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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射レンズ系により電子ビームを試料に照射し、試料を透過した電子を結像レンズ系で
ＴＶカメラのスクリーン上に結像するようにし、ＴＶカメラから得られた映像信号をディ
スプレイに供給して透過電子顕微鏡像を表示するようにした透過電子顕微鏡像観察モード
と、照射レンズ系のレンズ強度を前記透過電子顕微鏡像観察モード時のレンズ強度に対し
て変化させ、試料に照射される電子ビームの径を前記透過電子顕微鏡像観察モード時より
も小さくし、更に試料に照射される電子ビームを２次元的に走査するようにし、電子ビー
ムの照射によって試料の上方に向かって発生する電子を検出器によって検出し、検出器か
ら得られた映像信号を、電子ビームの走査に応じてディスプレイに供給して走査電子像を
表示するようにした走査電子顕微鏡像観察モードとを選択的に切り替えられる電子顕微鏡
による観察方法において、該電子顕微鏡は、集束イオンビーム装置によって一部が薄膜状
に加工された試料が電子顕微鏡の試料位置にセットされて、試料の一部分である前記薄膜
状部分を探すためのサーチモードが選択されたとき、走査電子顕微鏡像観察モードに切り
換えられ、前記集束イオンビーム装置によって加工された試料の走査電子像をディスプレ
イ上に表示して前記薄膜状部分を探し、前記薄膜状部分の走査電子像が前記ディスプレイ
の画面中央に表示されるように試料を移動させ、その後前記透過電子顕微鏡像観察モード
に切り換えて前記薄膜状部分の透過電子顕微鏡像をディスプレイ上に表示し、試料の移動
を行うと共に透過電子顕微鏡像の倍率を変化させ、前記薄膜状部分を観察するようにした
集束イオンビーム装置により一部が薄膜状に加工された試料の電子顕微鏡による観察方法



(2) JP 4111778 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

。
【請求項２】
　試料の上方に２次電子検出器を配置し、走査２次電子像を観察できるように構成した請
求項１記載の集束イオンビーム装置により一部が薄膜状に加工された試料の電子顕微鏡に
よる観察方法。
【請求項３】
　試料の上方に反射電子検出器を配置し、走査反射電子像を観察できるように構成した請
求項１記載の集束イオンビーム装置により一部が薄膜状に加工された試料の電子顕微鏡に
よる観察方法。
【請求項４】
　試料に照射される電子ビームを２次元的に走査するようにし、試料を透過した電子を検
出し、検出器から得られた映像信号を電子ビームの走査に応じてディスプレイに供給して
走査透過電子顕微鏡像を表示するようにした走査透過像観察モードと、試料に照射される
電子ビームを２次元的に走査するようにし、電子ビームの照射によって試料の上方に向か
って発生する電子を検出器によって検出し、検出器から得られた映像信号を、電子ビーム
の走査に応じてディスプレイに供給して走査電子像を表示するようにした走査電子顕微鏡
像観察モードとを選択的に切り替えられる電子顕微鏡による観察方法において、該電子顕
微鏡は、集束イオンビーム装置によって一部が薄膜状に加工された試料が電子顕微鏡の試
料位置にセットされて、試料の一部分である前記薄膜状部分を探すためのサーチモードが
選択されたとき、走査電子顕微鏡像観察モードに切り換えられ、前記集束イオンビーム装
置によって加工された試料の走査電子像をディスプレイ上に表示して前記薄膜状部分を探
し、前記薄膜状部分の走査電子像が前記ディスプレイの画面中央に表示されるように試料
を移動させ、その後前記走査透過像観察モードに切り換えて前記薄膜状部分の走査透過電
子顕微鏡像をディスプレイ上に表示し、試料の移動を行うと共に走査透過電子顕微鏡像の
倍率を変化させ、前記薄膜状部分を観察するようにした集束イオンビーム装置により一部
が薄膜状に加工された試料の電子顕微鏡による観察方法。
【請求項５】
　試料の上方に２次電子検出器を配置し、走査２次電子像を観察できるように構成した請
求項４記載の集束イオンビーム装置により一部が薄膜状に加工された試料の電子顕微鏡に
よる観察方法。
【請求項６】
　試料の上方に反射電子検出器を配置し、走査反射電子像を観察できるように構成した請
求項４記載の集束イオンビーム装置により一部が薄膜状に加工された試料の電子顕微鏡に
