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(54)【発明の名称】電子顕微鏡
(57)【要約】
【課題】

一つの装置で低倍率から高倍率まで観察す

る。
【解決手段】

電子像を二次元的に検出する二次元電子

検出手段３と、この二次元電子検出手段３の前方の試料
側に設け、試料Ｓから得られる電子の電子像を形成する
レンズ系２とを備える構成とし、レンズ系２は各レンズ
の強さを切り替えることによって回折像又は拡大した顕
微鏡像の２種の電子像を形成し、二次元電子検出手段３
はレンズ系２で形成された電子像を二次元的に検出す
る。

( 2 )

特開２００３−２０８８６６

1

2

【特許請求の範囲】

観察することができる電子顕微鏡を提供することを目的

【請求項１】

とする。

電子像を二次元的に検出する二次元電子

検出手段と、前記二次元電子検出手段の前方の試料側に

【０００５】

設け、試料から得られる電子の電子像を形成するレンズ

【課題を解決するための手段】本発明は、電子像を二次

系とを備え、前記レンズ系は各レンズの強さを切り替え

元的に検出する二次元電子検出手段と、この二次元電子

て回折像又は拡大された顕微鏡像の電子像を形成するこ

検出手段の前方の試料側に設け、試料から得られる電子

とを特徴とする、電子顕微鏡。

の電子像を形成するレンズ系とを備える構成とする。レ

【請求項２】

ンズ系は各レンズの強さを切り替えることによって回折

前記レンズ系は電界レンズ又は磁界レン

ズであり、電場又は磁場の調整によって電子像のモード
を切り替えることを特徴とする、請求項１に記載の電子

像又は拡大した顕微鏡像の２種の電子像を形成し、二次
10

顕微鏡。
【請求項３】

元電子検出手段はレンズ系で形成された電子像を二次元
的に検出する。

前記二次元電子検出手段は二次元表示型

【０００６】レンズ系を、回折像を形成するモードに設

分析器であり、前記電子像を表示することを特徴とす

定した場合には、試料から出た電子の角度分布を表す回

る、請求項１又は２に記載の電子顕微鏡。

折像が得られる。この回折像を二次元電子検出手段で検

【発明の詳細な説明】

出することによって、試料の原子配列を観察することが

【０００１】

できる。また、二次元電子検出手段によって電子エネル

【発明の属する技術分野】本発明は、電子顕微鏡に関す

ギー選別を行うことによって、所定の原子、さらには所

る。

定の化学状態の原子のまわりの原子配列を観察すること

【０００２】

ができる。

【従来の技術】電子顕微鏡として、透過電子顕微鏡（Ｔ

20

【０００７】レンズ系を、顕微鏡像を形成するモードに

ＥＭ）や走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）が一般的であるが、

設定した場合には、試料の表面状態を表す拡大像が得ら

見ている原子の種類がわからなかったり、原子の立体配

れる。この拡大像を二次元電子検出手段で検出すること

列がわからないという欠点がある。原子の種類が識別で

によって、試料の表面状態を観察することができる。

きる顕微鏡として、従来より低速電子顕微鏡（ＬＥＥ

【０００８】レンズ系は電界レンズ又は磁界レンズによ

Ｍ）や光電子顕微鏡（ＰＥＥＭ）が知られている。これ

り構成することができる。電界レンズ又は磁界レンズ

らの電子を用いた顕微鏡では、試料に電子や光を照射す

は、印加電圧や電流によって発生する電場又は磁場を調

ることによって放出される電子を加速したり収束するこ

整し、これによって形成する電子像のモードを切り替

とによって顕微鏡像を形成する。これらの電子顕微鏡の

え、回折像又は顕微鏡像を形成する。

分解能は１０ｎｍ程度が限界であり、原子配列を測定す

【０００９】二次元電子検出手段として二次元表示型球

るまでの高倍率とすることはできないという問題があ

30

面鏡分析器等の二次元表示型分析器を用いることがで

る。

き、検出した電子像を画像として表示する他、写真像と

【０００３】また、原子の立体配列を立体写真によって

して形成することもできる。また、二次元電子検出手段

観察するものとして二次元表示型分析器を用いた立体原

は二次元表示型分析器の他、一次元や０次元（ある角度

子顕微鏡が知られている。この立体原子顕微鏡は倍率が

のみを検出する）の分析器を移動して二次元パターンを

高すぎるため低倍率の情報を得ることができず、試料の

測定する構成、分析器と試料の回転を組み合わせて測定

どの部分を観察しているかの把握が難しいという問題が

する構成とすることもできる。

ある。

【００１０】

【０００４】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図

【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来
の電子顕微鏡や原子顕微鏡では、低倍率あるいは高倍率

