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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線放射特性を用いて物質を同定する方法であって、
　（ａ）入射エネルギービームに応答して試料のＸ線放射特性を表すＸ線データを得る段
階と、
　（ｂ）複数の物質の組成データを含み、前記試料の物質が内部に収容されている既存の
データセットを得る段階と、
　（ｃ）前記組成データおよびスペクトル・シミュレーションモデルを用いて前記データ
セット内の物質の各々に対して予測Ｘ線データを計算する段階と、
　（ｄ）計算されたマッチングパラメータを用いて前記得られたＸ線データと前記予測Ｘ
線データとを比較し、前記マッチングパラメータを用いて前記物質を前記データセットの
中で順位付けする段階と、
　（ｅ）前記比較順位に基づいて、前記複数の物質から１つの物質が前記試料の中の物質
の可能性にかかる、複数の物質の同一性を判定する段階と、を含み、
　前記マッチングパラメータが第１のマッチングパラメータと第2のマッチングパラメー
タとから成り、前記第１のマッチングパラメータが前記データセットからの上位Ｎ個の前
記可能性のある物質を選択するのに用いられ、前記第２のマッチングパラメータが選択さ
れた前記Ｎ個の物質を更に順位付けするのに用いられることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記計算段階（ｃ）は、帯電している前記試料のＸ線放射特性への影響の計算を更に含
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むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記Ｘ線放射特性がＸ線スペクトルである場合には、前記段階（ｄ）における前記マッ
チングパラメータはピークを含む前記Ｘ線スペクトル内の範囲内でのみ計算され、かかる
範囲において前記ピーク強度に依存しないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記Ｘ線放射特性がＸ線スペクトルである場合には、前記段階（ｄ）における前記マッ
チングパラメータは前記スペクトルの制動放射バックグラウンドに基づいて計算されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記Ｘ線放射特性がＸ線スペクトルであり、前記取得されたＸ線データは複数チャネル
の検出器データを含む場合には、前記段階（ｄ）における前記マッチングパラメータは前
記取得されたＸ線データの全てのチャネルに対する正規化相互相関係数に基づいて計算さ
れることを特徴とする請求項１、３または４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記段階（ｄ）における前記マッチングパラメータが、ノイズと比較して統計的に有意
な強度を有する、前記スペクトル内のピークに近いチャネルのみに基づいて計算されるこ
とを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記段階（ｄ）における前記マッチングパラメータは、異なるチャネルに対する重み係
数に基づいて計算されることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記段階（ｄ）における前記マッチングパラメータは、請求項１、３または４のいずれ
かに従って計算されたマッチングパラメータの重み合計又は積に基づいて計算されること
を特徴とする請求項５から７までのいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記データセット内の複数の物質の組成データが構造データを更に含み、前記同一性が
判定された物質が前記試料の関連する構造を含むことを特徴とする請求項１ないし８のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の物質の組成データが前記関連する構造の１つ又はそれ以上の構成要素の寸法
を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の物質の組成データが前記物質の組成についての情報を含むことを特徴とする
請求項１ないし１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　同定されるべき各関連する物質についての前記複数の物質の組成データが対応する識別
コードを含むことを特徴とする請求項１ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記段階（ａ）における前記Ｘ線放射特性データが、２つ又はそれ以上の入射ビーム条
件下で前記試料から得られるデータを表し、前記段階（ｃ）における前記予測Ｘ線データ
が、各異なる条件について計算され、前記段階（ｅ）における前記判定は前記異なる入射
ビーム条件に基づくことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記入射Ｘ線ビームは、電子ビーム、Ｘ線ビーム、又はイオンビームのうちの少なくと
も１つであることを特徴とする請求項１ないし１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　使用時に同定されることになる物質を含む試料が配置され、ビーム発生デバイス、試料
ホルダ、及びＸ線検出器を有するＸ線分析装置と、
　使用時に、



(3) JP 5264061 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

　（ａ）入射エネルギービームに応答して試料のＸ線放射特性を表すＸ線データを得る段
階と、
　（ｂ）複数の物質の組成データを含み、前記試料の物質が内部に収容されている既存の
データセットを得る段階と、
　（ｃ）前記組成データおよびスペクトル・シミュレーションモデルを用いて前記データ
セット内の物質の各々に対して予測Ｘ線データを計算する段階と、
　（ｄ）計算されたマッチングパラメータを用いて前記得られたＸ線データと前記予測Ｘ
線データとを比較し、前記マッチングパラメータを用いて前記物質を前記データセットの
中で順位付けする段階と、
　（ｅ）前記比較順位に基づいて、前記複数の物質から１つの物質が前記試料の中の物質
の可能性にかかる、複数の物質の同一性を判定する段階と、を実行するように適合された
コントローラと、を備え、
　前記マッチングパラメータが第１のマッチングパラメータと第2のマッチングパラメー
タとから成り、前記第１のマッチングパラメータが前記データセットからの上位Ｎ個の前
記可能性のある物質を選択するのに用いられ、前記第２のマッチングパラメータが選択さ
れた前記Ｎ個の物質を更に順位付けするのに用いられることを特徴とする物質同定のため
のＸ線システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物質を同定するための方法、並びに本方法を実施するための対応する装置及
びソフトウェアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　法医学的分析、半導体欠陥レビュー、発砲残渣分析、並びに合金、セラミック、ガラス
、鉱物、ポリマー、及び粉末の総合物質分析において、物質片の素性は多くの場合、Ｘ線
のエネルギースペクトルを収集して分析することによって特定することができる。Ｘ線は
、例えば、Ｘ線ビーム（Ｘ線蛍光、ＸＲＦ）、又は電子ビーム（電子プローブ微量分析、
ＥＰＭＡ）、又は陽子ビーム（陽子励起Ｘ線放射、ＰＩＸＥ）によって物質片から励起さ
せることができる。Ｘ線は、エネルギー分散Ｘ線検出器（ＥＤＸ）によって検出されるこ
とが多く、これは通常リチウムドリフトＳｉ（すなわちＳｉ（Ｌｉ））検出器、又はシリ
コンドリフト検出器（すなわちＳＤＤ）である。例えばＵＳ６，３２６，６１９では、走
査電子顕微鏡（ＳＥＭ）においてエネルギー分散Ｘ線（ＥＤＸ）分析を用いて、サンプル
中に存在する主要元素のリストを求め、このリストは、少なくともこれらの元素を有する
結晶学データベースにおいてこれらの項目のみをフィルタ処理及び選択するのに用いられ
る。これにより、ＥＢＳＤパターン分析によって結晶構造を比較する必要のある候補数が
狭められる。
【０００３】
　ＵＳ６，８３５，９３１では、ＥＤＸ分析は「化学フィルタ」を提供するのに用いられ
ている。ＥＤＸスペクトルの分析によって求められる各元素の量は、対象とする範囲内に
存在する可能性のある相リスト内の相の各々についての上限及び下限と比較され、次いで
、ＥＢＳＤによって得られる結晶情報は、どの結晶相が存在するかを明らかにするために
相リストと共に保管されているものと比較される。
【０００４】
　これらの方法の両方において、データベース内のどの項目が適切であるかを決定するた
めに、サンプル中に存在する各元素の量の基準が必要とされ、従って、これらの項目に対
するフィルタが提供される。別の手法は、「スペクトル指紋法」を用いてどの物質が分析
中のサンプルに最も近い組成を有するかを求めるものである。この手法の幾つかの実施例
には、ＪＰ－Ａ－１０８２５３／１９８８、ＵＳ２００４／００９９８０５、ＵＳ６，５
１９，３１５、及びＵＳ６，１４０，６４３が含まれる。
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【０００５】
　Ｘ線スペクトルが例えばＥＤＸによって測定される場合には、サンプル中の各化学元素
における特性線放射に対応して、その元素のスペクトル内に鋭いピークが出現し、サンプ
ル内の連続的な物理効果に起因する広範囲なバックグラウンドが出現する。存在する各元
素の量を得るためには、連続的なバックグラウンドについて補正をし、異なる元素からの
重なり合うあらゆるピークを分解するために、デジタル化されたエネルギースペクトルの
数学的処理が必要とされる。バックグラウンド除去における誤差、分光計の僅かな較正ミ
ス、又はピーク形状の不正確な特性評価は、ピーク領域の不正確な推定を生じる恐れがあ
る。更に、元素についてピーク領域を質量濃度に変換するには、Ｘ線補正手続きを必要と
し、これにより不正確さの発生源が更に導入される可能性がある。２つの化学元素が同じ
質量濃度レベルでサンプル中に存在するとしても、場合によってはＸ線生成の効率が異な
る可能性があり、特性ピークが桁違いの大きさで異なることがある領域を有するようにな
る。低エネルギーの特性放射線の一部は、サンプルからの出射口において、及び検出器の
