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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
スピン方向が偏在しているとともに偏在しているスピン方向が経時的に反転する電子線
を用いる透過型電子顕微鏡であり、
レーザー光発生装置と、
そのレーザー光発生装置が発生したレーザー光を円偏光レーザー光に偏光するとともに
その円偏光の方向を経時的に反転可能な偏光装置と、
その偏光装置が偏光した円偏光レーザー光に照射されるとスピン方向が偏在している偏
極電子線を発生する歪み超格子半導体層を備えている半導体光陰極と、
その半導体光陰極が発生した偏極電子線を利用する透過型電子顕微鏡と、
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試料を透過した偏極電子線の到達面に配置されている電子線強度分布記録装置と、
前記偏光装置に円偏光の方向を反転させる指示を送るとともに、それに同期して前記電
子線強度分布記録装置にも指示を送る反転指示装置と、
その反転指示装置が前記指示を送る前に前記電子線強度分布記録装置が記録した電子線
強度分布と、その反転指示装置が前記指示を送った後に前記電子線強度分布記録装置が記
録した電子線強度分布の差分を算出する差分装置を備えている電子顕微鏡。
【請求項２】
前記レーザー光発生装置がパルス状レーザー光を発生することを特徴とする請求項１に
記載の電子顕微鏡。
【請求項３】
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前記半導体光陰極が、パルス毎にスピン方向が反転するパルス状偏極電子線を発生する
ことを特徴とする請求項２に記載の電子顕微鏡。
【請求項４】
前記レーザー光発生装置と前記偏光装置の間に分岐器が挿入されており、
その分岐器で分岐した一方のレーザー光が前記偏光装置に入射し、その分岐器で分岐し
た他方のレーザー光が試料を照射することを特徴とする請求項１から３のいずれかの１項
に記載の電子顕微鏡。
【請求項５】
試料を透過した電子線に磁場および／または電場を加えて電子線の軌道を屈曲させるこ
とによってエネルギーによって電子線を分光する分光器が付加されていることを特長とす
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る請求項１から４のいずれかの１項に記載の電子顕微鏡。
【請求項６】
半導体光陰極は、スピン方向が電子線の進行方向に沿った方向に偏在している偏極電子
線を発生する歪み超格子半導体層を備えており、
半導体光陰極と透過型電子顕微鏡の間に電子線進行方向回転装置が付加されており、
その電子線進行方向回転装置は、磁場がスピン方向を回転させる力と電場がスピン方向
を回転させる力が相殺し、かつ、磁場が電子線の進行方向を回転させる力と電場が電子線
の進行方向を回転させる力によって電子線の進行方向を９０°回転させる関係に調整され
ている磁場と電場を加えることを特長とする請求項１から５のいずれかの１項に記載の電
子顕微鏡。
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【請求項７】
電子線進行方向回転装置が、偏極電子線の軌道中心を中心とする部分球形状を備えてい
るとともに電圧が印加される一対の球形コンデンサ型の電極と、向かい合って配置されて
いる一対のコイルと、一対の電極間に印加する電圧を調整する電圧調整器と、一対のコイ
ルに通電する電流を調整する電流調整器と、電圧調整器の電圧調整値と電流調整器の電流
調整値を電場がスピン方向を回転させる力と磁場がスピン方向を回転させる力が相殺する
関係に設定する設定器とを備えていることを特徴とする請求項６に記載の電子顕微鏡。
【請求項８】
透過型電子顕微鏡が複数の収束レンズを備えており、各々の収束レンズが、偏極電子線
のスピン方向を回転させる磁場成分において、反対向きで同一強度の磁場を発生させる一
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対のコイルを備えているダブルギャップレンズで構成されていることを特徴とする請求項
１から７のいずれかの１項に記載の電子顕微鏡。
【請求項９】
前段の収束レンズによって偏極電子線が収束する位置に磁場を発生させるスピン方向回
転レンズが付加されていることを特徴とする請求項８に記載の電子顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、２０１０年３月２９日に出願された日本の特許出願２０１０−７４００８号
に基づく優先権を主張する。本出願では、前記日本出願の明細書と図面を参照することに
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よって、前記日本出願の明細書と図面に開示されている全事項が記載されているものとす
る。
【０００２】
本発明は、下記の特長を備えた電子顕微鏡に関する。
（１）スピンの偏極度が高い電子線を利用する。
（２）試料を透過した電子線の強度分布という解析しやすい観測結果を提供する。
（３）アップスピンによる観察結果とダウンスピンによる観察結果の差分からコントラス
