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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バイプリズム装置であって、
荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
と、
電源に接続される第１の接触電極と、
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第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する状態、或いは前記第１の座電極が
前記第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触する状態を
取りえ、
前記第１の接触電極と前記第２の接触電極が前記フィラメントの中点となす小なる側の角
度は、前記第１の座電極と前記第２の座電極の間の２つの前記絶縁部が前記フィラメント
の中点となす小なる側の角度よりも大きい、
ことを特徴とするバイプリズム装置。
【請求項２】
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前記光軸に対して垂直な方向から前記平行平板電極を見たときに前記絶縁部が裏側に位置
する、
ことを特徴とする請求項１に記載のバイプリズム装置。
【請求項３】
バイプリズム装置であって、
荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
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と、
電源に接続される第１の接触電極と、
第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する状態、或いは前記第１の座電極が
前記第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触する状態を
取りえ、
前記光軸に対して垂直な方向から前記平行平板電極を見たときに前記絶縁部が裏側に位置
する、
ことを特徴とするバイプリズム装置。
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【請求項４】
前記フィラメントホルダーと前記平行平板電極が一体として前記回転を行う、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか1項に記載のバイプリズム装置。
【請求項５】
バイプリズム装置であって、
荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
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と、
電源に接続される第１の接触電極と、
第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する状態、或いは前記第１の座電極が
前記第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触する状態を
取りえ、
前記第１の接触電極が枝状構造を有し、前記第１の座電極と前記第２の座電極の両方が、
枝状構造を有する前記第１の接触電極に接触する前記回転の回転角度を有する、
ことを特徴とするバイプリズム装置。
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【請求項６】
前記第２の座電極は、前記第１、第２の接触電極の何れかに接触可能な突起部を有する、
ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに１項に記載のバイプリズム装置。
【請求項７】
バイプリズム装置であって、
荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
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と、
電源に接続される第１の接触電極と、
第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する状態、或いは前記第１の座電極が
前記第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触する状態を
取りえ、
前記第１の座電極が前記第１の接触電極に接触し、かつ、前記第２の座電極が前記第２の
接触電極に接触する前記回転の回転角度範囲が９０度以下である、
ことを特徴とする記載のバイプリズム装置。
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【請求項８】
前記第１の接触電極が枝状構造を有し、前記第１の座電極と前記第２の座電極の両方が、
枝状構造を有する前記第１の接触電極に接触する前記回転の回転角度を有する、
ことを特徴とする請求項１もしくは３に記載のバイプリズム装置。
【請求項９】
前記第１の座電極が前記第１の接触電極に接触し、かつ、前記第２の座電極が前記第２の
接触電極に接触する前記回転の回転角度範囲が９０度以下である、
ことを特徴とする請求項１、３もしくは５のいずれか１項に記載のバイプリズム装置。
【請求項１０】
前記フィラメントホルダーと前記平行平板電極が一体として前記回転を行う、
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ことを特徴とする請求項５もしくは７に記載のバイプリズム装置。
【請求項１１】
前記フィラメントが、導電体もしくは導電体をコートされることによって導電性が保持さ
れる、
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載のバイプリズム装置。
【請求項１２】
前記第１の座電極が前記第１の接触電極に接触し、かつ、前記第２の座電極が前記第２の
接触電極に接触する前記回転の回転角度範囲において、前記フィラメントに前記電源を用
いて電流を流す、
ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載のバイプリズム装置。
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【請求項１３】
前記電源を用いて流された電流により前記フィラメントが熱せられる、
ことを特徴とする請求項１２に記載のバイプリズム装置。
【請求項１４】
荷電粒子線装置であって、
前記荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
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と、
電源に接続される第１の接触電極と、
第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する、或いは前記第１の座電極が前記
第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触するバイプリズ
ム装置、を備え、
前記第１の接触電極と前記第２の接触電極が前記フィラメントの中点となす小なる側の角
度は、前記第１の座電極と前記第２の座電極の間の２つの前記絶縁部が前記フィラメント
の中点となす小なる側の角度よりも大きい、
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ことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１５】
荷電粒子線装置であって、
前記荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
と、
電源に接続される第１の接触電極と、
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第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する、或いは前記第１の座電極が前記
第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触するバイプリズ
ム装置、を備え、
前記光軸に対して垂直な方向から前記平行平板電極を見たときに前記絶縁部が裏側に位置
する、
ことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１６】
荷電粒子線装置であって、
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前記荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
と、
電源に接続される第１の接触電極と、
第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する、或いは前記第１の座電極が前記
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第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触するバイプリズ
ム装置、を備え、
前記第１の接触電極が枝状構造を有し、前記第１の座電極と前記第２の座電極の両方が、
枝状構造を有する前記第１の接触電極に接触する前記回転の回転角度を有する、
ことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１７】
荷電粒子線装置であって、
前記荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと、
前記光軸と前記フィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、前記フィラメ
ントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、
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前記フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と
第２の座電極を有し、前記光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダー
と、
電源に接続される第１の接触電極と、
第２の接触電極と、を備え、
前記フィラメントホルダーの前記回転により、前記第１の座電極と前記第２の座電極の少
なくともどちらか１つが前記第１の接触電極と接触する、或いは前記第１の座電極が前記
第１の接触電極と接触し、前記第２の座電極が前記第２の接触電極と接触するバイプリズ
ム装置、を備え、
前記第１の座電極が前記第１の接触電極に接触し、かつ、前記第２の座電極が前記第２の
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接触電極に接触する前記回転の回転角度範囲が９０度以下である、
ことを特徴とする荷電粒子線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は荷電粒子線技術に係り、特に荷電粒子線装置を用いた干渉技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
荷電粒子線は、電磁場を用いて収束・発散・偏向などの制御が容易であるだけでなく、
物質との相互作用が大きく、物質を透過、あるいは反射させた際に受ける散乱の具合を用
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いて、物質の内部や表面の情報を知る計測装置として実用化されている。例えば、電子線
では電子顕微鏡やその付属装置に代表される観察装置や分析装置であり、イオンビームで
は収束イオンビーム装置に代表される加工装置である。さらに、近年では荷電粒子の波動
性を用いた干渉計測法も一般化している。イオンビームによる干渉計測については、電子
線と比較するとまだ一般化の程度は低いが、ヘリウムイオン顕微鏡では観察像に干渉効果
が明瞭に記録されており、干渉計測が可能な技術レベルに達している（非特許文献１参照
）。
【０００３】
その中で、バイプリズム装置は荷電粒子線を分割・分離させる、あるいは重畳させる目
的に用いられる偏向装置である。光学における偏向・干渉装置の一つであるフレネルの複
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プリズム（プリズムを二つ合わせた形状のプリズム）と同じ作用を持つことから、バイプ
リズムの名称が与えられている。バイプリズム装置は、電子線干渉の分野では必須の干渉
装置となっており、干渉型電子顕微鏡では、結像光学系に複数のバイプリズム装置を備え
たり、さらに、照射光学系にもバイプリズム装置を備える装置が実用化され始めている。
バイプリズム装置に関連する先行技術文献として下記のものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2005‑197165号公報
30