よる観察方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体デバイス試料を集束イオンビーム装置によって観察領域を薄膜状に加工
し、薄膜状にされた試料の透過電子顕微鏡像を観察するようにしたＦＩＢによる加工試料
の電子顕微鏡による観察方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
走査透過電子顕微鏡では、電子銃から発生し加速された電子ビームを、コンデンサレンズ
、対物レンズにより試料上に細く集束すると共に、試料上の所定範囲を電子ビームで走査
するようにしている。試料に電子ビームを照射することによってこの試料を透過した電子
を検出し、この検出信号を一次電子ビームの走査に応じてディスプレイに供給し、試料の
走査透過電子顕微鏡像を表示するようにしている。
【０００３】
このような走査透過電子顕微鏡において、試料を透過した電子を結像させ、結像位置に走
査透過電子顕微鏡像用の検出器に代えてＣＣＤカメラのごときＴＶカメラを配置し、ＴＶ
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カメラからの信号に基づいてディスプレイ上に像を表示させることにより、透過電子顕微
鏡像を得ることができる。
【０００４】
このような走査透過電子顕微鏡では、カラム内にセットされた試料を移動させながら、観
察すべき部位を低倍率で探し、観察すべき部位が見つかった場合には、その部位を比較的
高い倍率で観察する。この場合、観察倍率は、選択された観察視野に応じて決定される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、半導体デバイス素子の多層化、高密度化に伴って、透過電子顕微鏡および走査
透過電子顕微鏡像も観察し得る電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）を用いた原子レベルの像の観察の
要求が高まっている。一方、半導体デバイス素子の試料作成装置として、集束イオンビー
ム装置（ＦＩＢ）が多く使用されるようになってきた。
【０００６】
上記のごとき走査透過電子顕微鏡において、試料の目的とする視野を探す際には、低倍率
の像を用い、試料を移動させながら行っている。目的とする視野が見つかった場合は、そ
の視野に応じて倍率を変化させ、詳細な観察や分析を行っている。この場合、使用される
走査透過電子顕微鏡に要求されることは、試料作成、目的の像の観察、欠陥の有無の確認
までを短時間で行えることである。詳細な観察を行うための像の倍率は、多種の観察に対
応できるように細かい段階に倍率を自由に変えることができるように構成されている。
【０００７】
一般に、ＦＩＢで加工する試料の範囲は、一辺の長さが１０μｍから２０μｍ矩形状と狭
く、その範囲を厚さが３μｍ程度の薄膜状に加工しなければならない。このような一部が
薄膜状とされた試料では、試料に照射された電子は、薄膜状に加工された狭い範囲しか透
過せず、加工した範囲以外の試料領域は電子が透過しないため、透過電子顕微鏡像や走査
透過電子顕微鏡像を得ることができず、透過像観察用の陰極線管や液晶ディスプレイの観
察画面上には像が現れない。
【０００８】
このため、透過電子顕微鏡像で試料の内の薄膜状に加工された観察位置を探す場合は、試
料移動機構を駆動させて加工範囲から透過した電子を探すことになるが、加工範囲が狭い
ため、透過電子顕微鏡像や透過走査電子顕微鏡像のような、倍率が比較的高い透過像を使
用している限りでは、試料の加工された位置を見失うことが頻繁に生じる。したがって、
目的とする像の観察を行うまでに相当な時間を要することになる。
【０００９】
本発明は、このような点に鑑みてなされたもので、その目的は、短時間にＦＩＢで薄膜状
に加工された試料の加工部分を見出し、電子顕微鏡への加工済み試料のセットから加工位
置の観察までの時間を短縮することができるＦＩＢによる加工試料の電子顕微鏡による観
察方法を実現するにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明に基づく集束イオンビーム装置により一部が薄膜状に加工された試料の電子顕微
鏡による観察方法は、照射レンズ系により電子ビームを試料に照射し、試料を透過した電