トの高い像を提供する。
実施例では、１００％に近い偏極度を持つ電子線を利用した電子顕微鏡を紹介する。ま
た、偏極電子線のパルスを利用して高いＳ／Ｎ比を実現した電子顕微鏡を紹介する。また
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、偏極電子線のスピン方向を分散させないで偏極電子線の進行方向を回転させる電子線進
行方向回転装置を備えた電子顕微鏡を紹介する。また、偏極電子線のスピン方向に影響し
ない収束レンズ系を備えた電子顕微鏡を紹介する。さらに、偏極電子線の収束度に影響を
与えることなくスピン方向を回転させるスピン方向回転レンズを備えた電子顕微鏡を紹介
する。
【背景技術】
【０００３】
スピン方向が偏在している電子線を用いる電子顕微鏡が特開２００８−２１８０６３号
公報に開示されている。偏極電子線を利用すると、タンパク質等の分子構造や磁性体の磁
区構造等の観察が可能となる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の技術では、偏極電子線を試料に照射し、試料を透過した電子線の強度分布を計測
するという通常の手法では、物質に関する有用な知見を得ることができるほどにコントラ
ストの高い像を得ることはできない。
特許文献１の技術では、バイプリズムを利用して干渉縞を作成し、その干渉縞を解析し
て分子構造や磁区構造を解明する手法を採用する。偏極電子線と、電子線ホログラフィー
技術を組み合わせることによって有意な結果を得るようにしている。
【０００５】
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しかしながら干渉縞には、分子構造や磁区構造以外に、たとえば入射電子線の位相等の
多くの要因が関与しており、干渉縞から分子構造や磁区構造を解明するプロセスには、難
度の高い実験条件の制御と複雑な理論を必要とする。
本明細書では、試料を透過した電子線の強度分布、すなわち試料を透過した電子線の像
という解析しやすい観測結果を提供することができる技術を提案する。従来の技術では、
偏極電子線の偏極度が低かったことから、試料を透過した電子線の強度分布からでは、コ
ントラストの高い像を得ることができなかった。そこで、この技術では、偏極度の高い電
子線を発生する歪み超格子半導体層を備えている半導体光陰極と、アップスピンによる観
察結果とダウンスピンによる観察結果の差分を利用する技術を組み合わせて用いる。歪み
超格子半導体層を備えている半導体光陰極と、スピン方向の相違に起因する差分を求める
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技術を組み合わせて用いることによって、コントラストの高い像を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本明細書では、スピン方向が偏在しているとともに偏在しているスピン方向が経時的に
反転する電子線を用いる透過型電子顕微鏡を提案する。本明細書では、スピン方向が偏在
している電子線を偏極電子線という。偏在しているスピン方向が経時的に反転する電子線
を反転偏極電子線という。
本明細書で提案する透過型電子顕微鏡は、レーザー光発生装置と、レーザー光発生装置
が発生したレーザー光を円偏光レーザー光に偏光するとともにその円偏光の方向を経時的
に反転可能な偏光装置と、偏光装置が偏光した円偏光レーザー光に照射されると偏極電子
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線を発生する歪み超格子半導体層を備えている半導体光陰極（以下では単に半導体光陰極
という）と、半導体光陰極が発生した偏極電子線を利用する透過型電子顕微鏡と、試料を
透過した偏極電子線の到達面に配置されている電子線強度分布記録装置と、反転指示装置
と、差分装置とを備えている。反転指示装置は、偏光装置に円偏光の方向を反転させる指
示を送るとともに、それに同期して電子線強度分布記録装置にも指示を送る。差分装置は
、反転指示装置が反転指示を送る前に電子線強度分布記録装置が記録した電子線強度分布
と、反転指示装置が反転指示を送った後に電子線強度分布記録装置が記録した電子線強度
分布の差分を算出する。
【０００７】
歪み超格子半導体層を備えている半導体光陰極は、円偏光レーザー光に照射されると偏

50

(4)

JP 5626694 B2 2014.11.19

極電子線を発生する。半導体光陰極を照射する円偏光レーザー光の偏光方向を反転させる
と、偏極電子線のスピンの向きが反転する。すなわち、偏極電子線は、アップスピンが優
越的な状態とダウンスピンが優越的な状態の間で反転する。歪み超格子半導体層が発生す
る偏極電子線の偏極度は高く、差分を表示する技術と組み合わせて用いると、コントラス
トの高い電子線像を提供する。
円偏光レーザー光の偏光方向を反転させる指示は電子線強度分布記録装置にも伝達され
る。電子線強度分布記録装置は、反転指示を送る前の電子線強度分布と、反転指示を送っ
た後の電子線強度分布を記録する。すなわち、電子線強度分布記録装置は、アップスピン
が優越的な状態で得られた像と、ダウンスピンが優越的な状態で得られた像を撮像する。
差分装置は、両者の像の差分を求め、その差分を出力する。高い偏極度でアップスピンが
