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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子光学検査システムであって、
　対称軸に関して実質的に回転対称である第１の磁極片及び第２の磁極片であって、前記
第１の磁極片の半径方向内端部は、前記第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて
配置されて第１の間隙を形成し、前記第１及び第２の磁極片は、互いに電気的に絶縁され
ている、第１の磁極片及び第２の磁極片と、
　前記第１の間隙の領域に集束磁界を生成するための第１の励磁コイルと、
　前記第１の磁極片の前記半径方向内端部によって形成される穴を通って延びるビーム管
と、
　前記ビーム管に電圧を供給するための第１の電圧源と
　を含む対物レンズ装置を含み、
　前記粒子光学検査システムは、少なくとも１つの磁界装置を含むビーム経路スプリッタ
装置をさらに含み、
　前記ビーム経路スプリッタ装置の前記少なくとも１つの磁界装置の下端は、物体平面か
ら第１の距離を隔てて配置され、前記第１の励磁コイルの上端は、前記物体平面から第２
の距離を隔てて配置され、前記第１の距離は、前記第２の距離よりも短く、
　前記第１の磁極片の径方向における内側部分は、実質的に円錐状の形状を有し、前記半
径方向内端部は、半径方向外端部よりも前記物体平面に近接して配置され、
　前記少なくとも１つの磁界装置の前記下端は、前記第１の磁極片の前記内側部分によっ
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て形成された前記円錐内に配置されていることを特徴とする粒子光学検査システム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの磁界装置の前記下端が前記第１の磁極片の前記内側部分によって
規定される空間内に配置されるように、前記対称軸に向かって延びている、請求項１に記
載の粒子光学検査システム。
【請求項３】
　前記第１の磁極片の前記内側部分によって形成された前記円錐は、約２０°～約７０°
の範囲の円錐開口角を有する、請求項１に記載の粒子光学検査システム。
【請求項４】
　対物レンズ装置であって、
　物体平面に被処理物体を取り付けるための物体取付部であって、前記物体に電圧を供給
するための電気コネクタを有する物体取付部と、
　対称軸に関して実質的に回転対称である第１の磁極片及び第２の磁極片であって、前記
第１の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置
されてこれらの間に第１の間隙を形成し、前記第２の磁極片は、前記第１の磁極片よりも
前記物体取付部に近接しており、前記第１及び第２の磁極片は、互いに電気的に絶縁され
ている第１の磁極片及び第２の磁極片と、
　前記第１の間隙に集束磁界を生成するための第１の励磁コイルと、
　前記第１の磁極片の前記半径方向内端部によって形成される穴を通って延びるビーム管
と、
　前記ビーム管が接地電位よりも、少なくとも約１５ｋＶ高くなるように、前記ビーム管
に電圧を供給するための第１の電圧源と、
　前記電気コネクタが接地されるか、又は、接地電位よりも、少なくとも０．１ｋＶ低く
なるように、前記電気コネクタに電圧を供給するための第２の電圧源とを含むことを特徴
とする対物レンズ装置。
【請求項５】
　前記第１の電圧源は、前記ビーム管が接地電位よりも、少なくとも約３０ｋＶ高くなる
ように、前記ビーム管に電圧を供給する請求項４に記載の対物レンズ装置。
【請求項６】
　前記第１の電圧源は、前記ビーム管が接地電位よりも、少なくとも約４５ｋＶ高くなる
ように、前記ビーム管に電圧を供給する請求項５に記載の対物レンズ装置。
【請求項７】
　前記第２の電圧源は、前記電気コネクタが接地電位よりも、少なくとも約１５ｋＶ低く
なるように、前記電気コネクタに電圧を供給する請求項４～６のいずれかに記載の対物レ
ンズ装置。
【請求項８】
　前記第２の電圧源は、前記電気コネクタが接地電位よりも、少なくとも約３０ｋＶ低く
なるように、前記電気コネクタに電圧を供給する請求項７に記載の対物レンズ装置。
【請求項９】
　前記第２の電圧源は、前記電気コネクタが接地電位よりも、少なくとも約４５ｋＶ低く
なるように、前記電気コネクタに電圧を供給する請求項８に記載の対物レンズ装置。
【請求項１０】
　前記第２の磁極片の電位が、前記電気コネクタの電位よりも、約０．１ｋＶ～約１０ｋ
Ｖ高くなるように、前記第２の磁極片に電圧を供給するための第３の電圧源をさらに含む
、請求項４～９のいずれかに記載の対物レンズ装置。
【請求項１１】
　前記第３の電圧源は、可変電圧源である、請求項１０に記載の対物レンズ装置。
【請求項１２】
　前記ビーム管は、前記第１の磁極片から電気的に絶縁されている、請求項４～１１のい
ずれかに記載の対物レンズ装置。
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【請求項１３】
　前記第１の磁極片は、実質的に接地電位に設定されている、請求項１２に記載の対物レ
ンズ装置。
【請求項１４】
　前記第２の磁極片に電圧を供給するための第３の電圧源をさらに含み、前記第３の電圧
源は、前記電気コネクタ及び前記第２の磁極片に接続されている、請求項４に記載の対物
レンズ装置。
【請求項１５】
　前記第２の磁極片の前記半径方向内端部から距離を隔てて配置されて第２の間隙を形成
する半径方向内端部を有する第３の磁極片であって、前記第１の磁極片は、絶縁層によっ
て前記第２及び第３の磁極片から電気的に絶縁されている、第３の磁極片をさらに含む、
請求項１０に記載の対物レンズ装置。
【請求項１６】
　前記絶縁層は、前記第１の磁極片の外側部分と前記第２の磁極片の外側部分との間に設
けられている、請求項１５に記載の対物レンズ装置。
【請求項１７】
　前記第１の磁極片は、内側部材と外側部材とを含み、前記外側部材は、前記外側部分を
含み、前記内側及び外側部材は、絶縁層によって互いに電気的に絶縁されている、請求項
１６に記載の対物レンズ装置。
【請求項１８】
　前記第１の磁極片の前記外側部材は、前記第１の励磁コイルを収容するように構成され
、前記第１の磁極片の前記内側部材は、前記対称軸に向かって延びる実質的に円錐状の部
分を含む、請求項１７に記載の対物レンズ装置。
【請求項１９】
　前記第１の磁極片の前記内側部材は、前記ビーム管に隣接して配置され、かつ、前記ビ
ーム管に電気的に接続されている、請求項１７又は１８に記載の対物レンズ装置。
【請求項２０】
　対物レンズ装置であって、
　対称軸に関して実質的に回転対称であり、前記対物レンズ装置の物体平面の同じ側に配
置された第２の磁極片及び第３の磁極片であって、前記第３の磁極片の半径方向内端部は
、前記第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置されて第２の間隙を形成し、
前記第２及び第３の磁極片は、互いに電気的に接続されている、第２の磁極片及び第３の
磁極片と、
　前記第２の間隙に磁界を生成するための第２の励磁コイルと、
　前記第２の励磁コイルに励磁電流を供給するための第２の電源であって、実質的に接地
電位にある第２の電源と、
　前記第２の磁極片が前記第２の励磁コイルの電位に対して、約１５ｋＶを超える差を有
する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給するための第３の電圧源とを含む
ことを特徴とする対物レンズ装置。
【請求項２１】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第２の励磁コイルの電位に対して、２０
ｋＶを超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項２
０に記載の対物レンズ装置。
【請求項２２】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第２の励磁コイルの電位に対して、２５
ｋＶを超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項２
１に記載の対物レンズ装置。
【請求項２３】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第２の励磁コイルの電位に対して、３０
ｋＶを超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項２
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２に記載の対物レンズ装置。
【請求項２４】
　前記対称軸に関して実質的に回転対称であり、前記対物レンズ装置の前記物体平面の前
記第２及び第３の磁極片と同じ側に配置された第１の磁極片であって、前記第１の磁極片
の半径方向内端部は、前記第２の磁極片の前記半径方向内端部から距離を隔てて配置され
て第１の間隙を形成し、
　前記第１の磁極片は、前記第２及び第３の磁極片から電気的に絶縁され、
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、約１５ｋ
Ｖを超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に前記電圧を供給するように
さらに構成された、第１の磁極片と、
　前記第１の間隙に磁界を生成するための第１の励磁コイルとをさらに含む、請求項２０
～２３のいずれかに記載の対物レンズ装置。
【請求項２５】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、２０ｋＶ
を超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に前記電圧を供給する請求項２
４に記載の対物レンズ装置。
【請求項２６】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、２５ｋＶ
を超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に前記電圧を供給する請求項２
５に記載の対物レンズ装置。
【請求項２７】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、３０ｋＶ
を超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に前記電圧を供給する請求項２
６に記載の対物レンズ装置。
【請求項２８】
　前記第２の励磁コイルに冷却媒体を供給するための冷却媒体源を有する冷却システムで
あって、前記冷却媒体源は、実質的に接地電位にある、冷却システムをさらに含む、請求
項２０～２７のいずれかに記載の対物レンズ装置。
【請求項２９】
　対物レンズ装置であって、
　対称軸に関して実質的に回転対称であり、前記対物レンズ装置の物体平面の同じ側に配
置された第２の磁極片及び第３の磁極片であって、前記第３の磁極片の半径方向内端部は
、前記第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置されて第２の間隙を形成し、
前記第２及び第３の磁極片は、互いに電気的に接続されている、第２の磁極片及び第３の
磁極片と、
　前記第２の間隙に磁界を生成するための第２の励磁コイルであって、絶縁ワイヤの複数
の巻線を含み、前記第２及び第３の磁極片のうちの少なくとも１つに対して前記第２の励
磁コイルを支持するために少なくとも１つのさらなる絶縁層が設けられている、第２の励
磁コイルと、
　前記第２の磁極片が前記第２の励磁コイルの電位に対して、約１５ｋＶを超える差を有
する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給するための第３の電圧源とを含む
ことを特徴とする対物レンズ装置。
【請求項３０】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記補償コイルの電位に対して、２０ｋＶを
超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項２９に記
載の対物レンズ装置。
【請求項３１】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記補償コイルの電位に対して、２５ｋＶを
超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項３０に記
載の対物レンズ装置。
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【請求項３２】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記補償コイルの電位に対して、３０ｋＶを
超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項３１に記
載の対物レンズ装置。
【請求項３３】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記補償コイルの電位に対して、４５ｋＶを
超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項３２に記
載の対物レンズ装置。
【請求項３４】
　前記対称軸に関して実質的に回転対称であり、前記対物レンズ装置の前記物体平面の前
記第２及び第３の磁極片と同じ側に配置された第１の磁極片であって、前記第１の磁極片
の半径方向内端部は、前記第２の磁極片の前記半径方向内端部から距離を隔てて配置され
て第１の間隙を形成し、
　前記第１の磁極片は、前記第２及び第３の磁極片から電気的に絶縁され、
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、約１５ｋ
Ｖを超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に前記電圧を供給するように
さらに構成された、第１の磁極片と、
　前記第１の間隙に磁界を生成するための第１の励磁コイルとをさらに含む、請求項２９
に記載の対物レンズ装置。
【請求項３５】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、２０ｋＶ
を超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項３４に
記載の対物レンズ装置。
【請求項３６】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、２５ｋＶ
を超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項３５に
記載の対物レンズ装置。
【請求項３７】
　前記第３の電圧源は、前記第２の磁極片が前記第１の磁極片の電位に対して、３０ｋＶ
を超える差を有する電位になるように、前記第２の磁極片に電圧を供給する請求項３６に
記載の対物レンズ装置。
【請求項３８】
　前記第２の励磁コイルに冷却媒体を供給するための冷却媒体源を有する冷却システムを
さらに含む、請求項２９～３７のいずれかに記載の対物レンズ装置。
【請求項３９】
　対物レンズ装置であって、
　物体平面に被処理物体を取り付けるための物体取付部であって、前記物体に電圧を供給
するための電気コネクタを有する物体取付部と、
　対称軸に関して実質的に回転対称である第３の磁極片であって、前記対称軸に対して横
方向に延びる第３の磁極片と、
　前記第３の磁極片が前記電気コネクタの電位に対して、約０．１ｋＶ～１０ｋＶの差を
有する電位になるように、前記第３の磁極片に電圧を供給するための第３の電圧源と、