入射窓内の物質によって大量に吸収されることがあり、このためピークがスペクトル内で
検出できない場合がある。
【０００６】
　電子ビーム又はＸ線ビームのいずれの励起源もサンプルから放出された放射線の最大エ
ネルギーを定義し、励起源内の最大エネルギーが低過ぎる場合には、高エネルギーでの一
部の特性線が励起されない可能性がある。Ｘ線スペクトルで記録される合計カウントが小
さ過ぎる場合には、極めて低い強度の特性ピークを確実に検出するにはバックグラウンド
除去における統計精度が不十分な可能性がある。励起源がサンプル外に散乱され、検出器
の入射窓内の物質を含む分析中のサンプル以外の物質に衝突する場合には、スペクトル内
に擬似ピークが現れる。これらの擬似ピークは、サンプル内からの元素として誤同定され
る可能性がある。これらのピークが小さい場合でも、ピーク領域が励起効率及び予想され
るあらゆる吸収効果について補正が行われた後では、誤同定された元素に対する見かけ質
量濃度が大きくなる可能性がある。
【０００７】
　結果としてＸ線スペクトル分析は、サンプル中に存在する特定の元素の検出ができず、
サンプル中に存在しない元素を検出（偽陽性）して、不正確な濃度推定をもたらす可能性
がある。元素組成分析が大きなデータベースから候補を選択するためのフィルタとして用
いられる場合には、濃度の誤差を考慮するために許容限度を緩めることができ、検出可能
な元素の部分集合を用いて、元素の見落とし問題を回避することができる。しかしながら
、スペクトル分析から偽陽性が発生することは、データベース内で正しい候補を除外して
しまう恐れがある。偽陽性が無い場合でも、上位及び下位の濃度限界への許容範囲を緩め
ることにより、あまりに多くの候補の通過を許容し、サンプルとして可能性のある物質の
選択を制限する上でフィルタが有効ではなくなる。
【０００８】
　「スペクトルマッチング」は、選別の問題点の一部を克服する手段を提供する。この手
法では、未知物質及び既知物質からの基準スペクトルについて幾つかのメトリクスが評価
される。多数の既知物質の基準スペクトルについてメトリクスを評価し、値の低い方から
順に結果を順位付けすることによって、候補物質が未知物質への類似順に与えられる。正
しい物質に対する基準スペクトルが最良適合を与えない場合でも、フィルタ処理手法を完
全に失敗させることになる擬似ピークは、通常はメトリクスに小さな変化を与えるだけで
あるので、メトリクスは通常は上位の幾つかの最良適合の中に入ることになる。従って、
他の技術による正しい物質の選択が容易になる。ファジー論理手法と同様のこの「スペク
トルマッチング」は、フィルタの厳しい除外特性を排除しながら、ある程度の誤差許容範
囲及び類似候補物質間の選択におけるある程度の補助を提供する。
【０００９】
　スペクトルマッチング手法の問題は、未知サンプルからスペクトルを取得するのに用い
られる条件と同様の条件下で、全ての候補物質及び構造について基準スペクトルを取得す
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る必要がある点である。このことにより、同定できる物質の実際の数及び分析に用いるこ
とができる条件が制限される。更に基準物質からのスペクトルを測定するのに用いられる
分光計は、通常、未知サンプルを測定するのに用いられる分光計と同様の分解能及び効率
である必要がある。
【００１０】
【特許文献１】ＵＳ６，３２６，６１９公報
【特許文献２】ＵＳ６，８３５，９３１公報
【特許文献３】ＪＰ－Ａ－１０８２５３／１９８８公報
【特許文献４】ＵＳ２００４／００９９８０５公報
【特許文献５】ＵＳ６，５１９，３１５公報
【特許文献６】ＵＳ６，１４０，６４３公報
【非特許文献１】Ｒ．ＧａｕｖｉｎとＥ．Ｌｉｆｓｈｉｎ（２００２）による「真のＥＤ
Ｓ　Ｘ線スペクトルのシミュレーションにおいて（Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ
　ｏｆ　Ｔｒｕｅ　ＥＤＳ　Ｘ－Ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒａ）」、Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ＆
Ｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ第８巻補遺２、４３０～４３１頁、２００２
【非特許文献２】Ｐｅｔｅｒ　Ｄｕｎｃｕｍｂ、Ｉａｎ　Ｒ．Ｂａｒｋｓｈｉｒｅ、Ｐｅ
ｔｅｒ　Ｊ．Ｓｔａｔｈａｍによる「電子線マイクロプローブ分析のためのＸ線スペクト
ルシミュレーションの改善（Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｓｉｍ
ｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｐｒｏｂｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ
）」、Ｍｉｃｒｏｓｃ．Ｍｉｃｒｏａｎａｌ．７、３４１～３５５、２００１
【非特許文献３】Ｂｅｎｅｆｉｔｓ　ｏｆ　Ｘ－Ｒａｙ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｓｉｍｕｌ
ａｔｉｏｎ　ａｔ　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｉｅｓ）」、Ｍｉｋｒｏｃｈｉｍｉｃａ　Ａｃｔ
ａ、１３８、２４９～２５８、２００２
【非特許文献４】Ｐｏｕｃｈｏｕ，Ｊ．Ｌ．及びＰｉｃｈｏｉｒ，Ｆ．（１９９１）によ
る「「ＰＡＰ」モデル適用による均質又は階層化微小量の定量分析（Ｑｕａｎｔｉｔａｔ
ｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｏｒ　ｓｔｒａｔｉｆｉｅ
ｄ　ｍｉｃｒｏｖｏｌｕｍｅｓ　ａｐｐｌｙｉｎｇ　ｔｈｅ　ｍｏｄｅｌ”ＰＡＰ”）
【非特許文献５】Ｈｅｉｎｒｉｃｈ，Ｋ．Ｆ．Ｊ．及びＮｅｗｂｕｒｙ，Ｄ．Ｅ．（編集
者）の「電子プローブによる定量化（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｐｒｏｂｅ　Ｑｕａｎｔｉｔａ
ｔｉｏｎ）」内に掲載、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、３１～７５
【非特許文献６】Ｍａｎｔｌｅｒ　Ｍ．による「ＶＸＲＦ：ＸＲＦの指導及び学習のため
のソフトウェアパッケージ（ＶＸＲＦ：　Ａ　ｓｏｆｔｗａｒｅ－ｐａｃｋａｇｅ　ｆｏ
ｒ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ａｎｄ　ｌｅａｒｎｉｎｇ　ＸＲＦ）」、Ａｄｖ．Ｘ－Ｒａｙ　
Ａｎａｌｙｓｉｓ、４３（２０００）４２９－２３４
【非特許文献７】Ａｏ　Ｑ、Ｌｅｅ　ＳＨ、Ｇａｒｄｎｅｒ　ＲＰによる「骨中鉛につい
ての生体内Ｘ線蛍光分析の設計及び使用のための特定目的モンテカルロコードＣＥＡＲＸ
ＲＦの開発（Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｐｕｒｐｏｓ
ｅ　Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ　ｃｏｄｅ　ＣＥＡＲＸＲＦ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｄｅｓｉｇ
ｎ　ａｎｄ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　Ｘ－ｒａｙ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　
ａｎａｌｙｓｉｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｌｅａｄ　ｉｎ　ｂ）」、Ａｐｐｌ　Ｒａ
ｄｉａｔ　Ｉｓｏｔ．１９９７、１０月～１２月；４８（１０－１２）：１４０３－１２
【非特許文献８】Ｐ．Ｊ．Ｓｔａｔｈａｍによる「低ｋＶでのスタンダードレス正規化ｅ
ｄｘ分析の妥当性を検証するための総合チェック（Ａ　ｃｈｅｃｋ　ｔｏｔａｌ　ｆｏｒ
　ｖａｌｉｄａｔｉｎｇ　ｓｔａｎｄａｒｄｌｅｓｓ　ａｎｄ　ｎｏｒｍａｌｉｓｅｄ　
ｅｄｘ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｔ　ｌｏｗ　ｋＶ）」、Ｍｉｋｒｏｃｈｉｍｉｃａ　Ａｃ
ｔａ、１４５、２２９－２３５（２００４）
【非特許文献９】Ｐ　Ｊ　Ｓｔａｔｈａｍによる「スペクトルの予備フィルタ処理を伴う
最小二乗法によるデコンボルーション及びバックグラウンド除去（Ｄｅｃｏｎｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ　ｂｙ　ｌｅａｓｔ　
ｓｑｕａｒｅｓ　ｆｉｔｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｉｌｔｅｒｉｎｇ　ｏｆ　ｓｐｅ
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ｃｔｒａ）」、Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．４９、２１４９～２１５４、１９７７
【非特許文献１０】Ｒ．Ｇａｕｖｉｎ及びＥ．Ｌｉｆｓｈｉｎ（２００２）による「真の
ＥＤＳ　Ｘ線スペクトルのシミュレーションにおいて（Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｉｍｕｌａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　Ｔｒｕｅ　ＥＤＳ　Ｘ－Ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒａ）」、Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐ
ｙ＆Ｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ第８巻補遺２、４３０～４３１頁、２００２
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様によれば、本出願人は、Ｘ線放射特性を用いて物質を同定する方法
であって、
ａ）入射エネルギービームに応答して試料の監視されるＸ線放射特性を表すＸ線データを
得る段階と、
ｂ）複数の物質の組成データを含み、試料の物質が内部に含まれている既存のデータセッ
トを得る段階と、
ｃ）組成データを用いてデータセット内の物質の各々に対して予測Ｘ線データを計算する
段階と、