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優越的な状態で得られた像と、高い偏極度でダウンスピンが優越的な状態で得られた像と
の差分を示す像は、コントラストが高く、意味するところを理解しやすい。換言すれば、
解析しやすい鮮明な像が得られる。
【０００８】
レーザー光発生装置がパルス状レーザー光を発生することが好ましい。
パルス状レーザー光を利用すると、パルス状偏極電子線が発生する。パルス状偏極電子
線は、電子線の存在を狭い時間帯内に閉じ込めることができる。パルス状偏極電子線を用
いると、パルス状偏極電子線を照射する直前または直後の像から、バックグランドノイズ
を把握することができる。これによってパルス状偏極電子線による像からバックグランド
ノイズの影響を除去することが可能となる。バックグランドノイズは時間的に変動するこ
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とから、パルス状偏極電子線を利用して直前または直後のバックグランドノイズを把握す
る価値が高い。さらに、周期的なパルス状偏極電子線を利用すると、ロックインアンプと
類似の原理によって、Ｓ/Ｎ比が高い像を得ることができる。またパルス状偏極電子線と
連続偏極電子線を比較した場合、複数パルスに跨る時間に亘って観測したときの電子線の
平均強度が同一であるとすれば、パルス状偏極電子線を用いた方が、電子線の照射中にお
ける電子線の強度を高めることができる。これによって鮮明な画像がえられる。一方、試
料に与えるダメージは、複数パルスに跨る時間に亘って観測したときの電子線の平均強度
に依存する。パルス状偏極電子線を利用すると、試料に与えるダメージを抑えながら、鮮
明な電子線像を得ることができる。
以上のことから、パルス状偏極電子を利用するとＳ／Ｎ比を向上させることができる。
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また、偏極電子線をエネルギーによって分光したときに、試料によるエネルギーロスを高
精度に算出することができる分光結果を得ることができる。
【０００９】
半導体光陰極が、パルス毎にスピン方向が反転するパルス状偏極電子線を発生すること
も好ましい。
この場合、パルス状偏極電子線の時間間隔を百ピコ秒のオーダーにまで短くすることが
でき、百ピコ秒のオーダーの時間間隔でアップスピンによる像とダウンスピンによる像を
撮像することができる。例えば、金属の磁性に関係のあるエネルギーバンドの動的変化を
アップスピンとダウンスピンによって別々に検出するといったことが可能となる。
【００１０】
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レーザー光発生装置と偏光装置の間に分岐器を挿入することも有意義である。この場合
は、分岐器で分岐した一方のレーザー光を偏光装置に入射し、分岐器で分岐した他方のレ
ーザー光で試料を照射する。偏光装置に入射したレーザー光は偏極電子線を発生し、試料
を照射するレーザー光は試料を励起する。
この方式によると、いわゆるポンププローブ計測が可能となる。すなわち、試料はレー
ザー光に照射されて励起され、その励起状態の試料をアップスピンとダウンスピンによっ
て対比観察することができる。それによって、光励起に伴う磁区内の磁気ベクトルの動的
変化を測定することも可能となる。
【００１１】
試料を透過した電子線に磁場および／または電場を加えて電子線の軌道を屈曲させるこ

50

(5)

JP 5626694 B2 2014.11.19

とによってエネルギーによって電子線を分光する分光器を付加することもできる。
アップスピンによる分光分析結果とダウンスピンによる分光分析結果を対比観察するこ
とができる。物質中のアップスピンのエネルギー状態とダウンスピンのエネルギー状態の
各々を計測することができる。エネルギー状態の動的変化を計測することも可能となる。
例えば、金属の磁性に関係のあるエネルギーバンドの動的変化をアップスピンとダウンス
ピンによって別々に検出するといったことが可能となる。
分光装置は、試料を透過した偏極電子線の到達面に配置されている電子線強度分布記録
装置の一種であり、分光結果は、電子線強度分布の一種である。
【００１２】
半導体光陰極と透過型電子顕微鏡の間に、磁場と電場の双方を加えて、偏極電子線の進
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行方向を回転させる電子線進行方向回転装置を付加することも有効である。磁場のみ、あ
るいは電場のみを加えて、偏極電子線の進行方向を回転させることも可能であるが、その
場合には磁場または電場が偏極電子線のスピン方向に影響を与える。磁場のみ、あるいは
電場のみを加えて偏極電子線の進行方向を回転させると、偏極電子線のスピン方向が分散
してしまう。
それに対して磁場と電場の双方を加えると、電場がスピン方向を回転させる力と磁場が
スピン方向を回転させる力が相殺する関係を得ることができ、偏極電子線の進行方向を回
転させる間に偏極電子線のスピン方向が分散することを防止できる。高い偏極度を維持し
ながら偏極電子線の進行方向を回転させることができる。
【００１３】
