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Park NX-HDM
メディアおよび基板用の自動欠陥検査および
サブオングストローム表面粗さ測定

最も正確な原子間力顕微鏡
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Park NX-HDM  
自動欠陥検査と表面粗さ測定に最適なAFM

ハイスループットな自動欠陥検査  
メディアおよび平坦基板においてナノスケールの欠陥を特定する作業は、技術者にとって非常に時間の

かかる工程の1つです。Park NX-HDMは、欠陥の特定、走査および解析の自動欠陥検査を10倍迅速化

する原子間力顕微鏡システムです。NX-HDMは、広範な光学検査装置と直接リンクし、自動欠陥検査の

スループットを大幅に向上させます。

サブオングストロームの表面粗さ測定  
各種産業では、縮小し続けるデバイス寸法に対応するため、超平坦メディアおよび基板がますます必要と

されています。NX-HDMは、繰り返し測定においてもサブオングストロームの正確な表面粗さ測定を提供

します。NX-HDMは、業界最低レベルのノイズフロアとパークシステムズ独自の真の非接触モード™

テクノロジーの組み合わせにより、表面粗さ測定において市場で最も正確なAFMです。





Park NX-HDM
ハイスループットと低運用コストを実現する強力な機能

メディアおよび基板用の自動欠陥検査     

     • 非接触モードでの高速欠陥イメージング

     • 光学検査装置によってマッピングされた欠陥に対する自動サーベイスキャン

     • 特定された欠陥の自動ズームスキャン

     • イメージングされた欠陥タイプの自動解析

     • 広範な自動光学検査(AOI)装置とのリンク

  

正確なサブオングストロームの表面粗さ測定  
     • メディアおよび基板用における自動表面粗さ測定

     • 0.5オングストロームrms以下の業界最低レベルのシステムノイズ

     • 真の非接触モード™テクノロジーによるパラメータ依存性の解消

     • 真の非接触モード™テクノロジーによる走査分解能の低下を伴わない精度の維持

     • 自動チップ交換モジュール(オプション)

  

真の非接触モード™によるコスト削減  
     • 一般計測及び欠陥イメージングにおいて他AFMの10倍以上の長いチップ寿命

     • 長時間の高品質走査における最小限のチップ摩耗

     • 試料への最小限のダメージと変形

低ノイズZ検出器による正確なAFMトポグラフィー  
     • エッジでのオーバーシュートまたはピエゾのクリープエラーが生じない真の試料トポグラフィー

     • 高速走査中でも正確な表面高さ計測

     • 業界をリードする0.15%未満の往復走査ギャップ
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Park NX-HDM
生産性と精度の両立

基板とメディア用の自動欠陥検査
NX-HDMの自動欠陥検査(Park ADR)機能は、基板およびメディア中の欠陥の特定、走査および解析する方法を大幅に迅速化します。光学検査装置から

提供される欠陥位置マップを利用して、ADRは各欠陥位置まで自動的に移動し、二段階の処理で欠陥を画像化します。(1)広範囲のサーベイスキャンを画像化し、

欠陥位置を絞り込みます。(2)範囲を限定したズームスキャン画像で欠陥の詳細を明らかにします。実際の欠陥による試験運転では、従来の方法と比較して

自動工程における欠陥検査のスループットが10倍に増加することが実証されています。

欠陥マップのAFMへの自動移行およびアライメント
高度な独自のマッピングアルゴリズムを利用することによって、自動光学検査(AOI)装置から得られる欠陥マップは、

NX-HDM上に正確に移行およびマッピングされます。このテクノロジーによって、ハイスループットで欠陥イメージングの

完全自動化が可能になります。
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自動サーチスキャンとズームスキャン
最適化された走査パラメータによって、高速な2段階走査が可能になります。

すなわち、(1)欠陥の位置を特定する迅速な低分解能サーチスキャンと、

(2)欠陥の詳細を得るための高分解能ズームスキャンです。走査サイズおよび

走査速度パラメータは、お客様のニーズに合わせて調整可能です。



手で簡単に取り付け

簡単かつ直観的なレーザービームアライメント
プレアライメントされたカンチレバーホルダーにより、取り付け時にカンチレバー上にレーザービームの焦点が合うようになっています。さらに、業界

