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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】荷電粒子顕微鏡の源レンズにおける収差を正確
に測定する方法／装置を提供する。
【解決手段】荷電粒子顕微鏡を動作させる方法であって
、源４を使用して荷電粒子ビームを生成するステップと
、ビームを照明器に通すステップであり、照明器が、関
連粒子－光学軸を有する源レンズ８、および源レンズと
試料の間に配されたコンデンサ絞り１２を備えるステッ
プと、照明器から出たビームで試料Ｓを照射するステッ
プと、検出器を使用して、照射に反応して試料から発出
した放射を検出し、関連画像を生成するステップとを含
む方法において、特に、源からの一組の放出角Ｅｎを選
ぶステップと、一組の放出角のうちのそれぞれの放出角
について、その放出角で源から放出される対応するサブ
ビームＢｎを選択し、そのサブビームによって形成され
た試験画像を分析して、コンデンサ絞りよりも前に生じ
た照明器収差を評価するステップとを含む。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子顕微鏡を動作させる方法であって、
　試料ホルダ上に試料を置くステップと、
　源を使用して荷電粒子ビームを生成するステップと、
　前記荷電粒子ビームを照明器に通過させるステップであり、前記照明器が、
　　関連粒子－光学軸を有する源レンズ、および
　　前記源レンズと前記試料の間に配置されたコンデンサ絞りであり、前記試料上に前記
ビームのフットプリントを画定するように構成されたコンデンサ絞り
　を備えるステップと、
　前記照明器から出た前記ビームで前記試料を照射するステップと、
　前記照射に反応して前記試料から発出した放射を検出するステップと、
　関連画像を生成するステップと
　を含む方法において、
　前記源からの一組の放出角を選択するステップと、
　それぞれのサブビームが前記一組の放出角のうちの１つの放出角で前記源から放出され
る一組の対応するサブビームを選択するステップと、
　前記一組の対応するサブビームのうちのそれぞれのサブビームによって形成された試験
画像であり、それぞれの試験画像が、前記一組の放出角のうちの１つの放出角に対応する
試験画像を記憶し、それによって一組の試験画像を編集するステップと、
　前記一組の試験画像を分析することによって、前記コンデンサ絞りよりも前に生じた照
明器収差を決定するステップと
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　サブビームを選択する前記ステップが、前記粒子－光学軸に対して垂直な横方向に前記
コンデンサ絞りを移動させることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　サブビームを選択する前記ステップが、前記源レンズと前記コンデンサ絞りの間に位置
するビーム偏向器を使用して、選択可能な横方向のビーム偏向を生じさせることを含む、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記試験画像が、前記試料の実質的に非晶質の部分の画像である、請求項１から３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記一組の放出角のうちの所与の放出角について、２つの試験画像を、２つの異なる焦
点設定で取得する、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記照明器内の前記源レンズと前記コンデンサ絞りの間に源レンズ収差補正器を備える
ステップと、
　前記収差を軽減するために前記補正器を起動させるステップと
　をさらに含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記源が、冷陰極電界放出銃（ＣＦＥＧ）、電子衝突イオン源、ナノ・アパーチャ・イ
オン源（ＮＡＩＳ）、液体金属イオン源（ＬＭＩＳ）および電界イオン化源からなる群か
ら選択された、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記照明器収差を打ち消すステップをさらに含む、請求項１から７のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項９】
　前記荷電粒子ビームを照明器に通過させるステップにおいて、前記照明器が、前記照明
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器収差を打ち消すように動作可能な収差補正器を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記荷電粒子ビームを照明器に通過させるステップにおいて、前記収差補正器が、ビー
ム傾斜補正要素、非点収差補正装置、色収差補正器および球面収差補正器のうちの１つま
たは複数を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　荷電粒子顕微鏡であって、
　試料を保持する試料ホルダと、
　荷電粒子ビームを生成する源と、
　　関連粒子－光学軸を有する源レンズ、および
　　前記源レンズと前記試料ホルダの間に配置されたコンデンサ絞りであり、前記試料上
に前記ビームのフットプリントを画定するように構成されたコンデンサ絞り
　を備える照明器と、
　前記ビームによる照射に反応して前記試料から発出した放射を検出し、関連画像を生成
する検出器と、