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電子線進行方向回転装置の一つの具体例は、一対の電極と、一対のコイルと、電圧調整
器と、電流調整器と、設定器を備えている。
一対の電極の各々は、偏極電子線の軌道中心を中心とする部分球形状を備えている球形
コンデンサ型の電極である。一対のコイルは、向かい合って配置されている。電圧調整器
は、一対の電極間に印加する電圧を調整し、電流調整器は、一対のコイルに通電する電流
を調整する。設定器は、電場がスピン方向を回転させる力と磁場がスピン方向を回転させ
る力が相殺する関係に設定する。すなわち設定器は、電場がスピン方向を回転させる力と
磁場がスピン方向を回転させる力が相殺する関係が得られるように、電圧調整器の電圧調
整値と電流調整器の電流調整値を設定する。
【００１４】
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透過型電子顕微鏡は、複数の収束レンズを備えている。収束レンズが偏極電子線のスピ
ン方向を回転させてしまうと、試料とスピン方向の関係を希望の関係に設定することが困
難となる。そこで、各々の収束レンズが、偏極電子線のスピン方向を回転させる磁場成分
において、反対向きで同一強度の磁場を発生させる一対のコイルを備えているダブルギャ
ップレンズで構成することが好ましい。
ダブルギャップレンズを利用すると、収束レンズを調整して収束度を調整してもスピン
方向は変化しない。試料とスピン方向の関係を希望の関係に設定しやすくなる。
【００１５】
前段の収束レンズによって偏極電子線が収束する位置に磁場を発生させるスピン方向回
転レンズを設けることも好ましい。スピン方向回転レンズを調整することによって、試料
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とスピン方向の関係を希望の関係に設定しやすくなる。
【発明の効果】
【００１６】
本明細書に開示されている透過型電子顕微鏡によると、アップスピンによる像とダウン
スピンによる像の差分を示す像が得られることから、偏極電子線と相互作用する物質構造
や磁区構造の鮮明な像が得られる。
磁気記録材料の技術分野では、高密度化の進行とともに磁区サイズが小型化しており、
現状では微細化された磁区構造を観察できる有効な技術が見当たらない。本明細書に開示
されている透過型電子顕微鏡によると、ナノメータの分解能で磁区構造を観察することが
可能となる。磁気記録材料の開発促進等に寄与することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例の電子顕微鏡の構成を示す図。
【図２】磁場・電場重畳型の電子線進行方向回転装置の分解斜視図を示す。
【図３】電子線進行方向回転装置内の電子線進行方向とスピン方向の関係を示す。
【図４】電子顕微鏡内の収束レンズ群の構成を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下に説明する実施例の技術的特徴を列記する。
（特徴１）偏光装置は、レーザー光を直線偏光に偏光する直線偏光器と、直線偏光された
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レーザー光の位相を変調する位相変調器と、λ／４位相変調板とを備えている。
（特徴２）反転指示装置は、位相変調器による位相変調時刻を指示する発信装置を備えて
いる。
（特徴３）パルス状偏極電子線の時間幅を、百ピコ秒以下に設定できる。
（特徴４）パルス状偏極電子線の時間間隔を、数百ピコ秒以下に設定できる。
（特徴５）パルス状偏極電子線のパルス毎にスピンの向きが反転する。
（特徴６）パルス状偏極電子線の複数パルス毎にスピンの向きが反転する。
（特徴７）アップスピンによる像と、ダウンスピンによる像と、両者の差分を示す像の３
種類の像を提供する。
（特徴８）３種類の中から必要な像を選択することができる。
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【実施例】
【００１９】
図１は、実施例の透過型電子顕微鏡の構成を模式的に示している。参照番号２は、レー
ザー光発生装置である。レーザー光発生装置２が発生したレーザー光は、偏光装置１１に
入射される。偏光装置１１は、直線偏光器６と、位相変調器８と、λ／４位相変調板１０
を備えている。位相変調器８は、反転指示装置４０に接続されており、反転指示装置４０
は、位相変調器８に位相変調量を指示する。反転指示装置４０は、２種類の位相変調量の
何れかを指示する。一方の位相変調量が指示されると、λ／４位相変調板１０から右向き
に円偏光したレーザー光が射出され、他方の位相変調量が指示されると、λ／４位相変調
板１０から左向きに円偏光したレーザー光が射出される。偏光装置１１は、レーザー光発
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生装置２が発生したレーザー光を円偏光レーザー光に偏光するとともに、その円偏光の方
向を経時的に反転させることができる。反転指示装置４０は、２種類の位相変調量の間で
切り換えることによって、偏光装置１１に円偏光の方向を経時的に反転させる指示を送る