【特許文献２】特開2006‑313069号公報
【特許文献３】特開2013‑229190号公報
【特許文献４】特開2013‑246911号公報
【特許文献５】特開平9‑80199号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】J. Notte et al., Micorosc. Microanal. 16 (2010) 599.
【非特許文献２】A. Tonomura： Electron Holography, 2nd ed. (Springer, Heidelberg
. Germany, 1999) Chapter 5.
【非特許文献３】原田研, 電子顕微鏡 24 (1990) 230.

（K. Harada et al., J. Elec

tron Microsc. 37 (1988) 199. ）
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【非特許文献４】G. Mollenstedt and H. Duker, Naturwiss. 42 (1955) 41.
【非特許文献５】H. Tomita et al., J. Appl. Phys. 9 (1970) 719.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述のように、バイプリズム装置は光学におけるフレネルの複プリズムと同じ作用をす
る荷電粒子線における光学装置で、電界型と磁界型の二種類がある。本願発明が対象とす
るのは、広く普及している電界型バイプリズムで、中央部のフィラメント電極とその電極
を挟む形で保持される平行平板接地電極から構成される。
フィラメント電極には、主にガラス線フィラメントが用いられ表面を金属コーティング
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（主に金、白金、あるいは白金パラジウム合金など）することによって導電性を与えてい
る。このフィラメント電極は干渉光学系で使用する場合には、干渉性の要請により細いほ
ど都合が良く、現状は線径0.5 μm 程度のものが用いられている。このフィラメント電極
は、肉眼での目視ではほとんど見えないほど細いため、機械的な破損とホコリの付着など
が無き様、取扱いには細心の注意を要する。
【０００７】
フィラメント電極は荷電粒子線装置の光軸をまたぐように配置されるため、まさに荷電
粒子線に照射される。そのため、荷電粒子線装置の真空中に残存する不純物（主にカーボ
ン系、または有機物系のコンタミネーション）が付着しやすく、それが付着したときには
その付着物により局所チャージアップが発生し、干渉現象を乱す要因となっている。

