接する
多極子と、対物レンズとの間に同様の転送レンズを設けても良い。
上記何れの例においても加速電圧Ｕの電子線に対して磁気的偏向力及び電気的偏向力を相
殺する状態で色収差補正を行うので、これに併せて球面収差を同時に補正することができ
る。また、ＴＥＭ等に用いられるビーム径の大きい荷電粒子線に対する色収差及び球面収
差の同時補正に適用できる。また、二段又は三段の多極子によって色収差と球面収差の補
正を同時に行うので光学系が簡略化する。従って、荷電粒子装置の小型化が可能となり、
製造コストの削減にもつながる。
【符号の説明】
【００５５】
　（同一または類似の動作を行なうものには共通の符号を付す。）
１０：色収差補正装置
１１：光軸
１２、１３：多極子
１４ａ、１４ｂ：転送レンズ対
１５ａ、１５ｂ：転送レンズ対
１６：対物レンズ
１７：電子線
５０：透過型電子顕微鏡
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