。反転指示装置４０は、位相変調器8に位相変調タイミングを指示する発信装置を備えて
いる。
【００２０】
偏光装置１１で偏光された円偏光レーザー光は、偏極電子線発生装置１２のホルダー１
４によって支持されている半導体光陰極１６の右側の面を照射する。すると半導体光陰極
１６は、左側の面から偏極電子線を発生する。ここでいう偏極電子線は、アップスピンの
電子数とダウンスピンの電子数を比較したときに、一方が他方を大きく優越しており、電
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子のスピン方向が偏在している電子線のことをいう。
【００２１】
半導体光陰極１６は、歪み超格子半導体層を備えている。歪み超格子半導体層を照射す
る円偏光レーザー光の偏光方向を反転させると、半導体光陰極１６から発生する偏極電子
線のスピン方向が反転する。偏光装置１１が円偏光の方向を反転させると、半導体光陰極
１６が発生する偏極電子線のスピン方向が反転する。
偏極電子線発生装置１２の詳細は、特開２００７−２５８１１９号公報に記載されてお
り、重複説明を省略する。歪み超格子半導体層を利用する偏極電子線発生装置１２が発生
する電子線は高い偏極度を備えており、差分を利用する技術と組み合わせて用いると、試
料を透過した電子線の強度分布に関するコントラストの高い像を得ることができる。
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【００２２】
半導体光陰極１６から発生した偏極電子線は、アノード電極１８に引き出されて図示の
左方に進行し、磁場・電場重畳型電子線進行方向回転装置２０に入る。磁場・電場重畳型
電子線進行方向回転装置２０は、電子の進行方向を９０°変えて下方に進行する電子線と
する。磁場・電場重畳型電子線進行方向回転装置２０に入る電子は、進行方向を向くスピ
ンを持っているか、あるいは反進行方向を向くスピンを持っている。磁場・電場重畳型電
子線進行方向回転装置２０は、偏極電子線のスピン方向を変えない。その結果、磁場・電
場重畳型電子線進行方向回転装置２０から出た電子は、進行方向に垂直なスピンを持って
いる。後記する試料は、偏極電子線の進行方向に垂直な面内における構造を観察したいこ
とが多い。進行方向に垂直なスピンを持っている偏極電子線を利用するのが有利である。
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【００２３】
図２は、電子線進行方向回転装置２０の分解斜視図を示している。電子線進行方向回転
装置２０は、内側電極５２と外側電極５４を備えている。内側電極５２は、円板の１/４
の形状を備えた板状であり、外周面は、原点Ｏを中心する部分球形状となっている。原点
Ｏは、内側電極５２の厚み方向の中心でもある。外側電極５４の内周面も、原点Ｏを中心
する部分球形状となっている。内側電極５２の外周面と外側電極５４の内周面の間には、
偏極電子線５７が進行する間隙５６が形成されている。内側電極５２と外側電極５４の間
には、電圧調整器５３によって静電圧が印加される。内側電極に５２にプラスの電圧が印
加される。間隙５６には原点Ｏに向かう電場Ｅ１，Ｅ２が作用する。間隙５６を進行する
電子には、原点Ｏに向かう力が作用する。その力によって偏極電子線５７の進行方向が回
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転する。
【００２４】
電子線進行方向回転装置２０は、内側電極５２と外側電極５４をはさんで向かい合って
いる一対のコイル５８，６０を備えている。一対のコイル５８，６０は、矢印５８ａ，６
０ａ方向に伸びる巻線を備えており、それぞれのコイルへの通電電流は、電流調整器５９
で調整される。電流調整器５９が一対のコイル５８，６０に通電すると、間隙５６に磁場
Ｂが発生し、その磁場の大きさが電流値によって増減する。間隙５６に発生する磁場も、
間隙５６を進行する電子に原点Ｏに向かう力を作用させる。その力によって偏極電子線５
７の進行方向が回転する。
【００２５】
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偏極電子線５７の速度が遅ければ、電場Ｅは偏極電子線５７のスピン方向を回転させな
い。しかしながら本実施例の電子顕微鏡の場合、偏極電子線５７の速度が速いために相対
論的効果が現れ、電場Ｅがスピン方向を回転させる。電場Ｅは、図示のｘ‑ｙ平面内でス
ピン方向を回転させる。磁場Ｂもまた、ｘ‑ｙ平面内でスピン方向を回転させる。
設定器５１は、内側電極５２と外側電極５４の間に印加する電圧（Ｖ）と、一対のコイ
ル５８，６０に通電する電流（Ｉ）を、下記の関係を満たす値に設定する。
（１）電圧Ｖから得られる電場Ｅによって電子の進行方向を曲げる力＋電流Ｉから得られ
る磁場Ｂによって電子の進行方向を曲げる力＝偏極電子線５７の軌道を間隙５６に沿った
ものとする。この結果、ｘ方向に進行して電子線進行方向回転装置２０に突入した偏極電
子線５７は、電子線進行方向回転装置２０内で進行方向を回転させ、電子線進行方向回転
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装置２０からｚ方向に飛び出す。内側電極５２と外側電極５４の部分球形状の中心Ｏは、
