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(57)【要約】
【課題】ストッピングアパーチャを通過したビームが、
対物レンズの中心を通るようにする。
【解決手段】本実施形態によるマルチ荷電粒子ビーム描
画装置は、マルチビームを形成する成形アパーチャアレ
イ１８と、マルチビームのうち、それぞれ対応するビー
ムが通過する複数の開口２０Ａが形成され、複数の開口
２０Ａに、それぞれ通過するビームのブランキング偏向
を行うブランカが設けられたブランキングアパーチャア
レイ２０と、前記マルチビームのうち、前記複数のブラ
ンカによってビームＯＦＦの状態になるように偏向され
た各ビームを開口２６Ａから外れた位置にて遮蔽し、ビ
ームＯＮの状態になる各ビームを開口２６Ａから通過さ
せるストッピングアパーチャ２６と、ビーム軌道の調整
を行う第１アライメントコイル２４と、対物レンズ２８
，３０と、ストッピングアパーチャ２６の面内方向に開
口２６Ａの位置を移動する移動部５０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子ビームを放出する放出部と、
　複数の第１開口が形成され、前記複数の第１開口が含まれる領域に前記荷電粒子ビーム
の照射を受け、前記複数の第１開口を前記荷電粒子ビームの一部がそれぞれ通過すること
によりマルチビームを形成する成形アパーチャアレイと、
　前記複数の第１開口を通過したマルチビームのうち、それぞれ対応するビームが通過す
る複数の第２開口が形成され、前記複数の第２開口に、それぞれ通過する前記ビームのブ
ランキング偏向を行うブランカが設けられたブランキングアパーチャアレイと、
　第３開口が形成され、前記マルチビームのうち、前記複数のブランカによってビームＯ
ＦＦの状態になるように偏向されたビームを前記第３開口から外れた位置にて遮蔽し、ビ
ームＯＮの状態になるビームを前記第３開口から通過させるストッピングアパーチャと、
　前記ブランキングアパーチャアレイと前記ストッピングアパーチャとの間に配置され、
ビーム軌道の調整を行う第１アライメントコイルと、
　前記ストッピングアパーチャと前記ビームにより描画される基板を載置するステージと
の間に配置された対物レンズと、
　前記ストッピングアパーチャの面内方向に前記第３開口の位置を移動する移動部と、
　を備えるマルチ荷電粒子ビーム描画装置。
【請求項２】
　前記対物レンズは、第１対物レンズ及び第２対物レンズを含み、
　前記第１対物レンズと前記第２対物レンズとの間に配置され、前記第２対物レンズを通
過するビームの軌道の調整を行う第２アライメントコイルをさらに備えることを特徴とす
る請求項１に記載のマルチ荷電粒子ビーム描画装置。
【請求項３】
　前記移動部は、前記第１アライメントコイルのビーム軌道調整により前記第３開口を通
過したビームが前記第１対物レンズの中心を通るように、前記第３開口の位置を調整する
ことを特徴とする請求項２に記載のマルチ荷電粒子ビーム描画装置。
【請求項４】
　荷電粒子ビームを放出する工程と、
　複数の第１開口が形成された成形アパーチャアレイを用いて、前記複数の第１開口が含
まれる領域に前記荷電粒子ビームの照射を受け、前記複数の第１開口を前記荷電粒子ビー
ムの一部がそれぞれ通過することによりマルチビームを形成する工程と、
　ブランキングアパーチャアレイの複数の第２開口と、初期位置に配置されたストッピン
グアパーチャに形成された第３開口を通過した前記マルチビームについて、軌道を調整す
る対物レンズの励磁を搖動させ、ビーム位置の面内移動量を測定する工程と、
　前記ビーム位置の面内移動量が最少となる面内位置に前記第３開口の位置を移動し、前
記第３開口を通過したビームが、前記ストッピングアパーチャと前記対物レンズの中心を
通るように、ビーム軌道を調整する工程と、
　を備えるマルチ荷電粒子ビーム調整方法。
【請求項５】
　前記対物レンズは、第１対物レンズ及び第２対物レンズを含み、
　前記第３開口を通過したビームが前記第１対物レンズの中心を通過可能となる位置に前
記ストッピングアパーチャを移動し、
　前記第１対物レンズを通過したビームが前記第２対物レンズの中心を通るようにビーム
軌道を調整することを特徴とする請求項４に記載のマルチ荷電粒子ビーム調整方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチ荷電粒子ビーム描画装置及びマルチ荷電粒子ビーム調整方法に関する
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。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＳＩの高集積化に伴い、半導体デバイスに要求される回路線幅は年々微細化されてき
ている。半導体デバイスへ所望の回路パターンを形成するためには、縮小投影型露光装置
を用いて、石英上に形成された高精度の原画パターン（マスク、或いは特にステッパやス
キャナで用いられるものはレチクルともいう。）をウェーハ上に縮小転写する手法が採用
されている。高精度の原画パターンは、電子ビーム描画装置によって描画され、所謂、電
子ビームリソグラフィ技術が用いられている。
【０００３】
　マルチビームを使った描画装置は、１本の電子ビームで描画する場合に比べて、一度に
多くのビームを照射できるので、スループットを大幅に向上させることができる。マルチ
ビーム描画装置の一形態であるブランキングアパーチャアレイを使ったマルチビーム描画
装置では、例えば、１つの電子銃から放出された電子ビームを複数の穴を持った成形アパ
ーチャアレイに通してマルチビーム（複数の電子ビーム）を形成する。マルチビームは、