子を結像レンズ系でＴＶカメラのスクリーン上に結像するようにし、ＴＶカメラから得ら
れた映像信号をディスプレイに供給して透過電子顕微鏡像を表示するようにした透過電子
顕微鏡像観察モードと、照射レンズ系のレンズ強度を前記透過電子顕微鏡像観察モード時
のレンズ強度に対して変化させ、試料に照射される電子ビームの径を前記透過電子顕微鏡
像観察モード時よりも小さくし、更に試料に照射される電子ビームを２次元的に走査する
ようにし、電子ビームの照射によって試料の上方に向かって発生する電子を検出器によっ
て検出し、検出器から得られた映像信号を、電子ビームの走査に応じてディスプレイに供
給して走査電子像を表示するようにした走査電子顕微鏡像観察モードとを選択的に切り替
えられる電子顕微鏡による観察方法において、該電子顕微鏡は、集束イオンビーム装置に
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よって一部が薄膜状に加工された試料が電子顕微鏡の試料位置にセットされて、試料の一
部分である前記薄膜状部分を探すためのサーチモードが選択されたとき、走査電子顕微鏡
像観察モードに切り換えられ、前記集束イオンビーム装置によって加工された試料の走査
電子像をディスプレイ上に表示して前記薄膜状部分を探し、前記薄膜状部分の走査電子像
が前記ディスプレイの画面中央に表示されるように試料を移動させ、その後前記透過電子
顕微鏡像観察モードに切り換えて前記薄膜状部分の透過電子顕微鏡像をディスプレイ上に
表示し、試料の移動を行うと共に透過電子顕微鏡像の倍率を変化させ、前記薄膜状部分を
観察するようにしたことを特徴としている。
【００１１】
　本発明では、ＦＩＢによって加工された試料が電子顕微鏡の試料位置にセットされたと
き、該電子顕微鏡は、走査電子顕微鏡像観察モードに切り換えられ、低倍率の走査電子像
が表示装置上に表示される。オペレータは、この走査像を観察して、目的とする視野を探
し、その視野をディスプレイの中心に移動させ、その後透過電子像により、比較的高い倍
率により像の観察を行う。
【００１２】
　本発明では、上記透過電子像として、透過型電子顕微鏡像あるいは走査透過型電子顕微
鏡像が用いられ、走査電子像としては、２次電子像あるいは反射電子像が用いられる。ま
た、本発明に基づくＦＩＢによる加工試料の電子顕微鏡による観察方法は、ＦＩＢによっ
て加工された試料の加工位置を走査電子顕微鏡像により見出し、該試料の加工位置の観察
を、試料を透過した電子に基づいて得られた透過電子像によって行い、試料を移動させて
透過電子像の内の所望の観察位置の座標を検出して記憶させ、再びＦＩＢによって試料の
加工部分を更に加工してより薄い薄膜試料を作成し、再び透過電子像を観察する場合には
、記憶された試料位置に基づいて試料を移動させ、所望の観察位置における薄膜試料の透
過電子像による観察を行うようにしたことを特徴としている。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は、本発明に用いられ
る走査透過電子顕微鏡の一例を示したもので、この顕微鏡では、電子ビームを試料上で走
査し、試料表面からの２次電子に基づく走査電子顕微鏡像と、同じく電子ビームを試料上
で走査し、試料を透過した電子に基づく走査透過電子顕微鏡像と、電子ビームを走査せず
、試料を透過した電子に基づく透過電子顕微鏡像の複数の像の観察ができるように構成さ
れている。
【００１４】
図において、電子顕微鏡カラムの上部に配置された電子銃１から発生した電子ビームＥＢ
は、図示していない加速管によって加速される。加速管によって例えば５０ｋＶに加速さ
れた電子ビームは、コンデンサレンズ２とコンデンサミニレンズ３によって集束される。
【００１５】
コンデンサレンズ２、３によって集束された電子ビームの中心部分は、コンデンサレンズ
アパーチャ（図示せず）の開口を通り、電子ビームの外側の収差の大きい部分をアパーチ
ャによって遮蔽するようにしている。なお、コンデンサレンズアパーチャには、複数の径
の異なった開口が設けられており、顕微鏡の各種モードに応じていずれかの適切な径の開
口が光軸上に配置されるように構成されている。
【００１６】
電子ビームＥＢは、コンデンサミニレンズ３によって電子ビームのフォーカスの微調整が
なされた後、対物レンズ４の磁場中に配置された試料５に照射される。コンデンサレンズ