10

【０００８】
また、照射光学系に配置した場合には、多大なドーズ量の荷電粒子線に曝されることに
なり、金属コーティングのはがれなど損傷が発生する。これは、荷電粒子線の加速電圧が
高いほど、また用いる荷電粒子が質量の大きな粒子であるほど発生頻度が高くなる傾向が
あるが、この金属コーティングのはがれなども、ガラス製フィラメント電極の局所チャー
ジアップの発生の原因となっている。
【０００９】
上記課題に対する具体的な対策としては、チャージアップが発生した後にフィラメント
電極を金属コーティングし直すか、新しいフィラメント電極に交換することで対応してい
るのが現状である。しかし、上述のごとく、フィラメント電極はその作製にも細心の注意
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を要するため、熟練者による対応を必要とする難しい作業である。また、過去にはフィラ
メント電極を通電加熱し、付着したコンタミネーションを除去する、あるいは使用中に加
熱を継続しコンタミネーションを付着させない工夫がされた例はあるが、普及には至って
いない。
【００１０】
本発明の目的は、上記の課題を解決し、コンタミネーションが付着した部分での局所チ
ャーアップを防止することが可能なバイプリズム装置、及び荷電粒子線装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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上記目的を達成するために、本発明においては、バイプリズム装置であって、荷電粒子
線装置の光軸に直交するフィラメントと、光軸とフィラメントの両方に直交する軸を法線
とする平面を持ち、フィラメントを挟んで配置される一対の平行平板電極と、フィラメン
トの両端がそれぞれ固定され、互いに絶縁部で絶縁された第１の座電極と第２の座電極を
有し、光軸と平行な軸を回転軸として回転するフィラメントホルダーと、電源に接続され
る第１の接触電極と、第２の接触電極と、を備え、フィラメントホルダーの回転により、
第１の座電極と第２の座電極の少なくともどちらか１つが第１の接触電極と接触する状態
、或いは第１の座電極が第１の接触電極と接触し、第２の座電極が第２の接触電極と接触
する状態を取りうるバイプリズム装置、及びそれを用いた荷電粒子線装置を提供する。
【発明の効果】
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【００１２】
本発明によれば、コンタミネーションの付着による局所チャージアップを消失すること
ができる。また、局所チャージアップにより使用が不可となったフィラメントの再利用が
可能となる。さらに、金属性フィラメントを用いた場合には、荷電粒子線の照射によるは
がれなどの損傷もないため、バイプリズム装置の稼働期間を著しく延長することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】バイプリズム装置とバイプリズム装置による荷電粒子線の偏向を示す模式図であ
る。
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【図２】バイプリズム装置を用いた干渉光学系の一例を示す模式図である。
【図３】回転型バイプリズム装置の模式図である。
【図４】実施例１に係るバイプリズム装置の構成を示す模式図である。
【図５】実施例１に係るバイプリズム装置で、通電可能な方位角の範囲を示す模式図であ
る。
【図６】実施例２に係るバイプリズム装置で、通電時と同じ方位角の範囲で偏向作用可能
を示す模式図である。
【図７】実施例３に係る、絶縁部によるフィラメント電極の使用不可状況を回避する方法
を示す模式図である。
【図８】実施例４に係る、電子線干渉装置のシステム全体の一例を示す模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、本発明を実施するための形態を説明するが、それに先立ちバイプリズム装置、及
びこれを用いた荷電粒子線装置を図面に従い概説する。なお、本明細書において、フィラ
メント電極を単にフィラメントと呼ぶ場合がある。
【００１５】
＜バイプリズム装置＞
広く普及している電界型バイプリズム装置による偏向の作用は、電子線に限るものでは
なく、荷電粒子線には共通のものである。電荷の正負はフィラメント電極への印加電位の
正負で簡単に制御できるが、以後の説明では主に電子線バイプリズム、あるいはそれを備
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えた電子顕微鏡を用いて説明する。しかし、本発明は電子線バイプリズム、あるいは電子
顕微鏡に限定するものではない。
【００１６】
図１の点線枠で示したように、電界型バイプリズム９は、中央部のフィラメント電極９
１とその電極を挟む形で保持される平行平板接地電極９９から構成される。例えば電子線
装置においては、フィラメント電極９１に正電位を印加すると、図１中に示したごとく、
フィラメント電極９１の近傍を通過する電子線２７は、フィラメント電極９１の電位によ
り互いに向き合う方向に偏向される。図１中の電子軌道２７に垂直に平面２２が描かれて
いるが、これは電子線を波として表現するときの等位相面であり、通常は電子軌道と垂直
を成す面で、一般的には波面と呼ばれる。互いに向き合う方向に偏向を受けた２枚の波面
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２２は、フィラメント電極９１の後方で重なり合い、干渉縞８を形成する。
【００１７】
フィラメント電極９１から離れるほど電子線に作用する電位は小さくなるが作用してい
る空間範囲が長くなるため、結果的に電子線の偏向角度は入射位置に依らずフィラメント
電極９１への印加電位に比例する。すなわち、αをバイプリズム装置による電子線の偏向
角度とすると、フィラメント電極への印加電圧Ｖｆと偏向係数ｋを用いてα＝ｋＶｆで表
わされる簡単な関係を持つ。電子線の偏向角度αが入射位置に依らないことは電子光学装
置としては重要な特徴で、平面波は平面波のまま伝播方向のみが偏向されて、バイプリズ
ム装置を射出することになる。これは光学ではちょうど２つのプリズムを合わせた複プリ
ズムの効果に対応することから、バイプリズム、特に電子線装置で用いられる場合には電