でも類を見ない、軸上から見下ろす形での調整機構により、レーザービームのスポットが見やすくなっています。レーザービームがカンチレバー上に

垂直に当たるので、2つの位置決めノブを回転させる操作により、X軸とY軸に沿ってレーザービームのスポットを直観的に移動できます。すなわち、

ビームアライメントユーザーインターフェイスを使用することで、簡単にPSPD上でレーザーを確認し、位置決めを行うことができます。その後、

実際に必要になるのは、信号を最大化するための微調整と、データ取得を開始する操作だけです。

カンチレーバーを交換しても常にレーザービームの焦点が合うようになっています。

簡単な探針・試料交換  
独自のヘッドデザインは、側面からのアクセスで簡単に所定の場所に新しい探針や試料をマウント

することを可能にしています。  カンチレバーはホルダー上にプレアライメントされているため、

面倒なレーザビーム位置合わせを必要とせず直ちに走査が可能です。  
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Park NX-HDM
強力で信頼性の高いAFM
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業界で最も低いノイズフロア
最も小さい試料の特徴を検出し、最も平坦な表面をイメージングするために、パークシステムズでは業界最小のノイズフロア仕様< 0.5Åを

実現するように設計しました。これらのノイズ フロアのデータは、ゼロスキャンを使用して決定されています。システムノイズは、下記の条件下にて、

試料表面の一箇所でカンチレバーをコンタクトさせて測定されます。

   

      • 0 nm x 0 nm　走査、1点固定

      • コンタクトモード、ゲイン0.5

      • 256 x 256　ピクセル
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装置間の相関
産業分野の計測用に設計された革新的なAFMプラットフォームによって、

NX-HDMは製造、検査、分析、研究で従来から使用されている既存の

パークシステムズ製AFMと相関が取れます。

繰返し精度と再現性を計る
コンポーネントがますます小型化するため、今日のデバイスメーカーには最高水準の

品質管理が必要とされています。パークシステムズのAFMは、1オングストローム

以下で1シグマを可能としています。



装置の高い稼働率
パークシステムズの技術者と科学者は、最高水準のシステム信頼性を確保するために最も厳しい規格に基づく製品開発を行っています。

NX-HDMは、最低限のメンテナンス要件でインラインまたはオフラインの検査装置としてあらゆる場面で稼働できます。

サービスとメンテナンス
パークシステムズは最高水準のサービスとサポートの提供をお約束します。お客様のニーズの把握に最大限の努力を払っております。

また、お約束した納入日程の厳守、保証品質および完全なアフターサービスの実現を最優先事項と位置付けています。
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Park NX-HDM
ParkAFMテクノロジー

業界最高レベルの低ノイズZ検出器    

パークシステムズ社の原子間力顕微鏡にはSPM 分野で最も高性能な低ノイズZ検出器が装備され、広帯域で0.2 Åの
ノイズレベルに抑えられています。エッジのオーバーシュートがなく校正の必要もない非常に正確な表面トポグラフィーが得られます。
NX-HDMは、皆様の貴重な時間を節約し、皆様によりよいデータを提供する装置として、まさに選ばれた1つと言えます。

•  トポグラフィー信号にZ検出器信号使用
•  広い帯域幅で0.02 nmの低Z検出器ノイズ
•  上昇端と下降端でオーバーシュート無し
•  場出荷時の較正条件を維持
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圧電クリープ効果有り
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試料: 1.2 µm 公称ステップハイト (9 µm x 1 µm, 2048 ピクセル x 128 ライン)

低ノイズZ検出器による正確なトポグラフィー測定

低ノイズ クローズド ループAFMスキャナによるアーティファクトの排除

公称ステ プハイト (9

　クリープ効果なし

従来型AFM

従来型AFM

Park NX シリーズ

Park NX シリーズ



探針先端の鋭角さを保持する真のノン コンタクト™ モード  
AFMチップは摩耗しやすくで、試料表面に触れることで像の解像度と品質を瞬時に劣化してしまいます。柔らかく繊細なサンプルでは、
探針は試料を損傷し不正確な高さの測定結果を与え、皆様は貴重な時間と費用を費やすことになります。
  