　前記第３の磁極片から電気的に絶縁され、前記第３の磁極片と前記物体取付部との間に
配置された遮蔽電極とを含み、
　前記第３の磁極片は、前記物体取付部に対向する表面を有し、前記表面が前記物体平面
と実質的に平行に延びている半径方向内側環状部を前記物体平面から第１の距離を隔てて
有するとともに、前記表面が前記物体平面と実質的に平行に延びる半径方向外側環状部を
前記物体平面から第２の距離を隔てて有し、前記第２の距離は、前記第１の距離よりも大
きく、
　前記遮蔽電極は、内部開口を有し、前記第３の磁極片の前記内側環状部の半径方向外端
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部は、半径方向において前記遮蔽電極の前記内部開口内に配置されていることを特徴とす
る対物レンズ装置。
【請求項４０】
　前記遮蔽電極は、前記物体取付部の前記電気コネクタに電気的に接続されている、請求
項３９に記載の対物レンズ装置。
【請求項４１】
　前記遮蔽電極は、実質的に環状の形状を有し、前記対称軸は、前記環状の形状によって
形成される内部開口を通過する、請求項３９又は４０に記載の対物レンズ装置。
【請求項４２】
　前記半径方向外側環状部は、前記物体平面に対して３０°未満の角度で配置されている
、請求項３９に記載の対物レンズ装置。
【請求項４３】
　前記半径方向内側環状部は、前記物体平面に対して２０°未満の角度で配置されている
、請求項３９または４２に記載の対物レンズ装置。
【請求項４４】
　第２の磁極片をさらに含み、
　前記第３の磁極片の半径方向内端部及び前記第２の磁極片の半径方向内端部は、これら
の間に間隙を形成し、前記第２の磁極片は、前記第３の磁極片に面する表面を有する内側
斜行部分を有し、前記第３の磁極片は、前記第２の磁極片に面する表面を有する斜行部分
（angular portion）を有し、前記第３及び第２の磁極片の互いに面する表面は、４０°
未満の角度をそれらの間に形成している、請求項３９、４２または４３に記載の対物レン
ズ装置。
【請求項４５】
　前記第３及び第２の磁極片の互いに面する表面は、３５°未満の角度をそれらの間に形
成している、請求項４４に記載の対物レンズ装置。
【請求項４６】
　前記間隙は、実質的に半径方向の間隙である、請求項４４または４５に記載の対物レン
ズ装置。
【請求項４７】
　前記第２の磁極片は、半径方向内側部分を有し、前記第３の磁極片に面する前記表面は
、前記第３の磁極片の前記内側環状部の前記第２の磁極片に面する前記表面に対して、約
３°～約３５°の角度をなして配置されている、請求項４４～４６のいずれかに記載の対
物レンズ装置。
【請求項４８】
　対物レンズ装置であって、
　物体平面に被処理物体を取り付けるための物体取付部と、
　対称軸に関して実質的に回転対称である第１の磁極片及び第２の磁極片であって、前記
第１の磁極片の半径方向内端部は、前記第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて
配置されて第１の間隙を形成し、前記第２の磁極片は、前記第１の磁極片よりも前記物体
取付部に近接している、第１の磁極片及び第２の磁極片と、
　前記第１の間隙に集束磁界を生成するための第１の励磁コイルと、
　前記第１の磁極片の前記半径方向内端部によって形成される穴を通って延びるビーム管
であって、前記穴は、前記穴の直径が最小直径である第１の平面から前記第１の磁極片の
前面部が配置された第２の平面まで延び、前記前面部は、前記第１の磁極片の前記物体平
面に最も近接して配置された部分であり、前記前面部における前記穴の直径は、前面直径
であり、前記前面直径と前記最小直径との差は、約１０ｍｍよりも大きく、前記第１及び
第２の平面間の距離は、約５ｍｍよりも大きい、ビーム管と、
　前記ビーム管が前記第２の磁極片の電位と異なる電位になるように、前記ビーム管に電
圧を供給するための第１の電圧源とを含むことを特徴とする対物レンズ装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒子光学システムにおいて用いられる対物レンズ装置に関する。また、本発
明は、粒子光学ビームシステム及び粒子光学検査システムに関する。
【０００２】
　本発明は、電子、陽電子、ミュー粒子、イオン（荷電原子又は分子）などのような任意
のタイプの荷電粒子に適用され得る。
【背景技術】
【０００３】
　より小さく複雑な微細構造デバイスに対する需要の高まり及びその製造・検査プロセス
におけるスループットの向上に対する継続的な要求が、単一の荷電粒子ビームの代わりに
多数の荷電粒子ビームレットを用いる粒子光学システムを開発し、それによってこのよう
なシステムのスループットを大幅に向上させる誘因となっている。以下により詳細に述べ
るように、多数の荷電粒子ビームレットは、例えば、多孔アレイを用いる単一のカラム、
多数の個別のカラム、又は両者の組み合わせによって形成され得る。多数のビームレット
の使用は、顕微鏡やリソグラフィシステムといった粒子光学部品、装置及びシステムの設
計の新たな課題の全般に関係している。
【０００４】
　米国特許第６，２５２，４１２号（特許文献１）から１つの従来の粒子光学システムが
公知である。同特許に開示される電子顕微鏡装置は、半導体ウェハなどの物体を検査する
ために用いられる。複数の一次電子ビームが互いに平行に物体上に集束され、そこに複数
の一次電子スポットを形成する。一次電子によって生成され、それぞれの一次電子スポッ
トから発する二次電子が検出される。各一次電子ビームに対して別個の電子ビームカラム
が設けられている。複数の別個の電子ビームカラムは、高密度に充填されている。物体上
に形成される一次電子ビームスポットの密度は、電子顕微鏡装置を形成する電子ビームカ
ラムの残すフットステップのサイズによって制限される。従って、物体上に同時に形成さ
れ得る一次電子ビームスポットの数もまた、実際には制限されており、その結果、表面積
の大きい半導体ウェハを高分解能で検査する際の上記装置のスループットが制限される。
【０００５】
　米国特許第５，８９２，２２４号（特許文献２）、米国特許出願公開第２００２／０１
４８９６１号（特許文献３）、米国特許出願公開第２００２／０１４２４９６号（特許文
献４）、米国特許出願公開第２００２／０１３０２６２号（特許文献５）、米国特許出願
公開第２００２／０１０９０９０号（特許文献６）、米国特許出願公開第２００２／００
３３４４９号（特許文献７）、米国特許出願公開第２００２／００２８３９９号（特許文
献８）から、被検査物体の表面上に集束される複数の一次電子ビームレットを用いる電子
顕微鏡装置が公知である。上記ビームレットは、複数の開口が形成された多孔プレートに
よって生成され、多孔プレートの上流側には、多孔プレートに形成された開口を照射する
ための単一の電子ビームを生成する電子源が設けられている。多孔プレートの下流側には
、開口を通過する電子ビームの電子によって複数の電子ビームレットが形成される。複数
の一次電子ビームレットは、全ての一次電子ビームレットが通過する開口を有する対物レ
ンズによって物体上に集束される。そして、一次電子スポットのアレイが物体上に形成さ
れる。各一次電子スポットから発する二次電子は、それぞれの二次電子ビームレットを形
成し、これら複数の一次電子ビームスポットに対応する複数の二次電子ビームレットが生
成される。複数の二次電子ビームレットも対物レンズを通過し、上記装置は、ＣＣＤ電子
検出器の複数の検出器ピクセルのそれぞれの１つに二次電子ビームレットのそれぞれを供
給するように二次電子ビーム経路を形成する。二次電子ビーム経路を一次電子ビームレッ
トのビーム経路から分離するためにウィーンフィルタが用いられている。
【０００６】
　複数の一次電子ビームレットを含む１つの共通の一次電子ビーム経路と、複数の二次電
子ビームレットを含む１つの共通の二次電子ビーム経路が用いられているため、単一の電
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子光学カラムを用いることができ、物体上に形成される一次電子ビームスポットの密度は
、この単一の電子光学カラムのフットステップのサイズによって制限されない。
【０００７】
　上記文献の実施の形態に開示される一次電子ビームスポットの数は、数十スポット程度
である。物体上に同時に形成される一次電子ビームスポットの数によってスループットが
制限されるため、より高いスループットを実現するためには一次電子ビームスポットの数
を増加させることが望ましい。しかし、電子顕微鏡装置の所望の結像分解能を維持しつつ
、これらの文献に開示される技術を用いて同時に形成される一次電子ビームスポットの数
を増加させること、すなわち、一次電子ビームスポットの密度を増加させることは困難で
あることが分かっている。
【０００８】
　上記の電子についての記載は、他の荷電粒子にも同様に当てはまる。
【特許文献１】米国特許第６，２５２，４１２号
【特許文献２】米国特許第５，８９２，２２４号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００２／０１４８９６１号
【特許文献４】米国特許出願公開第２００２／０１４２４９６号
【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／０１３０２６２号
【特許文献６】米国特許出願公開第２００２／０１０９０９０号
【特許文献７】米国特許出願公開第２００２／００３３４４９号
【特許文献８】米国特許出願公開第２００２／００２８３９９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明は、向上した粒子光学特性を有する対物レンズ装置及び粒子光学システ
ム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】
　本発明は、多数の荷電粒子ビームレットを用いる粒子光学システムに適用可能であるが
、本発明は、多数のビームレットを用いるシステムへの適用に限定されず、荷電粒子の単
一ビームのみを用いる粒子光学システムにも同様に適用可能である。
【００１１】
　第１の局面によれば、本発明は、物体平面及び対称軸を有する対物レンズ装置であって
、対称軸に関して実質的に回転対称であり、物体平面の同じ側に配置された第１、第２及
び第３の磁極片を含む対物レンズ装置を提供する。第１、第２及び第３の磁極片は、第１
、第２及び第３の磁極片の半径方向内端部が、１つ又はそれ以上の荷電粒子ビームのビー
ム経路によって横切られる穴をそれぞれ規定するように対称軸に向かって延びている。第
１の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置さ
れてこれらの間に第１の間隙を形成し、第３の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁極片
の半径方向内端部から距離を隔てて配置されてこれらの間に第２の間隙を形成している。
【００１２】
　上記対称軸は、対物レンズ装置が含まれる粒子光学システムの光軸に一般に一致するた
め、本明細書において、これら２つの用語は、同じ効果に対して用いられる。対物レンズ
装置は、対称軸である場合も、そうでない場合もあり得る中心軸を有するものとして記載
することができ、この中心軸は、対物レンズ装置が含まれるシステムの光軸に一般に一致
し、従って、光軸という用語と同義に用いられる。
【００１３】
　第１の間隙の領域において磁界を生成するために第１の励磁コイルが設けられ、第２の
間隙の領域において磁界を生成するために第２の励磁コイルが設けられている。第１の励
磁コイルに励磁電流を供給するために第１の電源が設けられ、第２の励磁コイルに励磁電
流を供給するために第２の電源が設けられている。第１及び第２の電源は、同じ電源の２
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つの部分であり得る。第１及び第２の電源は、第２の磁極片において第１の励磁コイルに
よって生成される磁束が、第２の磁極片において第２の励磁コイルによって生成される磁
束と同じ方向か又は異なる方向に向くように、第１及び第２の励磁コイルに電流を供給し
て、励磁電流を生成するように構成されている。
【００１４】
　一般に、第１の励磁コイルは、第１及び第２の磁極片間に配置され、第２の励磁コイル
は、第２及び第３の磁極片間に配置される。
【００１５】
　磁極片の形状、構成及び位置、励磁コイルの位置及び構成、並びに、励磁電流によって
は、間隙の領域に生成される磁界は、異なる磁界強度及び異なる寸法を有し得る。例えば
、磁界は間隙に近接する領域にわたってのみ延びている場合もあるし、あるいは物体平面
にまで延びている場合もある。集束効果を実現するために検査光学システムにおいては、
通常、磁気レンズが使用されるので、集束磁界は、良好な集束効果を達成し、物体平面の
前での焦点ずれを防止し、粒子光学収差を回避するために、一般に、物体平面にまで延び
ている。
【００１６】
　本発明の第１の局面における対物レンズ装置により、第１の間隙の磁界が集束磁界を横
切る１つ又はそれ以上の荷電粒子ビームに対して集束効果をもたらしつつ、第２の間隙に
生成される磁界が第１の間隙から物体平面上の位置又は少なくともその付近まで延びる集
束磁界を補償するように構成されるように、第１及び第２の間隙において磁界を調整する
ことが可能となる。
【００１７】
　第１及び第２の間隙は、例えば、互いに対して角度をなして配置され得る。第１及び第
２の半径方向間隙間に形成される角度は、例えば、１０～約１７０度の範囲にあってもよ
く、また、例えば、４５～１３５度又は６０～１２０度の範囲にあってもよい。すなわち
、この例示的な実施の形態において、第１の間隙は、第２の間隙と対称軸との間に形成さ
れる角度と異なる角度で対称軸に対して配置されている。間隙間の角度を求めるため、間
隙を形成するそれぞれの磁極片の半径方向内端部を結ぶ直線を用いて間隙を表してもよい
。
【００１８】
　例示的な一実施の形態において、第１の間隙は、実質的に軸方向に向いている、すなわ
ち、対称軸に対して実質的に平行に又は比較的に小さい角度をなし、従って、軸方向間隙
を形成している。軸方向間隙は、間隙を形成する磁極片の半径方向最内端部が対称軸から
同じ距離を有する必要があることを必ずしも意味せず、最内端部が対称軸から異なる距離
を有する実施の形態、及び互いに最も近接して配置された磁極片の半径方向内端部上の点
の間に形成された間隙が４５°未満、例えば、３０°未満又は１５°未満の角度を対称軸
に対して形成する実施の形態も含む。第２の間隙は、対物レンズ装置に対して実質的に半
径方向に、すなわち、対称軸に直交して向き、従って、半径方向間隙を形成し得る。半径
方向間隙は、最も近い距離（最も近い距離に沿った直線）によって磁極片の半径方向内端
部間に規定される間隙が、対称軸に対して、約５０°～９０°、例えば、対称軸に対して
、約８０°～９０°の角度をなして配置される実施の形態も含む。
【００１９】
　例示的な一実施の形態によれば、（第１の間隙に生成される）集束磁界は、物体平面上
であってかつ光軸を中心とする領域における合計磁界が実質的にゼロになる程度まで第２
の間隙に生成される磁界によって補償される。すなわち、補償磁界は、物体平面上の領域
における集束磁界を実質的に打ち消す。
【００２０】
　このような構成により、対物レンズ装置の有利な結像特性を得ることが可能となる。特
に、集束磁界によって生じる像の回転が、物体平面の付近において解消される。これによ
り、システムの全体的な性能を、特に、対物レンズ装置を用いて検査及び／又は処理され
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る構造体に関して向上させることが可能となる。
【００２１】
　なかでも、第１の間隙が軸方向間隙であり、第２の間隙が半径方向間隙である実施の形