　前記顕微鏡の所与の動作を自動的に制御するプログラマブル・コントローラと
　を備える荷電粒子顕微鏡において、
　前記コントローラが、
　前記源からの一組の放出角を選択し、
　それぞれのサブビームが前記一組の選択された放出角のうちの１つの放出角で前記源か
ら放出される一組の対応するサブビームを選択し、
　前記一組の対応するサブビームのうちのそれぞれのサブビームによって形成された試験
画像であり、それぞれの試験画像が、前記一組の放出角のうちの１つの放出角に対応する
試験画像を記憶し、それによって一組の試験画像を編集し、
　前記一組の試験画像を分析することによって、前記コンデンサ絞りよりも前に生じた照
明器収差を決定する
　ように構成されていることを特徴とする荷電粒子顕微鏡。
【請求項１２】
　荷電粒子顕微鏡を動作させる方法であって、
　源を使用して荷電粒子ビームを生成するステップと、
　前記源からの一組の放出角を選択するステップと、
　それぞれのサブビームが前記一組の放出角のうちの１つの放出角で前記源から放出され
る一組の対応するサブビームを選択するステップと、
　それぞれのサブビームを照明器に通過させるステップと、
　前記照明器から出たそれぞれのサブビームで試料を照射するステップと、
　それぞれのサブビームによる前記照射に反応して前記試料から発出した放射を検出する
ステップと、
　一組の試験画像であり、それぞれの試験画像が、前記一組の対応するサブビームのうち
の１つのサブビームによる前記照射に反応して前記試料から発出した照射の検出によって
形成された一組の試験画像を生成するステップと、
　前記一組の試験画像を分析することによって、前記コンデンサ絞りよりも前に生じた照
明器収差を決定するステップと
　を含む方法。
【請求項１３】
　源を使用して荷電粒子のビームを生成するステップにおいて、前記源が、関連粒子－光
学軸を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記照明器収差を打ち消すステップをさらに含む、請求項１２または１３に記載の方法
。
【請求項１５】
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　前記荷電粒子ビームを照明器に通過させるステップにおいて、前記照明器が、前記照明
器収差を打ち消すように動作可能な収差補正器を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記荷電粒子ビームを照明器に通過させるステップにおいて、前記収差補正器が、ビー
ム傾斜補正要素、非点収差補正装置、色収差補正器および球面収差補正器のうちの１つま
たは複数を備える、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、荷電粒子顕微鏡を動作させる方法であって、
　－　試料ホルダ上に試料を備えるステップと、
　－　荷電粒子ビームを生成するために、源を使用するステップと、
　－　そのビームを照明器に通過させるステップであり、この照明器が、
　　・関連付けられた粒子－光学軸を有する源レンズ、および
　　・源レンズと試料の間に配置されたコンデンサ絞りであり、試料上にそのビームのフ
ットプリントを画定するように構成されたコンデンサ絞り
　を備えるステップと、
　－　この照明器から出たビームで試料を照射するステップと、
　－　その照射に反応して試料から発出した放射を検出するために検出器を使用するステ
ップ、および、関連画像を生成するステップと
　を含む方法に関する。
【０００２】
　本発明はさらに、その中でこの方法を実施することができる荷電粒子顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００３】
　荷電粒子顕微鏡法は、顕微鏡レベルの微小な物体を特に電子顕微鏡法の形態で画像化す
る、ますます重要となる公知の技法である。過去には、基本的な電子顕微鏡属は、透過電
子顕微鏡（ＴＥＭ）、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）、走査透過電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）など
のいくつかの公知の装置種へと進化し、さらに、例えばイオン・ビーム・ミリング、イオ
ン・ビーム誘起付着（ＩＢＩＤ）などの支援的作業を可能にする「加工」集束イオン・ビ
ーム（ＦＩＢ）を追加的に使用するいわゆる「デュアル・ビーム」ツール（例えばＦＩＢ
－ＳＥＭ）などのさまざまな亜種へと進化した。より詳細に説明する。
【０００４】
　－　ＳＥＭでは、走査電子ビームによる試料への照射が、試料からの例えば２次電子、
後方散乱電子、Ｘ線および陰極ルミネセンス（赤外、可視および／または紫外光子）の形
態の「補助」放射の発出を促進する。次いで、この発出した放射の１つまたは複数の成分
が検出され、画像蓄積目的に使用される。
【０００５】
　－　ＴＥＭでは、試料を透過するのに十分な高いエネルギーを有する電子ビームが選択
されて、試料に照射する目的に使用される（そのため、試料は一般に、ＳＥＭ試料の場合
よりも薄い）。次いで、試料から発出した透過電子を使用して、画像を生成することがで
きる。このようなＴＥＭを走査モードで動作させる（したがってそのＴＥＭはＳＴＥＭと
なる）と、照射電子ビームの走査動作中に当該画像が蓄積されることになる。
【０００６】
　本明細書で説明する主題のうちのいくつかの主題に関する詳細な情報は、例えば以下の
Ｗｉｋｉｐｅｄｉａリンクから収集することができる。
【０００７】
　http://en.wikipedia.org/wiki/Electron＿microscope