２と試料５との間には、試料上の所定の２次元範囲を電子ビームで走査するための走査コ
イル６が配置されている。
【００１７】
　対物レンズ４の下段には、２段の中間レンズ７，８が配置され、更に中間レンズの下段
には投影レンズ９が配置されている。コンデンサレンズ２、コンデンサミニレンズ３、対
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物レンズ４、中間レンズ７，８、投影レンズ９には、レンズ制御部１０から励磁電流が供
給される。なお、対物レンズ４による試料５の前方磁場は、電子ビームのフォーカスに寄
与し、試料５の後方磁場は、後段の中間レンズ７、８と投影レンズ９とによって結像レン
ズ系を構成する。
【００１８】
投影レンズ９の下部には、透過電子顕微鏡像を表示する蛍光板１１が設けられているが、
蛍光板１１は電子ビームの光軸位置から開閉自由にされており、蛍光板により像の観察を
行う場合は、蛍光板１１は光軸上に配置される。
【００１９】
蛍光板１１の下部には、光軸上に挿脱可能な透過電子検出器１２（暗視野像観察用）と、
同じく光軸上に挿脱可能な透過電子検出器１３（明視野像観察用）の２種の検出器が配置
されている。更に、明視野像観察用検出器１３の後段には、光軸上に挿脱可能なＣＣＤカ
メラのごとき第１のＴＶカメラ１４が配置され、第１のＴＶカメラ１４の後段の光軸上に
は、ＣＣＤカメラのごとき第２のＴＶカメラ１５が配置されている。検出器１２，１３，
１４，１５の出力信号（映像信号）は、増幅器１６を介してコンピュータ１７に供給され
る。
【００２０】
試料５の上部の光軸から離れた位置には、２次電子検出器１８が設けられている。この２
次電子検出器１８は、走査電子顕微鏡像観察モードの際に動作させられるもので、例えば
、シンチレータと光電子増倍管より構成される検出器が用いられ、試料からの２次電子を
加速してシンチレータに導くようにされている。更に、試料５の上部には、反射電子検出
器１９が設けられている。２次電子検出器１８と反射電子検出器１９の出力信号（映像信
号）は、増幅器２０を介してコンピュータ１７に供給される。
【００２１】
コンピュータ１７は、走査コイル６に走査信号を供給する走査系制御部２１、試料位置を
制御する試料移動制御部２２、各レンズの励磁電流を制御するレンズ制御部１０をコント
ロールする。また、図示していないが、暗視野像観察用検出器１２の駆動機構、明視野像
観察用検出器１３の駆動機構、第１のＴＶカメラ１４の駆動機構が設けられており、それ
らの駆動機構はコンピュータ１７によってコントロールされ、特定の検出器あるいはカメ
ラが光軸上に配置される。また、コンピュータ１７は、２次電子検出器１８か反射電子検
出器１９のいずれかの検出信号を増幅器２０で増幅しコンピュータ１７に供給されるよう
に制御する。更に、コンピュータ１７は、検出信号のいずれかの出力信号に基づく像をモ
ニター２３上に表示する。
【００２２】
コンピュータ１７には、メモリーが接続されているが、このメモリーには、各レンズ強度
、検出器の選択、図示していないアパーチャの開口の選択などが、電子顕微鏡の観察モー
ド、電子銃の加速電圧や倍率に応じてテーブルの形式で記憶されている。
【００２３】
例えば、電子銃の加速電圧を変化させた場合には、選択された加速電圧で電子ビームが最
適に試料５にフォーカスされ、試料を透過した電子像が例えば指定された倍率となるよう
に、第１のＴＶカメラ１４のスクリーン上に最適に投影されるような各レンズ強度があら
かじめ記憶されている。
【００２４】
コンピュータ１７には、図示していないが、キーボード、マウス、コントロールパネルが
接続されており、キーボード、マウスによってコンピュータ１７への指令や各種の条件設
定を行なうことができるように構成されている。また、モニター２３の画面には、像表示
領域、装置の制御のためのＧＵＩ(グラフィックユーザーインターフェイス)、マウスやキ
ーボードによって画面上を移動するポインターが表示されている。また、当然のことなが
ら、コンピュータ１７内には、電子顕微鏡の各種構成要素を指定されたモードや条件に応
じてコントロールするためのソフトウェアが備えられている。このような構成の動作を次



(6) JP 4111778 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

に説明する。
【００２５】