ｄ）取得されたＸ線データと予測Ｘ線データとを比較する段階と、
ｅ）比較に基づいて試料の物質の可能性のある素性を判定する段階と、
を含む方法を提供する。
【００１２】
　従って、本発明は、段階（ｂ）において取得されたデータセット内のかかる物質を記述
するデータからの予測Ｘ線データの計算を可能にする。これは、問題としている物質又は
少なくとも幾つかの可能性のある候補物質の同定を可能にするように十分な精度で行うこ
とができる。通常、データセットは、極めて多数の物質についての少なくとも組成データ
を含む。必要とされるデータセットのサイズは用途に依存するが、データセットは、各事
例において十分に包括的であり、試料物質が、その中に存在することを保証するようにす
る。このように本発明は、データセットから１つ又はそれ以上の候補物質の集合を同定す
ることに関し、この集合のうちの１つが試料物質であることになる。従って、実際の試料
からＸ線放射特性を得るためにデータベース内の全ての候補物質の測定を実施する必要は
もはやない。結果として、利用可能な基準物質が存在しない、又は候補物質の数が多過ぎ
て全ての候補からのスペクトルの直接測定が実施できない場合でも、スペクトルマッチン
グは物質の同定のために用いることができる。それに加えて比較のためのデータ品質は、
この比較のデータを得るために実際の物理実験が行われた特定条件にはもはや依存しない
。通常、データセットは極めて包括的であり、例えば、全ての既知の金属又は全ての既知
の無機結晶固体等の膨大な物質群についての少なくとも物質組成を含むことができる。
【００１３】
　通常、段階（ｃ）における予測Ｘ線データは、データベース内の物質データによって記
述される対応する物質を含む試料上に入射放射ビームが入射した場合に得られたはずのデ
ータに類似している。段階（ｃ）における予測Ｘ線データの計算を実行するために用いら
れる方法は、段階（ａ）内で得る特定のＸ線放射特性に依存する。段階（ｃ）を実施する
ために様々なモデルを用いることができる。例えばモデルはＺＡＦ理論に基づくことがで
き、Ｘ線発生寄与、吸収寄与、及び蛍光寄与に基づいてモデルがＸ線強度を計算する。ま
た好ましくはモデルは、Ｘ線バックグラウンド連続体を計算する。次にモデルは、総バッ
クグラウンド強度に対するピーク強度の比率を計算することができる。最近ではモンテカ
ルロモデル化技術（例えばＲ．ＧａｕｖｉｎとＥ．Ｌｉｆｓｈｉｎ（２００２）による「
真のＥＤＳ　Ｘ線スペクトルのシミュレーションにおいて（Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｉｍｕｌａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｒｕｅ　ＥＤＳ　Ｘ－Ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒａ）」、Ｍｉｃｒｏｓｃ
ｏｐｙ＆Ｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ第８巻補遺２、４３０～４３１頁、２００２）を用
いて正確な予測が実施可能になっている。従って、モンテカルロモデルを用いることがで
き、同モデルは、サンプル物質の構造がＸ線出力に影響を与える場合の物質についての予
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測Ｘ線データ計算において特に有益である。
【００１４】
　本方法が実用場面で用いられるものであるためには、予測Ｘ線データの精度が十分に高
いことが極めて重要である。従って好ましくは本方法は更に、段階（ａ）の前に、実験的
に得られる試験Ｘ線データと試験計算とを比較することによって、段階（ｃ）の計算方法
の精度の妥当性を検証する段階を含む。次いで、段階（ｃ）におけるモデル等の計算方法
は、Ｘ線出力が任意物質について計算される場合に精度の改善を与えるために試験データ
結果に従って較正又は調節することができる。かかる計算の精度を確保することは重要で
あり、これを行うことで、従来技術においては必要であるとされていた物質標準からの有
益な実験データを実際に得ることができない場合でも、Ｘ線データを合成することが常に
可能である点で多大な利益が得られた。従って本方法は、標準を用いる従来技術の方法が
不可能である場合であっても物質を同定する機能を提供する。
【００１５】
　多くの場合、Ｘ線放射特性はＸ線スペクトルであり、段階（ａ）においてＸ線データが
得られる方法に応じて様々な異なるスペクトルタイプを用いることができる。
【００１６】
　計算段階は、段階（ａ）におけるデータが得られた分析条件を記述するデータ、及び／
又はデータを得る際に用いられたＸ線装置を記述するデータに基づくことができる。
【００１７】
　電子又はイオンビームが用いられる場合等の幾つかの場合では、サンプルは、試料から
データを得る段階の前又は最中に帯電状態にすることができる。これに応じて、これは問
題のＸ線放射特性に影響を与える可能性があり、従って、好ましくはこの場合には、本方
法は更に、段階（ｃ）においてかかる帯電効果を計算することによりかかる帯電を考慮す
る段階を含む。
【００１８】
　予測データは、データセット内に対応するデータを有する幾つかの物質について計算さ
れるので、これらの比較結果は、好ましくは予測データと取得データとの間の何らかの相
関尺度ある。通常、この相関尺度は、マッチングパラメータの形態をとる。比較段階（ｄ
）は、段階（ａ）で得られたデータ及び段階（ｃ）で計算されたデータの一部又は全てを
用いることができる点は明らかであろう。幾つかの事例では、かかるデータの一部のみを
用いるのが有益であり、従って、データによってスペクトルが表わされる場合に、段階（
ｄ）のマッチングパラメータは、ピークを含むスペクトル範囲内のみで計算することがで
き、かかる範囲内ではピーク強度には依存しない。低エネルギー測定等の他の事例では、
段階（ｄ）のマッチングパラメータは、スペクトルの制動放射バックグラウンドに基づい
て計算することができる。
【００１９】
　段階（a）でのＸ線放射特性の取得の際に様々な検出器を用いることができるが、かか
る検出器が関連データを有する複数チャネル検出器を含む場合には、段階（ｄ）のマッチ
ングパラメータは、取得Ｘ線データの全てのチャネルについての正規化相互相関係数に基
づいて計算することができる。或いは、上述の事例のように、段階（ｄ）のマッチングパ
ラメータは、ノイズと比較して統計的に有意な強度を有する、スペクトル内のピーク近く
のチャネル、又は同ピークを含むチャネル上で計算することができる。
【００２０】
　段階（ｄ）のマッチングパラメータはまた、上述のようにして計算されたマッチングパ
ラメータの重み合計又は積を用いる等によって、異なるチャネル又はマッチングパラメー
タ計算の実際の組合せについての重み係数に基づいて計算することもできる。
【００２１】
　問題の物質の各々についてのデータを用いてマッチングパラメータが計算されると、こ
のマッチングパラメータは事前に決められた閾値と比較され、候補物質の部分集合を選択
することができる。マッチングパラメータは、試料の物質である可能性が高い物質を順位
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付けするのに用いることができる。
【００２２】
　従って、マッチングパラメータを用いて、データセットから上位Ｎ個の可能性のある物
質を選択することができ、第２のマッチングパラメータを用いて、計算され選択された物
質を更に順位付けすることができる。
【００２３】
　本方法はまた、試料自体の認識に基づく事前選択の使用を企図している。例えば、試料
の物質が金属性であることが認識された場合には、段階（ｃ）は、かかる物質、すなわち
金属性物質のみを含む事前に選択されたデータセットに対して行うことができる。
【００２４】
　幾つかの事例では、試料は問題の物質を小量含むことができ、この場合Ｘ線放射特性は
基板又は試料物質のホルダからの成分又は影響を含むことができる。これに加えて試料は
、複数層の試料などの幾つかの物質から形成することができる。従って好ましくは、デー
タセットは構造データを更に含み、ここで同定物質は関連する試料構造を含む。このこと
は追加の「構造」データセットの提供を含む。かかる構造データは、寸法又は関連する構
造の１つ又はそれ以上の成分を含む様々な形式をとることができる。これは、少なくとも
物質組成を含む物質データの残り部分への追加である。
【００２５】
　好ましくは物質の各々は、関連する識別コードを用いてデータセット内で同定され、ま
たこの識別コードは構造に関するコードとすることができる。
【００２６】
　試料中に複数の物質が存在し、又は基板からアーティファクトが存在しているような小
さな試料の場合には、本方法は２つ又はそれ以上の入射ビーム条件下でＸ線特性データを
得る段階を更に含むことができる。この事例では段階（ａ）における特性データが２つ又
はそれ以上の異なる入射ビーム条件下で試料から得られるデータを表す場合に、段階（ｃ
）における予測データは各異なる条件について計算され、段階（ｅ）における判定は、異
なる入射条件に基づく。かかる条件は、異なる入射ビームエネルギーを含むことができる
。また当然ながら、かかる方法は、例えば試料物質を同定するのが困難である場合に、か
かる構造の無い試料間で識別を行うために用いることができる。
【００２７】
　段階（ａ）はＸ線データを得る段階に関係しているが、本方法は更に、（段階（ａ）の
前に）、
ｉ）Ｘ線検出器を含むＸ線放射検出装置内に試料を配置する段階と、
ｉｉ）エネルギービームを試料上に入射させて試料にＸ線を放射させるようにする段階と
、
ｉｉｉ）検出器によってＸ線を検出する段階と、
を含む。
　入射ビームは、電子ビーム、Ｘ線ビーム、又はイオンビームを含む幾つかの形態をとる
ことができる。
【００２８】
　本方法は、好ましくはコンピュータソフトウェアによって実施され、従って本発明は、
コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行される時に本方法を実施するように適合
されたコンピュータプログラムコード手段を含むコンピュータプログラムを含む。また本
発明は、かかるコンピュータプログラムを含むコンピュータ読取り可能媒体に拡張される
。
【００２９】
　本発明の第２の態様によれば、本出願人らは、使用時に同定されることになる物質を含
む試料が置かれ、ビーム発生デバイス、試料ホルダ、及びＸ線検出器を有するＸ線分析装
置と、使用時に本発明の第１の態様による方法を実行するように適合されたコントローラ
とを備える物質同定のためのＸ線システムを提供する。