　http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning＿electron＿microscope
　http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission＿electron＿microscopy
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　http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning＿transmission＿electron＿microscopy
　電子を照射ビームとして使用する代わりに、他の荷電粒子種を使用して荷電粒子顕微鏡
法を実行することもできる。この点に関して、語句「荷電粒子」は、例えば電子、陽イオ
ン（例えばＧａまたはＨｅイオン）、陰イオン、陽子および陽電子を含むものと広く解釈
されるべきである。非電子ベースの荷電粒子顕微鏡法に関しては、例えば以下の参照文献
などの文献から、さらなる情報を収集することができる。
【０００８】
　https://en.wikipedia.org/wiki/Focused＿ion＿beam
　http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning＿Helium＿Ion＿Microscope
　Ｗ．Ｈ．Ｅｓｃｏｖｉｔｚ，Ｔ．Ｒ．ＦｏｘおよびＲ．Ｌｅｖｉ－Ｓｅｔｔｉ、Ｓｃａ
ｎｎｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｉｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ　ｗｉｔｈ　ａ
　Ｆｉｅｌｄ　Ｉｏｎ　Ｓｏｕｒｃｅ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　
７２（５）、１８２６～１８２８ページ（１９７５）
　http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22472444
　画像化および（局限された）表面改変（例えばミリング、エッチング、付着など）の実
行だけでなく、分光法の実行、ディフラクトグラムの調査などの他の機能を荷電粒子顕微
鏡が有することもあることに留意すべきである。
【０００９】
　全ての場合に、荷電粒子顕微鏡（ＣＰＭ）は、少なくとも以下の構成要素を備える。
【００１０】
　－　ショットキー電子源、イオン源などの粒子源。
【００１１】
　－　照明器。照明器は、源からの「未処理の」放射ビームを操作する役目を果たし、そ
の後に、集束、収差軽減、（絞りを用いた）クロッピング、フィルタリングなどのある種
の操作を実行する役目を果たす。照明器は一般に、１つまたは複数の（荷電粒子）レンズ
を備え、他のタイプの（粒子－）光学構成要素を備えることもある。所望ならば、照明器
から出たビームに調査中の試料の走査動作を実行させる目的に使用することができる偏向
システムを照明器に備えることができる。多くの場合、照明器を出て試料に入射する（細
い）ビームは「プローブ」と呼ばれる。
【００１２】
　－　試料ホルダ。試料ホルダの上で、調査対象の試料を保持し、位置決めする（例えば
傾けたり回転させたりする）ことができる。所望ならば、試料に対するビームの走査動作
を実施するために、このホルダを移動させることができる。このような試料ホルダは一般
に、位置決めシステムに接続される。極低温の試料を保持するように設計されているとき
、試料ホルダは、前述の試料を、例えば適当に接続された寒剤槽を使用して極低温に維持
する手段を備える。
【００１３】
　－　（照射を受けた試料から発出した放射を検出する）検出器。検出器は、実際は一体
型検出器または複合型／分散型検出器であることがあり、検出する放射に応じて多くの異
なる形態をとりうる。検出器の例には、フォトダイオード、ＣＭＯＳ検出器、ＣＣＤ検出
器、光電池、Ｘ線検出器（例えばシリコン・ドリフト検出器およびＳｉ（Ｌｉ）検出器）
などがある。一般に、ＣＰＭは、異なるいくつかのタイプの検出器を備えることができ、
それらの中から状況に応じて検出器を選択することができる。
【００１４】
　特にデュアル・ビーム顕微鏡の場合には、異なる２種類の荷電粒子種を生成するために
、（少なくとも）２つの源／照明器（粒子－光学カラム）がある。普通は、試料を画像化
するために、（垂直に配置された）電子カラムが使用され、（同時に）試料を改変（加工
／処理）および／または画像化するために、（斜めに配置された）イオン・カラムが使用
され得る。これによって、試料ホルダを多自由度で位置決めして、試料の表面を、使用す
る電子／イオン・ビームに対して適切に「提示する」ことができる。
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【００１５】
　（例えば（Ｓ）ＴＥＭなどの）透過型顕微鏡の場合、具体的にはＣＰＭは以下のものを
備える。
【００１６】
　－　画像化システム（画像化粒子－光学カラム）。画像化システムは、試料（平面）を
透過した荷電粒子を実質上受け取り、それらの荷電粒子を、検出／画像化装置、（ＥＥＬ
Ｓ装置などの）分光装置などの分析装置上に導く（集束させる）。上で参照した照明器と
同様に、画像化システムも、収差軽減、クロッピング、フィルタリングなど、その他の機
能を実行することがあり、一般に、１つもしくは複数の荷電粒子レンズおよび／または他
のタイプの粒子－光学構成要素を備える。