さて、図１に示した走査透過電子顕微鏡は、透過電子顕微鏡像の観察と、走査電子顕微鏡
像の観察と、透過走査電子顕微鏡像の観察とを行なうことができる。透過電子顕微鏡像を
観察する場合、キーボードやマウスを用いて、モニター２３に表示されているＧＵＩ中の
例えば、ＴＥＭの表示がされている領域にポインターを位置させ、マウスをクリックする
などして、ＴＥＭモードを選択する。
【００２６】
ＴＥＭモードが選択されると、コンピュータ１７は暗視野像検出器１２、明視野像検出器
１３を光軸上から退避させる。そして、第１のＴＶカメラ１４か第２のＴＶカメラ１５の
いずれか一方を光軸上に配置し、第２のＴＶカメラ１５を用いる場合には、第１のＴＶカ
メラ１４を光軸から退避させる。
【００２７】
この第１のＴＶカメラ１４は広視野観察用に比較的低い倍率の像を観察する際に主として
用いられるもので、投影レンズ９に近い位置に配置される。また、第２のＴＶカメラ１５
は、高分解能のＴＶカメラが用いられ、比較的高い倍率で像の観察を行う際に用いられる
。この２種のＴＶカメラのいずれを用いるかは、倍率によって決められ、倍率はコンピュ
ータ１７のモニター２３のＧＵＩによって選択することができる。
【００２８】
例えば、広視野の低倍率の透過電子顕微鏡像を観察する場合には、第１のＴＶカメラ１４
が光軸上に配置される。この状態で、コンピュータ１７はコンデンサレンズ２，３、対物
レンズ４の励磁電流を制御し、比較的太い径(１nm）のプローブが試料５に照射されるよ
うに制御する。また、中間レンズ７，８と投影レンズ９の励磁電流を制御し、試料５を透
過した電子による像が第１のＴＶカメラ１４のスクリーン上に結像されるように制御する
。
【００２９】
このように各レンズを制御して電子銃１からの電子ビームＥＢを試料５に照射すれば、第
１のＴＶカメラ１４のスクリーン上には試料の特定広視野の透過電子顕微鏡像が投影され
る。ＴＶカメラ１４のスクリーン上に投影された像は映像信号として読み出され、増幅器
１６を介してコンピュータ１７に送られる。コンピュータ１７に供給された映像信号は、
モニター２３に供給され、モニター２３の画面の像表示領域上には、広領域の倍率の比較
的低い透過電子顕微鏡像が表示される。
【００３０】
なお、比較的倍率の高い高分解能の透過電子顕微鏡像を観察する場合には、第１のＴＶカ
メラ１４が光軸上から退避させられる。その際には、中間レンズ７，８、投影レンズ９の
レンズ強度が調整され、電子像がカラムの下部に配置された第２のＴＶカメラ１５のスク
リーン上に結像されるように制御される。
【００３１】
　ＴＶカメラ１５のスクリーン上に投影された像は映像信号として読み出され、増幅器１
６を介してコンピュータ１７に送られる。コンピュータ１７に供給された映像信号は、モ
ニター２３に供給され、モニター２３の画面の像表示領域上には、倍率の高い高分解能の
透過電子顕微鏡像が表示される。なお、第１のＴＶカメラ１４を用いて得られた像は試料
の視野探しのために用いられ、第２のＴＶカメラ１５を用いて得られた像は視野探しの結
果得られた試料の所望領域の高分解能の観察像となる。
【００３２】
次に、走査電子顕微鏡像と透過走査電子顕微鏡像を観察する際の操作について説明する。
走査電子顕微鏡像あるいは走査透過電子顕微鏡像を観察する場合、キーボードやマウスを
用いて、モニター２３に表示されているＧＵＩ中の例えば、ＳＥＭあるいはＳＴＥＭの表
示がされている領域にポインターを位置させ、マウスをクリックするなどして、ＳＥＭあ
るいはＳＴＥＭモードを選択する。
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【００３３】
このＳＥＭモードの内、２次電子像を取得するモードが選択された場合の動作を図２をも
参照しながら説明する。なお、図２において、図１と同一構成要素には同一番号が付して
ある。モニター上のＧＵＩによって、走査２次電子像の取得モードを選択すると、コンピ
ュータ１７はコンデンサレンズ２、コンデンサミニレンズ３、対物レンズ４の励磁電流を
制御し、すなわちレンズの励磁強度（レンズ強度）を制御し、比較的細い径（０．２nm程
度）のプローブが試料５に照射されるように制御する。
【００３４】
図２で３０，３１は対物レンズ４の磁極片であり、点線で示したレンズ３３は、対物レン
ズの前方磁界によるレンズである。このように各レンズを制御して電子銃１からの電子ビ