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【００３０】
　理解されるように、Ｘ線蛍光分析装置は、電子顕微鏡又はＸ線蛍光分析器を含む幾つか
の形態をとることができる。かかる器具においてＸ線ビームが用いられる場合には、好ま
しくはＸ線ビームは、Ｘ線光学機器によって試料上に入射する小範囲にコリメート又は合
焦される。かかるシステムにおいて用いるための検出器は、固体検出器又はガス比例検出
器を含む幾つかの形態をとることができる。
【００３１】
　要約すると、本発明はスペクトルマッチングの手法の利点に基づいて構築されており、
基準物質の膨大なコレクションによりスペクトルを測定する必要性を排除する。励起条件
における変化、並びにＸ線検出システムの分解能及び効率における変化には、基準物質か
らデータを得ることを必要とせずに対応することができる。本発明は、物質組成、分析条
件、及びＸ線検出システムのパラメータを取得し、発生することなるスペクトルの正確な
予測を行う能力を提供する。物質組成及び構造の情報が与えられる場合にスペクトルを予
測することは常に可能であるが、実験スペクトルから組成及び構造を導出することは常に
可能であるわけではない。従って、たとえ物質組成が従来の分析技術によって測定不能で
あっても、物質のデータセットを用いて未知物質の同定のための方法を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　ここで本発明による方法及び装置の幾つかの実施例を添付図面を参照しながら説明する
。
　本発明を実施するためのシステム１の概観が図１に示されている。本システムは、Ｘ線
分析システム３を有する走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）２を備え、このＸ線分析システム３は
ＩＮＣＡ　ＥｎｅｒｇｙＸ線分析システム（Ｏｘｆｏｒｄ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ａ
ｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ製）である。ＳＥＭは、チルト可能な試料ホルダ５
を収容するチャンバ４を有する。電子の入射ビームは電子銃６によって放射され、試料ホ
ルダ内に保持された試料１０上に合焦される。電子ビームの結果として放射される特性Ｘ
線は、Ｘ線分析システム３の一部を形成する検出器１１によって検出される。
【００３３】
　システム１は制御コンピュータ１５を含み、この上でシステム１の動作を制御するソフ
トウェアが実行される。コンピュータ１５は、インターネット等の適切な通信リンクを用
いてリモートデータベース２０と通信状態にある。データベース２０は、ＳＥＭソフトウ
ェアにより使用するための物質データのデータベースを保持している。別の実施例では、
データベースは、コンピュータのハードディスク上などでローカルに保持することができ
る。
【００３４】
　ここで図２を参照すると、図１のシステムを用いる例示的な方法が記載されている。
　段階１００でシステムが初期化され、ＳＥＭチャンバ４が通気されて分析対象試料を受
け入れる。段階１０１では、物質及び可能性のある構造の特定が望まれる試料１０が、Ｓ
ＥＭ２の試料ホルダ５に装荷される。最初にシステムのオペレータは、試料が金属試料等
の特定のタイプのものであることを制御コンピュータソフトウェアに指示する。
【００３５】
　段階１０２では、チャンバがポンプにより真空にされて電子銃６が作動され（試料ホル
ダ５、電磁気レンズ等と共に）、これにより電子ビームが試料１０上合焦されるようにな
る測定段階が実行される。コンピュータ１５は、電子ビームの誘発の結果として試料から
放射されるＸ線が検出器１１によって検出され、Ｘ線スペクトルの形態の特性データに変
換されるように、Ｘ線分析システム３を作動させる。
【００３６】
　制御コンピュータは、段階１０３でスペクトルデータを受取る。同様にコンピュータは
また、スペクトル自体に加えて、入射ビームエネルギー、ビーム電流、サンプルチルト及
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び方向等の、試料が監視される分析条件についてＳＥＭ２に問い合わせることができる。
コンピュータは、検出器の応答関数ついてＸ線分析システムに問い合わせることができ、
入射ビームのランディングエネルギーを与える高エネルギー限界をスペクトル自体から計
算することができ、このランディングエネルギーは、入射ビームエネルギーよりも低い場
合に充電中であることを示す。
【００３７】
　段階１０４ではコンピュータ１５は、可能性のある試料物質のタイプのセットを記述す
る物質データをデータベース２０から選択する。任意選択的に、この選択は、ユーザによ
って入力される試料タイプへのあらゆる制限条件に基づいており、例示的な制限条件は試
料物質が絶縁体であることである。従って、選択された物質データは、データベースの一
部又はその全てを含むことができるデータセットを形成する。
【００３８】
　物質データセットは、固有識別子、組成情報、及び場合によっては構造情報を含む情報
を収容する。例えば構造情報は、試料が小寸法等の構造を有するか、又は多層化或いは空
隙を有する場合に存在し、いずれの場合においても試料が搭載される基板からの寄与が存
在することができる。
【００３９】
　段階１０５では、物質データを用いて予測Ｘ線スペクトルデータを計算するために予測
モデルが選択される。かかるモデルはユーザが選択することができ、又は段階１０４で得
られた物質データに基づいて自動的に選択してもよい。該当する用途に応じて幾つかのこ
のようなモデルを用いることができる。バルクサンプルの電子ビーム励起に対して、正確
な理論モデルが得られている（Ｐｅｔｅｒ　Ｄｕｎｃｕｍｂ、Ｉａｎ　Ｒ．Ｂａｒｋｓｈ
ｉｒｅ、Ｐｅｔｅｒ　Ｊ．Ｓｔａｔｈａｍによる「電子線マイクロプローブ分析のための
Ｘ線スペクトルシミュレーションの改善（Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒ
ｕｍ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｐｒｏｂｅ　Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ）」、Ｍｉｃｒｏｓｃ．Ｍｉｃｒｏａｎａｌ．７、３４１～３５５、２００
１）。この論文は、本明細書で言及している他の論文と共に引用により本明細書に組み込
まれる。モデルは、低ビーム電圧及び被覆層で処理するように拡張することができ（Ｐ．
Ｄｕｎｃｕｍｂ及びＰ．Ｊ．Ｓｔａｔｈａｍによる「低エネルギーにおけるＸ線スペクト
ルシミュレーションの利点（Ｂｅｎｅｆｉｔｓ　ｏｆ　Ｘ－Ｒａｙ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　
ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ａｔ　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｉｅｓ）」、Ｍｉｋｒｏｃｈｉｍｉｃ
ａ　Ａｃｔａ、１３８、２４９～２５８、２００２）、既存のモデルと組合せて基板上の
複数層について強度を予測することができる（Ｐｏｕｃｈｏｕ，Ｊ．Ｌ．及びＰｉｃｈｏ
ｉｒ，Ｆ．（１９９１）による「「ＰＡＰ」モデル適用による均質又は階層化微小量の定
量分析（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ
　ｏｒ　ｓｔｒａｔｉｆｉｅｄ　ｍｉｃｒｏｖｏｌｕｍｅｓ　ａｐｐｌｙｉｎｇ　ｔｈｅ
　ｍｏｄｅｌ”ＰＡＰ”）」、Ｈｅｉｎｒｉｃｈ，Ｋ．Ｆ．Ｊ．及びＮｅｗｂｕｒｙ，Ｄ
．Ｅ．（編集者）の「電子プローブによる定量化（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｐｒｏｂｅ　Ｑｕ
ａｎｔｉｔａｔｉｏｎ）」内に掲載、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、３
１～７５）。Ｘ線ビーム励起に対しては、既存のモデルはより不正確であるが、一般化さ
れた理論スペクトルシミュレーションソフトウェアが利用可能であり（Ｍａｎｔｌｅｒ　
Ｍ．による「ＶＸＲＦ：ＸＲＦの指導及び学習のためのソフトウェアパッケージ（ＶＸＲ
Ｆ：　Ａ　ｓｏｆｔｗａｒｅ－ｐａｃｋａｇｅ　ｆｏｒ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ａｎｄ　ｌ
ｅａｒｎｉｎｇ　ＸＲＦ）」、Ａｄｖ．Ｘ－Ｒａｙ　Ａｎａｌｙｓｉｓ、４３（２０００
）４２９－２３４）、更により正確なモデルが特定の用途分野で開発されている（Ａｏ　
Ｑ、Ｌｅｅ　ＳＨ、Ｇａｒｄｎｅｒ　ＲＰによる「骨中鉛についての生体内Ｘ線蛍光分析
の設計及び使用のための特定目的モンテカルロコードＣＥＡＲＸＲＦの開発（Ｄｅｖｅｌ
ｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒ
ｌｏ　ｃｏｄｅ　ＣＥＡＲＸＲＦ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｕｓｅ　ｏ
ｆ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　Ｘ－ｒａｙ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｓｙ
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ｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｌｅａｄ　ｉｎ　ｂ）」、Ａｐｐｌ　Ｒａｄｉａｔ　Ｉｓｏｔ．１
９９７、１０月～１２月；４８（１０－１２）：１４０３－１２）。
【００４０】
　本実施例を実装するのに好適なモデルの要約は本書の補遺で与えられる。これは、前述
の論文「電子線マイクロプローブ分析のためのＸ線スペクトルシミュレーションの改善（
Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｘ－ｒａｙ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｐｒｏｂｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ）」の開示を参照しており、
その内容、特に本論文の「理論」章（３４５～３５１頁）は本出願の開示内に引用によっ
て含められるものとする。
【００４１】