態の構成は、特に有利である。なぜなら、磁極片を、第２の磁極片の半径方向内端部を物
体平面に近接して配置し、物体平面の付近で集束磁界も生成されかつ配置されるようにす
ることができるからである。一方、第１の間隙の下端も規定する第２の磁極片の半径方向
内端部間に半径方向間隙も形成されており、第３の磁極片により、半径方向間隙を第１の
間隙に近接して配置すると共に、集束磁界を物体平面の付近に発生させて、物体平面のす
ぐ付近において磁界補償効果を実現することが可能となる。第２の間隙が半径方向に向い
ていることにより、対物レンズ装置の下流側に補償磁界を生成することも可能となるので
、対物レンズ装置の内部の集束磁界に干渉を及ぼさず、従って、これによって得られる集
束効果は損なわれない。このように、本実施の形態により、有利には、集束磁界の大部分
が影響を受けないようし、物体平面上／付近で補償磁界を作用させることが可能となる。
【００２２】
　従って、例示的な実施の形態において、第３の磁極片の半径方向内端部及び第２の磁極
片の半径方向内端部は、物体平面と実質的に平行に配置された同じ平面に実質的に配置さ
れている。
【００２３】
　さらなる例示的な一実施の形態において、対物レンズ装置は、対称軸に関して実質的に
回転対称である第４の磁極片であって、第４の磁極片と第１の磁極片との間に第３の間隙
が形成され、第３の間隙は、物体平面から第１の間隙よりも大きい距離を隔てて配置され
た、第４の磁極片と、第３の間隙において調整磁界を生成するための第３の励磁コイルと
をさらに含み得る。
【００２４】
　調整磁界は、集束磁界を、その強度、位置、寸法及びその他のパラメータに関して調整
するために用いられ得る。調整磁界は、例えば、集束磁界強度を増加又は減少させるため
に用いられ得る。第４の間隙は、例えば、軸方向間隙であり得る。例えば、第４の磁極片
の半径方向内端部は、対称軸から、第１の磁極片の半径方向内端部と対称軸との間の距離
よりも大きい、これと等しい、あるいは小さい距離を隔てて配置され得る。
【００２５】
　磁極片は、例えば、第２及び第３の磁極片が互いに電気的に接続され、第１の磁極片が
、第２及び第３の磁極片から絶縁層などによって電気的に絶縁されるように配置及び構成
され得る。
【００２６】
　これらの例示的な実施の形態において、絶縁層は、第１の磁極片の外側円筒部又はこれ
と一体に形成された外側円筒部と、第２及び第３の磁極片によって形成されかつこれらを
接続する実質的に円筒状のヨークとの間に設けられている。外側円筒部は、例えば、絶縁
層も実質的に軸方向に延びるように、ヨーク及び対称軸の周囲にかつこれらと実質的に平
行に延びていてもよい。さらに又はもしくは、第１の磁極片は、環状の実質的にディスク
形あるいはディスク状部を含むか、又は、これと一体に形成された環状ディスク形あるい
はディスク状部を含み得る。これらの例示的な実施の形態において、絶縁層は、第１の磁
極片と一体に形成された外側環状ディスク形部と第２の磁極片の外側部分との間に設けら
れ得る。これらの例示的な実施の形態において、環状ディスク形あるいはディスク状部及
び外側部分は、少なくともその一部にわたって平行な表面を有するように配置される。
【００２７】
　さらなる例示的な実施の形態において、第１の磁極片は、内側部材と外側部材と（すな
わち、２つの別個の部分）を含み、内側及び外側部材は、絶縁層によって互いに電気的に
絶縁されている、本明細書において、内側及び外側とは、対称軸からの半径方向距離、す
なわち、対称軸に直交する平面における対称軸からの距離を意味する。このような例示的
な実施の形態においては、第１の磁極片の外側部材と第２の磁極片外側部分との間に、さ
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らなる絶縁層が設けられ得る。本発明に係る対物レンズ装置のこの例示的な実施の形態に
おいて、第１の磁極片の外側部材は、第１の励磁コイルを収容するように構成され得る。
第１の磁極片の内側部材は、対称軸に向かって延びる実質的に円錐状の部分を含むか、あ
るいはこれで構成され得る。外側部材は、例えば、実質的に環状の形状を有し得る。
【００２８】
　第２の局面によれば、本発明は、物体平面及び対称軸を有する対物レンズ装置であって
、対称軸に関して回転対称である第１及び第２の磁極片を含む対物レンズ装置を提供し、
第１及び第２の磁極片の内端部は、１つ又はそれ以上の荷電粒子ビームのビーム経路によ
って横切られるように構成されたそれぞれの穴を規定している。第１の磁極片の半径方向
内端部は、第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置されてこれらの間に（第
１の）間隙を形成し、第２の磁極片は、物体平面に第１の磁極片よりも近接して配置され
ている。第１及び第２の磁極片は、互いに電気的に絶縁されている。第１の間隙において
集束磁界を生成するために第１の励磁コイルが設けられており、ビーム管が、第１の磁極
片の半径方向内端部によって形成される穴を通って延びている。
【００２９】
　第２の局面における対物レンズ装置は、被処理物体を当該物体が物体平面に配置される
ように取り付けるための物体取付部をさらに含む。物体取付部は、被処理物体に電圧を供
給するための電気コネクタを有する。
【００３０】
　本明細書において、「被処理物体」は、１つの荷電粒子ビーム又は複数の荷電粒子ビー
ムレットによって検査、結像及び／又は操作される物体を含むと理解される。
【００３１】
　本発明の第２の局面における対物レンズ装置は、ビーム管が接地電位よりも約１５ｋＶ
以上高くなるように、ビーム管に電圧を供給するように構成された第１の電圧源をさらに
含む。第２の電圧源が、電気コネクタが接地されるか又は接地電位よりも低くなるように
、電気コネクタに電圧を供給するように設けられ、構成されている。例示的な実施の形態
において、第２の電圧源は、電気コネクタが接地電位よりも約１５ｋＶ以上低くなるよう
に電圧を供給するように構成され得る。
【００３２】
　例示的な実施の形態において、本発明の第２の局面における対物レンズ装置は、第２の
磁極片の電位が、電気コネクタの電位よりも、約０．１ｋＶ～約１０ｋＶ高くなるように
、第２の磁極片に電圧を供給するように構成された第３の電圧源をさらに含む。第１～第
３の電圧源は、別個の電圧源であってもよく、又は同じ電圧源の一部であってもよい。
【００３３】
　このような構成により、例えば、対物レンズ装置を用いる電子顕微鏡システムの有利な
光学特性を実現することができる。なぜなら、電子顕微鏡システムのビーム整形部品によ
って、特に高い運動エネルギーを有する一次電子ビームを生成することができ、ビームの
一次電子は、物体平面のすぐ上で所望の運動エネルギーに減速され、一次電子間のクーロ
ン相互作用が大幅に低減されるからである。また、物体平面に配置された物体と第２の磁
極片との間に生成された電界は、物体から発する二次電子を加速させる。
【００３４】
　例示的な実施の形態において、第１又は第２の電圧源によって供給される電圧は、２０
ｋＶ、２５ｋＶ、もしくは３０ｋＶと等しいか又はこれらより高く、例えば、４５ｋＶと
等しいか又はこれより高い電圧を含み得る。
【００３５】
　第３の電圧源によって供給される電圧は、例えば、物体平面の真上の電界を正確に所望
の値に調整することを可能にする可変電圧であってもよい。同様に、例示的な実施の形態
において、第１及び／又は第２の電圧源は、可変電圧源であってもよい。
【００３６】
　例示的な一実施の形態において、ビーム管は、第１の磁極片から電気的に絶縁されてい
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る。
【００３７】
　さらなる例示的な実施の形態において、第１の磁極片は、実質的に接地電位にある。
【００３８】
　さらなる例示的な実施の形態によれば、第３の電圧源のコネクタの一方は第２の磁極片
に接続され、コネクタの他方は、物体取付部の電気コネクタに接続されている。すなわち
、第３の電圧源は、第２の磁極片及び電気コネクタの両方に接続されている。
【００３９】
　さらなる例示的な実施の形態において、第１の磁極片は、薄い絶縁層によって第２及び
第３の磁極片から電気的に絶縁されている。その有利な実施の形態において、第１の磁極
片と、第２又は第３の磁極片との間には、大きい重なり領域が設けられている。すなわち
、それぞれの磁極片の対向する表面が互いの付近に、好ましくは、互いに平行又はほぼ平
行に配置されている大きな領域が設けられている。これにより、第１の磁極片と、第２及
び第３の磁極片との間に十分な電気的絶縁を実現しつつ、第１の間隙において集束磁界を
形成するための十分に低い磁気抵抗を維持することが可能となる。
【００４０】
　一般に、これらの例示的な実施の形態において、絶縁層は、第１の磁極片の外側部分と
第２の磁極片の外側部分との間に設けられているのが好ましい。
【００４１】
　第１の磁極片が、一体に形成された外側円筒部を有する例示的な実施の形態において、
絶縁層は、第１の磁極片の当該円筒部と第２の磁極片の外側部分との間に設けられている
のが好ましい。
【００４２】
　第２の局面における対物レンズ装置のさらなる例示的な実施の形態において、対物レン
ズ装置は、第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置されて第２の間隙を形成
する半径方向内端部を有する第３の磁極片であって、第１の磁極片が、絶縁層によって第
２及び第３の磁極片の両方から電気的に絶縁された、第３の磁極片をさらに含み得る。
【００４３】
　第１の局面における対物レンズ装置の実施の形態及び特徴は、第２の局面における対物
レンズ装置に同様に適用することができる。
【００４４】
　さらなる例示的な実施の形態において、第１の磁極片は、内側部材と外側部材と（すな
わち、２つの別個の部分）を含み、内側及び外側部材は、絶縁層によって互いに電気的に
絶縁されている。この場合、外側部材は、一般に第２の磁極片の外側部分に面するように
配置される磁極片の外側部分も含むことになる。例示的な実施の形態において、第１の磁
極片の外側部材は、第１の励磁コイルを収容するように構成され、第１の磁極片の内側部
材は、対称軸に向かって延びる実質的に円錐状の部分を含む。これらの実施の形態は、第
１の磁極片の内側部材がビーム管に隣接して配置され、かつ、これと電気的に接続されて
いる場合に、特に有利である。
【００４５】
　第１の磁極片を内側部材と外側部材とに分割し、内側部材と、内側部材によって形成さ
れる穴を通って延びるビーム管とを電気的に接続することは、ビーム管への電力供給が容
易になるという利点を有する。ビーム管自体に電気的配線を施すのではなく、電力は、磁
極片の内側部材を介して供給され、電気的接続のためにより簡単に利用できる。さらに、
第１の磁極片を２つの部材に分割し、これら２つの部材を互いに電気的に絶縁することに
より、クリープ電流などを防止するためにより複雑なレイアウトを必要としがちである電
気絶縁層をビーム管と第１の磁極片との間に設ける必要がなくなる。
【００４６】
　第３の局面において、本発明は、対物レンズ装置であって、第２の磁極片及び第３の磁
極片であって、対称軸に関して実質的に回転対称であり、対物レンズ装置の物体平面の同
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じ側に配置され、第３の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁極片の半径方向内端部から
距離を隔てて配置されて第２の間隙を形成し、第２及び第３の磁極片は、互いに電気的に
接続されている、第２の磁極片及び第３の磁極片と、第２の間隙において磁界を生成する
ための第２の励磁コイルと、第２の励磁コイルに励磁電流を供給するように構成された第
２の電源であって、実質的に接地電位にある第２の電源と、第２の磁極片が第２の励磁コ
イルの電位に対して、約１５ｋＶを超える、特に、２０ｋＶを超える、特に、２５ｋＶを
超える、特に、３０ｋＶを超える差を有する電位になるように、第２の磁極片に電圧を供
給するように構成された第３の電圧源とを含む対物レンズ装置を提供する。
【００４７】
　単に、本明細書に記載される本発明の他の実施の形態及び局面の理解及び参照を容易に
する目的で、本発明の本局面における対物レンズ装置の磁極片は、「第２」及び「第３」
の磁極片（「第１」及び「第２」ではなく）として示され、同じことが電源の番号付けに
も当てはまる。
【００４８】
　この構成において、第２の磁極片は、有利には、物体平面に近接する領域において電界
を整形すると共に、高い電位にある第２の励磁コイルに励磁電流を供給するように電源を
作動させることを防ぐために用いることができる。
【００４９】
　例示的な実施の形態において、本発明の第３の局面における対物レンズ装置は、第１の
磁極片であって、対称軸に関して実質的に回転対称であり、対物レンズ装置の物体平面の
第２及び第３の磁極片と同じ側に配置され、第１の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁
極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置されて第１の間隙を形成し、第１の磁極片は
、第２及び第３の磁極片から電気的に絶縁され、第３の電圧源は、第２の磁極片が第１の
磁極片の電位に対して、約１５ｋＶを超える、特に、２０ｋＶを超える、特に、２５ｋＶ
を超える、特に、３０ｋＶを超える差を有する電位になるように、第２の磁極片に電圧を
供給するようにさらに構成された、第１の磁極片と、第１の間隙において磁界を生成する
ための第１の励磁コイルとをさらに含む。
【００５０】
　さらなる例示的な実施の形態によれば、第２の励磁コイルに冷却媒体を供給するための
冷却媒体源を有する冷却システムが設けられている。有利には、冷却媒体源は、接地電位
又はほぼ接地電位に設定され得る。冷却媒体は、例えば、水であってもよい。
【００５１】
　本発明の第４の局面によれば、対物レンズ装置であって、第２の磁極片及び第３の磁極
片であって、対称軸に関して実質的に回転対称であり、対物レンズ装置の物体平面の同じ
側に配置され、第３の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁極片の半径方向内端部から距
離を隔てて配置されて第２の間隙を形成し、第２及び第３の磁極片は、互いに電気的に接
続されている、第２の磁極片及び第３の磁極片を含む対物レンズ装置が提供される。第４
の局面における対物レンズ装置は、第２の間隙において磁界を生成するための第２の励磁
コイルと、第２の磁極片が、補償コイルの電位に対して、約１５ｋＶを超える、特に、２
０ｋＶを超える、特に、２５ｋＶを超える、特に、３０ｋＶを超える、特に、４５ｋＶを
超える差を有する電位になるように、第２の磁極片に電圧を供給するように構成された第
３の電圧源とをさらに含む。
【００５２】
　本発明の本局面における対物レンズ装置の第２の励磁コイルは、絶縁ワイヤの複数の巻
線を含み、第２及び第３の磁極片のうちの少なくとも１つに対して第２の励磁コイルを支
持するために少なくとも１つのさらなる絶縁層が設けられている。
【００５３】
　別個の巻線を形成するワイヤを囲む絶縁層とは異なるこのようなさらなる絶縁層により
、第２の励磁コイル全体を第２及び第３の磁極片から効率的に絶縁し、第２の励磁コイル
に適切な電流を供給するための電源を第２及び第３の磁極片の電位と異なる電位に保持す
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ることが可能となる。
【００５４】
　絶縁層は、例えば、セラミック材料又は注型樹脂から形成されていてもよい。
【００５５】