偏極電子線５７の軌道の中心となる。
（２）電圧から得られる電場Ｅが偏極電子線のスピン方向を回転させる力＋電流Ｉから得
られる磁場Ｂが偏極電子線のスピン方向を回転させる力＝ゼロ（すなわち相殺する）。
本実施例の電子顕微鏡の場合、前記の関係を利用して電子線進行方向回転装置２０内で
スピン方向が回転しないようにしている。図３は、電子線進行方向回転装置２０内で偏極
電子線５７の進行方向が回転する様子と、スピン方向(短い矢印ＳＰで示す)が維持される
様子を模式的に締めている。本実施例の電子線進行方向回転装置２０によると、偏極電子
線５７の進行方向が回転させる間に、偏極電子線のスピン方向が分散することがない。
また、磁場と電場の双方を利用して偏極電子線の進行方向を回転させると、偏極電子線
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のビームが発散することもない。
【００２６】
電場と磁場を調整することで、図１において下方（図２のｚ方向）に進行する電子線の
進行方向に直交する面（すなわち水平面であり、図２のｘ−ｙ面）内で、スピン方向を変
えることもできる。電子線進行方向回転装置２０で、スピン方向を変え、アップスピンと
ダウンスピンの間で反転させることもできる。しかしながら、電子線進行方向回転装置２
０でスピンの向きを反転させるのには時間を要し、数百ミリ秒以下の速度でスピン方向を
反転させることはできない。本実施例では、アップスピンとダウンスピンの反転は、位相
変調器８による。位相変調器８は、数百ピコ秒以下の速度で位相を切り換えることができ
、数百ピコ秒以下の時間間隔で偏極電子線のスピン方向を反転させることができる。図１
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の電子顕微鏡は、電子線進行方向回転装置２０でスピン方向を反転させる方式に比して、
圧倒的な高速度でスピン方向を反転させることができる。本実施例の場合、電子線進行方
向回転装置２０によってスピン方向を回転できる能力は、電子線進行方向回転装置２０内
でスピン方向が回転しないようにするのに利用している。
【００２７】
図１に示すように、電子顕微鏡２４の鏡筒内に、集束レンズ群２４ａ、試料レンズ２４
ｂ、中間レンズ２４ｃ、投影レンズ２４ｄが配置されている。集束レンズ群２４ａと試料
レンズ２４ｂの間に、試料２６が配置される。液体ヘリウムで試料２６を冷却することが
できる。
図４に示すように、集束レンズ群２４ａは、第１収束レンズ２４ａ１、スピン方向回転

20

レンズ２４ａ２、第２収束レンズ２４ａ３、第３収束レンズ２４ａ４で構成されている。
【００２８】
第１収束レンズ２４ａ１は、上下２段に配置されたコイル７０，７２と、ヨーク８４，
８６，８８を備えており、コイル７０，７２は、偏極電子線のスピン方向を回転させる磁
場成分を観察すると、反対向きで同一強度の磁場を発生する。第１収束レンズ２４ａ１は
、ダブルギャップレンズであり、偏極電子線のスピン方向を回転させない。スピン方向を
回転させないで、偏極電子線のビームを１０６の位置に収束させる。１０６は、スピン方
向回転レンズ２４ａ２の中心位置である。スピン方向回転レンズ２４ａ２の作用は後記す
る。
【００２９】
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第２収束レンズ２４ａ３は、上下２段に配置されたコイル７６，７８と、ヨーク９４，
９６，９８を備えており、コイル７６，７８は、偏極電子線のスピン方向を回転させる磁
場成分を観察すると、反対向きで同一強度の磁場を発生する。第２収束レンズ２４ａ３は
、ダブルギャップレンズであり、偏極電子線のスピン方向を回転させない。
第３収束レンズ２４ａ４は、上下２段に配置されたコイル８０，８２と、ヨーク１００
，１０２，１０４を備えており、コイル８０，８２は、偏極電子線のスピン方向を回転さ
せる磁場成分を観察すると、反対向きで同一強度の磁場を発生する。第３収束レンズ２４
ａ４は、ダブルギャップレンズであり、偏極電子線のスピン方向を回転させない。
【００３０】
第１収束レンズ２４ａ１、第２収束レンズ２４ａ３、第３収束レンズ２４ａ４の各々が
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、第スピン方向を回転させないダブルギャップレンズであることから、第１収束レンズ２
４ａ１、第２収束レンズ２４ａ３、第３収束レンズ２４ａ４による収束度を調整しても、
試料とスピン方向の関係に影響しない。試料とスピン方向の関係を希望の関係に設定しや
すい。
【００３１】
スピン方向回転レンズ２４ａ２は、中心位置１０６に収束した偏極電子線に磁場を加え
てスピン方向を回転させる。この場合、下方（図２のｚ方向）に進行する偏極電子線の進
行方向に直交する面（すなわち水平面であり、図２のｘ−ｙ面）内で、スピン方向を変え
ることができる。スピン方向回転レンズ２４ａ２が用意されていると、試料とスピン方向
の関係を希望の関係に設定しやすい。なお、スピン方向回転レンズ２４ａ２は、中心位置
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１０６に収束した偏極電子線に磁場を加えるものであることから、コイル７４に通電する