　本発明の方法に戻ると、モデルの選択を完了し、段階１０６では物質データが、段階１
０４で選択された各物質（及び可能な構造）についてのモデルに入力される。モデルは予
測データを生成し、本発明の場合にはこの予測データは予測Ｘ線スペクトルの形態をとる
。予測スペクトルの形態は、問題の物質（物質データによって記述される）が実際にＳＥ
Ｍ２内に置かれ問題の励起条件下で分析される場合には、システム１によって検出される
ことが期待されるものである。
【００４２】
　次いで段階１０７では、各物質からの理論スペクトルが未知試料から監視されるスペク
トルと比較される。類似性尺度の形態のマッチングパラメータが各々に割当てられ、適合
性の近接度を与える。
【００４３】
　類似性尺度（マッチングパラメータ）は、理論モデルにおいて本方法が可能性のある実
験的問題又は不正確さに対して許容性があるように選ぶことができる。例えば電子顕微鏡
において試料が負に帯電し始めた場合に、入射電子に対するランディングエネルギーは低
下し、特性線の相対励起は変化する。この状況では、従来のＸ線分析は、特性Ｘ線ピーク
強度から計算される元素質量濃度について誤った結果をもたらすことになる。更に、スペ
クトルもまたサンプルが帯電している時と帯電していない時とでは異なる。ランディング
エネルギーは、スペクトルにおけるＸ線に対して最大エネルギーを決定付ける（「Duanne
 Hunt限界」又はＤＨＬ）。ＤＨＬよりも低いエネルギーに対するスペクトルでは、特性
ピークは、依然として試料中に存在する元素を同定するが、これらの相対強度は非帯電試
料からのものとは異なる。類似性尺度が測定スペクトルでピークが存在する範囲でだけ計
算され、各範囲ではこの尺度がピーク強度に無関係に計算された場合には、かかる範囲に
おける全ての尺度の合計は帯電効果に依存しない。試料と基準物質との間の元素含有量に
おけるいかなる差異も、依然としてスペクトルの類似度に影響を与えることになり、正し
い物質は候補の順位付けリストで依然として高い位置にあることが保証される。
【００４４】
　或いはマッチングパラメータは、バックグラウンド等のスペクトルの他の特性に敏感で
あるように選ぶことができる。例えば低加速電圧における電子顕微鏡では、入射ビームは
周期表内の全ての元素から特性Ｘ線を励起する程には十分にエネルギーが無い可能性があ
る。しかしながら制動放射バックグラウンドは、物質内に存在している全ての元素によっ
て影響される。スペクトル合成ツールは、スペクトル内の全てのバックグラウンドに対す
る全ての特性ピークの合計の期待比率を推定することができ、この比率は観測スペクトル
との元素組成の一致性を検証するのに用いることができる（例えばＰ．Ｊ．Ｓｔａｔｈａ
ｍによる「低ｋＶでのスタンダードレス正規化ｅｄｘ分析の妥当性を検証するための総合
チェック（Ａ　ｃｈｅｃｋ　ｔｏｔａｌ　ｆｏｒ　ｖａｌｉｄａｔｉｎｇ　ｓｔａｎｄａ
ｒｄｌｅｓｓ　ａｎｄ　ｎｏｒｍａｌｉｓｅｄ　ｅｄｘ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｔ　ｌｏ
ｗ　ｋＶ）」、Ｍｉｋｒｏｃｈｉｍｉｃａ　Ａｃｔａ、１４５、２２９－２３５（２００
４））。ビーム電流が既知であり、又はスペクトル強度が既知のサンプルからのものと比
較される場合には、スペクトル内の全てのエネルギーチャネルの強度は、合成スペクトル
のものと比較することができ、これはこの強度が僅かな特性ピークが励起された場合でさ
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えも元素含有量と共に変化するためである。
【００４５】
　段階１０８では、「最良適合」の順位付けリストが比較結果に基づいて準備される。例
えば、マッチングパラメータの上位５つの数値を用いた予測を提示することができる。或
いは事前に決定された閾値を上回る値を有するものをユーザに提示することができる。こ
の順位は、未知サンプルに対して最も可能性の高い物質を示すためにユーザに表示される
。表示される順位は、マッチングパラメータの数値を含むことができる。次いでユーザは
、この順位を用いて試料の物質を完全に同定することができ、或いは少なくとも幾つかの
可能性のある候補の１つとして物質を同定することができる。場合によっては多数の可能
性のある物質が得られることがあり、この場合には、段階１０９において追加の比較段階
を行うことができることは理解されるであろう。ここでは異なる比較方法を選ぶことがで
き、その結果異なるマッチングパラメータが生じる。両方のマッチングパラメータを基準
にして上手く成り立つ物質は高位に順位付けることができる。
【００４６】
　未知サンプルが均質ではない状況、例えば被覆層を伴う場合もある基板上の薄膜又は粒
子においては、物質データのデータベース２０を含むデータセットは、構造を構成する各
物質の元素組成と共に候補構造の寸法を含めるように拡張することができる。データベー
ス内の各構造タイプには識別コードが付与される。次に理論計算モデルを用いてデータセ
ット内の各候補構造からのＸ線スペクトルを合成し、上述の方法と同様の様式で未知サン
プルからの測定スペクトルと比較される。次いで、候補構造の識別コードは、適合性の近
接度に応じて順位付けされたリストで準備される。
【００４７】
　かかる不均質サンプルでは、異なる励起エネルギーを用いて１つより多くのスペクトル
を収集することによって追加の情報を得ることができる。これは段階１１０に示されてい
る。
【００４８】
　この事例では、理論計算モデルは、異なる励起エネルギーにおける全ての候補構造から
のスペクトルを合成するのに用いられる。全ての候補構造について未知サンプルからの測
定スペクトルを合成スペクトルと比較することによって、順位付けされた適合リストが各
励起エネルギーについて得られる。一般に、低い励起エネルギーは表面に近接する構造部
分に片寄るようになるので、理想的な適合が得られない場合には、表面上又は表面よりか
なり下のいずれであっても、どの候補構造が未知サンプルに最良に適合するかを依然見出
すことが可能である。ここで本発明の使用の幾つかの特定の実施例を説明する。
【実施例１】
【００４９】
　この第１の実施例では、表面がおよそ７０度の表面チルトを有するＧｄ3Ｇａ5Ｏ12のサ
ンプルが、２０ｋＶの加速電圧を用いた電子顕微鏡２内に置かれ、Ｏｘｆｏｒｄ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　ＬｉｍｉｔｅｄのＩＮＣＡ　Ｅｎｅｒｇｙ　
Ｘ線分析システム３を用いてスペクトルが記録される。５．９ｋｅＶでおよそ１３３ｅＶ
の解像度、３５度の仰角を有するＳｉ（Ｌｉ）検出器を用いて図３に示すＸ線エネルギー
スペクトルを記録する。
【００５０】
　無機結晶構造データベース（ＩＣＳＤ）（Ｊ．Ｒｅｓ．Ｎａｔｌ．Ｓｔａｎｄ．Ｔｅｃ
ｈｎｏｌ．１０１、２１７（１９９６））における全６３，０００項目についての化学式
が候補物質組成のデータセットとして用いられる。各化学式は、物質中の元素の質量パー
センテージに変換された原子比を与える。スペクトル合成プログラム（Ｐｅｔｅｒ　Ｄｕ
ｎｃｕｍｂ、Ｉａｎ　Ｒ．Ｂａｒｋｓｈｉｒｅ、Ｐｅｔｅｒ　Ｊ．Ｓｔａｔｈａｍによる
「電子線マイクロプローブ分析のためのＸ線スペクトルシミュレーションの改善（Ｉｍｐ
ｒｏｖｅｄ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｐｒｏｂｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）」、Ｍｉｃｒｏｓｃ．Ｍｉｃｒｏ
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ａｎａｌ．７、３４１～３５５、２００１に基づく）を用いて、１３３ｅＶの解像度、７
０度のサンプルチルトを有する２０ｋＶ入射ビーム、３５度仰角のＳｉ（Ｌｉ）Ｘ線検出
器において、この組成の物質について検出されるであろうスペクトルを合成する。
【００５１】
　Ｓiが測定スペクトルについてチャネルｉで記録されるカウントであり、Ｒiが基準スペ
クトルにおける対応するカウントとすると、マッチングパラメータとしての値である正規
化相互相関ＮＣＣは、１００・ｓｕｍ（Ｓi・Ｒi）／（ｓｕｍ（Ｓi

2）・ｓｕｍ（Ｒi
2）

）0.5で計算され、ここでｓｕｍ（Ｘi）は、チャネルｉの範囲にわたる変数Ｘiの合計を
意味する。この実施例では、各スペクトルのピークを求めるためにピーク検出ルーチンが
用いられ、ピーク近くにない全チャネルカウントはゼロに設定される。次いで、ＮＣＣが
全ての候補基準スペクトルについて計算され、表１に示すような順位付けリストが作成さ
れる。
【００５２】
表１

【００５３】
　ここで最良適合は、測定サンプルに対して同一の化学式を有するＩＣＳＤ化合物９２３
７の９５．５１であることが分かる。ＩＣＳＤ化合物３７１４５及び８４８７４は、同一
の化学式であったので、類似性尺度は同じ９５．５１である。化合物４９２は同一の化学
元素、Ｇａ、Ｇｄ、及びＯを有するが、異なる比であるので、この化合物からの合成スペ
クトルは測定サンプルと同一のエネルギー範囲にピークを示すが異なる相対強度を有し、
従ってＮＣＣ値は若干低い９２．９４である。他の化合物は異なるピーク及び強度の組合
せを生じ、候補リスト上でより低い順位にある。
【実施例２】
【００５４】
　第２の実施例では、第１の実施例におけるものと同じＳＥＭ２及び取得条件を用いてＳ
ｒＡｌＬａＯ4のサンプルからのスペクトルが得られる。この事例では、入射電子ビーム
エネルギーは２０ｋｅＶであるが、サンプルは電子ビーム下で負に帯電しているので、図
４に示すようにＤＨＬは約６ｋｅＶにまで低減される。
【００５５】
　１４．２ｋｅＶのＳｒＫα等の幾つかの元素ピークがスペクトル内に出現せず、これは
電子のランディングエネルギーが、これらのＸ線に対する臨界励起エネルギーよりも低い
ためである。更に、励起されるピークの相対強度は、サンプルが帯電していない場合にあ
るはずの相対強度とは異なる。同じエネルギーでスペクトルのピークを示す候補物質を求
めるために、ピークの近傍における全チャネルカウントを適切な定数で置換し、他の場所
のチャネルカウントを０で置換することによって、相対強度とは無関係に測定及び合成ス
ペクトルの両方が修正される。この実施例では、ピークは「トップハット」フィルタ（Ｐ
　Ｊ　Ｓｔａｔｈａｍによる「スペクトルの予備フィルタ処理を伴う最小二乗法によるデ
コンボルーション及びバックグラウンド除去（Ｄｅｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｂ
ａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ　ｂｙ　ｌｅａｓｔ　ｓｑｕａｒｅｓ　ｆ