【００１７】
　以下では、本発明は例として、時に、電子顕微鏡法の特定の文脈で実施形態が記載され
る。しかしながら、このような単純化は単に明確化／例示が目的であり、これを、本発明
を限定するものと解釈すべきではない。
【００１８】
　ＳＥＭ、ＳＴＥＭなどの荷電粒子顕微鏡は高輝度源を使用することが好ましい。電子の
場合、そのような１つの源は冷陰極電界放出源（冷陰極電界放出銃またはＣＦＥＧとも呼
ばれる）である。このような源は、源サイズおよび角電流密度が非常に小さいが、輝度は
非常に高い。この源は室温（または室温に近い温度）で動作させるため、最小限の熱エネ
ルギー幅が導入される。イオンを生成する同様の源は例えば液体金属イオン源である。
【００１９】
　ＣＦＥＧの角電流密度は、例えば従来のショットキーＦＥＧの角電流密度よりも約２桁
小さいことから、ＣＦＥＧの角電流密度は課題を提示する。このことは、ＣＦＥＧでは、
所与のビーム電流に関して、（従来存在する）源レンズ（銃レンズ）が集束させる立体角
が、ショットキーＦＥＧよりも約２桁大きくなければならないことを意味する。その結果
、固有収差（例えば色収差および球面収差）と寄生収差（例えば３回非点収差およびコマ
収差）の両方が増大するため、ビーム品質に対する源レンズの（最終的な）影響はかなり
大きくなる。したがって、ＣＦＥＧ（または同様に小さな源）を使用するときには、特に
いわゆる「Ｃｓ補正」顕微鏡に関して、源レンズにおける収差を正確に測定（および補正
）することが重要になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】米国特許第８，８８４，３４５号明細書
【非特許文献】
【００２１】
【非特許文献１】http://en.wikipedia.org/wiki/Electron＿microscope
【非特許文献２】http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning＿electron＿microscope
【非特許文献３】http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission＿electron＿microscopy
【非特許文献４】http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning＿transmission＿electron＿m
icroscopy
【非特許文献５】https://en.wikipedia.org/wiki/Focused＿ion＿beam
【非特許文献６】http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning＿Helium＿Ion＿Microscope
【非特許文献７】Ｗ．Ｈ．Ｅｓｃｏｖｉｔｚ，Ｔ．Ｒ．ＦｏｘおよびＲ．Ｌｅｖｉ－Ｓｅ
ｔｔｉ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｉｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ
　ｗｉｔｈ　ａ　Ｆｉｅｌｄ　Ｉｏｎ　Ｓｏｕｒｃｅ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓ
ｃｉ．ＵＳＡ　７２（５）、１８２６～１８２８ページ（１９７５）
【非特許文献８】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22472444
【非特許文献９】Ｓ．Ｕｎｏ他、「Ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ　ｉｔｓ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｅｌｅｃ
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ｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅｓ」、Ｏｐｔｉｋ／Ｏｐｔｉｃｓ　１１６（２００５）
、４３８～４４８ページ（Ｅｌｓｅｖｉｅｒ）
【非特許文献１０】https://en.wikipedia.org/wiki/Stigmator
【非特許文献１１】http://www.cnf.umcs.lublin.pl/pdfy/2006＿08＿HighRex＿Imaging
＿CS＿Titan＿an.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明の目的は、この課題に対処することにある。より詳細には、本発明の目的は、荷
電粒子顕微鏡の源レンズにおける収差を正確に測定する方法／装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　これらの目的およびその他の目的は、冒頭の段落に記載された方法であって、
　－　源からの一組の放出角を選ぶことと、
　－　一組の放出角のうちのそれぞれの放出角について、その放出角で源から放出される
対応するサブビームを選択し、そのサブビームによって形成された試験画像を記憶し、そ
れによってその一組の放出角に対応する一組の試験画像を編集することと、
　－　コンデンサ絞りよりも前に生じた照明器収差を評価するために、その一組の試験画
像を分析することと
　を特徴とする方法で達成される。
【００２４】
　本発明に至る調査において、本発明の発明者らは、（非常に）小さな角電流密度を有す
る比較的に小さな粒子源を使用するときには、使用する源レンズ（銃レンズ）が、源から