電流値を変えても偏極電子線ビームの収束に影響しない。図示９０,９２はヨークである
。収束を制御する第１収束レンズ２４ａ１、第２収束レンズ２４ａ３、第３収束レンズ２
４ａ４は偏極電子線のスピン方向に影響せず、スピン方向を制御するスピン方向回転レン
ズ２４ａ２は収束度に影響しない。希望の観察条件に設定しやすい。
【００３２】
図４に示した第１収束レンズ２４ａ１、スピン方向回転レンズ２４ａ２、第２収束レン
ズ２４ａ３、第３収束レンズ２４ａ４と、試料を透過した電子線は、図１に示されている
試料レンズ２４ｂ、中間レンズ２４ｃ、投影レンズ２４ｄを透過して電子線入射装置３０
に入射される。なお、２８は観察窓である。
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電子線入射装置３０に入射した電子線は、磁場偏向型エネルギー分光器３２で分光され
る。磁場偏向型エネルギー分光器３２は、電子線の進行方向に直角な磁場を印加すること
で、電子線の進行方向を９０度屈曲させる。そのときの屈曲の程度は、電子の持つエネル
ギーによって大小する。屈曲の程度の差をもたらすことから、電子の持つエネルギーによ
って分光することができる。
偏極電子線発生装置１２が発生する偏極電子線は、特開２００７−２５８１１９号公報
に記載されているように、エネルギー幅が狭い。本実施例では、0.1eV以下である。エネ
ルギー幅が狭い偏極電子線と、エネルギー分光器を組み合わせて用いることによって、電
子エネルギー損失分光（EELS)を高エネルギー分解能で行うことができる。
【００３３】
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磁場偏向型エネルギー分光器３２で進行方向が曲げられた電子は、超高感度ＣＣＤカメ
ラ３４の撮像面に到達する。超高感度ＣＣＤカメラ３４は、多数のイメージセルを備えて
おり、セル毎に各セルに到着した電子線の強度に比例する電圧を出力する。セル毎の出力
電圧の分布は撮像面に到達した電子線の強度分布を示す。ＣＣＤカメラ３４は、撮像面に
到達した電子線の強度分布（その強度分布が電子線像を記述している）を記憶する。
【００３４】
前記した反転指示装置４０は、位相変調器８に指示する位相変調量を切り換えるのに同
期して、ＣＣＤカメラ３４に同期信号を送る。ＣＣＤカメラ３４は、同期信号を得る前に
撮影した電子線強度分布と、同期信号を得た後に撮影した電子線強度分布を別々に記録す
る。すなわち、ＣＣＤカメラ３４は、アップスピンによる電子線像とダウンスピンによる
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電子線像の両者を分けて記録することができる電子線強度分布記録装置ということができ
る。
【００３５】
差分装置３６は、ＣＣＤカメラ３４が撮影したアップスピンによる電子線像とダウンス
ピンによる電子線像の差分（相違）を算出する。算出結果は出力装置３８に出力される。
出力装置３８は、アップスピンによる電子線像とダウンスピンによる電子線像の差分を示
す像を表示・記録する。出力装置３８は、得られた複数枚の差分像を重ねて表示する機能
と、複数枚の差分像を重ねた像を記録する機能をも備えている。これによって差分像のＳ
／Ｎ比が1枚のものより格段に向上する。
【００３６】
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出力装置３８が出力する像には、試料の構造（空間的位置関係）に由来する情報と、試
料を透過した電子のエネルギーの大小を反映した情報が重複している。その像は、３次元
キューブの理論で説明でき、エネルギー損失した電子から試料の像を可視化することがで
きる（電子線ナノイメージング、田中信夫著、内田老鶴圃）。
【００３７】
レーザー光発生装置２が発生するレーザー光は、数百ピコ秒の時間間隔で繰り返すパル
ス状のレーザー光であり、各パルスの時間幅をフェムト秒まで短パルス化することが可能
である。半導体光陰極１６は、数百ピコ秒の時間間隔で繰り返すパルス状の偏極電子線を
発生し、各パルスの時間幅を数十ピコ秒まで短パルス化することが可能である。位相変調
器８は、数百ピコ秒以下の速度で位相量を切り換えることができる。そのために、半導体
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光陰極１６は、数百ピコ秒の時間間隔で繰り返すパルス状の偏極電子線であり、パルス毎
に偏極方向が反転する反転偏極電子線を発生する。位相変調器８による変調量を切り換え
る間隔を切り換えることで、偏極方向が反転する間に発生する偏極電子線のパルス数を任
意に設定することができる。この任意性と、ロックインアンプの原理を積極的に使って、
像データのＳ／Ｎ比をこれまでのものより格段に向上させることができる。
【００３８】
数百ピコ秒の時間間隔で繰り返すパルス状の偏極電子線を利用するとともに、同じ周波
数の信号を画像解析装置に入力すると、ロックインアンプと同様な理論によって、その周
波数と同じ周波数で変化する信号のみを取り出すことが可能となる。アップスピンによる
電子線像とダウンスピンによる電子線像の差分を示す像には、種々のノイズが混入してい