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ｉｔｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｉｌｔｅｒｉｎｇ　ｏｆ　ｓｐｅｃｔｒａ）」、Ａｎ
ａｌ．Ｃｈｅｍ．４９、２１４９～２１５４、１９７７）によって検出され、定数は、フ
ィルタ処理結果の符号及び結果が統計変動についての期待水準を超えるかどうかに応じて
＋１又は－１に設定される。この事例では、ＩＣＳＤデータベース内の全候補についての
ＮＣＣの順位付けリストは、表２に示している通りである。

【００５６】
表２

【００５７】
　類似性尺度（マッチングパラメータ）の選択特性は相対ピーク高に対して反応しないよ
うに選ばれているので、幾つかの物質は正しい解よりも高位に順位付けされている。しか
しながら、正しい物質７２０１６及び５４１３１は、上位２０候補内に維持されている。
ここでこれらの２０の候補を例１で用いられたマッチングパラメータを用いて測定サンプ
ルと比較すると、表３の順位付けリストが得られる。
【００５８】
表３
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【００５９】
　この事例では、正しい組成を有する物質（７２１０６及び５４１３１）は、ここでは第
３の順位である。別の段階において、サンプルから後方散乱電子回折パターンが測定され
ると、リスト内の上位の僅かな候補に対する結晶構造比較により、測定サンプルに対して
７２１０６が最も可能性のある候補物質であることが確認される。
【００６０】
　サンプルが帯電しているこの事例では、可能性のある候補の順位付けは更に、測定スペ
クトルのＤＨＬを下回るチャネルについてＮＣＣ測定を計算することによってのみ改善さ
れる。
【００６１】
　上述の実施例は本発明の動作を説明している。ＩＣＳＤデータベースは、既知物質の極
めて膨大な収集物の一例に過ぎない。本発明の異なる用途では、データセットは、既知物
質の既存の収集物の１つ又はそれ以上を含むことができる。幾つかの実施例は、標準鋼鉄
又は合金の集合、標準ガラスの集合、半導体処理における既知の汚染物質の集合、鉱物の
集合、塗料の集合、ポリマーの集合とすることができる。
【００６２】
　サンプルが基板上の異なる元素の一連の層から成る場合には、１つ又はそれ以上の励起
条件でＸ線スペクトルを記録し、特性ピーク強度から層の厚さ及び組成を導出することが
できることもある（Ｐｏｕｃｈｏｕ，Ｊ．Ｌ．及びＰｉｃｈｏｉｒ，Ｆ．による「「ＰＡ
Ｐ」モデル適用による均質又は階層化微小量の定量分析（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ａ
ｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｏｒ　ｓｔｒａｔｉｆｉｅｄ　ｍｉｃ
ｒｏｖｏｌｕｍｅｓ　ａｐｐｌｙｉｎｇ　ｔｈｅ　ｍｏｄｅｌ　”ＰＡＰ”）」（１９９
１）、Ｈｅｉｎｒｉｃｈ，Ｋ．Ｆ．Ｊ．及びＮｅｗｂｕｒｙ，Ｄ．Ｅ．（編集者）の「電
子プローブによる定量化(Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｐｒｏｂｅ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｏｎ)」
Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、３１～７５内に掲載）。一般的に、Ｘ線
分析を用いて任意に複雑な構造のサンプルの構造及び組成を解明することは不可能である
。しかしながら、Ｘ線放射についてのモデルが確立されると、モンテカルロ分析を用いて
いかなる構造のスペクトルを合成することができる（例えば、Ｒ．Ｇａｕｖｉｎ及びＥ．
Ｌｉｆｓｈｉｎ（２００２）による「真のＥＤＳ　Ｘ線スペクトルのシミュレーションに
おいて（Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｒｕｅ　ＥＤＳ　Ｘ－Ｒａｙ　
Ｓｐｅｃｔｒａ）」、Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ＆Ｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ第８巻補遺２
、４３０～４３１頁、２００２）。このようにデータベースは、これらのサンプルの幾何
構造及び物質含有量を記述する、複雑な基準サンプルについての物質データの集合を含む
ことができる。次いで、スペクトル合成モデルを用いてこれらの基準の各々についてスペ
クトルを計算し、未知サンプルからの測定スペクトルと比較することができるようにする
ことができる。
【００６３】
　実施例２は、１つのマッチングパラメータを用いて可能性のある候補の集合を大きなデ
ータベースからどのように除去することができ、更に別の類似性尺度がこの部分集合を順
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位付けするためにどのように用いられるかを示している。第１のフィルタ通過は、既知の
測定問題（実施例２ではこれは試料の帯電である）に対して無反応にさせ、上位Ｎ個から
正しい候補を排除してしまう危険があるため、データベース全体に適用するには不適切で
あると考えられる特定の類似性尺度を用いて更に上位Ｎ個の候補が評価される。
【００６４】
　実施例１及び２では、ピークから離れたスペクトルの範囲は、ＮＣＣマッチングパラメ
ータにおいて排除される。これは、入射ビームエネルギーがほとんどの元素から特性線を
励起するには十分高いが、例えば帯電により様々な輝線の相対励起が不確実な場合に有用
である。しかしながら、低励起エネルギーは、分析される物質の量を低減するのに好まし
いとすることができる（例えばＳＥＭにおいて寸法が１００ｎｍより小さい微粒子を分析
するためには、粒子内でＸ線励起を維持するのに２ｋＶより低い加速電圧しか必要とされ
ない）。この場合には、物質中の幾つかの元素は特性線を生じない可能性があるが、存在
する全元素はＸ線の制動放射連続体に影響を与える。サンプルがＸ線によって励起される
場合には、サンプル中に存在する全元素は、入射ビームからの非弾性（Ｃｏｍｐｔｏｎ）
及び弾性（Ｒａｙｌｅｉｇｈ）散乱放射線に影響し、従って、観測Ｘ線バックグラウンド
に影響を与える。スペクトル内のバックグラウンドが物質含有量に関する有益な情報を伝
えるような場合には、ピークのみでなくスペクトル内の全チャネルについてＮＣＣを計算
することができる。
【００６５】
　別の数学式を用いて適合性の近接度を評価することができる。異なるチャネルｉからの
相対寄与は、類似性尺度がエネルギースペクトルの特定範囲に対し多少なりとも敏感であ
るように重み付けすることができる。このことは、アーティファクトのピーク或いは恐ら
くは半導体基板から放出されるＳｉＫα等の共通ピークを示す可能性のある範囲に重点を
置かないようにするために有用とすることができる。
【００６６】
　例２を参照して説明したように、物質が結晶体の場合には、後方散乱電子回折パターン
を分析して結晶構造パラメータを求めることができ、これらのパラメータを用いて最良適
合間で選択することができる。一般的な場合では、あらゆる分析技術を用いて、本発明の
上位Ｎ個の選択間を区別することができる。
【００６７】
　本方法を使用するにも関わらず、候補物質／構造間で区別が困難な場合には、物質の合
成スペクトルを未知物質からのスペクトルと共に表示画面上に示すことができ、これによ
りユーザは物質の事前知識を用いて最も適切な化合物を選ぶことができる。
【００６８】
　実質的に異なる条件（異なる顕微鏡加速電圧又は極めて異なる幾何形状）の下で別のＸ
線スペクトルが得られた場合には、この新しい条件において上位の僅かな候補化合物につ
いてＸ線スペクトルを合成することができ、最良適合を求めるために未知スペクトルが比
較される。ここで、本発明により生じる利点の要約を提示する。
　（ａ）スペクトルは全ての候補基準物質又は候補構造に関して測定される必要はなく、
このためデータセットを形成する基準データベース内に大量の候補を有することが実用的
である。
　（ｂ）スペクトルは複数条件下で基準物質から測定される必要はない。
　（ｃ）理論モデル内で分解能及び効率を考慮することができるため、スペクトルは未知
物質に対して用いられることになる同一のＸ線検出器を用いて基準物質から測定される必
要はない。
　（ｄ）スペクトルピークの分析、組成への変換、及び組成データベースとの比較に基づ
く手法は、スペクトル内に擬似ピークがある場合にはこれらのピークが偽りの陽性元素同
定をもたらし、励起特性に起因して計算される組成に関し不均衡作用を生じる可能性があ
るので失敗する恐れがある。新しい手法は、擬似ピークがスペクトルを歪ませる程度の妨
害を受け、スペクトル間の類似性尺度を不安定にするのみである。
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　（ｅ）スペクトルピークの分析に基づく手法は、一般に不均質のサンプルの構造を判定
できないのに対し、合成及び最良適合の手法は、原理的に、構造の複雑さに関係なくデー
タセットにおいて最良の候補構造を求めることができる。
　（ｆ）スペクトルピークの分析に基づく手法は、関心のある全元素について特性線が励
起される条件においてのみ分析することができる。しかしながら、バックグラウンド及び
サンプルからの散乱光は、特性ピークがこれらの元素から励起されているかどうかに関わ
らず物質内に存在する全元素が影響を受ける。理論モデルを用いて、スペクトルピーク、
バックグラウンド放射、及び散乱ピーク等のあらゆるスペクトル特徴を合成することがで
きるので、存在する全元素から特性線が利用可能でない物質を同定することができる。こ
のことは、極めて少量の物質を分析するために低励起電圧が用いられる場合に特に有益で
ある。
　（ｇ）マッチングパラメータは、可能性のある測定問題に対して本方法を許容性のある
ものにするように選ぶことができる。
【００６９】
（補遺－モデル実施例）
（モデルの説明）
　定量電子プローブ微量分析のＺＡＦ理論は、文献において十分に説明されており（例え
ばＲｅｅｄ、１９９３を参照されたい）、本明細書で繰返す必要はなく、従来技術から離
れた言及は省略される。引用文献の更なる詳細については組み込まれる論文を参照された
い。本出願人らは、後方散乱によって失われる強度の分率（１－Ｒ）の許容量と共に、所
与の殻のイオン化断面積Ｑを電子軌道に沿って積分することによりピーク強度を計算する