　単に、本明細書に記載される本発明の他の実施の形態及び局面の理解及び参照を容易に
する目的で、本発明の本局面における対物レンズ装置の磁極片は、第３の局面と同様に、
「第２」及び「第３」の磁極片（「第１」及び「第２」ではなく）として示される。この
ことは、電圧源にも同様に当てはまる。
【００５６】
　例示的な一実施の形態において、第４の局面における対物レンズ装置は、対称軸に関し
て実質的に回転対称であり、対物レンズ装置の物体平面の第２及び第３の磁極片と同じ側
に配置された第１の磁極片であって、第１の磁極片の半径方向内端部は、第２の磁極片の
半径方向内端部から距離を隔てて配置されて第１の間隙を形成し、第１の磁極片は、第２
及び第３の磁極片から電気的に絶縁され、第３の電圧源は、第２の磁極片が第１の磁極片
の電位に対して、約１５ｋＶを超える、特に、２０ｋＶを超える、特に、２５ｋＶを超え
る、特に、３０ｋＶを超える差を有する電位になるように、第２の磁極片に電圧を供給す
るようにさらに構成された、第１の磁極片と、第１の間隙において磁界を生成するための
第１の励磁コイルとをさらに含む。
【００５７】
　第５の局面において、本発明は、対物レンズ装置であって、被処理物体を当該物体が対
物レンズ装置の物体平面に配置されるように取り付けるための物体取付部であって、物体
に電圧を供給するための電気コネクタを含む対物レンズ装置を提供する。対物レンズ装置
は、本発明の他の局面の用語にしたがって第３の磁極片と呼ばれる磁極片をさらに含み、
第３の磁極片は、対物レンズ装置の対称軸に関して実質的に回転対称であり、対称軸に対
して実質的に横方向に延びている。以下において第３の電圧源と呼ばれる電圧源が、第３
の磁極片が電気コネクタの電位に対して、約０．１ｋＶ～約１０ｋＶの差を有する電位に
なるように、第３の磁極片に電圧を供給するように設けられ、構成されている。対物レン
ズ装置は、第３の磁極片と物体平面との間に配置され、第３の磁極片から電気的に絶縁さ
れた遮蔽電極をさらに含む。
【００５８】
　第３の磁極片に印加される電圧は、物体が処理される領域において物体の表面上に電界
を生成する働きをする一方、遮蔽電極を設けることにより、処理されている領域の外側の
物体の領域を当該電界から遮蔽することが可能になる。従って、この遮蔽効果により、物
体に対する帯電作用を防止するかあるいは低減することができる。
【００５９】
　例示的な一実施の形態によれば、遮蔽電極は、物体平面と遮蔽電極との間の空間に実質
的に電界が存在しないように、物体取付部の電気コネクタに電気的に接続されている。
【００６０】
　さらなる例示的な実施の形態によれば、遮蔽電極は、内部開口を有する実質的にリング
形状を有しており、内部開口は、システムの光軸あるいは対物レンズ装置の対称軸と実質
的に同軸状である。
【００６１】
　第３の磁極片は、物体取付部の方向に面する表面を有する。例示的な実施の形態におい
て、第３の磁極片は、上記表面が物体平面と実質的に平行に延びている半径方向内側環状
部を物体平面から第１の距離を隔てて有し、上記表面が物体平面と実質的に平行に延びて
いる半径方向外側環状部を物体平面から第２の距離を隔てて有し、第２の距離は、第１の
距離よりも大きい。半径方向内側環状部は、第３の磁極片の内周縁部と一致し得る半径方
向内端部と、物体平面に対して内側斜行部分と異なる角度をなして配置された第３の磁極
片の表面と一致し得る半径方向外端部とを有する。従って、内側環状部は、物体平面に外
側環状部よりも近接して配置されている。さらに、この例示的な実施の形態において、遮
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蔽電極は、上述のように、第３の磁極片の対称軸に関して同軸状であり得る内部開口を有
し、第３の磁極片の内側環状部は、その半径方向外端部が遮蔽電極の内部開口内に配置さ
れるように配置及び構成されている。すなわち、この例示的な実施の形態において、内部
開口の直径は、内側環状部が遮蔽電極の内部開口内に完全に収容され得るように、第３の
磁極片の内側環状部の直径よりも大きく、内側環状部は、遮蔽電極と同じ平面に配置され
得る。従って、遮蔽電極も、物体平面からおよそ第１の距離を隔てて配置されることにな
る。これらの例示的な実施の形態において、第３の磁極片の外側環状部の第２の距離は、
遮蔽電極が同じ平面に配置され、特に外側環状部の領域において、第３の磁極片と遮蔽電
極との間に間隙が維持されるように選択される必要がある。
【００６２】
　これらの例示的な実施の形態において、内側環状部及び外側環状部は、互いのすぐ隣り
に配置することができるので、第３の磁極片の（物体平面に面する）表面は、第１の距離
から第２の距離への移行に対応するために段部を有することになるか、又は、内側及び外
側環状部は、第１の距離から第２の距離への移行に対応するために、物体平面に対して角
度をなして配置された中間環状部によって互いに連結され得る。中間環状部は、例えば、
第３の磁極片の物体に対向する表面の大部分が物体平面と実質的に平行に配置されるよう
に、他の環状部と比べて比較的小さくてもよく、従って、これらの実施の形態において、
第３の磁極片は、中間環状部において小さい屈曲を有することになる。
【００６３】
　この文脈において用いられる、「実質的に平行」は、半径方向外側環状部の表面が、物
体平面に対して、例えば、３０°までの角度、又は、さらなる例において、２０°までの
角度をなして配置された実施の形態及び／又は半径方向内側環状部が、物体平面に対して
、２０°までの角度、もしくは別の例において、１０°までの角度をなして配置された実
施の形態も含む。
【００６４】
　本発明の本局面における対物レンズ装置は、本発明の他の局面に関連して本明細書に記
載されるさらなる部品及び特徴も含み得る。特に、例示的な実施の形態において、対物レ
ンズ装置は、第２の磁極片をさらに含み、第３の磁極片の半径方向内端部及び第２の磁極
片の半径方向内端部は、これらの間に間隙を形成している。さらなる例示的な実施の形態
において、第２の磁極片は、第３の磁極片に面する表面を有する内側斜行部分を有し、第
３の磁極片は、第２の磁極片に面する表面を有する斜行部分を有し、第３及び第２の磁極
片の互いに面する表面は、４０°未満、例えば、３５°未満の角度をこれらの間に形成し
ている。間隙は、実質的に半径方向の間隙である。別のさらなる例示的な実施の形態にお
いて、第２の磁極片は、半径方向内側環状部を有し、第３の磁極片に面する表面は、第３
の磁極片の上記内側環状部の第２の磁極片に面する表面に対して、約３°～約３５°の角
度をなして配置されている。
【００６５】
　本発明の第６の局面によれば、対物レンズ装置であって、物体平面に被処理物体を取り
付けるための物体取付部と、対物レンズ装置の対称軸に関して実質的に回転対称である第
１及び第２の磁極片とを含む対物レンズ装置が提供される。第１及び第２の磁極片は、第
１及び第２の磁極片の半径方向内端部が１つ又はそれ以上の荷電粒子ビームによって横切
られるように構成された穴を規定するように、対称軸に向かって延びている。第１の磁極
片の半径方向内端部と第２の磁極片の半径方向内端部との間に形成された第１の間隙にお
いて集束磁界を生成するために、第１の励磁コイルが設けられている。１つ又はそれ以上
の荷電粒子ビームを導くように構成されたビーム管が、第１の磁極片の半径方向内端部に
よって形成される穴を通って延びている。本局面における実施の形態において、第１の磁
極片の穴は、一般に、穴の直径が最小直径である第１の平面から、第１の磁極片の前面部
が配置された第２の平面まで延びている。穴の直径は、第１の平面におけるその最小直径
から、第２の平面における前面直径まで、約１０ｍｍよりも大きく増加し、第１及び第２
の平面間の距離は、約５ｍｍよりも大きいので、テーパ状形状が形成される。
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【００６６】
　第１の磁極片のこのようなテーパ状形状あるいは円錐形状により、一般に粒子光学シス
テムの光軸と一致する対称軸において磁界強度分布を形成することができるので、対物レ
ンズの所望の光学特性が実現される。
【００６７】
　本発明の第７の局面によれば、荷電粒子ビームシステムであって、荷電粒子ビームを生
成するための荷電粒子源と、荷電粒子によって横切られるように構成された少なくとも１
つのビーム整形レンズと、荷電粒子によって横切られるように構成された対物レンズとを
含み、対物レンズは、対称軸及びこれに対応付けられた物体平面を有する、荷電粒子ビー
ムシステムが提供される。
【００６８】
　少なくとも１つのビーム整形レンズ及び対物レンズは、物体平面のそれぞれの位置にお
いて荷電粒子が入射する全ての方向の平均として定義され得る荷電粒子の平均入射方向が
、光軸を囲む物体のリング状内側部分においての光軸と反対方向に向き、かつ、リング状
外側部分を囲む物体平面の部分のリング状内側部分内の位置における平均入射方向が光軸
の方向に向くように、構成されている。
【００６９】
　このような構成により、物体平面における３次テレセントリック誤差を大幅に低減する
ことができる。
【００７０】
　例示的な一実施の形態によれば、リング状内側部分内の位置における平均入射角の最大
平均角θiは、以下の式によって定義される、リング状外側部分内の位置における平均入
射角の最大平均各θoに関連している。
【００７１】
【数４】

【００７２】
　例示的な一実施の形態において、最大平均角θiは、最大平均角θoの絶対値と最大で３
０％だけ、例えば、最大で２０％異なる。さらには、わずか１５%以下又はさらには１０
％以下だけ異なっていてもよい。
【００７３】
　さらなる例示的な実施の形態によれば、リング状外側部分内の位置における平均入射角
の最大平均角は、約１ｍｒａｄよりも大きくてもよい。
【００７４】
　このような構成は、有利には、上述のように、テーパ形状を有する磁極片を含む対物レ
ンズ装置を用いて実施され得る。このような構成のさらなる利点は、対物レンズ装置に関
連する像面湾曲を低減することを可能にするということである。
【００７５】
　本発明の第８の局面によれば、対物レンズ装置であって、物体平面に被処理物体を取り
付けるための物体取付部と、物体平面から距離を隔てて配置され、対物レンズ装置の対称
軸と同軸状である第１の直径の開口を有する第１の電極と、物体平面から第２の距離を隔
てて、かつ、第１の電極と物体平面との間に配置され、上記対称軸と同軸状である第２の
直径の開口を有する第２の電極とを含む対物レンズ装置が提供される。
【００７６】
　第１の電圧源が、第１の電極に接続されており、第１の電圧源は、第１の電極が被処理
物体に対して第１の電位に設定されるように構成及び作動されてもよく、第２の電圧源が
、第２の電極に接続されており、第２の電圧源は、第２の電極が被処理物体に対して第２
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の電位に設定されるように構成及び作動されてもよい。
【００７７】
　第１及び第２の距離、第１及び第２の直径、並びに、第１及び第２の電圧は、物体平面
の真上に生成される電界に対する第１の電極の寄与の大きさが、当該電界に対する第２の
電極の寄与の大きさと同程度になるように調整される。上記生成される電界に対する第１
又は第２の電極の寄与は、２つの設定、すなわち、第１及び第２の設定を比較することに
より、評価及び検査され得る。第１の設定において、第１の電極は、電気コネクタ、従っ
て、物体に対して第１の電位にあり、第２の電極は、電気コネクタと同じ電位にある。第
２の設定において、第１の電極は、電気コネクタに対して第１の電位にあり、第２の電極
は、第１の電極と同じ電位にある。
【００７８】
　例示的な一実施の形態によれば、以下の関係が満たされ、
【００７９】
【数５】

【００８０】
　式中、
　Ｅ1は、第１の設定における物体平面の電界であり、
　Ｅ2は、第２の設定における物体平面の電界である。
【００８１】
　例示的な実施の形態において、上記定義された比率
【００８２】
【数６】

【００８３】
は、０．２以下、０．１以下、又は０．０５以下であり得る。
【００８４】
　本局面は、電子ビームシステムに特に当てはまる。この関係が満たされる構成は、物体
平面において電界を生成する物体平面に隣接した電極の大きい開口及び物体平面における
これに応じた大きい電界が適用される場合に、特に有利である。物体平面の領域における
均一な電界は、二次電子に対して均一な抽出電界を形成し、これにより、向上した二次電
子収量及び／又は二次電子に対する良好な収差係数が実現されると考えられる。
【００８５】
　第９の局面によれば、本発明は、粒子光学検査システムであって、対称軸に関して実質
的に回転対称である第１の磁極片及び第２の磁極片であって、第１の磁極片の半径方向内
端部は、第２の磁極片の半径方向内端部から距離を隔てて配置されてこれらの間に第１の
間隙を形成し、第１の磁極片は、対称軸に向かって斜めに延びる内側部分を有し、第１及
び第２の磁極片は、互いに電気的に絶縁されている、第１の磁極片及び第２の磁極片と、
第１の間隙の領域において集束磁界を生成するための第１の励磁コイルと、第１の磁極片
の半径方向内端部によって形成される穴を通って延びるビーム管と、ビーム管に電圧を供
給するように構成された第１の電圧源とを含む対物レンズ装置を含み、粒子光学検査シス
テムは、少なくとも１つの磁界装置を含むビーム経路スプリッタ装置をさらに含み、ビー
ム経路スプリッタ装置の上記少なくとも１つの磁界装置の下端は、物体平面から第１の距
離を隔てて配置され、第１の励磁コイルの上端は、物体平面から第２の距離を隔てて配置
され、第１の距離は、第２の距離よりも短い、粒子光学検査システムを提供する。すなわ
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ち、ビーム経路スプリッタ装置は、対物レンズ装置に少なくとも部分的に挿入されている
。
【００８６】
　上記で用いられる「下（ｌｏｗｅｒ）」は、物体平面に対する方向を示しており、すな
わち、「下」は、「上（ｕｐｐｅｒ）」よりも物体平面に近い距離を示す。
【００８７】
　ビームスプリッタ装置は、例えば、内容の全てが参照によって本明細書に援用される、
本発明と同じ譲受人の国際公開第２００５／０２４８８１号（米国特許仮出願第６０／５
００，２５６号）に記載されるようなマルチビーム検査システムにおいて有利に用いられ
る。ビームスプリッタ装置については、図面を参照しながら詳細に後述する。
【００８８】
　ビーム経路スプリッタ装置は、物体平面に近接して配置されるのが好ましいことが分か
っている。ビームスプリッタ装置を用いる従来のシステムにおいて、この装置は、典型的
には、対物レンズ装置の上流側に、これら２つの部品が重なりあうことなく配置される。
これとは対照的に、本発明の本局面によれば、ビームスプリッタ装置の下部、すなわち、
物体平面に最も近接してかつこれに面して配置されたビームスプリッタ装置の部分は、実
際に、対物レンズ装置に挿入される。これは、荷電粒子として電子を用いる検査システム
において特に有利である。なぜなら、被検査物体に衝突する電子によって生成される二次
電子の像は、通常、物体平面のすぐ上に形成されるからである。従って、対物レンズ装置
にビームスプリッタ装置を挿入することにより、二次電子の像と検査システムの最も近接
する集束光学素子との間の経路を短くすることができ、検査性能が向上する。
【００８９】
　本発明の本局面における検査システムの例示的な実施の形態において、第１の磁極片の
内側部分は、第１の磁極片の半径方向内端部が第１の磁極片の内側部分の半径方向外端部
よりも物体平面に近接して配置され、これによって、上記少なくとも１つの磁界装置の下
端が第１の磁極片の内側部分によって規定される穴あるいは空間内に配置されるように、
対称軸に向かって延びている。
【００９０】