パークシステムズの原子間力顕微鏡の優れた走査モードである真の非接触™モードでは、試料表面の完全性を維持しながら、
一貫して高い解像度で正確なデータを提供します。

Before

より速いZサーボによる正確なフィードバックが真のノンコンタクトAFMを可能に

Park AFM イメージング前20 20回のイメージング後

タッピングイメージング

•  急激なチップ磨耗 = ぼやけた低分解能イメージ
•  探針先端と試料の破壊的な相互作用 = サンプルダメージと表面変形
•  大きなパラメータ依存性

タッピングイメージング

真のノンコンタクト™モード

• 少ない先端摩耗=長時間の高分解能度走査
• 先端と試料との非破壊的な相互作用=試料損傷の最小化
• 耐パラメータ依存性

1:1
aspect ratio

ノンコンタクト™モード



Park NX-HDM
最も革新的なAFMテクノロジーを搭載

低ノイズXYZ位置センサー

業界をリードする低ノイズのZ検出器によって、Z印加電圧をトポグラフィーの信号として置き換えられます。更に、低ノイズXYクローズドループ走査は、

往復走査ギャップを最小限にすることで捜査範囲の0.15 %以内に抑えます。

最小限の熱ドリフトとヒステリシス

低熱ドリフトを実現するには、試料に対するチップの不要な運動を抑制する高精度な電気的・機械的設計が必要とされます。機械的・熱的に安定した設計の

新型NXシリーズAFM本体は、正確なAFM測定を実現するために熱的整合性のあるコンポーネントと材料が最適化され使用されています。標準的な熱

ドリフト率は、水平方向で100 nm/°C以下、垂直方向で200 nm/°C以下です。

自動測定制御

NX-HDMで提供される各種機能：

      •  自動モード、半自動モード、マニュアルモード

      •  各自動工程における測定手法の編集機能

      •  測定プロセスのライブモニタリング機能

      •  測定データの自動解析機能

自動化ソフトウェアによって、NX-HDMの操作は簡単です。測定レシピによって、カンチレバーチューニング、走査速度、ゲインおよびセッ

トポイントパラメータの最適化された多点解析が可能です。レシピファイルに記録された手順に従って、システムソフトウエアが自動的に

試料の測定を実行します。パークシステムズのユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェイスによって、オペレータは装置の様々な

機能を柔軟に使用できます。新規レシピを最初から作成する為に要する時間は約10分、既存レシピの変更に要する時間は5分以下です。



イオナイザー

イオナイザーシステムは、静電気を効果的に除去します。帯電物をイオン化し、

周囲を汚染することなく陽イオンと陰イオンの理想的なバランスを常に維持す

るため、信頼性が非常に高いシステムです。また、サンプルの取り扱い中に生

じる偶発的な静電気も低減します。

  •  傾斜角度範囲

　     ±3度、50 µmスキャンに対して2.5 µmのZハイトの変化

  •  分解能

        回転ノブ１ステップに対して45 nmのZハイトの変化

手動チルトステージ

オプション
カスタマイズによってもっと効率的なAFMへ

ーー

ステステムは、静電気を効果的に除去します。帯電物をイオン化し、

ことなく陽イオンと陰イ陰イオオンの理想的なバランスを常に維持す持す

非非常に高常に高いシスい テムです。また、サンプルの取の取り扱い中に生

電気電気も低減も低減します。

囲

µmスキャンに対して2.5 µmのZハイトの変化

ステップに対して45 nmのZハイトの変化

ステージ

自動欠陥検査によって正確な欠陥の位置をより速く、簡単に

統合された自動欠陥検査ソフトウェアによって特定の欠陥検出からイメージングまで、全自動でより簡単にすることができます。

自動欠陥ソフトウェアは欠陥の位置検出とイメージングを次のような二段階の処理で行います： （１）広範囲のサーベイスキャンで

欠陥の位置を検出し、（２）範囲の限定したズームインスキャンで欠陥の詳細を明らかにします。

自動化されたPTR測定と分析によって
スライダー測定をもっと手軽に

統合されたNX-HDMのPoleTipRecession (PTR)ソフトウェアは個々のスライダーをより簡単かつ正確に

測定することを可能とします。手動ティルティングステージにサンプルを置き、キャリア、ロウバー、スライダ

ーレベルでの測定を自動プロセスで行うことができます。
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Park NX-HDM
仕様