通常の実施を行う。この積分は、阻止能の関係Ｓ＝－ｄＥ／ｄ（ρｘ）、すなわち質量厚
さρｘを有する電子エネルギー損失の割合から得られる電子エネルギーＥの関数として最
も容易に実行される。次に検出器に到達する単位立体角毎の強度ＩAは、サンプルから抜
け落ちる分率ｆ（χ）、並びに一次放射（１＋Ｆ）及び連続体（１＋Ｇ）によって励起さ
れる蛍光による増大について補正することによって得られる。すなわち、質量分率ＣAの
元素Ａについて、所与の線における強度は次式となる。

ここでωAは元素Ａに対する適切なＫ、Ｌ、又はＭ殻についての蛍光収率であり、ρAは関
心のあるピーク内に入る次期放射の比率である。ＡAは元素Ａの原子量であり、Ｎ0はアボ
ガドロ数である。この式は大まかにいって、Ｘ線の生成（Ｚ）、これらの吸収（Ａ）、及
び蛍光（Ｆ）に関する３つの部分に分かれる。
【００７０】
　後方散乱補正Ｒでは、本出願人らは、Ｄｕｎｃｕｍｂ及びＲｅｅｄ（１９６７）の式を
用いて、阻止能Ｓについては、Ｊｏｙ及びＬｕｏ（１９８９）によって提案された修正を
伴うＢｅｔｈｅ（１９３０）の式を用いている。サンプルでの吸収は、生成される放射の
深度の分布についてのモンテカルロ計算のパラメータ化によって得られるＤｕｎｃｕｍｂ
（１９９２）によって提案されたｆ（χ）の形式を用いて補正される。特性蛍光（１＋Ｆ
）はＲｅｅｄ（１９９３）によって記述された手順で計算され、連続体（１＋Ｇ）による
ものは、Ｐｏｕｃｈｏｕ（１９９４）によって簡約されている。これらの選択の全ては改
善の余地があるが、容易に分離可能であり、計算が迅速で、目標精度内に十分に収まる結
果が得られる。
【００７１】
　これによりイオン化断面積Ｑが残るが、これについては、Ｋ、Ｌ、又はＭ殻の各々につ
いての絶対値が調節用に空いたままである。電子エネルギーＥでのＱの変動は、Ｇｒｅｅ
ｎ及びＣｏｓｓｌｅｔｔ（１９６１）によって用いられたＢｅｔｈｅ断面積の修正式によ
って良好に記述され、これは次式となる。
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ここでＥｃは分析ピークについての臨界励起電位であり、Ｕは過電圧比Ｅ／Ｅｃである。
ｍは、関係式の形を実験に適合させるように調節された０．７～０．９の範囲の各殻につ
いての定数であり、同様の手法は、ｍが緩慢に変化する原子番号の関数であることを見出
した、Ｐｏｕｃｈｏｕ（１９９４）によって用いられている。Ｌ及びＭ殻についてのＬｌ
ｏｖｅｔ（２０００ａ）による直接測定、並びにＫ殻についてのＬｌｏｖｅｔ（２０００
ｂ）による直接測定もまた、一般にこの式と一致する。最後に、乗数ｑK、ｑL、及びｑM

は、各殻からの観測強度を互いに適合させ、更に絶対項で強度が認識されるこれらの結果
に対し適合させるように実験によって設定される。
【００７２】
　サンプル中の特性線からの強度が、純標準からの強度に対する比率として測定される、
オリジナルのｋ比率法の場合には、蛍光収率ωA、ピーク分率ρAと同様に乗数ｑの値は相
殺される。加えて、連続蛍光に対する補正は通常は無視できることが分かっている。多く
の変形が存在する残りのＺＡＦ理論の精度は、純標準を用いて多数の既知合金の組成をこ
れらのＫ、Ｌ、又はＭα放射によって分析することで試験されている。この結果は、一定
の平均比及びこの平均についての標準偏差を有する、測定値の真の組成との比率のヒスト
グラムとして表される。多くの立案者が、彼らの特定の手法の精度を例示するためにこの
プロセスを用いており、これらはＨｅｉｎｒｉｃｈ（１９９２）によって上手く要約され
ている。
【００７３】
　上述の手順の組合せは、利用可能な最良のものに近い。例えば、Ｄｕｎｃｕｍｂ（１９
９２）は、７５６の既知サンプルの分析において、ここで用いられている「ＰｈｉＺＡＦ
」と名付けられた方法が、２．４％の標準偏差を伴い＜０．１％の平均誤差を与えること
を見出した。このように、ＺＡＦ補正手順自体は、スペクトルシミュレーションの精度を
制限する可能性が低いが、蛍光収率ω、相対高さρ、及びイオン化断面積定数ｑK、L、M

に対して採用される値において式（２）で見出されることになるより大きな不確かさが存
在する。所与のあらゆるピークに対して問題となるものは３つ全ての積であるが、これは
全原子番号の各殻における各線について計算可能であるので、これらの間の物理的区別は
できる限り保持されなくてはならない。しかしながら、出願人らは、蛍光収率ｖをイオン
化断面積Ｑと組合せるＪｏｙ（１９９８）によって導入された「Ｘ線発生断面積」の概念
に注目し、確かにこれは２つの異なるプロセスが含まれることを隠しているが、好都合な
単純化を提供することができる点には賛同している。
【００７４】
　蛍光収率値は、相対線強度から完全に分離することはできない。式（２）は、アルファ
ピークに関して最も容易に調べられるが、ρAの正しい値がωAの各値に関係することに関
して幾分かの曖昧性が存在する。ＳｃｈｒｅｉｂｅｒとＷｉｍｓ（１９８２ａ）は、この
因子をα１、α２ピークの組合せに入る総放射の割合として定義し、Ｋ、Ｌ、及びＭの系
列の各々について原子番号の関数としてρA値を導出している。しかしながら、本発明の
目的のために本出願人らは、原子番号が高くなるのに伴って発生する漸進的分離を現実的
にモデル化することができるように、α１及びα２線を分離して合成することを望んでい
る。また本出願人らは、順次全ての他の線の合成を望んでおり、これを実施する最も実用
的手法は、１としてとられたα１線の比率としてライン高さを表す表を用いることである
。
【００７５】
　現在の既知の知識では、相対強度の表は特に低エネルギーにおいて不完全又は不一致で
あるが、ＳｃｈｒｅｉｂｅｒとＷｉｍｓ（１９８２ｂ）による第２の論文は高エネルギー
線の幾つかに対して有益なデータを提供している。本出願人らは、ＪｏｈｎｓｏｎとＷｈ
ｉｔｅ（１９７０）の表から実験を通じて発展させたＯｘｆｏｒｄ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎ
ｔｓのＩｎｃａソフトウェアによるセットを用いることを選んだ。各殻又は副殻内の線比
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は、変化していない所与の電離からの総強度を分配するために合計で１になるように正規
化された。このことは、所与の線について計算された強度が他の全てに依存しており、相
対強度表のあらゆる調節は反復して行われなければならないことを意味する。しかしなが
ら本出願人らが目指している精度内では、このことは困難ではない。
【００７６】
　簡単にするために、本出願人らは、結果として得られる表はビームエネルギーに依存せ
ず、Ｌ及びＭ殻の励起エネルギーはそれぞれＬIII又はＭVエッジのエネルギーであると仮
定している。しかしながら本出願人らは、線がアルファ線と比較して不利となる可能性の
ある、異なる吸収について引き続き補正を行っており、すなわち表は、サンプルから放射
される強度ではなく発生する強度を与えると仮定されている。正規化の結果として、Ｌ及
びＭ殻内に空孔を再配分するＣｏｓｔｅｒ－Ｋｒｏｎｉｇ遷移の効果が相対強度表におい
て大きく表現され、蛍光収率を比較的スムーズに変化する原子番号の関数のままとする。
【００７７】
　本出願人らは、Ｋ及びＬ殻についての蛍光収率をＫｒａｕｓｅ（１９７９）の十分に確
立された表に基づいており、この表はＢａｍｂｙｎｅｋ他（１９７２）による先のレビュ
ーを要約し補足している。Ｋ殻で原子番号１０及びＬIII殻で原子番号５０を下回ると、
Ｋｒａｕｓｅによって報告される予測不確かさは１０％を超える。同様に、Ｍ殻について
Ｏｚ他（１９９９）は、Ｚが７２（Ｈｆ）を下回ると公開値において拡散が増大し、５７
（Ｌａ）で２倍を超えることを報告している。従って、以下に述べる結果から本出願人ら
自らの収量表のセットを作成する上で、本出願人らは、高い原子番号に対しては報告値に
一致することを目標とし、軽い元素に対しては物理的信頼性の範囲を超えることなく幾ら
かの著しい相違を許容することができる。このようにして本出願人らは、高エネルギーに
おいては公開値に密接に一致し、低エネルギーでは本出願人ら自らのデータに適合した「
有効蛍光収率」のセットを完成させた。１ｋｅＶより下では、化学効果が支配的であり、
化合物から得られる数値の拡大が増大する。
【００７８】
　次に本出願人らは、式（２）において乗数ｑK、L、Mを設定する自由度によって、各殻
におけるアルファ線の平均強度を互いに一致するようにし、更に本出願人らが確かである
ことを認識しており、すなわち検出器幾何形状及び入射電流が正確に認識されている測定
値と一致させることができる。次いで、所与の系列における他の線は、適切なρA値によ
って調整され、差分吸収のあらゆる作用についての補正を行う。
【００７９】
　従って、本原理は、将来修正が必要となることを予測しながら相対高さについての既存
の表を許容し、且つ高エネルギーにおいて確立された値に基づく「有効な」蛍光収率を経
験的に判定することであった。従って、Ｋ、Ｌ、及びＭ殻強度間のあらゆる差異全体をイ
オン化断面積に対する乗数ｑK、L、Mに取り込み、これらはやはり、文献において報告さ
れたものに近いものでなければならない。
【００８０】
　多数のスペクトルが利用可能なことにより、入射エネルギーの様々な条件及びターゲッ
トの平均原子番号についてバックグラウンド連続体を抽出することが可能となった。Ｋｒ
ａｍｅｒｓの法則の発展形として、本出願人らは、発生スペクトルにおける形状及び強度
が次の形式の式で独立して調節できることを見出した。

【００８１】
　指数Ｐ（０．９～１．１５の範囲にある）は、スペクトルの形状、すなわち高エネルギ
ーと低エネルギーとの間の強度分布を制御する一方で、係数Ｆ（０．７～１．２）が強度
全体を規定する。驚くことに、ＰはＺのみの関数であるように見えるが、Ｆは明確にＺと
Ｅ0の両方に依存している。両方とも１から有意に逸脱していることを表す。
【００８２】
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　炭素、シリコン、銅、及び金についての２０ｋＶでの測定スペクトル（全て大気の薄い
窓を有する検出器によって得られた）と合成バックグラウンド（白色）との比較は、低エ
ネルギーにおけるスペクトルの詳細を明らかにするが、検出器は、以下に述べるようにこ
の範囲において十分に特性付けられる必要がある。同様に重要なことは、吸収及び後方散
乱についての補正であり、これらはバックグラウンドの各点で行われなければならない。
計算を早めるために、これらはＳｔａｔｈａｍ（１９７６）によって述べられたものに類
似している簡素化された方法によって行われ、これらの方法は最終結果に対して決定的で