を参照しながら詳細に説明する。図１は本発明の電子顕
40

微鏡の概略構成を説明するための概略図である。電子顕

の何れか一方の機能のみを備えるものであるため、低倍

微鏡１は、試料Ｓから順に、試料Ｓから得られる電子の

率の情報と高倍率の情報の両情報を必要とする場合には

電子像を形成するレンズ系２と、電子像のエネルギーを

２種類の顕微鏡を用意する必要がある。また、低倍率の

選別する二次元電子検出手段３と、二次元電子検出手段

顕微鏡と高倍率の顕微鏡の２種類の顕微鏡を用意するこ

３で選別された電子像を投影するスクリーン４を備え

とで、それぞれ低倍率の情報と高倍率の情報が得られる

る。

としても、観察に要する顕微鏡が異なるため同一の試料

【００１１】試料Ｓに紫外線や軟Ｘ線等の励起光を照射

について観察位置を合わせることは困難である。したが

することによって光電子を得ることができ、また、試料

って、一つの顕微鏡で低倍率の情報と高倍率の情報を得

Ｓに電子線を照射することによってオージェ電子を得る

ることが望まれている。そこで、本発明は前記した従来

ことができる。レンズ系２は、試料Ｓから得られた電子

の問題点を解決し、一つの装置で低倍率から高倍率まで

50

の電子像をアパーチャ５ａを通過させて結像する。二次
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元電子検出手段３は、レンズ系２で結像された電子のエ

ンズ系２は、図２（ａ）と同様にして試料Ｓから放出さ

ネルギーを二次元的に選別する。エネルギー選別した二

れた電子について結像する領域を拡大し、この拡大した

次元の電子像はアパーチャ５ｂを通過した後、スクリー

領域の回折像を二次元的に検出しスクリーン４上に投影

ン４上で検出あるいは表示する。

することによって、拡大した領域における電子の角度分

【００１２】レンズ系２は、回折像を得る回折モードと

布を観察することができる。

拡大された顕微鏡像を得る顕微鏡モードの２種類の機能

【００１７】また、回折モードにおいて、試料Ｓに照射

モードを切り替え自在に備える。回折モードでは、レン

する励起光として円偏光軟Ｘ線を用いることによって原

ズ系の設定により回折像を結像する。この回折像には、

子配列の立体像を観察することもできる。この場合に

試料から出た電子の角度分布の情報が含まれる。二次元
電子検出手段３はこの回折像を検出してスクリーン４上

は、回転方向が異なる２つの円偏光を試料に照射し、こ
10

の円偏光照射によって生じる円２色性の光電子前方散乱

に二次元像として投影する。これによって、試料の原子

ピークによって、形成方向を異にする２つの光電子回折

配列を観察することができる。また、この二次元電子検

パターンを形成し、この２つの光電子回折パターンをレ

出手段３は電子エネルギーを選別する機能を有する。こ

ンズ系２及び二次元電子検出手段３によって二次元的に

の機能により電子像の電子エネルギーを選別すること

検出してスクリーン４上に投影する。投影像は、画像と

で、所定の原子の回りの原子配列や所定の化学状態の原

して表示する他、写真像によって観察することができ、

子のまわりの原子配列を観察することができる。

左右の視差角の原子配列像とすることによって原子配列

【００１３】また、顕微鏡モードでは、拡大された顕微

を立体的に観察することができる。

鏡像を得る。この顕微鏡像は、試料の表面状態を表す拡

【００１８】図３は、顕微鏡モードを説明するための概

大像である。この拡大された顕微鏡像を二次元電子検出

略図であり、顕微鏡像を二次元的に検出する状態を示し

手段で検出することによって、試料の表面状態を観察す
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ている。なお、図３中に示すＡ，Ｂ，Ｃの符号は試料Ｓ