40

子線バイプリズムと呼ばれている。
＜干渉顕微鏡像の作成＞
図２に、バイプリズム装置を用いた応用例として、電子線ホログラフィーよる干渉顕微
鏡像を作成する最も一般的な光学系を示す（非特許文献２参照）。図２では、バイプリズ
ム装置９を対物レンズ５と試料の像面７１との間に配置し、フィラメント電極９１に正の
電位を印加することによって、試料３を透過した電子線である物体波２１（図２ではフィ
ラメント電極の左側を通過する電子線でハッチングを付けて示した）と、試料の無い側を
透過した電子線である参照波２３（図２ではフィラメント電極の右側を通過する電子線）
を重畳させて干渉顕微鏡像である、試料像３１に干渉縞８の重畳された画像を得ている。
すなわち、試料３が物体波２１の波面に与える位相変化が、重畳された干渉縞８の変調と
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して記録される。
【００１８】
＜バイプリズムの方位回転＞
荷電粒子線装置はほとんどの場合、装置の光軸を中心に軸対称の構造に構成されている
。しかし、バイプリズム装置は光軸に直交する方向に挿入され、かつバイプリズム装置に
よる荷電粒子線の偏向方向は、光軸とフィラメント電極の両方に垂直な方向である。従っ
て、バイプリズム装置を備える光学系には光軸を回転中心とした方位依存性が生じること
になる。このため、実験における実用性を高めるためには、試料とフィラメント電極の位
置関係に光軸を回転中心とした方位回転の自由度のあることが望ましい。そこで、現在実
用化されているバイプリズム装置は、ほとんどの場合、フィラメント電極を含む平面内で
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の方位の回転機構を備える構造となっている（非特許文献２参照）。
【００１９】
＜１電極回転型バイプリズム装置＞
図３は１電極の回転型バイプリズム装置本体８０である（非特許文献２）。同図の(a)
は鳥瞰模式図、(b)は実用されている装置の外観模式図である。フィラメント電極９１が
固定されるフィラメントホルダー９３は環状になっており、ホルダー外周と接触電極８１
が接触し電気的に接続されている。接触電極８１は電源９５と接続されており、その電源
を通じてフィラメント電極９１に電位が印加される。フィラメント電極９１と環状のフィ
ラメントホルダー９３は、フィラメント固定後に全体が金属コートされる場合には、真空
に耐える接着剤９２であれば、非導電性の接着剤、例えばエポキシ系樹脂などでも構わな
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い。環状フィラメントホルダー９３の場合にはフィラメント電極９１と環状フィラメント
ホルダー９３の間に平行平板接地電極９９が配置される。そのため、フィラメント電極９
１の方位回転は、平行平板接地電極９９とともに回転する。この平行平板接地電極が無い
場合には、フィラメント電極９１と環状フィラメントホルダー９３の間の空間にも電位が
存在するため、荷電粒子線の偏向角度は小さくなる。
【００２０】
図３の(b)において、装置全体が図中Ｘ方向（装置の軸垂直方向）とＹ方向（軸方向）
に微動して、フィラメント電極９１の位置を調整できる。また、バイプリズム装置を使用
しない場合は、Ｙ軸方向に大きく移動しバイプリズムの機構部が荷電粒子線から外れる構
造となっている。この時の荷電粒子線装置の光軸を符号２０で示した。接触電極８１は片
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持ち梁の構造としてバネ性を持たせ、フィラメントホルダー９３の方位回転に依らず接点
の確保が図られている。
【００２１】
なお、図３の(b)に記載のバイプリズム装置は、装置全体として軸構造をしているため
、装置に固有の振動モードが軸方向と軸垂直方向とでは異なっている。軸方向の振動振幅
は小さく、軸垂直方向の振動振幅は大きい。さらにフィラメント電極９１も、フィラメン
トの軸方向には振動の影響は小さく、フィラメントに垂直方向には振動の影響が大きい。
そのため、結果としてフィラメント電極の方位角に応じて振動の影響の現れ方が異なる。
すなわち、フィラメント電極の軸がバイプリズム装置の軸に垂直の場合が振動の影響が最
も小さく、振動に対して最も安定になる。図３の(a)は、この安定な方位角で描かれてい