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る。アップスピンとダウンスピンを切り換える周波数と同じ周波数で変化する画像のみを
抽出すると、アップスピンによる電子線像とダウンスピンによる電子線像の差分のみを鮮
明に取り出すことができる。この結果、ノイズの影響を除去した鮮明な像を得ることがで
きる。
【００３９】
参照番号４は、分岐器であり、レーザー光発生装置２が発生したレーザー光の一部を分
岐し、分岐したレーザー光をミラー４２を利用して試料に照射する。試料を照射するレー
ザー光は、物質の内部状態を励起する光に利用できる。
励起光を利用すると、レーザー光で励起された状態の試料の電子線像を得ることができ
る。図１の電子顕微鏡によると、レーザー光で励起された状態の試料からアップスピンに
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よる電子線像とダウンスピンによる電子線像の差分を示す電子線像を得ることができる。
これまでも、スピン分解型光電子分光装置（UPS）などで、物質のアップスピンとダウン
スピンのエネルギー状態を計測することは可能であった。しかしながら、これまでの技術
では、静的なエネルギー状態の計測に留まっていた。本技術によって、さらに進んだ計測
、すなわち励起された物質のエネルギー状態の動的計測が可能となる。
なおレーザー光発生装置２以外から励起光を得てもよい。励起光発生装置とレーザー光
発生装置２を同期させることによって、励起タイミングと計測タイミングを同期させるこ
とができる。なおここでいう同期とは同時に限られず、時間差を設けて同期させることも
含む。励起光発生装置には、波長可変なパルス状レーザー光節制装置などを利用すること
ができる。
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【００４０】
図１では、磁場偏向型エネルギー分光器３２で分光した結果をＣＣＤカメラ３４で撮影
しているが、必要に応じて、電子線入射装置３０の位置にＣＣＤカメラ３４を配置しても
よい。
偏極電子線発生装置１２は１×１０−９Ｐａ以下の圧力とし、電子線進行方向回転装置
２０は１×１０−８Ｐａ以下の圧力とし、透過型電子顕微鏡２４の鏡筒内は５×１０−８
Ｐａ以下の圧力で用いることが好ましい。特に、偏極電子線発生装置１２は１×１０−１
０

Ｐａ台の圧力とし、電子線進行方向回転装置２０は１×１０−９Ｐａ台の圧力とし、電

子顕微鏡２４の鏡筒内は１×１０−８Ｐａ〜５×１０−８Ｐａの範囲内で用いることが一
層好ましい。偏極電子線発生装置１２を高真空にして使用するので、偏極電子線発生装置
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１２が発生する電子線強度を長時間に亘って安定させることができる。長時間に亘る観測
が可能となる。
【００４１】
以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。
また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによっ
て技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項記載の組合せに限定されるもので
はない。また、本明細書または図面に例示した技術は、複数目的を同時に達成するもので
あり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
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【符号の説明】
【００４２】
２：レーザー光発生装置
４：分岐器
６：直線偏光器
８：位相変調器
１０：λ／４位相変調板
１１：偏光装置
１２：偏極電子線発生装置
１４：ホルダー
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１６：半導体光陰極（歪み超格子半導体層を備えている半導体光陰極）
１８：アノード電極
２０：磁場・電場重畳型電子線進行方向回転装置
２２：電子線発生装置―透過型電子顕微鏡結合装置
２４：透過型電子顕微鏡
２４ａ：収束レンズ群
２４ａ１：第１収束レンズ
２４ａ２：スピン方向回転レンズ
２４ａ３：第２収束レンズ
２４ａ４：第３収束レンズ
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２４ｂ：試料レンズ
２４ｃ：中間レンズ
２４ｄ：投影レンズ
２６：試料
２８：観察窓
３０：電子線入射装置
３２：磁場偏向型エネルギー分光器
３４：ＣＣＤカメラ（電子線強度分布記録装置）
３６：差分装置
３８：出力装置
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４０：反転指示装置
４２：ミラー
５１：設定器
５２：内側電極
５３：電圧調整器
５４：外側電極
５６：間隙
５７：偏極電子線
５８：コイル
５９：電流調整器
６０：コイル
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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