ることができる。二次元電子検出手段３は、レンズ系で

中の位置を概括的に示している。図３において、試料Ｓ

形成された電子像を二次元的に検出する手段であり、二

に対して紫外線や軟Ｘ線等の励起光、あるいは電子線を

次元表示型球面鏡分析器等の二次元表示型分析器を用い

照射すると、試料Ｓから光電子又はオージェ電子等の電

ることができる。検出した電子像は、蛍光板等のスクリ

子が放出される。レンズ系２は、図２と同様にして試料

ーン上に画像として表示する他、写真像とすることもで

Ｓから放出された電子を結像し顕微鏡像を得る。この顕

きる。また、二次元電子検出手段は二次元表示型分析器

微鏡像には試料Ｓの表面形状情報が含まれている。二次

を用いる他、一次元の分析器や角度のみを検出する０次

元電子検出手段３は、レンズ系２が結像した顕微鏡像を

元の分析器を移動することによって電子像を二次元的に

二次元的に検出しスクリーン４上に投影することによっ

検出することも、あるいは、これら一次元あるいは０次

て試料の表面形状を観察することができる。

元の分析器と試料の回転を組合わせることによって電子

30

【００１９】なお、図２に示す回折モード、及び図３に

像を二次元的に検出することもできる。

示す顕微鏡モードにおいて、二次元電子検出手段３によ

【００１４】次に、図２，図３を用いて回折モード及び

り電子のエネルギーを選別し、選別した電子をスクリー

顕微鏡モードについて説明する。図２は、回折モードを

ンに投影することによって、所定の原子のマッピングや

説明するための概略図であり、図２（ａ）は回折像を二

所定の化学状態の原子のマッピングを観察することがで

次元的に検出する状態を示し、図２（ｂ）は拡大した領

きる。

域の回折像を二次元的に検出する状態を示している。な

【００２０】図４は、本発明の電子顕微鏡の一構成例を

お、図２（ａ），（ｂ）において、角度ａ及び角度ｂは

説明するための図である。なお、図４に示す構成例で

試料Ｓの角度情報を概括的に示している。

は、電子顕微鏡１は、紫外線や軟Ｘ線等の励起光や電子

【００１５】図２（ａ）において、試料Ｓに対して紫外
線や軟Ｘ線等の励起光、あるいは電子線を照射すると、

線あるいは円偏光軟Ｘ線を集光して試料Ｓに照射するた
40

めの集光鏡６と、試料Ｓから放出された電子を結像する

試料Ｓから光電子又はオージェ電子等の電子が放出され

レンズ系２と、レンズ系２が結像した電子像を二次元的

る。レンズ系２は、試料から放出された電子を結像し回

に検出し、蛍光板４Ａ等のスクリーンに投影するための

折像を得る。この回折像には試料Ｓの角度情報が含まれ

二次元表示型分析器３Ａと、アパーチャ５（５ａ，５

ている。二次元電子検出手段３は、レンズ系２が結像し

ｂ）を備える。なお、アパーチャ５ａはレンズ系２と二

た回折像を二次元的に検出しスクリーン４上に投影する

次元表示型分析器３Ａとの間に設け、アパーチャ５ｂは

ことによって電子の角度分布を観察することができる。

二次元表示型分析器３Ａと蛍光板４Ａの間に設ける。

【００１６】この回折モードでは、レンズ系によって回

【００２１】レンズ系２は、電界レンズ又は磁界レンズ

折像を結像する領域を拡大し、この拡大した領域につい

で構成することができ、この電界レンズ又は磁界レンズ

て回折像を得ることもできる。図２（ｂ）は拡大した領

に印加する電圧値や比率を調整することによって形成さ

域の回折像を二次元的に検出する場合を示している。レ

50

れる電場又は磁場を調整し、倍率を切り替えると共に、

( 4 )
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回折像を得る回折モードと顕微鏡像を得る顕微鏡モード