放出された束を、比較的に大きな角度範囲から捕捉する必要があることを理解した。しか
しながら、近軸の角度から離れ、より大きな（より周縁の）受入れ角に向かって進むにつ
れて、収差は大幅に増大する傾向があるため、小さな源の使用はしたがって、源レンズの
はるかに重大な収差を暗示する。対照的に、従来の（より大きな）源を使用するときには
、コンデンサ絞りと試料の間に位置する対物レンズ（従来このように呼ばれている）にお
ける収差に比べると、源レンズの収差は本質的に無視することができる。したがって、こ
れまでは源レンズの収差を調べる差し迫った必要性はなかった。そのため、例えば、先行
技術では、（Ｓ）ＴＥＭの収差を調べるいわゆる「Ｚｅｍｌｉｎタブロー」法または「Ｓ
ＴＥＭタブロー」法は、対物レンズ（存在する場合にはさらに対物レンズの収差補正器）
などの最終「プローブ形成レンズ」における収差だけに集中し、このレベルよりも前／上
流の収差に関する情報を提供しなかった／できなかった。対照的に、本発明は、コンデン
サ絞りよりも上方の粒子－光学カラム内で生じる収差を調べ、カラムのこの部分の挙動に
対する独特の洞察を提供する。
【００２５】
　本発明によって生成される一組の試験画像は、本質的に、コンデンサ絞りよりも前（上
流）に位置する「上部照明器」における画像化挙動／収差を経路ごとに分析することを可
能にする。所与のそれぞれの放出角で放出された特定のそれぞれのサブビームはこの上部
照明器内を通る特定の経路を通る。このような一組の経路／サブビームに対応する一組の
画像を集めることは、これらのさまざまな経路に関する収差挙動の「マップ」を編集する
ことを本質的に可能にする。この一組の試験画像は例えば、数学的収差モデルの収差多項
式の（低次の）係数を当てはめルーチンを使用して決定することができる（独自の）ソフ
トウェアによって分析することができる。上部照明器内で生じる収差を本発明を使用して
決定し、（コンデンサ絞りのレベルよりも下方の）下部粒子－光学カラム内で生じる収差
を（前述の「Ｚｅｍｌｉｎタブロー」法などの）別個の技法を使用して分析することによ
って、顕微鏡全体のアライメントおよび性能をより良好にすることができる。これは、そ
うすることによって、コンデンサ絞りの上方と下方で同時に、独立した補正処置をとるこ
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とができるためである（下記参照）。画像列から収差を導出する根底にある数学的処理に
関する更なる情報については例えば、Ｓ．Ｕｎｏ他の論文「Ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏ
ｒｒｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ　ｓｃ
ａｎｎｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅｓ」、Ｏｐｔｉｋ／Ｏｐｔｉｃ
ｓ　１１６（２００５）、４３８～４４８ページ（Ｅｌｓｅｖｉｅｒ）を参照されたい。
【００２６】
　（ＣＦＥＧなどの）放出面積が小さい源を使用するときには、源レンズにおいて生じる
収差が一般に、コンデンサ絞りのすぐ上に位置する（従来存在する）コンデンサ・レンズ
において生じる収差よりもはるかに大きいことに留意すべきである。これは、このような
源に対する源レンズが通常、コンデンサ・レンズの焦点距離（例えば１０～２０ｍｍ）の
１０分の１程度の焦点距離（例えば１～２ｍｍ）を有し、それぞれの捕捉角（ｃａｐｔｕ
ｒｅ　ａｎｇｌｅ）が１０倍程度になるためである。したがって、源レンズにおいて生じ
る収差は、コンデンサ・レンズにおいて生じる収差よりも約１桁大きくなる傾向がある。
本発明はさらに、収差に対するコンデンサ・レンズの相対的な寄与をさらに低減させるこ
とができる技法を包含する。例えば図２Ｅを参照されたい。その場合、所望ならば、本発
明は純粋に源レンズの収差だけに集中することができる。
【００２７】
　本発明は、個々のサブビームを希望に応じて選択することを可能にする機構を使用する
。このような機構はさまざまな手法で実施することができる。以下に例を示す。
【００２８】
　－　このような１つの機構は、所与のサブビームの経路上にコンデンサ絞りを位置決め
するため（および周囲の他のサブビームの経路を遮断するため）に、システムの粒子－光
学軸に対して垂直な横方向にコンデンサ絞りを選択的に移動させることを含む。例えば図
２Ｂを参照されたい。所望ならば、補足的なビーム偏向器を使用して、このような装置内
の対物レンズによって生じる収差を制限することができる。例えば図２Ｃを参照されたい
。
【００２９】
　－　別の（代替のまたは相補的な）手法は、源とコンデンサ絞りの間に位置する（磁気
および／または静電）ビーム偏向器を使用して、選択可能な横方向のビーム偏向を生じさ
せ、それによってコンデンサ絞り上のビーム・フットプリントを横方向に移動させて、そ
のフットプリントのどの部分（サブビーム）が絞りを通過するのかを決める。例えば図２
Ｄおよび２Ｅを参照されたい。
【００３０】
　本発明の有利な実施形態では、試料の実質的に非晶質の部分に対する一組の試験画像が
編集される。非晶質の試料（または結晶質の試料の［端および／または汚染物である炭素
層などの］非晶質部分）は、関連画像中の特定のフーリエ周波数に対する選択的な効果を
有しない。このことは、より正確な（定量的な）収差決定を可能にする。
【００３１】
　本発明の有利な実施形態では、一組の放出角のうちの所与の放出角について、（少なく