　本実施の形態において、粒子光学検査システムは、ビーム経路スプリッタ装置の磁界装
置、より一般的には、ビーム経路スプリッタ装置の下部を取り付けるための、第１の磁極
片に取り付けられ得る取付構造をさらに含み得る。取付構造は、少なくとも第１の磁極片
に対するビームスプリッタ装置の磁界装置の位置を調整することも可能にし得る。
【００９１】
　例えば、第１の磁極片の内側部分は、実質的に円錐状の形状を有し、第１の磁極片の半
径方向内端部は、その半径方向外端部よりも物体平面に近接して配置され、磁界装置の下
端は、第１の磁極片の内側部分によって形成された円錐内に配置されている。これらの実
施の形態において、第１の磁極片の内側部分によって形成された円錐は、例えば、２０°
～約７０°の範囲の円錐開口角を有し得る。
【００９２】
　別の例示的な実施の形態において、内側部分は、２つの実質的に円筒状の形状を含んで
もよく、２つの円筒のうちの下部円筒は、上部円筒よりも小さい直径を有する穴を形成し
ている。これらの実施の形態において、ビーム経路スプリッタ装置の下部は、上部円筒に
よって形成される穴の内部に少なくとも部分的に配置され得る。しかし、下部円筒の穴は
より小さくなくてもよく、上部円筒の穴よりも大きいか、あるいはこれと同じであっても
よい。別の構成も可能であり、当業者には明らかである。
【００９３】
　明示がなされなくとも、当業者には、本発明の特定の局面に関連して本明細書に記載さ
れる対物レンズ装置及びシステムの実施の形態の個々の特徴又は特徴の組み合わせが本発
明の他の局面の対物レンズ装置及びシステムの実施の形態にも適用され得ることが理解さ
れる。
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【００９４】
　例示的な実施の形態において、本発明に係る対物レンズ装置は、少なくとも１つの励磁
コイルの内部に配置された加熱システムであって、上記少なくとも１つの励磁コイルの付
近に配置された加熱コイルと、加熱コイルを通過する電流を制御しかつ調整するための制
御部とを含む加熱システムをさらに含み得る。上記少なくとも１つの励磁コイルは、上述
の実施の形態の第１、第２及び／又は第３の励磁コイルであってもよい。例えば、加熱コ
イルは、励磁コイルの内部、すなわち、励磁コイルの内部の空胴に配置されるか、あるい
は、これと組み合わされ得る。特に、制御部は、必要に応じてかつ適用可能な場合に、加
熱コイルを通過する電流を、上記少なくとも１つの励磁コイル、例えば、第１、第２及び
第３の励磁コイルのうちの少なくとも１つを通過する電流（励磁電流）、第１、第２及び
第３の磁極片のうちの少なくとも１つの温度のうちの少なくとも１つに依存して調整する
ように構成され得る。さらに、これらの実施の形態において、第１、第２及び第３の磁極
片のうちの少なくとも１つの温度を検知するための温度センサが設けられてもよい。検知
された温度は、次に、制御部に送信され、電源によって加熱コイルに供給される電流が制
御される。本実施の形態は、１つ又はそれ以上の磁極片の温度を実質的に一定に維持する
ことができるという利点を有する。従って、磁極片材料の膨張を引き起こす可能性のある
、磁極片の加熱によって生じる外乱、ひいては、対物レンズ装置の寸法及び形状の不要な
変化を防ぐことができる。磁極片の加熱は、対物レンズシステムの長期にわたる稼動によ
って起こる可能性があり、また、アプリケーションの変更、従って、集束力の変化及びこ
れに付随する励磁電流の変化によっても起こり得る。本実施の形態により、磁界、ひいて
は対物レンズ装置の集束特性を一定に、かつ、適切に制御可能に保持することが可能にな
る。別の実施の形態において、加熱コイルは、対称軸を中心とするほぼ閉じたリング、す
なわち、その端部同士が接触しない不完全な円の形状を呈し得る。本実施の形態は、加熱
コイルによって生成される可能性のある不要な磁界が防止されるという点で有利である。
【００９５】
　特に第２の励磁コイルを冷却するための冷却システムの使用については、本発明の第３
の局面に関連してすでに述べた。流体の冷却媒体を用いるのではなく、本発明のいずれか
の局面における対物レンズ装置の他の実施の形態は、特に励磁コイルによって生成される
熱を奪い去る固体材料にのみ基づく冷却システムを利用してもよい。
【００９６】
　以下において第２の励磁コイルを参照して説明されるが、他の任意の励磁コイルにも適
用され得る例示的な実施の形態において、第２及び第３の磁極片は、実質的にヨークと一
体に形成されかつこれによって接続されており、これらの間における外側環状部の領域に
おいて第２の励磁コイルを収容している。励磁コイルは、一般に、電源に接続された絶縁
ワイヤの多数の巻線を含む。本実施の形態において、ワイヤ巻線によって形成される励磁
コイル本体の少なくとも外面は、熱伝導性が高く電気絶縁性のセラミック材料からなる１
つ又はそれ以上の層によって少なくとも部分的に封入されている。このセラミック封入体
は、第２及び第３の磁極片を接続するヨークの部分を通って延びる材料と同じか又は類似
の材料からなる接続部材に接続されるか、あるいはこれと一体に形成されている。これら
の接続部は、ヨークの外周に規則的な間隔で分布され、ヨークの半径方向外端部の周囲に
かつこれと隣接して配置された高熱伝導性固体材料からなるリングに対して熱伝導接触を
確立し得る。高熱伝導性材料からなるリングは、セラミック材料もしくは銅から形成され
てもよく、又は、互いに接触する、セラミック材料からなるリング及び銅からなるリング
の両方を含み得る。これらのリングは、第２及び第３の磁極片からさらに離れた冷却シス
テムに好ましくは銅線によって接続されており、この冷却システムは、例えば、液体冷却
に基づく冷却システムであり得る。固体冷却システムは、対物レンズ装置に含まれる高電
圧部分からの冷却システムの絶縁が、液体冷却の場合よりも容易に実現されるという利点
を有する。従って、本実施の形態は、磁極片内部の励磁コイルの付近に導電性材料が導入
されていないという利点を有する。他の適した高熱伝導材料を用いることができ、この種
の冷却システムは、第１及び第２の磁極片、又は冷却を必要とするシステムの他のいずれ
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の部分に対しても用いられることは、当業者には明らかである。
【００９７】
　特に上述のタイプの固体冷却システムに関連した本発明のさらなる例示的な一実施の形
態において、本発明に係る対物レンズ装置は、第２及び第３の磁極片を取り付けるための
調整可能な取付構造をさらに含み得る。取付構造により、特に第１の磁極片に対する第２
及び第３の磁極片の位置を調整することが可能となる。調整可能な取付構造は、例えば、
第１及び第２の磁極片を接続するヨークの周囲に配置されかつこれに固定して取り付けら
れた取付リングを含み得る。例示的な一実施の形態において、取付リングは、３つ以上の
ワイヤ、より一般には、可撓性要素によって適切な位置に保持されている。ワイヤの下端
は、例えば、好ましくは、取付リングの外周部の周りに等間隔をあけて配置された点にお
いて取付リングに固定され、ワイヤの上端は、有利には、第１の磁極片といった、第２及
び第３の磁極片の上流側の１つ又はそれ以上の部品に取り付けられる。この取付構造によ
り、第２及び第３の磁極片を、かさ高い支持部品を必要とすることなく、適切な位置に保
持することが可能となる。従って、第２及び第３の磁極片は、完全に真空環境で保持され
得る。特に第１の磁極片に対する、第２及び第３の磁極片の位置は、必要に応じて、上記
ワイヤのうちの１つ又はそれ以上を適切に短くするかあるいは長くすることによって調整
され得る。
【００９８】
　さらなる例示的な実施の形態において、調整可能な取付構造は、細密調整装置をさらに
含む。精密調整装置は、例えば、対物レンズ装置において、取付リング、あるいは、より
一般には、第２及び第３の磁極片の軸方向位置を調整するための機構、及び取付リング、
あるいは、より一般には、第２及び第３の磁極片の半径方向位置を調整するための機構、
又はこれら２つの組み合わせを含み得る。
【００９９】
　取付リング、従って、第２及び第３の磁極片の軸方向位置を調整するための機構は、固
定された位置又は固定可能な位置を有する対物レンズ装置の部品に一方の端部が取り付け
られたねじを含んでもよく、このねじは、ねじの回転によってその軸方向位置が変化する
ように取付リングに接続された巻線を有する。例えば、ねじを回転させることにより、例
えば、第１の磁極片といった対物レンズ装置の他の部品に対して取付リングを上昇又は下
降させ得る。
【０１００】
　半径方向位置を調整するための調整機構は、楔形部材、内部に２つのボールを有するチ
ャンバを含むベアリング及びねじの組み合わせを含む装置によって形成され得る。チャン
バ及びボールは、ボールがチャンバの４つの側壁のそれぞれに接触するように構成され、
チャンバは、楔形部材の尖った側が２つのボールの間にかつこれらと接触して配置され得
るように一方の側へ開いている。ねじの一方の端部は、ねじの回転が、ねじの下端をさら
にチャンバ内又は外へ動かし、必要に応じて、チャンバを上側方向又は下側方向に動かす
ように、チャンバの上部内に延びている。従って、ねじの回転は、２つのボール間の距離
に変化をもたらし、その結果、２つのボールは、互いに近づき、楔形部材の尖った側を外
側に押す。磁極片に直接又は間接的に接続された楔形部材は、このような動きを磁極片に
伝達し、それにより、対物レンズ装置におけるそれらの半径方向位置を、例えば、第１の
磁極片に対して変化させる。当該技術分野において知られた他の調整機構も用いられ得る
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１０１】
　本発明の上記及び他の有利な特徴は、以下の本発明の例示的な実施の形態の詳細な説明
を添付図面を参照して考慮することにより、さらに明らかとなる。尚、本発明のすべての
可能な実施の形態が本明細書に示される利点の全てあるいはいずれかを必ずしも示すとは
限らない。
【０１０２】
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　図１は、本発明の一実施の形態における電子顕微鏡システムの基本的な特徴及び機能を
概略的に示し、
　図２は、図１に示す電子顕微鏡システムにおいて用いられ得る対物レンズ装置の一実施
の形態の概略図であり、
　図３は、図２に示す磁界生成部品の機能を説明するための電極構成を示し、
　図４は、図２に示す対物レンズ装置のビーム管の下部の拡大図を示し、
　図５は、図２に示す対物レンズ装置の実施の形態によって提供される光軸に沿った複数
の物理的特性を示し、
　図６ａ、図６ｂは、図１に示す電子顕微鏡システムの物体平面における平均入射角の半
径方向依存を説明するためのグラフを示し、
　図７は、本発明に係る対物レンズ装置のさらなる実施の形態を概略的に示し、
　図８は、本発明に係る対物レンズ装置のさらに別の実施の形態を示し、
　図９は、ビーム経路スプリッタ装置の例示的な一実施の形態を示し、
　図１０は、図８に示す実施の形態において用いられる冷却構造を示し、
　図１１は、図８に示す実施の形態において第２及び第３の磁極片を支持するための取付
構造において用いられる調整機構を示し、
　図１２は、図８に示す実施の形態に組み込まれた加熱システムを示し、
　図１３は、図８に示す実施の形態の詳細を示す。
【０１０３】
　以下に説明する例示的な実施の形態においては、機能及び構造において同様である部品
には、可能な限り同様の参照符号を付す。従って、１つの特定の実施の形態の個々の部品
の特徴を理解するために、他の実施の形態及び課題を解決するための手段の説明を考慮及
び参照してもよい。
【０１０４】
　図１は、電子顕微鏡システム１の基本的な機能及び部品を説明する概略図である。電子
顕微鏡システム１は、被検査物体の表面上に一次電子ビームスポットを生成するために複
数の一次電子ビームレット３’を用いる走査電子顕微鏡型（ＳＥＭ）であり、上記表面は
、対物レンズ装置１００の物体平面１０１に配置されている。
【０１０５】
　ビームスポットにおいて物体に入射する一次電子は、物体の表面から発する二次電子を
生成する。二次電子は、対物レンズ装置１００に入射する二次電子ビームレットを形成す
る。電子顕微鏡システム１は、検出装置２００に複数の二次電子ビームレットを供給する
ための二次電子ビーム経路４’を形成する。検出装置２００は、二次電子ビームレット４
’を電子感受性検出器２０３の表面平面上に投影するための投影レンズ装置２０１、２０
２を含む。検出器２０３は、固体ＣＣＤもしくはＣＭＯＳ、シンチレータ装置、マイクロ
チャンネルプレートやＰＩＮダイオードアレイなどから選択される１つ又はそれ以上であ
り得る。
【０１０６】
　一次電子ビームレット３’は、電子源３０１、直線ビーム管３０２、コリメータレンズ
３０３、多孔プレート装置３０４及び視野レンズ３０５を含むビームレット生成装置３０
０によって生成される。
【０１０７】
　図１に示す実施の形態において、電子源３０１は、直線ビーム管３０２内においてシス
テムの光軸上に配置されており、さらにコリメータレンズ３０３によって生成される磁界
に浸される。電子は、電子源３０１から抽出され、発散電子ビームを形成し、発散電子ビ
ームは、コリメータレンズ３０３によって平行にされ、多孔装置３０４を照射するための
ビーム３を形成する。多孔装置３０４は、カップ状電極３０４Ｂの中心に取り付けられた
多孔プレート３０４Ａを含む。カップ状電極３０４Ｂと直線ビーム管３０２の端部のフラ
ンジとの間に電界を生成することができ、この電界は、例えば、減速電界であってもよい
。多孔装置は、多孔プレート３０４Ａに衝突する単一の照射ビーム３から複数の一次電子
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ビームレット３’を生成する。多孔装置の詳細については、例えば、本明細書の導入部で
引用される文献又は本発明と同一の譲受人の国際公開第２００５／０２４８８１号（米国
特許仮出願第６０／５００，２５６号）に示されている。
【０１０８】
　複数の一次電子ビームレットのビーム経路３’には、多孔装置３０４の焦平面の像を物
体平面１０１に投影して、物体上に一次電子ビームスポットのアレイを形成するための視
野レンズ３０５及び対物レンズ装置１００が設けられている。
【０１０９】
　一次電子ビーム経路３’におけるビームレット生成装置３００と対物レンズ装置１００
との間、並びに、二次電子ビーム経路４’における対物レンズ装置１００と検出装置２０
０との間には、ビーム経路スプリッタ／コンバイナ装置４００も設けられている。
【０１１０】
　ビームスプリッタ装置４００により、いずれも対物レンズ装置１００を通過する一次電
子ビームレットのビーム経路３’及び二次電子ビームレットのビーム経路４’を、二次電
子ビームレットが検出装置２００の方向に導かれるように分離することが可能となる。ビ
ームスプリッタ装置の一例は、図９を参照しながら、より詳細に説明される。
【０１１１】
　図２は、図１に示す電子顕微鏡システムにおいて用いられ得る対物レンズ装置１００の
例示的な一実施の形態の側面図の概略断面を示す。対物レンズ装置１００は、被検査物体
７の表面が電子顕微鏡システム１の物体平面１０１内に配置されるように物体７を取り付
けるための物体取付部１２１を含む。物体７は、例えば、欠陥について検査が行なわれる
半導体ウェハであり得る。
【０１１２】
　対物レンズ１０２は、対物レンズ１０２の光軸１２０（すなわち、対称軸）と同軸状で
あり、半径方向内端部１２４を有する第１の磁極片１２３を含む。同じく光軸１２０に関
して回転対称でありかつ同軸状である第２の磁極片１２５が、半径方向内端部１２６を有
し、半径方向内端部１２４及び１２６間に実質的に軸方向の間隙が形成されるように、第
１の磁極片１２３の半径方向内端部１２４から距離を隔てて配置されている。