ームＥＢを試料５に照射すると共に、走査コイル６に走査系制御部２１から電子ビームの
２次元走査信号を供給すれば、試料５の所定領域で電子ビームが２次元的に走査される。
【００３５】
　試料上の電子ビームの２次元走査に基づいて試料５の表面から発生した２次電子ｓｅは
、対物レンズ４の前方磁場３３（前方レンズ３３のこと）によって光軸上近傍に拘束され
、光軸に沿って上方に取り出される。上方に取り出された２次電子ｓｅは、２次電子検出
器１８の前面に印加されている。例えば１０ｋＶ程度の高電圧によって検出器１８に向け
引き寄せられ、検出器１８のシンチレータに衝突する。シンチレータは２次電子の衝突に
よって発光し、その光は光電変換面によって光電子に変換される。光電子は、光電子増幅
管によって増倍され、増倍された信号は、映像信号として増幅器２０を介してコンピュー
タ１７に供給される。
【００３６】
コンピュータ１７に供給された映像信号は、モニター２３に供給され、その結果、像表示
領域には、走査電子顕微鏡像（２次電子像）が表示されることになる。なお、反射電子像
を表示する場合は、反射電子検出器１９によって検出された信号が、増幅器２０を介して
コンピュータ１７に供給される。
【００３７】
次に、ＳＴＥＭモードが選択されると、コンピュータ１７は、暗視野像検出器１２、明視
野像検出器１３のいずれか一方を光軸上に配置し、他方を光軸上から退避させる。この状
態で、コンピュータ１７はコンデンサレンズ、対物レンズの励磁電流を制御し、比較的細
い径(０．２nm程度）のプローブが試料５に照射されるように制御する。このように各レ
ンズを制御して電子銃１からの電子ビームを試料５に照射すると共に、走査コイル６に走
査系制御部２１から電子ビームの２次元走査信号を供給すれば、試料５の所定領域で電子
ビームが２次元的に走査される。
【００３８】
試料上の電子ビームの２次元走査に基づいて試料５を透過した電子は、光軸上に配置され
た暗視野像用検出器１２か明視野像用検出器１３のいずれかによって検出される。検出さ
れた透過電子信号は、映像信号として増幅器１６を介してコンピュータ１７に供給される
。コンピュータ１７に供給された映像信号は、モニター２３に供給され、その結果、像表
示領域には、明視野か暗視野の走査透過電子顕微鏡像が表示されることになる。
【００３９】
次に、上記した走査透過電子顕微鏡を用いてＦＩＢによって加工された試料の観察方法に
ついて説明する。まず、図示していないＦＩＢ装置によって試料の観察すべき個所が加工
され（削られ）る。一般に、ＦＩＢ装置で加工する試料の範囲は、一辺の長さが１０μｍ
から２０μｍの矩形状と短く、その範囲を厚さが３μｍ程度の薄膜状に加工しなければな
らない。
【００４０】
図３にＦＩＢ装置によって加工された試料５を示す。この試料５の一部がＦＩＢによって
加工されるが、ＦＩＢによって加工された部分が３５であり、この加工によって薄膜状の
試料部分３６が作成される。、このような一部が薄膜状とされた試料では、試料に照射さ
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れた電子は、薄膜状に加工された狭い範囲しか透過せず、加工した範囲以外の試料領域は
電子が透過しないため、透過電子顕微鏡像や走査透過電子顕微鏡像を得ることができず、
透過像観察用の陰極線管や液晶ディスプレイの観察画面上には像が現れない。
【００４１】
このため、透過電子顕微鏡像で試料の内の薄膜状に加工された観察位置を探す場合は、試
料移動機構を駆動させて加工範囲から透過した電子を探すことになるが、加工範囲（図３
の加工部分３５）が狭いため、透過電子顕微鏡像や透過走査電子顕微鏡像のような、倍率
が比較的高い透過像を使用している限りでは、試料の加工された位置を見失うことが頻繁
に生じる。したがって、目的とする像の観察を行うまでに相当な時間を要することになる
。
【００４２】
次に、図４のフロー図を参照しながら、本発明に基づく方法の一実施の形態を説明する。
まず、ＦＩＢ装置で加工された試料５は、図示していない試料ホルダーに載せられ、この
ホルダーが図１に示した試料として、電子顕微鏡鏡筒内に挿入される。ここで、モニター
２３上のＧＵＩによって、サーチモードに装置を選択すると、装置は走査２次電子像取得
モードに自動的に設定される。そして、２次電子像の倍率が例えば、４０倍程度に設定さ
れる。
【００４３】