40

る。このフィラメント電極９１の方位角による安定性の違いは重要な実施要件であり、フ
ィラメント電極がバイプリズム装置の軸に垂直となる方位角で操作できれば、バイプリズ
ム装置の利便性は高い。
【００２２】
そこで、本発明のバイプリズム装置の好適な態様においては、荷電粒子線装置の光軸に
直交するフィラメントと、光軸とフィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持
ち、フィラメントを挟んで配置される一対の平行平板電極とから構成され、フィラメント
が設置されるフィラメントホルダーは絶縁部を挟んで第１の座電極と第２の座電極とを備
えるとともに、荷電粒子線装置の光軸と平行な軸を回転軸として回転し、フィラメントの
両端はフィラメントホルダーの第１と第２の座電極にそれぞれ固定され、フィラメントホ
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ルダーと接触する第１の接触電極と第２の接触電極が備えられ、第１の接触電極は電源に
接続され、第２の接触電極はバイプリズム装置に接続され、フィラメントホルダーの回転
角度により、第１の座電極と第２の座電極の少なくともどちらか１つが第１の接触電極と
接触する状態、或いは、第１の座電極が第１の接触電極と接触し、且つ、第２の座電極が
第２の接触電極と接触する状態を取りうる構成を備える。
【００２３】
この好適な態様によって、フィラメント電極の回転機構を持つ１電極のバイプリズム装
置であって、１電極のままの構成で、フィラメント電極に電流を流すことが可能となる。
その結果、フィラメント電極の通電による加熱が可能となり、フィラメント電極に付着し
たコンタミネーションが除去される。これにより、コンタミネーションの付着による局所
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チャージアップが消失する。すなわち、現在普及している１電極の回転型バイプリズム装
置に、通電によるフィラメント電極の加熱清浄化機能を併設付加することが可能となり、
局所チャージアップにより使用が不可となったフィラメント電極の再利用が可能となる。
さらに、金属性フィラメント電極を用いた場合には、荷電粒子線の照射によるはがれなど
の損傷もないため、バイプリズム装置の稼働期間を著しく延長することが可能となる。
【実施例１】
【００２４】
実施例１は、フィラメント電極の方位回転可能の利点を失うことなく、更にフィラメン
ト電極への通電を可能としてフィラメント電極に付着したコンタミネーションを除去する
ことを可能とする状態を取りうる１電極の方位回転型バイプリズム装置の実施例である。
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すなわち、バイプリズム装置であって、荷電粒子線装置の光軸に直交するフィラメントと
、光軸とフィラメントの両方に直交する軸を法線とする平面を持ち、フィラメントを挟ん
で配置される一対の平行平板電極と、フィラメントの両端がそれぞれ固定され、互いに絶
縁部で絶縁された第１の座電極と第２の座電極を有し、光軸と平行な軸を回転軸として回
転するフィラメントホルダーと、電源に接続される第１の接触電極と、第２の接触電極と
、を備え、フィラメントホルダーの回転により、第１の座電極と第２の座電極の少なくと
もどちらか１つが第１の接触電極と接触する状態、或いは第１の座電極が第１の接触電極
と接触し、第２の座電極が第２の接触電極と接触する状態を取りうるバイプリズム装置の
実施例である。
【００２５】
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図４に実施例１のバイプリズム装置の一構成例の鳥瞰模式図を示す。本実施例のバイプ
リズム装置は、図３に示した１電極回転型バイプリズム装置の基本的な構造に加え、新た
に以下の４つの特有の構成を備える。
【００２６】
（１）フィラメント電極９１が固定されるフィラメントホルダーが絶縁体を挟んだ２つ
の座電極８３、８４から構成される。
【００２７】
（２）第２の座電極８４には突起部８６が設けられる。
【００２８】
（３）フィラメントホルダーが方位回転した際に、突起部８６と接触する第２の接触電
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極８２が備えられる。
【００２９】
（４）フィラメント９１の２つの座電極８３、８４への固定は導電性接着剤９２が用い
られる。
【００３０】
図４において、フィラメントホルダーは、２つの座電極８３、８４を絶縁体からなる絶
縁部８５で接続した構造で、ホルダー全体で環状の形状を持ち、バネ性を持った２つの第
１、第２の接触電極８１、８２と接触しても変形しないだけの十分な剛性を持っている。
第２の座電極８４の突起部８６は、第１、第２の接触電極８１、８２の何れかに接触可能
な構造を備える。
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【００３１】
荷電粒子線の軌道経路中に存在する絶縁体は荷電粒子線装置にとってはチャージアップ
の原因となるため、フィラメントホルダーの座電極８３、８４を接続する２つの絶縁部８
５は、平行平板接地電極９９の裏側に位置し、荷電粒子線から直接見込むことが無い構造
となっている。すなわち、絶縁部が平行平板電極の光軸から見た裏側に位置することとな
る。
【００３２】
さらにこの構造を維持するため、フィラメントホルダーと平行平板接地電極９９は一体
となって方位回転する構造となっている。なお、平行平板電極を接地させず、片側の電極
だけ、または両電極共に別電源等に接続し、荷電粒子線への片偏向を加える機能を有して
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いても構わない。
【００３３】
また図４では、２つの接触電極８１、８２は、図３の回転型バイプリズム装置の接触電
極８１と同様に、片持ち梁型の板バネ形状を想定して描いているが、この形状に限るもの
ではなく、電極の裏側からコイル型バネで押し付ける形状でも、その他の形状でも構わな
い。第１の接触電極８１と第２の接触電極８２は、第２の座電極８４に備えられた突起部
８６と接触しても塑性変形しないだけのバネ性を保持していれば良い。この条件を満たす
バネ性は、第２の座電極の突起部８６の大きさである突起量にも依存するので、接触電極
の形状、サイズ、素材とともに第２の座電極の突起部８６の大きさなどを考慮して定めれ
ばよい。
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【００３４】
フィラメント電極９１に電位を印加する電源９５に接続された第１の接触電極８１と、
バイプリズム装置に直接接続されて接地される第２の接触電極８２が、フィラメント電極
９１の中点（理想的な配置では荷電粒子線の光軸が通る点）となす方位角βは、フィラメ
ントホルダーの第１の座電極８３と第２の座電極８４の間の２つの絶縁部８５がフィラメ
ント電極９１の中点となす方位角γよりも大きくなければならない（β＞γ）。この条件
は、第２の座電極８４が単独で第１の接触電極８１と第２の接触電極８２とに接続しない
という構成要件から導かれる。すなわち、突起部８６を備えた第２の座電極８４が単独で
両方の接触電極に接続して電源をショートさせないための条件である。但し、ここで述べ
た角度βも角度γも、図４に示す通り、それぞれ小さい方の方位角である。すなわち、第
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１の接触電極と第２の接触電極がフィラメントの中点となす小なる側の角度は、第１の座
電極と第２の座電極の間の２つの絶縁部がフィラメント電極の中点となす小なる側の角度
よりも大きいことになる。
【００３５】
図５に本実施例のバイプリズム装置のフィラメントホルダーを方位回転させて、第２の
座電極８４を第２の接触電極８２に接続可能の範囲を示す。すなわち、図５の(a)と(b)に
示す方位角の範囲において、フィラメント電極９１への通電が可能である。なお、作図の
都合上、図５とそれ以降の図においては、第１の接触電極８１と第２の接触電極８２がフ
ィラメント電極９１の中点となす方位角β、および第１の座電極８３と第２の座電極８４
の間の２つの絶縁部８５がフィラメント電極９１の中点となす方位角γのいずれもが直角
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を成すように描いているが、この角度に限定するものではない。
【００３６】
フィラメント電極９１は、導電体もしくは導電体をコートされることによって導電性が
保持されているため、第１の座電極８３が第１の接触電極８１に接触し、かつ、第２の座
電極８４が第２の接触電極８２に接触する回転の回転角度範囲、すなわち方位角の角度範
囲において、電源９５を用いて通電することによりフィラメント電極９１を加熱できる。
この時の加熱の程度は流す電流量や通電時間だけでなく、フィラメント電極の素材、断面
積、長さにも依存する。例えば、非特許文献３によると、フィラメント線径が約0.6 μｍ
の白金線の時、約300 μＡの通電量で600℃、4分間の加熱が基準とされている。今までに
開発された荷電粒子線のバイプリズム装置では、フィラメント電極の大きさに大差はない
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ので、上記の数値は今後も一つの操作指標になる。
【００３７】
また、ガラス線に金属コーティングを施すフィラメント電極の場合であっても、フィラ
メント電極のコーティング厚さはフィラメント線径の1/10の程度であり、その結果、金属
コーティングの断面積は、ガラス線断面積の５％程度となる。すなわち、金属製フィラメ
ントへの通電加熱が制御可能な電源システムであれば、十分に制御可能なレベルであり、
本願におけるフィラメント電極は金属線に限らず、従来のフィラメント電極と同様のガラ
ス線に金属コーティングを施したものであっても実施可能である。
【００３８】
本実施例のバイプリズム装置においてはフィラメント電極９１の線径が小さいため、通