【０１１３】
　第１及び第２の磁極片１２３、１２５間における内端部１２４、１２６間に形成された
間隙の半径方向外向きに（すなわち、間隙からより大きい距離を隔てて）、励磁コイル１
２９が配置されている。ヨーク１３０が第１の磁極片の一部を形成しかつそこから半径方
向外向きに延びている。また、ヨーク１３０は、第２の磁極片１２５によって形成されか
つそこから半径方向外向きに延びるヨーク１３１に対向して配置されている。ヨーク１３
０、あるいはヨーク１３０によって少なくとも部分的に囲まれるように配置された励磁コ
イル１２９と、ヨーク１３０、１３１が互いに隣接して配置された領域にあるヨーク１３
１との間の間隙には、電気絶縁性樹脂１３３が設けられている。ヨーク１３０は、円筒部
１３５を含み、円筒部１３５は、ヨーク１３１の対応する隣接円筒部１３６から絶縁性樹
脂１３３によって隔てられており、第１の磁極片１２３のヨーク１３０の円筒部１３５は
、第２の磁極片１２５のヨーク１３１の円筒部１３６を部分的に囲んでいる。第１のヨー
ク１３０は、環状ディスク形部１３７をさらに含み、ヨーク１３１の対応する隣接環状デ
ィスク形部１３８から絶縁性樹脂１３３によって隔てられている。このように、第１及び
第２のヨーク１３０、１３１は、ヨーク１３０及び１３１間、より正確には、それらの円
筒部間及び環状ディスク形部間の領域が、それぞれ、磁極片１２３及び１２５から伸び、
これらの一部を形成するヨーク１３０及び１３１間の磁気抵抗が低くなり、また、両磁極
片１２３、１２５が互いに電気的絶縁状態に維持されるような相当な表面積を形成するよ
うに構成及び配置されている。
【０１１４】
　第１の励磁コイル１２９には、第１の励磁コイル１２９に励磁電流を供給し、第１及び
第２の磁極片１２３、１２５の半径方向内端部１２４、１２６間の間隙に磁界を生成する



(23) JP 5663722 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

ための電源１４１が接続されている。第１の励磁コイル１２９によって生成される電界は
、矢印１４２で示す磁束を、磁極片１２３、１２５並びにヨーク１３０及び１３１によっ
て形成される磁気回路に誘導し、第１及び第２の磁極片１２３及び１２５の半径方向内端
部１２４及び１２６間に形成された第１の間隙によって磁気回路が閉じられるようになっ
ている。第１の励磁コイル１２９によって生成された磁界は、光軸１２０と同軸状に配置
されたビーム管１５２から出射する一次電子ビームレットの電子に対して集束効果を有す
る。
【０１１５】
　ビーム管１５２の下端は、第１及び第２の磁極片１２３、１２５の半径方向内端部１２
４、１２６間の第１の間隙の領域に配置されている。本実施の形態においては、ビーム管
１５２を約＋３０ｋＶの電位に保持するために、高電圧源１５３が設けられている。物体
取付部１２１には、コネクタ１５６を介して電圧源１５５が接続され、約－２９．７～－
２８ｋＶの可変高電圧が物体取付部１２１に供給される。被検査物体７は、物体７もまた
約－２９．７～２８．０ｋＶの可変な電位に保持されるように物体取付部１２１と電気的
に接触するように配置されている。
【０１１６】
　一次電子がビーム管１５２を通って移動する際に約６０～９０ｋｅＶの運動エネルギー
を有するように、電極装置（上流側、図示せず）の陰極は約－３０ｋＶ～約－４５ｋＶの
電圧に保持されている。ビーム管１５２の下端は、ビーム管１５２の下端と物体平面１０
１との間の空間において一次電子が減速電界を受けるように、物体平面１０１から距離を
隔てて配置されている。この場合、一次電子は、約５０ｅＶ～約３０００ｅＶの着地エネ
ルギーで物体７に入射することになる。
【０１１７】
　また、第１の磁極片１２３の半径方向内側部分、すなわち、ヨーク１３０の半径方向内
側部分と第１の磁極片１２３の半径方向内端部１２４とを含む部分は、励磁コイル１２７
が配置された空胴１２４’’を有する。励磁コイル１２７は、図示しないさらなる電源に
電源１４１と同様にして接続され、ヨーク１３０を含む第１の磁極片１２３から電気的に
絶縁されている。第１の磁極片１２３の半径方向内端部１２４内にはさらなる間隙１２４
’が形成されており、間隙１２４’は、空胴１２４’’につながっている。従って、第１
の磁極片は、第４の磁極片及び第３の間隙１２４’を形成するように機能的に分割され構
成されている。それぞれの電源によって励磁コイル１２７が励起されると、間隙１２４’
の領域に磁界が形成され、この磁界は、第１の磁極片１２３と第２の磁極片１２５との間
の第１の間隙において励磁コイル１２９によって生成される集束磁界の強度及び位置を精
密に調整する働きをする。
【０１１８】
　ビーム管１５２の下端と物体７との間に生成される電界は、これらの位置及びこれらに
印加される電圧によって規定されるだけでなく、図示される実施の形態においては、第２
の磁極片１２５に印加される電圧によっても影響される。特に、第２の磁極片１２５の半
径方向内端部１２６は、電気コネクタ１５６及び第２の磁極片１２５の両方に接続された
高電圧源１５９によって、例えば、物体取付部１２１の電気コネクタ１５６に対して、約
＋３．９ｋＶの電圧に保持され得る。その効果について以下に図５を参照しながらより詳
細に説明する。また、図２に示す実施の形態において、遮蔽電極１５４が示されており、
遮蔽電極１５４には、遮蔽電極１５４の領域において電界から物体を遮蔽し、これによっ
て物体の不要な帯電を防ぐように、電気コネクタ１５６又は物体取付部１２１と同じ電圧
が印加される。遮蔽電極は、内部開口を有する環状形状を有し、光軸１２０に関して対称
であり、さらに、荷電粒子が内部開口を通って物体に到達し得るように配置されている。
【０１１９】
　図３に示すように、第２の磁極片１２５の下縁は、その半径方向内端部１２６において
、物体７の物体平面１０１と一致する面から距離ｄ1を隔てて配置されている。ビーム管
１５２の下端は、物体平面１０１から距離ｄ2を隔てて配置されている。磁極片１２５の
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半径方向内端部１２６によって規定される穴の直径をＤ1で示し、ビーム管１５２の下端
における直径をＤ2で示す。
【０１２０】
　距離ｄ1及びｄ2、直径Ｄ1及びＤ2、並びに、磁極片１２５及びビーム管１５２に印加さ
れる物体７に対する電圧は、光軸１２０付近の領域において物体平面１０１の真上に生成
される電界が実質的に均一な電界になるように調整される。図３は、ビーム管１５２の下
端と磁極片１２５との間、並びに、磁極片１２５と物体７との間の静電界を表す様々な力
線あるいは等電位線を示す。図３に示すように、物体平面１０１に最も近接する力線１６
１は実質的に直線であり、光軸１２０の周囲の領域において実質的に均一な電界を示して
いる。このような実質的に均一な電界は、一次電子ビームレット３のそれぞれを所望の着
地エネルギーに減速させる目的で生成される。実質的に均一な電界は、二次電子ビームレ
ット４’のそれぞれが対物レンズ１０２に入射する際に実質的に同じ運動エネルギーを有
するように、物体７から発する二次電子に対して抽出電界も形成し得る。
【０１２１】
　図２に示す対物レンズ装置の構成において、物体平面１０１における電界は、２つの成
分に分割され得る。すなわち、電界の第１の成分Ｅ1が、磁極片１２５と物体７との間の
電位差によって生成され、第２の成分Ｅ2が、ビーム管１５２と物体７との間の電位差に
よって生成される。両成分は、光軸１２０の周囲の領域において物体平面１０１における
電界に対して実質的に同じ作用を有する。これは、ビーム管１５２に印加される電圧及び
磁極片１２５に印加される電圧を以下の２つの設定にしたがって変化させることによって
説明され得る。すなわち、第１の設定において、ビーム管１５２は、物体７に対して５９
ｋＶの電位に設定され、磁極片１２５は、物体７と同じ電位に設定される。物体平面１０
１上及び光軸１２０上に結果として生じる電界は、１．８ｋＶ／ｍｍである。第２の設定
においては、磁極片１２５は、物体７及びビーム管１５２に対して３．９ｋＶの電位であ
り、物体平面１０１に結果として生じる電界は、１．２ｋＶ／ｍｍである。
【０１２２】
　従って、以下の要件、
【０１２３】

【数７】

【０１２４】
が満たされる。
【０１２５】
　図２に示す実施の形態において、第３の磁極片１６３は、物体平面とほぼ平行に延び、
半径方向内端部１６４を有する。第３の磁極片１６３の半径方向内端部１６４は、第２の
磁極片１２５の半径方向内端部１２６よりも光軸１２０から大きい距離を隔てて配置され
、両方の半径方向内端部は、光軸１２０に直交する同じ平面内に配置されている。このよ
うに、第３の磁極片１６３の半径方向内端部１６４と第２の磁極片１２５の半径方向内端
部１２６との間に、半径方向間隙が形成されている。磁極片１６３は、磁極片１２５、ヨ
ーク１３１及び磁極片１６３によって磁気回路が形成されるようにヨーク１３１と一体に
形成されており、この磁気回路は、磁極片１２５及び１６３の内端部１２６及び１６４間
に形成される間隙によって閉じられる。この磁気回路において、矢印１６６で示す磁束が
励磁コイル１６７によって生成され、励磁コイル１６７には、電源１６９によって電流が
供給される。磁極片１２５及び１６３間の間隙に形成された空間は、励磁コイル１６７と
、磁極片１２５及び１６３と、ヨーク１３１との間に絶縁材料層を形成する働きをする絶
縁性樹脂１７０が充填されている。このように、励磁コイル１６７は、磁極片１２５及び
１６３から電気的に絶縁され、接地電位で作動し得るようになっている。
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【０１２６】
　図２において、第３の磁極片１６３が、第３の磁極片の物体７に面する表面が物体平面
に配置された物体７と実質的に平行に延びている半径方向内側環状部１６３ＩＰを、物体
７から第１の距離を隔てて有することも示されている。加えて、第３の磁極片１６３は、
第３の磁極片１６３の物体７に面する表面が物体平面１０１と実質的に平行に延びている
半径方向外側環状部１６３ＯＰを、物体７から第２の距離を隔てて有する。第２の距離は
、第１の距離より大きく、すなわち、外側環状部１６３ＯＰは、内側環状部１６３ＩＰよ
りも物体７から遠くに配置されている。内側及び外側環状部１６３ＩＰ、１６３ＯＰは物
体７に対して小さい角度で配置され得るので、第１及び第２の距離は、第１及び第２の平
均距離と呼ぶことができる。内側及び外側環状部１６３ＩＰ、１６３ＯＰは、中間部１６
３ＭＰによってつながっており、中間部１６３ＭＰは、第３の磁極片１６３の内側及び外
側環状部１６３ＩＰ、１６３ＯＰの両方よりも、物体７に対して大きい角度で配置されて
いる。図２から、第３の磁極片の内側環状部の半径方向外端部は、遮蔽電極の内部開口内
に半径方向に配置されていることも分かる。
【０１２７】
　図２は、さらに、励磁コイル１６７を冷却するための冷却水の供給ライン１７１を概略
的に示す。ライン１７１には、冷却水源１７２によって冷却水が供給され、冷却水源１７
２も接地電位に設定されている。従って、励磁コイル１６７と、磁極片１６３及び１２５
との間が電気的に絶縁されていることにより、冷却水源１７２及び電源１６９は、接地電
位で便利に作動可能である。
【０１２８】
　励磁電流を供給するよう、電源１６９は、物体平面１０１内及び光軸１２０上において
、磁極片１２５及び１６３の内端部１２６及び１６４間の間隙に生成される磁界が、磁極
片１２３及び１２５の内端部１２４及び１２６間の間隙に生成される集束磁界を補償する
ように調整されている。上記補償磁界により、有利には、集束磁界をゼロに補償すること
ができ、その結果、物体７に入射する一次電子ビームレットの電子は、物体７の真上で実
質的に磁界を全く受けない。上記領域に磁界が存在しないことにより、テレセントリック
性、及び集束磁界によって誘発され得る像の回転に起因する誤差を改善することが可能と
なる。
【０１２９】
　図５は、光軸１２０に沿った磁束密度すなわち磁界強度Ｂ及び電界強度Ｅのグラフを示
す。磁界強度Ｂは、物体平面１０１から、最大で、図２に示す実施の形態の光軸１２０上
の位置１８１まで急激に上昇する。磁界Ｂの物体平面１０１からの最大位置１８１への急
激な上昇と比較して、磁界Ｂは、その後、物体平面１０１からの距離がさらに増加するに
つれてゆっくりとした減少のみを示している。物体平面１０１からの距離の増加に伴うＢ
のこのような緩やかな減少は、磁極片１２３の半径方向内端部１２４（内側部分）によっ
て形成される穴をテーパ状にすることによって実現され得る。物体平面１０１から約２８
．４ｍｍの距離を隔てて配置された第１の平面１８３において、上記穴は、約２０ｍｍの
最小直径を有する。物体平面１０１に最も近接する磁極片１２３の前面部は、第２の平面
１８４において約２０ｍｍの距離を隔てて配置されており、穴のこの部分における直径は
、約４１ｍｍ（前面直径）である。従って、磁極片１２３の半径方向内端部１２４によっ
て形成される穴の直径は、物体平面１０１からの距離が減少するにつれて、平面１８４に
おいて最小値約２２ｍｍから最大値約４１ｍｍ（前面直径）まで半径方向に増加する。
【０１３０】
　磁極片１２３の半径方向内端部１２４（あるいは、内側部分）がこのような特定の形状
を有することにより、集束磁界強度Ｂを、物体平面１０１からの距離の増加にしたがって
比較的緩やかに減少させることが可能になる。
【０１３１】
　図５は、光軸１２０からある一定の距離を隔てたところから始まり、対物レンズの焦平
面において光軸１２０と平行する光線を表すγ線も示す。このγ線は、集束磁界強度Ｂが
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最大になる箇所である位置１８１に近接する位置において光軸１２０と交差する。これに
より、例えば、像面湾曲の値が低くなる。
【０１３２】
　図５は、γ線が光軸に対して斜めに物体平面１０１と交差することをさらに示す。これ
は、光学システムにテレセントリックな直線性誤差が存在することを示している。しかし
、この小さいテレセントリックな直線性誤差は、許容されるものであるばかりではなく、
以下に図６ａ及び図６ｂを参照しながら示される３次テレセントリック誤差を減少させる
ように意図的に選択されたものである。
【０１３３】
　図６ａは、１次テレセントリック誤差が存在しないと仮定した場合に対物レンズ１０２
によってもたらされる３次テレセントリック誤差の依存を示す。平均入射角θ、従って、
３次テレセントリック誤差は、中心軸すなわち光軸１２０からの距離ｒが増加するにつれ
て、ｒ3に応じて増加する。図６ａにおいて、円錐体１９１は、位置１９２において物体
平面１０１に入射する一次電子の集束されたビームを示す。方向１９３は、それぞれの位
置１９２におけるこれらの集束ビームの一次電子の平均入射方向を示す。これらの平均方
向１９３は、光軸に対して平均入射角θの向きになっている。一次電子ビーム１９１の光
軸１２０からの最大距離における最大平均角θは、４０ｍｒａｄ程度であり得る。
【０１３４】
　図１に示す視野レンズ３０５は、例えば、対物レンズ装置１００に入射するビーム経路
がテレセントリックなビーム経路にならない程度のテレセントリックな直線性誤差をもた
らすように設計され得る。これにより、図６ｂに示すような３次テレセントリック誤差の
依存が生じる。平均入射角θは、ｒ＝０から、まず、最小の－１０ｍｒａｄを通過し、そ
の後、最大値ｒにおいて、最大の＋１０ｍｒａｄに達する。このように、図６ａに示す状
態と比べて、３次テレセントリック誤差の最大値がうまく低減されている。
【０１３５】
　図６ｂは、以下のようにも解釈することができる。すなわち、負の最大値θ（ｒ）が位
置する内側リング部分１９５において、物体平面１０１に入射する電子ビームは、光軸か