この装置をサーチモードとするための手段として、モニター２３上のＧＵＩによって行っ
たが、別に設けられたスイッチにより行うように構成しても良い。このようにして２次電
子像取得モードに装置が設定されると、コンピュータ１７はコンデンサレンズ２、コンデ
ンサミニレンズ３、対物レンズ４の励磁電流を制御し、比較的細い径（０．２nm程度）の
プローブが試料５に照射されるように制御する。
【００４４】
このように各レンズを制御して電子銃１からの電子ビームＥＢを試料５に照射すると共に
、走査コイル６に走査系制御部２１から電子ビームの２次元走査信号を供給すれば、試料
５の所定領域で電子ビームが２次元的に走査される。この場合、倍率が４０倍程度である
ため、Ｘ方向、Ｙ方向の一次電子ビームの走査幅はかなり広くされる。
【００４５】
試料上の電子ビームの２次元走査に基づいて試料５の表面から発生した２次電子seは、対
物レンズ４の前方磁場３３によって光軸上近傍に拘束され、光軸に沿って上方に取り出さ
れる。上方に取り出された２次電子seは、２次電子検出器１８の前面に印加されている、
例えば１０ｋＶ程度の高電圧によって検出器１８に向け引き寄せられ、検出器１８のシン
チレータに衝突する。シンチレータは２次電子の衝突によって発光し、その光は光電変換
面によって光電子に変換される。光電子は、光電子増倍管によって増倍され、増倍された
信号は、映像信号として増幅器２０を介してコンピュータ１７に供給される。
【００４６】
コンピュータ１７に供給された映像信号は、モニター２３に供給され、その結果、像表示
領域には、走査電子顕微鏡像（２次電子像）が表示されることになる。
このモニター上の表示画面上には、極低倍の試料の２次電子像が表示されており、この像
から、ＦＩＢで加工された痕跡を示すコントラストを有する領域が確認できる。
【００４７】
この表示された２次電子像を観察しながら試料５を移動させ、ＦＩＢで加工された痕跡を
示すコントラストを有する領域（薄膜３６部分）をモニター２３の画面中央に位置させる
。なお、モニター画面中心と、電子顕微鏡の軸中心（光軸）とはあらかじめ一致するよう
に調整されている。この像の移動を行った後、試料移動制御部２２にその視野位置Ａ（Ｘ
１，Ｙ１）を記録する。この視野位置のデータは、試料移動制御部２２を介してコンピュ
ータ１７に送られ記憶される。
【００４８】
次に、装置の像観察モードを２次電子像取得モードから、最終的に観察すべき像を取得す
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るモード、例えば、透過型電子顕微鏡像取得モードに切り換える。レンズ制御部１０には
、あらかじめ透過型電子顕微鏡像取得モードが選択された際の照射系レンズ、結像系レン
ズ強度が記憶されており、図１の電子光学系における各レンズは、モード選択されると、
コンピュータ１７の制御により、そのレンズ強度が透過型電子顕微鏡像取得用に設定され
る。
【００４９】
また、蛍光板１１は光軸から取り除かれ、第１のＴＶカメラ１４が光軸上に配置される。
その結果、試料５の薄膜部分３６に電子ビームが照射され、薄膜３６を透過した電子に基
づく像は中間レンズ７，８，投影レンズ９によって第１のＴＶカメラ１４のスクリーン上
に結像される。このスクリーン上に投影された像は、第１のＴＶカメラ１４によって映像
信号に変換され、この映像信号は、増幅器１６を介してコンピュータ１７に供給される。
コンピュータ１７に供給された信号は、モニター２３に供給され、モニター２３には、試
料５の薄膜領域３６の透過型電子顕微鏡像が表示される。なお、この際の透過型電子顕微
鏡の像倍率は、比較的小さくされている。
【００５０】
オペレータは、モニター２３に表示された像を観察し、目的とする視野を探し、コンピュ
ータ１７を操作して、試料移動制御部２２を制御し、試料５を適宜移動させて、その目的
とする視野をモニター２３の画面中心に移動させる。その状態で透過型電子顕微鏡像の倍
率を観察に最適な倍率に設定する。この倍率設定は、コンピュータ１７を操作してレンズ
制御部１０を制御し、結像レンズ系の各レンズの強度を変化させて行う。
【００５１】
このとき、試料移動制御部２２には、試料を移動させた後の試料位置（視野位置）Ｂ（Ｘ
２，Ｙ２）が記録される。この試料移動制御部２２に記録された試料位置は、コンピュー
タ１７に供給されて記憶される。
【００５２】