とも）２つの試験画像を、（少なくとも）２つの異なる焦点設定（例えばアンダーフォー
カスとオーバーフォーカス、またはインフォーカスとアウトオブフォーカス、またはアン
ダーフォーカスとインフォーカスとオーバーフォーカス）で取得する。異なる焦点設定の
これらの異なる試験画像をフーリエ変換し、一方の画像を他方の画像で除し、次いで逆フ
ーリエ変換した場合、これは、どんな収差が存在するのかをより正確に決定することを容
易にする、関連「公称」画像に関する貴重な情報を与える。この点に関しては、例えば前
述のＵｎｏの雑誌論文を参照されたい。
【００３２】
　一般に、本発明を使用して収差が定性／定量化された後で、収差を（自動的に）打ち消
すことが望ましい。これは、照明器内の収差補正器を使用して実行することができる。こ
の収差補正器は、例えば以下の構成要素／態様のうちの１つまたは複数を含むことができ
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る。
【００３３】
　－　ビーム傾斜補正要素。
【００３４】
　－　非点収差補正装置。例えば以下のＷｉｋｉｐｅｄｉａリンクを参照されたい。
【００３５】
　https://en.wikipedia.org/wiki/Stigmator
　－　色収差（この収差は、比較的に低いビーム加速電圧、例えば１００ｋＶよりも低い
電圧でより優勢になる傾向がある）に対処するＣｃ補正器。Ｃｃ補正器の実施形態は例え
ば米国特許第８，８８４，３４５号明細書（発明者は本発明の発明者と同じである）に出
ている。
【００３６】
　－　球面収差（この収差は、比較的に高いビーム加速電圧、例えば１００ｋＶよりも高
い電圧でより優勢になる傾向がある）に対処するＣｓ補正器。Ｃｓ補正に関する情報は例
えば、（本発明の譲受人の）以下の公表物から収集することができる。
【００３７】
　http://www.cnf.umcs.lublin.pl/pdfy/2006＿08＿HighRex＿Imaging＿CS＿Titan＿an.p
df
　上で既に述べたとおり、使用する源がＣＦＥＧであるときに本発明は特に有利である。
しかしながら、ＣＦＥＧは、本発明とともに使用することができる唯一の源タイプではな
い。他の源タイプには例えば、電子衝突イオン化源［その具体的な形態はナノ・アパーチ
ャ・イオン源（ＮＡＩＳ）である］、液体金属イオン源（ＬＭＩＳ）［既述］、電界イオ
ン化源などがある。
【００３８】
　本発明は、ＴＥＭ、ＳＴＥＭ、ＳＥＭ、ＦＩＢ－ＳＥＭおよび他のさまざまなタイプの
ＣＰＭに適用することができることを当業者は理解するであろう。
【００３９】
　次に、例示的な実施形態および添付の概略図に基づいて本発明をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明が実施されるＣＰＭの一実施形態の縦断面図である。
【図２Ａ】図１の部分拡大図である。
【図２Ｂ】本発明の特定の実施形態の動作原理を示す役目を果たす図２Ａの変形例を示す
図である。
【図２Ｃ】図２Ｂに示した状況の変型を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の異なる実施形態の動作原理を示す役目を果たす図２Ａの異なる変形例
を示す図である。
【図２Ｅ】図２Ｄに示した状況の変型を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　これらの図では、適切な場合に、対応する部分が対応する参照符号を使用して示されて
いる。一般に、これらの図は一定の比率では描かれていないことに留意すべきである。
【００４２】
　実施形態１
　図１は、本発明が実施される荷電粒子顕微鏡Ｍの一実施形態の非常に概略的な図である
。より詳細には、図１は、透過型顕微鏡Ｍの一実施形態を示す。このケースでは、透過型
顕微鏡ＭがＴＥＭ／ＳＴＥＭである（しかしながら、本発明の文脈では、透過型顕微鏡Ｍ
を、例えばＳＥＭまたはイオン・ベースの顕微鏡とすることもできる）。この図では、真
空エンクロージャ２内で、ＣＦＥＧ電子源４が電子ビームＢを生成し、電子ビームＢは、
電子－光学軸Ｂ’に沿って伝搬し、電子－光学照明器６を横切る。電子－光学照明器６は
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、（例えば（局所的に）薄化／平坦化されていることがある）試料Ｓの選択された部分上
に電子を導く／集束させる役目を果たす。この特定のケースでは、照明器６が、
　－　とりわけ源４を拡大する役目を果たす源レンズ（銃レンズ）８、
　－　複合コンデンサ・レンズ１０ａ／１０ｂ、すなわち小さなビーム・スポット・サイ
ズ（試料Ｓ上の細いビーム・プローブ）を生み出す役目を果たす上部要素１０ａおよびコ
リメーティング・レンズの働きをする下部要素１０ｂ、
　－　コンデンサ絞り１２、
　－　走査偏向器１４、
　－　対物レンズ１６
を備える。
【００４３】
　照明器はさらに他の要素１０ｃ、１８を含む。要素１０ｃについては後に論じる。要素
１８は収差補正器であり、本発明を使用して識別／定量化された１つまたは複数のタイプ
の収差を軽減するように構成することができる（上記の議論を参照されたい）。
【００４４】
　試料Ｓは、試料ホルダＨ上に保持される。位置決め装置／ステージＡによって、試料ホ
ルダＨを多自由度で位置決めすることができる。位置決め装置／ステージＡは、ホルダＨ
が（取外し可能に）固定されたクレードルＡ’を移動させる。例えば、試料ホルダＨは、
（とりわけ）ＸＹ平面内で移動させることができるフィンガを備えることができる（図示
されたデカルト座標系を参照されたい。通常、Ｚ軸に対して平行な移動およびＸ軸／Ｙ軸