はないように思われる。検出器の窓の厚さ等の様々な入力パラメータの変化に対する最終
結果の感度を試験するのが容易であり、従って正確に認識しなければならないパラメータ
を判定するのが容易であることは高速モデルの更なる利点である。
【００８３】
　数パーセント内に連続体を計算する能力があれば、総バックグラウンド強度を計算する
のは容易である。一般的にこれは主要ピークと同じオーダーの強度であり、従ってピーク
近くの狭幅チャネルにおけるバックグラウンドよりもはるかに良好な統計精度で求めるこ
とができる。以下ＰＢ比と呼ぶピーク強度／総バックグラウンド強度の比率は、少なくと
も２つの点において有用である。
　１．これにより、合成スペクトルを検出立体角が未知である検出器から得られた測定ス
ペクトルと直接比較することが可能となり、これはＰＢ比が検出立体角から（並びにプロ
ーブ電流及び計数時間からも）独立しているためである。本出願人らは、シミュレーショ
ンモデルの開発にＰＢ比を極めて有益に用いており、検出立体角が利用不能であった６又
は８つの異なる器具からのスペクトルを利用することが可能である。しかしながら検出器
の曲線は連続体の形状に本質的に影響を与えるため、当然ながら検出器効率がエネルギー
と共にどのように変化するかを認識する必要がある。
　２．ＰＢ比を認識することは、重なり合ったピークの同定を助け、この場合可能性のあ
る代替手段は、これらの異なるＰＢ比によって識別可能とすることができる。Ｓｔａｔｈ
ａｍ（２０００）は、純クロムによるＣｒＬα（５７３ｅＶ）及びＣｒＬｌ（５００ｅＶ
）複合ピークのＰＢ比がＣｒ2Ｏ3からのものよりもどれ程有意に小さいかを示しており、
これは５２０ｅＶにおける酸素のＫピークによるものである。この識別は、ピーク形状か
らは明らかではないが、ＰＢ比からは明確である。このようにＰＢ比の正確な認識は、ピ
ーク位置及び強度に加えられる組成情報、すなわち原理的に標準物を使用することなく絶
対分析の実行を可能にする情報をもたらす。
【００８４】
　モデルの妥当性検証の目的で、データは異なる検出器及び取出し角を用いて３つの異な
る発生源から集められた。表２に示すように、３０９個のスペクトルから１６７個のＫα
ピーク、１４５個のＬαピーク、及び４８個のＭαピークがあり、全体では３６０個のア
ルファピークがあった。これらはエネルギーで０．２８ｋｅＶから１４．１ｋｅＶの範囲
にわたり、各系列におけるピークのおよそ半分はエネルギーで２ｋｅＶを下回っており、
これは本出願人らが特に試験することを望む範囲である。スペクトルの約８０％は最も一
般に用いられる１０～２０ｋＶの条件下で取られ、残りは５及び３０ｋＶの極端な状態の
試験を受け持った。化合物サンプルから９８個のスペクトルがあり、これらのうち８６個
のピークは２ｋｅＶを下回った。この段階では３６０の独立した測定を表すアルファピー
ク以外についてのシミュレーション精度を試験する試みは行われなかった。従って、これ
らの結果は、アルファピーク内に入る放射比を決定する範囲に限っては相対高さ表におけ
る不正確さに対し敏感であった。
【００８５】
　サンプルは通常どおり１０～１５ｎｍの厚さまで研磨した後、炭素で被覆された。シミ
ュレーションでは、入射ビームのリターデーション、層内で発生した特性ピーク、及び下
にあるサンプルから出現するＸ線の吸収についての補正を行うことで炭素層の存在が許容
された。サンプル自体が炭素を含まない場合には、厚さは０．２８ｋｅＶにおいて測定さ
れるピークの高さから正確に決定することができるが、通常は１５ｎｍの厚さに仮定する
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ことで十分であった。
【００８６】
　検出器の分解能は、電子雑音からの寄与をシリコン中に解放された有限個の電子－空孔
ペアによって生成されたものに求積法で加算する通常の方法によってシミュレートされた
。所与のスペクトルの高及び低エネルギー端において合成ピークと測定ピークとを適合す
ることにより、検出器を１～２ｅＶ内（最大高さの半値全幅）で較正することができ、用
いた検出器は、１３０から１４０ｅＶまで（ＭｎＫαエネルギーで）の分解能を示した。
実際に、分解能の正確な認識は、調査中のピークに別のものが部分的に重なり合う、例え
ばＭｏＬα1にＭｏＬβ1が重なり合った場合にのみ必要であった。他の事例ではシミュレ
ーションは、最大値のどちらの側でも±３標準偏差間でピーク強度を積分しており、これ
はガウス分布であると考えられる。
【００８７】
　窓効率は、特に低エネルギーで窓のカットオフの近くでスペクトルに影響を与えるので
より大きな問題となった。ベリリウム窓では約２ｋｅＶを下回ってこれが生じ、薄膜窓で
は１ｋｅＶをはるかに下回った。超大気薄窓（ＳＡＴＷ）及び超極薄窓（ＳＵＴＷ）は、
シリコン格子上に支持されたポリマー膜からなり、その厚さ及び寸法の公称値が利用可能
である。また既知の厚さのアルミニウム膜がある。従って、僅かに異なる厚さに対して結
果を適用することにより、全ての波長における透過率を計算し、これらの仮定における誤
差に対する感度を試験することが可能である。幾度かの繰り返しの後、一貫した画像が現
れ、実際に、製造業者の数字は本発明の目的には十分正確であるように思われた。ベリリ
ウム窓（Ｂｅ）の事例ではこれとは異なり、８μｍの公称厚さは１０．５μｍにより近い
ようであった。
【００８８】
　ＳＡＴＷ窓及びＳＵＴＷ窓の事例での別の不確かさは、支持格子による不明瞭化であり
、これにより検出器によって範囲が定められた立体角が効果的に低減される。幸いにも、
この低減はピークとバックグラウンドとに等しく影響を与えるので、これはこの研究で採
用された方法においては問題ではない。１０ｋｅＶを上回るエネルギーについては、この
格子が透過するようになり、この効果は本出願人らのモデルでは許容される。Ｂｅ検出器
によって絶対較正が実行され、既知の直径のアパーチャ及びサンプルからの距離によって
制限された。
【００８９】
　検出器自体の構成は効率決定においては重要ではない。伝導層、不感層（存在するなら
ば）、及びシリコン厚について仮定する必要があり、この場合も同様に最終結果をこれら
の仮定におけるあらゆる誤差に対する感度について試験することができる。本出願人らが
目標とする１０％精度内では、本出願人は検出器効率における不確かさは制限要因である
必要はないと考えている。
【００９０】
　スペクトルは、Ｋαピーク、Ｌαピーク、Ｍαピーク、及び全ての３６０個ピークを共
に含む４つのバッチにおいて処理された。最終区分は、前の３つのチェックを受け持ち、
２ｋｅＶより上及び下にあるピークエネルギーに対応して、２つの部分に分けられた。各
スペクトルについて、以下の操作を行った。
・ピークをフィルタ除去し内挿バックグラウンドを生成する。
・既知の組成からスペクトルを合成する。
・合成バックグラウンドを内挿スペクトルに調整する。
・合成バックグラウンドを除去して測定ピークを得る。
・各ピークを順に選択し、ピーク強度／総バックグラウンドを計算する。
・測定及び合成ピークについてＰＢ比を比較し、比率を記録する。
【００９１】
　各バッチが完了すると、誤差比の平均及び標準偏差が、シミュレーション精度の尺度と
して計算される。次いで、各元素についての各殻内の平均誤差比を用いて、この比率を１
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ついて結果として得られる曲線は、上述のようにＫｒａｕｓｅとＯｚのデータに適合され
、これを用いて、低エネルギーにおける滑らかな有効収量曲線を生成する。この全ては反
復処理の一部であり、引用した論文ではこれから最終結果が与えられる。
【００９２】
　３つの殻の各々からの放射強度を決定付ける式（３）の乗数ｑK、ｑL、及びｑMを本出
願人らが正確に設定したことが、上述の処理において暗黙の内に示されている。それに加
えて連続体バックグラウンドの全体的強度は、式（４）における係数ｋによって規定され
る。ＰＢ比の計算は、比率ｑ／ｋにのみ依存するが、本出願人らは、総計数速度従って統
計ノイズを予測するために、各々の絶対値を知る必要がある。幸いこれは高精度を通常は
必要としない。
【００９３】
　文献において異なる形式の表現で比較することは困難であるので、本出願人らは、サン
プルにおいて範囲が定められた立体角が数パーセント内で認識される、格子無しのＢｅ窓
検出器を用いて本出願人ら独自のｑK値を求めた。１６７個のＫ線のデータセットを用い
、Ｂｅ窓の透過率が１に近い、＞３ｋｅＶのエネルギーを有する１４個のピークを選択し
た。この制限設定の標準偏差は僅か２．８％であり、そのためｑKにおける誤差は１０％
を十分下回っているはずである。ｑKを認識すると、全てのＫ線にわたって取られたＰＢ
比の平均値からバックグラウンド因子ｋを導出することができ、次いでｋを認識すること
により、対応するＬ及びＭのデータセットからｑL及びｑMを求めることができる。次に、
これらの値がＫ、Ｌ、及びＭセットの各々についてチェックされ、最後に３６０個のサン
プルの組合せセットについてチェックされる。
【００９４】
　ｑKの精度チェックとして、本出願人らはこれを既知の条件の下でＸ線生成の効率を計
算するために用い、これを過電圧比が２である、すなわち１８ｋＶの電子ビームを有する
ＣｕＫα放射の効率の公開された研究と比較する。この条件は文献においておそらく最も
良く知られている。本研究は、Ｌｉｆｓｈｉｎ他（１９７７）によって引用された６．４
～７．６の範囲の下端に入るが、ＧｒｅｅｎとＣｏｓｓｌｅｔｔ（１９６８）のもの、及
びＪｏｙ（１９９８）のものとも密接に一致する。絶対強度はおそらく数パーセント以内
で正確であり、このことはノイズ統計の評価としては全く十分であると本出願人らは結論
付ける。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】例示的なシステムを示す図である。
【図２】例示的な方法のフロー線図である。
【図３】第１の実施例によるＳｉ（Ｌｉ）検出器を用いたＸ線エネルギースペクトルであ
る。
【図４】第２の実施例によるスペクトルであり、試料の帯電を示している図である。
【符号の説明】
【００９６】
　２　走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）
　３　Ｘ線分析システム
　４　チャンバ
　５　試料ホルダ
　６　電子銃
　１０　試料
　１１　検出器
　１５　制御コンピュータ
　２０　リモートデータベース



(23) JP 5264061 B2 2013.8.14

【図１】 【図２】

【図３】
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