ここで、モニター２３で観察した試料５の薄膜部分３６が充分な薄さに加工されていない
場合には、試料５を電子顕微鏡装置から取り出し、再びＦＩＢ装置に試料５を装着し薄膜
部分を再度加工し、より薄い薄膜３６を作成する。このとき、ＦＩＢによって加工すべき
位置は、コンピュータ１７に記憶されている第１回目に加工された座標位置によって決め
られる。
【００５３】
このようにして、第２回目のＦＩＢによる加工が終了すると、試料５は再び電子顕微鏡装
置に挿入され、コンピュータ１７に記憶されている観察位置（観察視野）の中心がモニタ
ー２３の画面中心に位置するように、試料移動制御部２２を介して試料５を移動させる。
このようにして再び薄く加工された薄膜部分３６の透過型電子顕微鏡像を観察し、所望の
試料領域の像を取得することができる。なお、２回目の薄膜部分３６の観察によって更に
薄膜部分の加工をすべきと判断された場合には、上記と同様にＦＩＢによる再加工が実施
される。
【００５４】
上記した実施の形態で、第１のＴＶカメラにより透過型電子顕微鏡像の視野探しを行った
が、倍率を高くして最終的な像の観察を行う場合には、第１のＴＶカメラ１４で行っても
良く、第１のＴＶカメラ１４を光軸から取り除き、第２のＴＶカメラ１５を用いて像の観
察を行うようにしても良い。
【００５５】
以上本発明の実施の形態を説明したが、本発明はこの実施の形態に限定されず幾多の変形
が可能である。例えば、最終的な像の観察を透過型電子顕微鏡像によって行ったが、走査
透過型電子顕微鏡像によって所望の観察を行うようにしても良い。また、試料の加工領域
を探すため、２次電子像を用いたが、反射電子像によって試料５の加工部分３５を探すよ
うにしても良い。
【００５６】
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【発明の効果】
　以上、説明したように、本発明に基づくＦＩＢによる加工試料の電子顕微鏡による観察
方法は、ＦＩＢによって加工された試料が電子顕微鏡の試料位置にセットされサーチモー
ドが選択されたとき、該電子顕微鏡は、走査電子顕微鏡像観察モードに切り換えられ、低
倍率の走査電子像がディスプレイ上に表示される。オペレータは、この走査像を観察して
、目的とする視野を探し、その視野をディスプレイの中心に移動させ、その後透過電子像
により、比較的高い倍率により像の観察を行うことができる。したがって、観察視野探し
が低倍の走査電子像によって行うことができるので、薄膜状に加工された試料部分を簡単
に見つけだし、その試料部分をディスプレイの中心部分に移動させ、その後詳細な薄膜部
分の顕微鏡像の観察を短時間に行うことが可能となる。
【００５７】
　また、本発明に基づくＦＩＢによる加工試料の電子顕微鏡による観察方法は、ＦＩＢに
よって加工された試料の加工位置を走査電子顕微鏡像により見出し、該試料の加工位置の
観察を、試料を透過した電子に基づいて得られた透過電子像によって行い、試料を移動さ
せて透過電子像の内の所望の観察位置の座標を検出して記憶させ、再びＦＩＢによって試
料の加工部分を更に加工してより薄い薄膜試料を作成し、再び透過電子像を観察する場合
には、記憶された試料位置に基づいて試料を移動させ、所望の観察位置における薄膜試料
の透過電子像による観察を行うようにしたことを特徴としている。この結果、複数回のＦ
ＩＢによる試料の同一領域の加工を行った場合でも、薄膜部分の観察視野の設定を簡単に
、短時間に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に基づく方法を実施するための走査透過電子顕微鏡の一例を示す図である
。
【図２】図１の走査透過型電子顕微鏡における２次電子を検出する構成を示す図である。
【図３】ＦＩＢによって加工された試料を示す図である。
【図４】本発明に基づく方法の一実施の形態を説明するためのフロー図である。
【符号の説明】
１　電子銃
２　コンデンサレンズ
３　コンデンサミニレンズ
４　対物レンズ
５　試料
６　走査コイル
７、８　中間レンズ
９　投影レンズ
１０　レンズ制御部
１１　蛍光板
１２、１３　検出器
１４、１５　ＴＶカメラ
１６、２０　増幅器
１７　コンピュータ
１８　２次電子検出器
１９　反射電子検出器
２１　走査系制御部
２２　試料移動制御部
２３　モニター
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