10

電時に電源から印加される電圧も１V以下と推定されており、通常の電子線ホログラフィ
ーにおけるバイプリズム装置への印加電位が数10Vから100V程度であることと比較すると
かなり小さい。すなわち、本実施例のバイプリズム装置では通電状態のままで、バイプリ
ズムとして使用する可能性は小さい。
【００３９】
フィラメント電極９１に通電できる回転の角度範囲、すなわち、図５の(a)と(b)の方位
角の範囲は、第２の接触電極８２の大きさと形状に依存する。この範囲では、バイプリズ
ムとして利用するための電位（数10Vから100V程度）を印加すると、フィラメントが焼損
する。しかし、600℃程度に加熱する電流量の場合には、上述のとおり、所定の電位を印
加できずバイプリズムとして利用することは不可能である。そのため、フィラメント電極
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９１に通電できる角度範囲が大きい場合には、本来のバイプリズムとして機能しない角度
範囲が大きくなる。そのため、フィラメント電極９１に通電できる回転の回転角度範囲、
すなわち方位角の角度範囲は、90°以下とするのが妥当である。
【００４０】
以上の様に、本実施例に示した構成によれば、フィラメント電極の回転機構を持つ１電
極のバイプリズム装置であっても、１電極のままの構成で、フィラメント電極に電流を流
すことが可能となる。その結果、フィラメント電極の通電による加熱が可能となり、フィ
ラメント電極に付着したコンタミネーションが除去される。これにより、コンタミネーシ
ョンの付着による局所チャージアップが消失する。すなわち、フィラメント電極の再利用
が可能となり、バイプリズム装置の稼働寿命を延長することが可能となる。
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【実施例２】
【００４１】
図６に実施例２のバイプリズム装置の一構成例を示す。図６は図５と対を成す図で、図
６の(a)、(b)ともに、フィラメント電極９１の方位角は図５の(a)、(b)と一致させて描画
している。図６は実施例１でフィラメント電極９１への通電のため、バイプリズム装置と
して使用不可と判断されたフィラメント電極の方位角で、バイプリズム装置を使用する方
法、及び構成を例示したものである。すなわち、通電のための方位角については、フィラ
メント電極９１を180°回転させた方位角（回転対称位置）を用いることによってバイプ
リズムとしての使用が可能である。
【００４２】
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これにより、本実施例２に示した方法、構成によれば、通電機能を持たせた場合におい
ても、フィラメント電極は全方位に渡ってバイプリズム装置として操作が可能となる。
【実施例３】
【００４３】
図７に実施例３のバイプリズム装置の一構成例を示す。本実施例は、第１の接触電極が
枝状構造を有し、第１の座電極と第２の座電極の両方が、枝状構造を有する第１の接触電
極に接触する回転角度、すなわち方位角の角度範囲を有する構造のバイプリズム装置の実
施例である。図７の(a)に電気的に浮いた課題の状態、同図の(b)に枝状電極から電位を印
加する状態、及び同図の(c)に両座電極が接触電極に接続された状態を示す。
【００４４】
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図７の(a)はフィラメントホルダーの絶縁部８５が第１の接触電極８１と接触する方位
角の場合を示している。フィラメントホルダーの絶縁部８５が第１の接触電極８１に接触
する場合には、フィラメント電極９１は電気的に浮いた状態となり、フィラメント電極９
１への通電ができないだけでなくバイプリズム装置９として電位を印加することもできな
くなる。このフィラメント電極９１が電気的に浮いてしまう状況は、フィラメントホルダ
ーに絶縁部８５が設けられているために、その方位角で特異的に発生する。この課題に対
しては、図７に示したごとく、第２の接触電極８２に備えられる突起部８６を絶縁部８５
の近傍に備えることで、一方については回避できる。これまでに示した図４、図５、図６
もすべてこの状況を考慮して描画されている。残った他方の絶縁部８５が第１の接触電極
８１に接触してフィラメント電極９１が電気的に浮いた状態となる状況を示した図が、図
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７の(a)である。
【００４５】
上記残存する課題については、本実施例においては、図７の(b)に示すように第１の接
触電極８１に枝状構造を設けることにより回避できる。すなわち、絶縁部８５が第１の接
触電極８１に接触する状況の前後の方位角において、第２の座電極８４に備えられた突起
部８６が枝状電極８８に接続する構造である。枝状電極８８の幅をある程度広く構成して
おけば、絶縁部８５の環状フィラメントホルダーの外周幅よりも、枝状電極８８と突起部
８６が接触している外周幅の方を大きくすることが可能で、本課題は完全に解決される。
【００４６】
さらに、図７の(c)は第２の座電極８４に備えられて突起部８６が第１の接触電極８１
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に接触する場合を描画したものである。この時、第１の接触電極８１は突起部８６の大き
さだけ弾性変形するが図７の(c)に示したごとく第１の接触電極８１と枝状電極８８との
接続部を支点８７として角度の変形が可能な様に構成しておけば、枝状電極８８が第１の
接触電極８１にも接続でき、より安定にフィラメント電極９１に電位を印加できる。
【００４７】
なお、図示は省略するが、第２の座電極をフィラメント電極の端部近傍にだけに小さく