システム仕様 モーター駆動XYステージ

最大移動範囲： 150 mm × 150 mm
繰り返し誤差：  2 µm
 

XYスキャナ範囲

100 µm × 100 µm

モーター駆動Zステージ

Z移動距離： 25 mm
分解能： 0.1 µm、繰り返し誤差： <1 µm

 スキャナ性能

AFMおよびXYステージ制御エレクトロニクス

XYスキャナ分解能

0.095 nm (20 ビット位置制御)

ADC
 
 18 チャンネル
 高速ADC 4 チャンネル (64 MSPS)
 X、YおよびZスキャナ位置センサー用24 ビットADC

床振動
 
<0.5 µm/s (10 Hz to 200 Hz ： アクティブ防振システム付の場合)

振動、音響ノイズおよびESD性能

施設要件 室温(スタンバイ状態)
 
10 °C ~ 40 °C

室温（動作中）
 
18 °C ~ 24 °C

湿度
 
30 % ~ 60 % (結露なきこと)

寸法(単位：mm)と重量 (単位： kg) アコースティックエンクロージャー

880 (w) × 980 (d) × 1460 (h) 
約620 kg (基本NX-HDMシステムを含む)

コントロールキャビネット
 
600 (w) × 900 (d) × 1330 (h)
約170 kg (コントローラーを含む)

システム占有面積
 
1720 (w) × 920 (d)

天井高さ

2000 以上

操作床面積
 
2400 (w) × 2450 (d) 以上、 (単位： mm)



モーター駆動焦点ステージ

Z移動距離(軸上光学系)： 15 mm

試料厚さ

最大20 mm

最大走査範囲でのZずれ

<2 nm

コグネックスパターン認識

パターン位置合わせ分解能： 1/4 ピクセル

Zスキャナ範囲
 
15 µm

Zスキャナ分解能
 
0.01 nm

Zスキャナノイズフロア
 
<0.05 nm (アクティブ防振システム付きの場合)

音響ノイズ
 
>20 dB減衰 (アコースティックエンクロージャー付きの場合)

DAC
 
 12 チャンネル
 高速DAC 2チャンネル (64 MSPS)
 X、YおよびZスキャナ位置決め用20 ビットDAC

最大走査サイズ
 
4096 x 4096 ピクセル

床振動レベル
 
VC-E (3 µm/sec)

音響ノイズ
 
65 dB以下

空気圧
 
真空： -60 kPa

電源定格
 
100/120 V/ 208 ~ 240 V、単相、15 A (最大)

総消費電力
 
2 KW (標準)

接地抵抗

100 Ω以下
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Park Systems 
最も正確で最も使い勝手のよい原子間力顕微鏡をご提供するために

www.parkAFM.co.jp

パークシステムズの基礎はスタンフォード大学

にあります。パークシステムズの創設者である

Sang-il Park博士は、1/4世紀以上前に世界

で最初のAFM技術を開発したグループの一員

でした。博士は大学での技術完成後、最初の商

用AFMを作り上げ、パークシステムズを誕生さ

せました。

パークシステムズは、今でも当初の革新的な精

神にしたがって日々努力をしています。当社の

長い歴史と共に、真の非接触モード™、そして

多くの自動化ソフトウェアのような革新的な機

能により、最も正確でかつ非常に使い勝手のよ

い原子間力顕微鏡装置を提供できることを光

栄に思っています。私たちは、過去の成功の上

に漫然としているわけではありません。私達の

製品すべては、皆様自身が装置に気をつかうこ

とがないよう、またよりよい結果を得るために、

会社創設当初の細心の注意と創造性をもって

設計されています。

パーク・システムズ・ジャパン株式会社  
〒101-0054   東京都千代田区神田錦町1-17-1 NK第一ビル

TEL: 03-3219-1001     FAX: 03-3219-1002      E-MAIL: psj@parkAFM.co.jp