お、図５に示すレンズ系は一構成例であり、他の構成と

の切り替えを行う。

することもできる。

【００２２】この構成によれば、レンズ系２において回

【００２６】本発明の形態によれば、一つの装置によっ

折モードと顕微鏡モードの切替えを行うことによって、

て、試料の表面形状を観察する低倍率から原子配列を観

同一試料の同一観察位置における回折像と顕微鏡像とを

察する高倍率まで測定することができる。本発明の形態

切り替えて求めることができる。また、試料Ｓと二次元

によれば、二次元電子検出手段で電子のエネルギーを選

表示型分析器３Ａとの間にレンズ系２を配置することに

別することによって、所定の原子のマッピングや所定の

よって、試料Ｓと分析器との間の距離に余裕を持たせる

化学状態の原子のマッピングを観察することができる。

ことができ、試料Ｓの取り扱いが容易になるという効果
を奏することができる。

【００２７】本発明の形態によれば、試料と二次元電子
10

検出手段との間にレンズ系を設ける構成によって、回折

【００２３】試料から放出される電子を二次元表示型分

像と顕微鏡像とを切り替えて求めることができる他、試

析器によって直接観察する場合には、電子の放出状態を

料の取り扱いを容易とすることができる。また、本発明

単に二次元的に表示するのみであって、顕微鏡像を得る

の形態によれば、試料に円偏光を照射し、得られる形成

ことはできない。また、試料から放出される電子を効率

方向を異にする２つの光電子回折パターンを表示するこ

的に取り込むために、試料と二次元表示型分析器との間

とによって、原子配列を立体的に観察することができ

隔を狭める必要があり、試料の取り扱いが難しいという

る。

問題がある。これに対して、本発明の構成によれば、こ

【００２８】

の問題を解決して、回折像と顕微鏡像とを切り替えて求

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電子顕微

めることができる他、試料の取り扱いを容易とすること

鏡によれば、一つの装置で低倍率から高倍率まで観察す

ができる。

20

ることができる。

【００２４】図５は、レンズ系の構成例、及びレンズ系

【図面の簡単な説明】

における回折モードと顕微鏡モードの状態を説明する図

【図１】本発明の電子顕微鏡を説明するための概略図で

であり、図５（ａ）は回折モードを示し、図５（ｂ）は

ある。

顕微鏡モードを示している。レンズ系２は、試料Ｓ側か

【図２】本発明の回折モードを説明するための概略図で

ら二次元電子検出手段側に向かって、対物レンズ２ａ，

ある。

制限視野絞り２ｂ，第１中間レンズ２ｃ，制限視野絞り

【図３】本発明の顕微鏡モードを説明するための概略図

２ｄ，第２中間レンズ２ｅ，投影レンズ２ｆを順に備え

である。

る。対物レンズ２ａ，第１中間レンズ２ｃ，第２中間レ

【図４】本発明の電子顕微鏡の一構成例を説明するため

ンズ２ｅ，及び投影レンズ２ｆの各レンズは、電界レン

の図である。

ズ又は磁界レンズで構成することができる。これらの各
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【図５】本発明のレンズ系の構成例、及びレンズ系にお

レンズに印加する電圧値や比率を調整することで、回折

けるの回折モードと顕微鏡モードの状態を説明する図で

モードと顕微鏡モードの切替えや拡大率の変更を行う。

ある。

【００２５】図５（ａ）に示す回折モードでは、投影レ

【符号の説明】

ンズ２ｆの手前に回折像を形成し、この回折像を二次元

１…電子顕微鏡、２…レンズ系、２ａ…対物レンズ、２

電子検出手段のスクリーン４上に投影することによっ

ｂ，２ｄ…制限視野絞り、２ｃ…第１中間レンズ、２ｅ

て、回折像を観察する。また、図５（ｂ）に示す顕微鏡

…第２中間レンズ、２ｆ…投影レンズ、３…二次元電子

モードでは、投影レンズ２ｆの手前に試料の拡大像を形

検出手段、３Ａ…二次元表示型分析器、４…スクリー

成し、この拡大像を二次元電子検出手段のスクリーン４

ン、４Ａ…蛍光板、５，５ａ，５ｂ…アパーチャ、６…

上に投影することによって、顕微鏡像を観察する。な

集光鏡、Ｓ…試料。

( 5 )

【図１】

【図３】
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【図２】
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【図４】

【図５】

特開２００３−２０８８６６