作りその部分に突起部を設ければ、１つの突起部のみで両方の絶縁部が第１の接触電極と
接触することを回避できる。ただし、この場合には絶縁部を平行平板接地電極の裏側に位
置させることが困難となり、絶縁部のチャージアップ防止策が別途に必要となる。先述の
とおりフィラメント電極は大変に細く機械的強度が小さいため、チャージアップ防止策に
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はより繊細な設計・取り扱い作業が求められる。
【００４８】
以上により、実施例３に示した方法によれば、フィラメントホルダーの絶縁部が発生さ
せるフィラメント電極が電気的に浮いた状況を回避できるだけでなく、より安定的にフィ
ラメント電極への電位の印加が可能となる。これにより、完全に全方位角に渡ってフィラ
メント電極への電位印加が可能となり、１電極の回転型バイプリズム装置であっても、１
電極のままの構成で、フィラメント電極への通電が可能で、かつ、バイプリズム装置とし
て支障なく全方位での使用が可能となる。
【実施例４】
【００４９】
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図８に、実施例４に係る電子線干渉装置のシステム全体の一構成例の模式図を示す。図
８は300kV程度の加速電圧を持つ汎用型の電子顕微鏡を想定し、電子線干渉光学系の場合
のシステム全体を模式的に描いているが、この構成を持つ電子顕微鏡に限定するものでは
ない。
【００５０】
電子源としての電子銃１が電子線の流れる方向の最上流部に位置し、電子線は加速管４
０にて所定の速度にされた後、照射光学系であるコンデンサーレンズ４１、４２を経て所
定の強度、照射領域に調整されて試料３に照射される。試料３を透過した電子線は、対物
レンズ５にて結像される。この結像作用は、対物レンズ５よりも後段の結像レンズ系６１
、６２、６３、６４に引き継がれ、最終的に電子線装置の観察記録面７５に結像される。
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その像はＣＣＤカメラなど記録媒体７９とコントローラ７８を経て、例えば画像データモ
ニタ７６画面上で観察したり、記録装置７７に画像データとして格納される。
【００５１】
バイプリズム装置９は、対物レンズ５による光源１の像面と対物レンズ５による試料３
の像面の間に配置され、電子線をフィラメント９１の下側で重畳するように操作される。
このバイプリズムによる電子線の重畳部は、試料の像とともに対物レンズ後段の結像レン
ズ系６１、６２、６３、６４で拡大され、観察記録面７５に結像される。
【００５２】
これら装置は、全体としてシステム化されており、オペレータはモニタ５２画面上で装
置の制御状態を確認するとともに、インターフェース５３を介して、各種プログラムが実
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行されるシステム制御コンピュータ５１を用いて、試料の制御ユニット３９、第２照射レ
ンズの制御ユニット４７、第１照射レンズの制御ユニット４８、加速管の制御ユニット４
９、対物レンズの制御ユニット５９、第４結像レンズの制御ユニット６６、第３結像レン
ズの制御ユニット６７、第２結像レンズの制御ユニット６８、第１結像レンズの制御ユニ
ット６９、画像記録媒体の制御ユニット７８、バイプリズム装置の制御ユニット９８等の
制御ユニットを制御することにより、電子源１、加速管４０、各レンズ４１、４２、５、
６１、６２、６３、６４、試料３、バイプリズム装置９、検出器７９等などを制御できる
。
【００５３】
なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
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例えば、第２の接触電極は、バイプリズム装置本体に接続する場合を示したが、第２の接
触電極を接地させることができれば良く、荷電粒子線装置本体であっても良い。また、上
記の実施例は、透過型の電子顕微鏡に基づいて説明したが、本発明は走査型の電子顕微鏡
に用いてもよいし、イオン顕微鏡に用いてもよい。その際に、それぞれの装置に基づいて
光学系の構成が変更されるのは、言うまでもない。なお、想定される荷電粒子線装置は、
どのような装置であっても、荷電粒子線の偏向系や真空排気系などを備えているが、本願
と直接の関係が無いため、図示、および説明は省略した。
【００５４】
また、上記した各実施例は本発明のより良い理解のために詳細に説明したのであり、必
ずしも説明の全ての構成を備えるものに限定されものではない。また、ある実施例の構成
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の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他
の実施例の構成を加えることが可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の
構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【００５５】
更に、上述した各構成、機能、制御部等は、それらの一部又は全部を実現するプログラ
ムが作動作する制御ユニット、制御系コンピュータの使用する例を説明したが、それらの
一部又は全部を例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現しても良いことは
言うまでもない。すなわち、制御部の全部または一部の機能は、プログラムに代え、例え
ば、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

ｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

Ｇａｔｅ

Ｃ

Ａｒｒ
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ａｙ）などの集積回路などにより実現してもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１

電子源もしくは電子銃

１１

対物レンズにより結像された光源の像（クロスオーバー）

１８

真空容器

１９

電子源の制御ユニット

２

光軸

２０

バイプリズム装置を使用しない場合の光軸

２１

物体波
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２２

電子線の波面

２３

参照波

２７

電子線の軌道

３
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試料

３１

対物レンズにより結像された試料の像

３９

試料の制御ユニット

４

照射光学系

４０

加速管

４１

第１照射（コンデンサ）レンズ

４２

第２照射（コンデンサ）レンズ

４７

第２照射レンズの制御ユニット

４８

第１照射レンズの制御ユニット

４９

加速管の制御ユニット

５

10

対物レンズ

５１

制御系コンピュータ

５２

制御系コンピュータのモニタ

５３

制御系コンピュータのインターフェース

５９

対物レンズの制御ユニット

６１

第１結像レンズ

６２

第２結像レンズ

６３

第３結像レンズ

６４

第４結像レンズ

６６

第４結像レンズの制御ユニット

６７

第３結像レンズの制御ユニット

６８

第２結像レンズの制御ユニット

６９

第１結像レンズの制御ユニット

７１

対物レンズによる試料の像面

７５

観察記録面

７６

画像データ用モニタ

７７

画像記録装置

７８

画像記録媒体の制御ユニット

７９

画像観察・記録媒体

８
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干渉縞

８０

バイプリズム装置本体

８１

接触電極もしくは第１の接触電極

８２

第２の接触電極

８３

第１の座電極

８４

第２の座電極

８５

絶縁部

８６

突起部

８７

第１の接触電極と枝状電極の支点

８８

枝状電極

９

バイプリズム装置

９１

フィラメント電極

９２

接着剤

９３

フィラメントホルダー

９５

フィラメント電極への電位印加電源

９８

バイプリズム装置の制御ユニット

９９

平行平板接地電極
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】

【図８】

JP 6614492 B2 2019.12.4

(17)

JP 6614492 B2 2019.12.4

フロントページの続き
審査官 小林 直暉
(56)参考文献 米国特許第０５８１１８０６（ＵＳ，Ａ）
特開２００１−３２５９１３（ＪＰ，Ａ）
特開平１１−０４００９７（ＪＰ，Ａ）
特開平０４−０１４７４４（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−２５３６５４（ＪＰ，Ａ）
10
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０１Ｊ３７／００−３７／０２
３７／０５
３７／０９−３７／１８
３７／２１
３７／２４−３７／２４４
３７／２５２−３７／２９５