を軸にした傾斜も可能である）。このような移動は、軸Ｂ’に沿って（Ｚ方向に）進む電
子ビームＢにより試料Ｓの異なる部分に照射し／試料Ｓの異なる部分を画像化し／試料Ｓ
の異なる部分を検査すること（および／または偏向器１４を使用してビームで走査する代
わりに走査動作を実行すること）を可能にする。所望ならば、試料ホルダＨ（およびその
上の試料Ｓ）を例えば極低温に維持するために、任意選択の冷却装置（図示せず）を、試
料ホルダＨと密に熱接触させることができる。
【００４５】
　（例えば）２次電子、後方散乱電子、Ｘ線および光学放射（陰極ルミネセンス）を含む
さまざまなタイプの「誘導」放射を試料Ｓから発出させるような形で、電子ビームＢは試
料Ｓと相互作用する。所望ならば、分析装置２２を用いて、これらのタイプのうちの１つ
または複数のタイプの放射を検出することができる。分析装置２２は例えば、結合シンチ
レータ／光電子増倍管またはＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分光法）モジュールとするこ
とができる。このような場合には、ＳＥＭの場合と基本的に同じ原理を使用して画像を構
築することができる。しかしながら、これの代わりにまたはこれに加えて、試料Ｓを横切
り（通り抜け）、試料Ｓから出現／発出し、軸Ｂ’に沿って（実質的に）伝搬し続ける（
しかしながら一般にある程度の偏向／散乱はある）電子を調べることもできる。このよう
な透過電子束は、画像化システム（投影レンズ）２４に入る。画像化システム２４は一般
に、さまざまな静電／磁気レンズ、偏向器、（非点収差補正装置などの）補正器などを備
える。通常の（非走査）ＴＥＭモードでは、この画像化システム２４が、透過電子束を蛍
光スクリーン２６上に集束させることができる。所望ならば、（矢印２６’によって概略
的に示されているように）蛍光スクリーン２６を後退させて／引っ込めて、蛍光スクリー
ン２６を軸Ｂ’から外すことができる。画像化システム２４によって、スクリーン２６上
に、試料Ｓ（の部分）の画像（またはディフラクトグラム）が形成され、エンクロージャ
２の壁の適当な部分に位置するビューイング・ポート２８を通してこれを見ることができ
る。スクリーン２６を後退させる機構は例えば実際は機械式および／または電気式とする
ことができる。この機構はこの図には示されていない。
【００４６】
　スクリーン２６上の画像を見ることの代替として、その代わりに、画像化システム２４
から発出する電子束の焦点深度が一般に非常に大きい（例えば１メートル程度）ことを利
用することができる。その結果として、スクリーン２６の下流で、以下のような他のさま
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ざまなタイプの分析装置を使用することができる。
【００４７】
　－　ＴＥＭカメラ３０。カメラ３０のところで、電子束は、静止画像（またはディフラ
クトグラム）を形成することができる。この画像を、コントローラ／プロセッサ２０によ
って処理し、例えばフラット・パネル・ディスプレイなどの表示装置（図示せず）上に表
示することができる。必要ないときには、（矢印３０’によって概略的に示されているよ
うに）カメラ３０を後退させて／引っ込めて、カメラ３０を軸Ｂ’から外すことができる
。
【００４８】
　－　ＳＴＥＭカメラ３２。試料Ｓ上のビームＢの（Ｘ，Ｙ）走査位置の関数としてカメ
ラ３２からの出力を記録することができ、Ｘ、Ｙの関数としてのカメラ３２からの出力の
「マップ」である画像を構築することができる。カメラ３０の中に特徴的に存在するピク
セルのマトリックスとは対照的に、カメラ３２は、例えば直径２０ｍｍの単一のピクセル
を備えることができる。さらに、カメラ３２は一般に、カメラ３０の収集速度（例えば毎
秒１０２画像）よりもはるかに高い収集速度（例えば毎秒１０６点）を有する。この場合
も、必要ないときには、（矢印３２’によって概略的に示されているように）カメラ３２
を後退させて／引っ込めて、カメラ３２を軸Ｂ’から外すことができる（しかしながら、
例えばドーナツ形の環状暗視野カメラ３２の場合には、このような後退は必要ないであろ
う。カメラが使用されていないとき、このようなカメラでは、中心の穴が束を通過させる
）。
【００４９】
　－　カメラ３０または３２を使用して画像化する代わりに、分光装置３４を使用するこ
ともできる。分光装置３４は例えばＥＥＬＳモジュールとすることができる（ＥＥＬＳ＝
電子エネルギー損失分光法）。
【００５０】
　装置３０、３２および３４の順序／位置は厳密なものではなく、多くの可能なバリエー
ションが考えられることに留意すべきである。例えば、画像化システム２４に分光装置３
４を組み込むこともできる。
【００５１】
　コントローラ（コンピュータ・プロセッサ）２０は、示されたさまざまな構成要素に、
制御線（バス）２０’を介して接続されていることに留意されたい。このコントローラ２
０は、動作を同期させること、設定点を提供すること、信号を処理すること、計算を実行
すること、表示装置（図示せず）上にメッセージ／情報を表示することなど、さまざまな
機能を提供することができる。言うまでもなく、（概略的に示された）コントローラ２０
は、必要に応じて、（部分的に）エンクロージャ２の内側にあってもまたは外側にあって
もよく、一体構造をとってもまたは複合構造をとってもよい。
【００５２】
　エンクロージャ２の内部を厳密に真空に保つ必要はないことを当業者は理解するであろ
う。例えば、いわゆる「環境制御型ＴＥＭ／ＳＴＥＭ」では、意図的に所与のガスの背景