ら発散しており（負の平均入射角、負の最大値θi）、内側リング部分１９５を囲む外側
リング部分１９６において、物体平面１０１に入射する一次電子ビームは、光軸に対して
収束している（正の入射角、最大平均入射角θ0）。これは、以下の比率によって適切に
表され得る。
【０１３６】
【数８】

【０１３７】
　図５の線ＣSは、像面湾曲の依存をさらに示し、線Ｅ’は、光軸１２０に沿った電界強
度Ｅの導関数の依存を示している。
【０１３８】
　物体平面１０１から大きな距離を隔てたところから開始した場合、像面湾曲ＣSは、Ｅ
’が負でありかつ集束磁界Ｂが増加している領域を除いて、徐々に増加しているようであ
る。Ｅ’が負であり、Ｂが増加している領域における像面湾曲ＣSのこのような減少は、
物体平面１０１におけるＣSの値を減少させるのに有利である。
【０１３９】
　図４に、ビーム管１５２、並びに、ビーム管１５２と第１の磁極片１２３との間の絶縁
材１３２の形状の例示的な実施の形態を示す。その大部分において、ビーム管１５２は、
側壁の厚さが下端まで実質的に一定の直管である。ビーム管１５２の下端は、ビーム管１
５２の半径方向外面の方向に約１８０度曲がったビーム管１５２の一部によって形成され
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ている。この下端は、円形リムとして形成され、ビーム管１５２の直線部分の半径方向外
面と円形リム１５２’との間に間隙１５２’’が形成されている。間隙１５２’’は、実
質的に矩形であり、ビーム管１５２の直線部分の側壁と平行に延びている。間隙１５２’
’の幅ｔ4、すなわち、半径方向寸法は、約２ｍｍである。リム１５２’の断面は、リム
１５２’の外面、すなわち、ビーム管１５２の直線部分と反対方向に面する表面に嵌め込
まれた円の半径によって適切に示され得る。リム１５２’の最上部１５２’ａ、すなわち
、物体平面１０１から最も離れた部分において、リム１５２’の表面形状は円Ｃ１の半径
（約１．２ｍｍ）によって示すことができ、隣接部分１５２’ｂは円Ｃ４の半径（約１１
ｍｍ）によって示すことができ、さらなる隣接部分１５２’ｃは円Ｃ３の半径（約３ｍｍ
）によって示すことができ、リム１５２’の半径方向外側下端１５２’ｄは円Ｃ５の半径
（約６ｍｍ）によって示すことができ、リム１５２の半径方向内側下端１５２’ｅは円Ｃ
２の半径（約１．２ｍｍ）によって示すことができる。リム１５２’の最上部１５２’ａ
は、第１の磁極片１２３の半径方向内端部１２４から約５ｍｍの距離ｔ2だけ離間してい
る。リム１５２’の半径方向下端１５２’ｄは、第２の磁極片１２５上に配置された電極
１４４から約１０ｍｍの距離ｔ3だけ離間している。
【０１４０】
　ビーム管１５２のこのような形状、特に、リム１５２’の設計により、有利な電界形状
を実現することが可能となる。特に、第１の磁極片１２３の内端部１２４の傾斜及び／又
はテーパ状領域が、光軸１２０から効率的に分離される。
【０１４１】
　半径方向内端部１２４のビーム管１５２の外面と平行に延びる部分とビーム管１５２の
外面との間に形成された空間に、絶縁部材１３２が配置され、絶縁部材１３２は、その領
域において約４ｍｍの厚さすなわち幅ｔ1を有する。第１の磁極片１２３の半径方向内端
部１２４の直径が増加し始める領域（第１の磁極片１２３の傾斜又はテーパ状部分の始端
、図２の平面８３も参照）において、絶縁部材１３２は、２つの部分１３２’及び１３２
’’に分かれており、部分１３２’は、ビーム管１５２半径方向外面に沿って間隙１５２
’’の下端までさらに延び、部分１３２’’は、第１の磁極片１２３の傾斜部分に沿って
短く延びている。絶縁部材１３２のこのような形状及び構成により、第１の磁極片１２３
及びリム１５２’をビーム管の管状部分から効率的に絶縁することが可能となる。間隙１
５２’’内部の領域には電界が全く存在しないので、クリープ電流及び表面漏れの発生を
防ぐのに有利である。第１の磁極片１２３の傾斜（あるいは、テーパ状）部分の一部は、
電極材１４０によって被覆されている。
【０１４２】
　図７は、本発明に係る対物レンズ装置のさらなる実施の形態を示す。部品の参照符号は
、図２の対物レンズ装置の部品のものに準拠している。第１の磁極片１２３の形状は、空
胴が形成されていないために第４の磁極片が存在せず、従って、さらなる調整磁界が形成
されないという点で、図２に示す実施の形態と異なる。代わりに、位置合わせ素子（図示
せず）が、第１の磁極片１２３の半径方向上部内端部１２４’’’とビーム管１５２の絶
縁材１３２との間の空間１４９に配置されている。ビーム管１５２の絶縁材１３２は、図
４を参照しながら詳細に説明した、いくつかのサブセクション１３２’、１３２’’を含
む。空胴１２４’’が存在しないこと以外は、第１、第２及び第３の磁極片の構成、並び
に、励磁コイル及び電源の構成は、図２に示す実施の形態のものと非常に類似している。
半径方向内側領域において、第２の磁極片１２５の物体平面１０１と反対方向に面する表
面は電極材１４４によって被覆され、電極材１４４は、第３の磁極片１６３の物体平面１
０１の方向に面する表面の半径方向内側部分上に配置された電極材１４４’に接続されて
いる。第１の磁極片１２３と第２の磁極片１２５との間は、絶縁性樹脂１３３によって絶
縁され、絶縁性樹脂１３３は、電極材１４４の半径方向外側縁部まで半径方向内向きに延
びている。励磁コイル１２９が第１の磁極片１２３の内部に配置された空間は、絶縁部材
１４３によって対物レンズ装置の内部から隔てられ、絶縁部材１４３の一方の端部は、ね
じ１４５によって第１の磁極片１２３に取り付けられており、絶縁部材１４３の上記端部
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と第１の磁極片１２３との間における上記ねじに隣接する間隙には、ガスケット１４６が
設けられている。絶縁部材１４３の他方の端部には、さらなるガスケット１４６’が設け
られ、絶縁部材１４３のこの端部は、絶縁性樹脂１３３と第１の磁極片１２３の環状ディ
スク形部との間に配置されている。物体平面１０１と反対方向に面する励磁コイル１２９
の側面に直接隣接して水冷システム１７３が配置されており、水冷システム１７３は、電
気絶縁性のねじ１７５によって第１の磁極片１２３のヨーク１３０に取り付けられている
。水冷システム１７３は、対物レンズ装置１０２の外部に配置された冷却水源１７４に接
続されている。このように、水冷システムは、ほぼ大気圧環境に便利に設けられている。
【０１４３】
　励磁コイル１６７及び冷却水１７１のラインは、第２及び第３の磁極片１２５、１６３
並びにヨーク１３１の内部に形成された空間において注型樹脂１７０に埋め込まれ、第２
及び第３の磁極片１２５、１６７からの電気的絶縁を実現すると共に、冷却水源１７２を
ほぼ大気圧環境に設けることを可能にしている。注型樹脂１７０の半径方向内端部に隣接
してガスケット１４７が設けられ、ガスケット１４７もまた第２の磁極片１２５の物体平
面１０１の方向に面する表面及び第３の磁極片１６３の物体平面１０１と反対方向に面す
る表面に押し付けられて、圧力シールを形成する。
【０１４４】
　上記絶縁装置は、水冷装置１７３、１７４、１７１、１７２をほぼ大気圧環境とするこ
とだけでなく、対物レンズ装置の内部の大きな空間を排気することを不要にするという点
で有利である。
【０１４５】
　第３の磁極片１６３と遮蔽電極１５４との間を電気的に絶縁すると共に、圧力シールを
形成するために、遮蔽電極１５４と第３の磁極片１６３の物体平面１０１の方向に面する
表面との間には、セラミック／注型樹脂部材１３４が設けられている。注型樹脂／セラミ
ック部材１３４の半径方向内端部は、厚みが減少している部分を有し、樹脂／セラミック
部材１３４のこの薄い部分と、第３の磁極片１６３の物体に面する表面との間にガスケッ
ト１４８を収容するようになっている。注型樹脂／セラミック部材１３４及び遮蔽電極１
５４は、接続リング１８０’に取り付けられており、接続リング１８０’は、遮蔽電極１
５４と位置合わせされて配置されたさらなるリング１８０に遮蔽電極を接続している。さ
らなるリング１８０は、その上に配置されたセラミック／樹脂素材からなるリング１３９
を有し、リング１３９は、ねじ１７９、接続部材１７８、及び、ねじ１７６によってヨー
ク１３０に取り付けられた接続部材１７７により、注型樹脂／セラミック部材１３４及び
ヨーク１３０に接続されている。
【０１４６】
　図８に、本発明に係る対物レンズ装置のさらなる実施の形態を示す。磁極片やビーム管
などの主要部品の主なレイアウトは、上述の実施の形態のものに概ね対応している。図２
及び図７の実施の形態と、図８の実施の形態との主な違いは、ビーム管に対する第１の磁
極片の配置にある。前述の２つの実施の形態においては、第１の磁極片１２３はビーム管
１５２から電気的に絶縁され、接地電位にあったが、図８に示す実施の形態においては、
第１の磁極片１５０１の内側部分がビーム管１１５２に電気的に接続されている。特に、
ビーム管１１５２は、第１の磁極片１５０１の半径方向の最も内側の部分に取り付けられ
ている。この構成は、ビーム管１１５２への電圧の供給が、前述の実施の形態に比べて容
易となるという点で有利である。従って、本実施の形態において、第１の磁極片は、ビー
ム管と同じ電位に設定される。このことは、ビーム管１１５２の領域の静電界あるいは磁
界に何ら悪影響を与えない。第１の磁極片をある電圧に設定するには、第１の磁極片を、
ビーム管１１５２に接続され、かつ、絶縁層１５０３によって第１の磁極片の第２の部分
１５０２から電気的に絶縁された内側部分１５０１に分割することが必要である。第１の
磁極片の内側部分１５０１から第１の磁極片の外側部分１５０２に磁束を通過させるため
に、内側部分１５０１は、第１の磁極片の外側部分１５０２の円筒部１５０２Ａに面して
かつこれと平行に配置された円筒部１５０１Ａを有する。さらに、第１の磁極片の内側部
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分１５０１は、平坦な環状部分１５０１Ｂを含み、環状部分１５０１Ｂは、円筒部１５０
１Ａに半径方向外側方向に連結され、第２の磁極片の外側部分の環状部分１５０２Ｂと並
列にかつこれと対向して配置され、例えば、閉磁路を使用可能にするようになっている。
絶縁層１５０３は、第１の磁極片１５０１のテーパ状の内側部分のセクションに沿って延
び、円筒部１５０１Ａ、１５０２Ｂ間、及び環状部１５０１Ｂ、１５０２Ｂ間に形成され
た間隙を埋めている。
【０１４７】
　図８には、第１の磁極片の内側部分１５０１もまた、光軸１１２０に対して円錐開口角
αを有する円錐状セクションを含むことも示されている。
【０１４８】
　また、励磁コイル１１２９の周囲に配置された水冷ライン１１７３も図８に示されてい
る。
【０１４９】
　前述の実施の形態とのさらなる違いは、第２及び第３の磁極片の取り付け、第２及び第
３の磁極片間に配置された励磁コイルの冷却、及び各部品の内部空間のシーリングにある
。
【０１５０】
　セラミック絶縁材１５１０の３つの側面上を励磁コイル１１６７が覆っており、励磁コ
イル１１６７及びセラミック絶縁材１５１０の両方は、第２及び第３の磁極片間の空間に
おいて注型樹脂１５１１によって固定されている。セラミック絶縁材１５１０は、熱伝導
性導電材料からなる外側リングに接続され、外側リングは、銅配線によって第１の磁極片
に接続されている。便宜上、この構成は図８には示されていないが、図１０を参照して詳
述されている。図８は、第２及び第３の磁極片１１６３、１１２５を支持するための取付
構造の一部を示す。取付構造は、第２及び第３の磁極片１１６３、１１２５の半径方向外
面上に配置された支持ブラケット１５１２を含み、ブラケット１５１２は、第２の磁極片
１１２５の上面及び第３の磁極片１１６３の下面に跨がっている。ブラケット１５１２と
磁極片１１６３、１１２５との間には、磁極片１１６３、１１２５に沿ってさらに延びる
さらなる絶縁層１５１３が設けられている。ブラケット１５１２は、取付リング１５１４
に固定されている。取付リング１５１４は、第１の磁極片の下部に接続部材１５１６によ
って固定された３つの金属線１５１５によって適切な位置に支持されている。この取付構
造により、第１の磁極片及び物体平面に対する磁極片１１２５、１１６３の位置を調整す
ることが可能となる。さらに、この取付構造により、第２及び第３の磁極片１１２５、１
１６３を完全に真空環境に配置することが可能となるので、２つの磁極片１１２５、１１
６３の内部空間を排気する必要がなくなると共に、複数のシールが不要となって運転及び
設置がより容易となる。
【０１５１】
　さらなる局面において、第１の磁極片の内側部分１５０１の選択された形状により、内
側部分１５０１によって形成される空間あるいは穴の内部に対物レンズ装置の上流側に配
置される部品を一体化することが可能となり、これにより、検査システムの所要空間が全
体として減少し、システムの光学特性が向上する。図８に示す実施の形態においては、ビ
ーム経路スプリッタ装置１４００の下部が示されており、その外面は、アウトライン１４
００’として概略的にかつ簡単に示されている。さらに、磁界装置１４０７の下部が示さ
れている。第１の磁極片１５０１の内側部分の物体平面と反対方向に面する内面には、階
段状の突部１５０１Ｃが形成されている。上面に絶縁層１５７６が取り付けられた支持要
素１５７５が、第１の磁極片の内側部分１５０１の突部１５０１Ｃによって支持されかつ
これに固定されている。有利には、ビーム経路スプリッタ装置の外面１４００’は、その
アウトラインが、支持要素１５７５及びその上の絶縁層１５７６によって形成されるもの
に対応するように形成され得る。この場合、ビーム経路スプリッタ装置１４００の下部は
、支持要素１５７５と離間したままになるように、又は、支持要素１５７５（あるいは、
絶縁層１５７６）上に位置するように配置され得る。このように、ビーム経路スプリッタ
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装置１４００の下部は、第１の磁極片の円筒部１５０１Ａ及び環状部分１５０１Ｂによっ
て形成される空間に挿入される。従って、ビーム経路スプリッタ装置の下端、及び、特に
、磁界装置１４０７の下端Ｐ１は、物体平面１１０１から第１の距離Ｄ1を隔てて配置さ
れ、第１の距離Ｄ1は、励磁コイル１１２９の上面Ｐ２と物体平面１１０１との間の第２
の距離Ｄ2よりも小さい。従って、第１の磁極片の内側部分の円錐状の内側下部及び円筒
状の上部は、ビームスプリッタ装置の一部を収容する。
【０１５２】
　図９に、例示的なビーム経路スプリッタ装置４００及び対物レンズ装置１００の簡略化
した実施の形態を概略的に示す。複数の一次電子ビームレットを含む一次電子ビーム経路
３’は、ビーム経路スプリッタ装置４００の第１の磁界部４０３に入射する。磁界部４０
３は、図９に見られるように、一次電子ビーム経路を角度αだけ、一方の側に、特に、電
子の移動方向右側に偏向させる均一な磁界を形成する。次いで、一次電子ビーム経路３’
は、実質的に磁界が存在しないドリフト領域４０５を通過し、一次電子ビーム経路３’は
、ドリフト領域４０５において直線を辿るようになっている。その後、一次電子ビーム経
路３’は、一次電子ビーム経路１３を角度βで右側に偏向させるための均一な磁界が形成
された磁界領域４０７に入射する。次いで、一次電子ビーム経路３’は、物体平面１０１
に配置された物体７の表面上に一次電子ビームレットを集束させる働きをする対物レンズ
装置１００に入射する。対物レンズ装置１００の軸１２０は、システム全体の光軸ｚに一
致している。
【０１５３】
　対物レンズ装置１００は、一次電子ビームレットに対して磁界集束機能を有する磁気レ
ンズ群及び静電集束機能を有する静電レンズ群を含む。本発明に係るこの静電レンズ群の
可能な構成については、例えば、図２及び図８を参照しながら上記に説明した。さらに、
静電レンズは、物体面７に入射する前に一次電子を減速させるための電界によって一次電
子に対して減速効果を発揮するように構成され得る。この図の記載に関連して言及される
静電レンズ装置は、前述の実施の形態からいずれか適したものが選択され得る。
【０１５４】
　静電レンズ装置に供給される電圧を変化させるために制御器４２０が設けられ、一次電
子が物体に衝突する運動エネルギー、すなわち、着地エネルギーが、例えば、約０．３ｋ
ｅＶ～２．０ｋｅＶの範囲で調整され得るようになっている。一次電子がビーム経路スプ
リッタ装置４００を通過する運動エネルギーは、一般に、一定であり、物体面への一次電
子の着地エネルギーに依存する。
【０１５５】
　図示されるビーム経路スプリッタ装置のさらなる詳細についての記載は、本発明と同一
譲受人の国際公開第２００５／０２４８８１号（米国特許仮出願第６０／５００，２５６
号）に見られる。当業者であれば、上記に示す複数の磁界領域を含むビームスプリッタを
設計及び作製するための技術に精通しているであろう。米国特許第６、０４０，５７６号
、又は「ＳＭＡＲＴ：ＢＥＳＳＹ　ＩＩのための計画された超高分解能分光顕微鏡（Ａ　
Ｐｌａｎｎｅｄ　Ｕｌｔｒａｈｉｇｈ-Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｉｃｒ
ｏｓｃｏｐｅ　Ｆｏｒ　ＢＥＳＳＹ　ＩＩ）」（Ｒ．フィンクら（Ｒ．Ｆｉｎｋ　ｅｔ　
ａｌ），Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ
　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｐｈｅｎｏｍｅｎａ ８４，１９８７年、２３１～２５０頁、又は「
低収差ビーム分離器（Ａ　Ｂｅａｍ　Ｓｅｐａｒａｔｏｒ　Ｗｉｔｈ　Ｓｍａｌｌ　Ａｂ
ｅｒｒａｔｉｏｎ）」（Ｈ．ミューラーら（Ｈ．Ｍｕｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ），Ｊｏｕｒ
ｎａｌ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　４８（３），１９９９年，１
９１～２０４頁）を参照されたい。
【０１５６】
　磁界部４０３及び４０７における磁界強度の絶対値はほぼ等しく、磁界部４０３及び４
０７の長さは、左側への角度αの偏向及びこれに続く右側への角度βの偏向によって引き
起こされる空間分散が実質的にゼロになるように選択される。さらに、磁界部４０３及び
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４０７並びにドリフト領域４０５は、ビーム経路スプリッタ装置４００によって一次電子
ビーム経路３’に対して引き起こされる偏向が、１次において実質的に無非点収差であり
、かつ、１次において実質的に歪曲収差を有しないように選択される。従って、物体７の
表面に高品質でパターンを結像することができる。この結像品質は、物体７への一次電子
の着地エネルギーに実質的に依存せずに維持される。
【０１５７】
　複数の二次電子ビームレットを含む二次電子ビーム経路４’は、二次電子ビーム経路４
’を角度γだけ右側に偏向させる磁界領域４０７によって一次電子ビーム経路３’から分
離されている。
【０１５８】
　例えば、約０ｅＶ～１００ｅＶの範囲の運動エネルギーで物体７から発する二次電子は
、対物レンズ装置１００の静電レンズ装置によって生成される電界により、一次電子の着
地エネルギーを調整するための制御器４２０による設定に依存する運動エネルギーに加速
されることになる。従って、磁界領域４０７に入射する二次電子の運動エネルギーは、一
次電子の着地エネルギーに依存して変化することになる。
【０１５９】
　磁界領域４０７によってもたらされる二次電子ビーム経路４’に対する偏向角γは、こ
れに応じて変化することになる。磁界領域４０７を出た後、二次電子ビーム経路は、二次
電子ビーム経路４’をさらに右側に偏向させる均一な磁界を形成するさらなる磁場領域４
１１に入る前に、実質的に磁界が存在しないドリフト領域４０９を通過する。磁界領域４
１１の磁界強度は、制御器４１３によって調整され得る。磁界領域４１１を出た後、二次
電子ビーム経路は、均一な磁界を形成するさらなる磁界領域４１５に直ちに入り、さらな
る磁界領域４１５の磁界強度も、制御器４１３によって調整され得る。制御器４１３は、
一次電子ビームの着地エネルギーの設定に依存して動作し、磁界領域４１１及び４１５に
おける磁界強度を調整して、一次電子ビーム経路が、一次電子の着地エネルギー及び偏向
角γに依存しない所定の位置及び所定の方向において磁界領域４１５を出るようにする。
従って、２つの磁界領域４１１、４１５は、所定の二次電子ビーム経路４’が磁界領域４
１５を出る際に、二次電子ビームをこれに一致するように調整する２つの連続したビーム
偏向器の機能を果たす。
【０１６０】
　制御器４１３によって磁界領域４１１、４１５の磁界強度が変化することにより、これ
ら電子光学素子４１１、４１５が二次電子に対して有する四重極作用が変化する。四重極
作用のこのような変化を補償するため、磁界領域４１５のすぐ下流側に、さらなる磁界領
域４１９が設けられている。磁界領域４１９においては、均一な磁界が形成されており、
その磁界強度は、制御器４１３によって制御される。また、磁界領域４１９の下流側には
、四重極レンズ４２１が設けられており、四重極レンズ４２１は、着地エネルギーの異な
る一次電子に対してビーム経路を補償する際に磁界部４１１、４１５によって引き起こさ
れる残りの四重極作用を磁界領域４１９と協働して補償するように、制御器４１３によっ
て制御される。
【０１６１】
　二次電子ビーム経路に設けられた電子光学部品４０７、４０９、４１１、４１５、４１
９及び４２１は、一次電子の着地エネルギーの１つの特定の設定に対して、ビーム経路ス
プリッタ装置４００を通過する二次電子ビーム経路が、１次において実質的に無非点収差
であり、１次において歪曲収差を有さず、かつ、１次において分散補正されるように構成
されている。このような結像品質は、２ｋＶ以外の着地エネルギーの設定に対して維持さ
れるが、一定限度量の分散補正の低下は生じる。
【０１６２】
　尚、磁界部４０７、４１１、４１５及び４１９の領域には、物体平面１０１の中間像が
形成される。中間像の位置は、一次電子の着地エネルギーの設定及びこれに応じた二次電
子の運動エネルギーに依存して、ビーム軸に沿って変化する。
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【０１６３】
　図１０に、特に図８に示す実施の形態で用いるのに適した、固体材料による冷却に完全
に基く冷却装置の一実施の形態を概略的に示す。同様の参照符号は、同様の部品を示す。
この例示的な実施の形態において、励磁コイル１１６７は、実質的に全ての側においてセ
ラミック電気絶縁層１５１０で囲まれている。励磁コイル１１６７及び絶縁層１５１０の
両方は、光軸の周りを一周して（図示しない外部電源に接続された、セラミック絶縁材を
貫通する励磁コイルの電気的接続部を除いて）実質的に連続して延びている。励磁コイル
１１６７とセラミック絶縁材１５１０からなる装置の３つの側には、電気絶縁材料（この
場合は、注型樹脂）からなるさらなる層１５１１が形成されている。セラミック絶縁材１
５１０は、接続部材１５１０Ａによって、セラミック材料１５１２からなるリングと、銅
製の内部コア１５１０Ｃを収容する外側セラミック外装体１５１０Ｂを含むリングとを両
方含む外側リングに接続されている。両方のリングは、第２及び第３の磁極片１１２５、
１１６３に固定して取り付けられ、また、図８を参照しながら説明した取付リング１５１
４に固定されている。セラミック接続部材１５１０Ａは、励磁コイル１１６７を囲むセラ
ミック絶縁材１５１０と、銅製コアリング１５１０Ｃ及びセラミックリング１５１２との
間に熱伝導接触をもたらし、励磁コイル１１６７によって発生する熱を除去する。銅製コ
アリング１５１０Ｃ及び励磁コイル１１６７の周囲のセラミック絶縁材１５１０と異なり
、接続部材１５１０Ａは、連続したリングとしてではなく、第２及び第３の磁極片１１２
５、１１６３と一体に形成されかつこれらを接続するヨークの円周に配置された小リング
セクションとして形成されており、この小セクションは、上記ヨークの第２及び第３の磁
極片１１２５、１１６３の半径方向外面を貫通している。銅製リング及びセラミックリン
グ、すなわち、１５１０Ａ～１５１０Ｃは、（図示しない）銅線によって、対物レンズ装
置の排気された内部の外側にある冷却システムに接続されている。この接続は、例えば、
取付構造に関連して図８に示すワイヤ１５１５及び接続片１５１６と同様に構成してもよ
く、第１の磁極片内に収容された励磁コイルの冷却システムに接続されるように第１の磁
極片を貫通して延びていてもよい。このようにして、冷却システムの励磁コイルからの電
気的絶縁を容易にすると共に、第２及び第３の磁極片に対して自在な取付構造を実現可能
な冷却システムが形成される。
【０１６４】
　図１１に、図８に示すような、取付リング１５１４に支持された第２及び第３の磁極片
の半径方向位置を調整するための調整装置を概略的にかつ簡単に示す。取付リング１５１
４の穴１５９４’に、調整ねじ１５９４が収容される。穴１５９４’の下端、及び従って
ねじ１５９４の下端は、互いに重ね合わせられた２つのボール１５９７、すなわち、上部
及び下部ボール並びに楔形部材１５９６を収容するチャンバ１５９５の上部に連動連結さ
れ、楔形部材１５９６の尖った縁部１５９６’は、２つのボール１５９７の間に配置され
ている。この装置は、図１１においてその効果についてのみ矢印１５９８で示すカウンタ
ベアリングをさらに含み得る。チャンバ１５９５の上部及びねじ１５９４は、ねじ１５９
４の回転によって、ねじ１５９４が取付リング１５１４及びチャンバ１５９５内に動くば
かりでなく、ねじ１５９４が回転する際に上側ボールが下側に押されるだけでなく、下部
ボールが上側に押されるように取付リング１５１４をチャンバの底部とともに上側に押す
ようにさらに連結されている。２つのボールがさらに互いに近づくように押されると、２
つのボールの両方は、楔形部材１５９６が半径方向に移動されるような力を楔形部材１５
９６に対して及ぼす。楔形部材は第２及び第３の磁極片に連動連結されているので、この
半径方向の移動は、第２及び第３の磁極片の半径方向の移動に変換される。同じ原理がね
じ１５９４の他方の方向への移動にも当てはまり、ボール１５９７がさらに互いから離れ
るように移動し、楔形部材１５９６がチャンバのさらに奥へ移動し、ここでもまた磁極片
の半径方向の移動をもたらす。
【０１６５】
　図１２に概略的に示す実施の形態は図８に示すものと概ね対応しており、図１２に示す
実施の形態が加熱システムを含む点が異なっている。図示の加熱システムは、第２の励磁
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コイル１１６７の内部に設けられた加熱コイル１１９９を含む。加熱コイル１１９９は、
第２の励磁コイル１１６７と同じ材料からなるワイヤのいくつかの巻線を含み、第２の励
磁コイル１１６７を形成するワイヤに隣接して配置されている。加熱コイル１１９９は、
電源ＰＳに接続され、制御ユニットＣ１によって制御される。制御ユニットＣ１は、電源
ＰＳによって加熱コイル１１９９に供給される電流を、第２及び第３の磁極片１１６３、
１１２５の温度並びに第２の励磁コイル１１６７に供給される励磁電流に依存して制御す
る。第２及び第３の磁極片１１６３、１１２５の温度は、温度センサＴ１及びＴ２によっ
て測定され、温度センサＴ１及びＴ２は、制御ユニットＣ２に測定温度のデータを供給す
る。第２の励磁コイル１１６７に供給される励磁電流は、制御ユニットＣ３によって制御
される。制御ユニットＣ２及びＣ３は、第２及び３の磁極片１１６３、１１２５の温度の
データ並びに第２の励磁コイル１１６７に供給される励磁電流のデータを、加熱システム
の制御装置Ｃ１に供給し、制御装置Ｃ１は、供給されたデータに基づいて加熱コイル１１
９９に供給される励磁電流を算出する。制御ユニットＣ１、Ｃ２、Ｃ３は、単一の制御ユ
ニットの一部であってもよい。このように、磁極片、及び対物レンズ装置の内部環境は、
一定温度に維持され、一定の環境を保ち得る。
【０１６６】
　図１３に、第２及び第３の磁極片１１６３、１１２５の内面間に形成される角度を表す
ために図８に示す実施の形態の詳細を示す。第２の磁極片１１２５は、第３の磁極片１１
６３に面する表面１１２５Ｓを有し、第３の磁極片１１６３は、第２の磁極片１１２５に
面する表面１１６３Ｓを有する。図１３にＩＰＲ１として示す光軸１１２０を中心とする
第１の環状部において、第２及び第３の磁極片１１２５、１１６３の表面１１２５Ｓ、１
１６３Ｓは、これらの間に、約９°の角度β1を形成している。図１３にＩＰＲ２として
示す光軸１１２０を中心とする第２の環状部において、第２及び第３の磁極片１１２５、
１１６３の表面１１２５Ｓ、１１６３Ｓは、これらの間に、約１０°の角度β2を形成し
ている。図１３にＩＰＲ３として示す光軸１１２０を中心とする第３の環状部において、
第２及び第３の磁極片１１２５、１１６３の表面１１２５Ｓ、１１６３Ｓは、これらの間
に約１５°の角度β3を形成している。従って、物体７に対する第２及び第３の磁極片１
１２５、１１６３の小さな角度に関して、磁極片ひいては対物レンズ装置全体が比較的に
幅広くかつ平坦に構成される。
【０１６７】
　本発明をその特定の具体的な実施の形態に関しても説明したが、当業者には多くの代替
例、変形例が理解されることは明らかである。従って、本明細書に記載される本発明の例
示的な実施の形態は、説明を目的とし、いかなる限定を意図するものではない。請求項に
記載される本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、種々の変更を加えることができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態における電子顕微鏡システムの基本的な特徴及び
機能を概略的に示す。
【図２】図２は、図１に示す電子顕微鏡システムにおいて用いられ得る対物レンズ装置の
一実施の形態の概略図である。
【図３】図３は、図２に示す磁界生成部品の機能を説明するための電極構成を示す。
【図４】図４は、図２に示す対物レンズ装置のビーム管の下部の拡大図を示す。
【図５】図５は、図２に示す対物レンズ装置の実施の形態によって提供される光軸に沿っ
た複数の物理的特性を示す。
【図６】図６ａ、図６ｂは、図１に示す電子顕微鏡システムの物体平面における平均入射
角の半径方向依存を説明するためのグラフを示す。
【図７】図７は、本発明に係る対物レンズ装置のさらなる実施の形態を概略的に示す。
【図８】図８は、本発明に係る対物レンズ装置のさらに別の実施の形態を示す。
【図９】図９は、ビーム経路スプリッタ装置の例示的な一実施の形態を示す。
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【図１０】図１０は、図８に示す実施の形態において用いられる冷却構造を示す。
【図１１】図１１は、図８に示す実施の形態において第２及び第３の磁極片を支持するた
めの取付構造において用いられる調整機構を示す。
【図１２】図１２は、図８に示す実施の形態に組み込まれた加熱システムを示す。
【図１３】図１３は、図８に示す実施の形態の詳細を示す。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６ａ】

【図６ｂ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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