雰囲気がエンクロージャ２内に導入される／エンクロージャ２内で維持される。実際には
、可能な場合には、エンクロージャ２が本質的に、軸Ｂ’のすぐ近くにあり、使用する電
子ビームがその中を通る（例えば直径１ｃｍ程度の）小さな管の形態をとり、源４、試料
ホルダＨ、スクリーン２６、カメラ３０、カメラ３２、分光装置３４などの構造体を収容
するために外に広がるように、エンクロージャ２の容積を限定することが有利なことがあ
ることも当業者は理解するであろう。
【００５３】
　次に図２Ａを参照する。この図は、図１の主題の一部分の拡大図を示す。より詳細には
、この図は、源４と、照明器６のある要素とを示し、これにより、要素１０ｃおよび１８
は差し当たって省かれている。破線は、照明器６のさまざまな要素を通過する公称（中心
／近軸）ビーム（サブビーム）経路を示す。
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【００５４】
　図２Ｂでは、コンデンサ絞り１２が、示されたＹ方向に対して平行な横方向に変位して
いる（矢印１２”を参照されたい）（これにより軸Ｂ’はＺに対して平行に延びている）
。しかしながら、軸Ｂ’の周りのさまざまな（Ｘ，Ｙ）座標の位置に絞り１２を位置決め
するため、Ｘに対して平行にコンデンサ絞り１２を変位させることもできる。この変位は
例えば、付属のアクチュエータ機構１２’（図１参照）を使用して達成することができる
。アクチュエータ機構１２’は実際は電気式とすることができ、例えば圧電アクチュエー
タまたはステッパ・モータを備えることができる。コンデンサ絞り１２をこのように横方
向に移動させることは、示されたサブビームＢｎを試料Ｓに向かって進ませ、同時に（他
の放出角で放出された）ビームＢの他の成分サブビームを遮断することにより、中間軸Ｏ

ｎに関して画定された関連放出角Ｅｎで伝搬する特定のサブビームＢｎの選択を引き起こ
す。検出器２２、３０、３２、３４のうちの１つの検出器を使用して、このサブビームＢ

ｎに対応する試料Ｓ（の被照射部分）の試験画像Ｉｎを捕捉することができ、この試験画
像Ｉｎを、コントローラ２０によって記憶装置に記憶することができる。異なる一組の放
出角｛Ｅｎ｝に対応する軸Ｂ’の周りのさまざまな異なる（Ｘ，Ｙ）座標の位置にコンデ
ンサ絞り１２を連続的に位置決めすることによって、試料Ｓ（の一部分）の相応する一組
の試験画像｛Ｉｎ｝を取得することができる。
【００５５】
　図２Ｂに示した装置の潜在的な問題は、（ある種の）サブビームを対物レンズ１６の外
側領域に導くことによって、この装置が、収差に対する対物レンズ１６の寄与を増大させ
る傾向があることである。この効果に対処するため、図２Ｃに示したような構成を利用す
ることができる。この構成では、走査偏向器１４を使用して、コンデンサ絞り１２によっ
て選択されたそれぞれのサブビームを、対物レンズ１６の中心部分を通るように導くこと
ができる。この図では、走査偏向器１４が、構成要素１４ａおよび１４ｂを有する２重偏
向器として実施されている。このようにして対物レンズ１６の外側領域を回避すると、対
物レンズ１６における収差の生成が相当に低減する。
【００５６】
　図２Ｂ／２Ｃに示した状況に対する代替／補足実施形態として、例えば図２Ｄに示した
実施形態などの実施形態を使用することもできる。図２Ｄは、図２Ｂの状況と概ね同じ状
況を示しているが、コンデンサ絞り１２を移動させてサブビームを選択する代わりに、調
整可能な偏向器１０ｃを使用してサブビームを選択する点が異なる。偏向器１０ｃを使用
して、所与の放出角で放出されたサブビームの進路を変えて、（軸上にある）コンデンサ
絞り１２に通すことができる。この図に示されているように、偏向器１０ｃは、コンデン
サ要素１０ａと１０ｂの間のビーム交差点の位置／ビーム交差点の近くに置かれていると
都合がよい。しかしながら、これは厳密にそうでなければならないというわけではなく、
その代わりに、源レンズ８とコンデンサ絞り１２の間のどこか別の場所に偏向器１０ｃを
置くこともできる。偏向器１０ｃは、必要に応じて静電偏向要素および／または磁気偏向
要素を備えることができる。
【００５７】
　図２Ｄの選択されたサブビームは対物レンズ１６の中心部分を通過するが、この実施形
態のあるサブビームは上部コンデンサ・レンズ１０ａの外側領域を通過する。このことは
、収差に対する上部コンデンサ・レンズ１０ａの寄与を増大させる傾向がある。この効果
に対処するため、図２Ｅに示した構成を利用することができる。この構成では、上部コン
デンサ・レンズ１０ａの上流に位置決めされた偏向器１０ｄを利用する。偏向器１０ｄを
使用して、選択されたそれぞれのサブビームを、全コンデンサ・レンズ１０ａ／１０ｂの
中心部分を通るように導くことができる。このようにしてコンデンサ・レンズ１０ａ／１
０ｂの外側領域を回避すると、コンデンサ・レンズ１０ａ／１０ｂにおける収差の生成が
相当に低減する。
【００５８】
　実際には、選択に応じて、図２Ｂ～２Ｅに示した手法の組合せ／混成物を利用すること
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ができることを当業者は理解するであろう。
【符号の説明】
【００５９】
　４　電子源
　８　源レンズ
　１０ａ　上部コンデンサ・レンズ
　１０ｂ　下部コンデンサ・レンズ
　１２　コンデンサ絞り
　１４　走査偏向器
　１６　対物レンズ

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図２Ｄ】 【図２Ｅ】
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