ブランキングアパーチャアレイのそれぞれ対応するブランカ内を通過する。ブランキング
アパーチャアレイの下方にはストッピングアパーチャが設けられており、ブランキングア
パーチャアレイを通過したマルチビームは、ストッピングアパーチャの開口の位置でクロ
スオーバを形成する。
【０００４】
　ブランキングアパーチャアレイは、ビームを個別に偏向するための電極対（ブランカ）
を有し、電極間にビーム通過用の開口が設けられている。ブランカの一方の電極をグラウ
ンド電位で固定し、他方の電極をグラウンド電位とそれ以外の電位とに切り替えることに
より、それぞれ個別に、通過する電子ビームのブランキング偏向を行う。ブランカによっ
て偏向された電子ビームはストッピングアパーチャで遮蔽され、偏向されなかった電子ビ
ームはストッピングアパーチャの開口を通過して基板に照射される。
【０００５】
　一般にアパーチャの分類としては、成形アパーチャ（「成形アパーチャアレイ」も含む
）、制限絞り（「レンズ絞り」、単に「絞り」などと呼ばれる場合もある）、ストッピン
グアパーチャがある。成形アパーチャは、ビームを所望の形状にするもので、レンズ系で
ビームが大きく拡げられた所に配置され、ビームが照射され、所望の形状に対応する一部
のビームのみを通し、それ以外をカットする。レンズ絞りは、ビーム電流や収束状態を調
整するものであり、レンズの前後またはほぼ同じ位置に配置され、拡がったビームの中心
部を通し周辺部の不要なビームをカットする。これらに対し、ストッピングアパーチャは
、通常はビームを全て通過させ、ブランキング偏向されたビームのみをカットするもので
、マルチビーム描画装置用光学系では、ビームの拡がりの小さくなるクロスオーバ（光源
像）の結像面付近に配置される。
【０００６】
　マルチビーム描画装置のブランキングは、描画ドーズ量の制御性を高めるという面から
高速動作が要求される。回路技術上、出力電圧（すなわち、ブランカ駆動電圧）が高くな
ると高速動作は困難となるので、現状利用可能な技術においては、例えば３～５Ｖ程度が
上限となる。一方、ブランカ面内での個別ビームのピッチは３０～５０μｍ程度である。
ブランカは微細加工技術により製造するが、現状の微細加工技術で形成しうるブランカの
電極長は２０～４０μｍが上限となる。つまり、ブランカに印加する電圧をあまり高くで
きず、電極長にも制限があるため、ブランカによる偏向量を大きくすることは困難であっ
た。偏向量が小さいと、ビームのカット率が落ちるので、これを補い描画ドーズ量の制御
性を高めるためは、ストッピングアパーチャの開口径をより小さくする事が好ましい。
【０００７】
　マルチビーム描画装置では、複数のビームを一度に照射し、成形アパーチャアレイの同
じ穴又は異なる穴を通過して形成されたビーム同士をつなげていき、所望の図形形状のパ
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ターンを描画する。基板上に照射されるマルチビーム全体像の形状が描画図形のつなぎ精
度となって現れるため、成形アパーチャアレイ像を精度良基板上に形成することが求めら
れる。
【０００８】
　マルチビーム描画装置では、成形アパーチャアレイの形状誤差の影響を低減するために
、ストッピングアパーチャと基板との間に２段の対物レンズを配置し、高い縮小率でビー
ムを縮小することが行われている。
【０００９】
　マルチビーム描画装置では、基板面に結像される像が大きいため、ビーム軌道がレンズ
中心から僅かにずれただけでもマルチビーム全体像に大きな歪みが生じる。歪みを低減す
るには、ストッピングアパーチャの開口を通過したビームが、２段の対物レンズの中心を
通過する必要がある。しかし、機械的誤差により、対物レンズ間や、対物レンズとストッ
ピングアパーチャとの間で軸ずれが生じ、ストッピングアパーチャの開口を通過したビー
ムが、２段の対物レンズの中心を通るようにすることは困難であった。
【００１０】
　上述したように、ストッピングアパーチャの開口径は小さい方が好ましい。ストッピン
グアパーチャの開口径を小さくした場合、ストッピングアパーチャの開口を通過したビー
ムが、２段の対物レンズの中心を通るようにすることはより困難となる。
【００１１】
　ストッピングアパーチャと１段目の対物レンズとの間にアライメントコイルを配置して
、ビームの軌道を曲げることが考えられるが、光学設計上、ストッピングアパーチャと１
段目の対物レンズとは近接して配置されるため、アライメントコイルの配置は困難である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平８－３２９８７０号公報
【特許文献２】特開平１０－３０２６８９号公報
【特許文献３】特開２００２－１１７７９５号公報
【特許文献４】特開平２－１８８４４号公報
【特許文献５】特開２００８－５３００２号公報
【特許文献６】特開平７－３０２５６４号公報
【特許文献７】特開２００５－３１０６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、ストッピングアパーチャを通過したビームが、対物レンズの中心を通るよう
にすることができるマルチ荷電粒子ビーム描画装置及びマルチ荷電粒子ビーム調整方法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様によるマルチ荷電粒子ビーム描画装置は、荷電粒子ビームを放出する放
出部と、複数の第１開口が形成され、前記複数の第１開口が含まれる領域に前記荷電粒子
ビームの照射を受け、前記複数の第１開口を前記荷電粒子ビームの一部がそれぞれ通過す
ることによりマルチビームを形成する成形アパーチャアレイと、前記複数の第１開口を通
過したマルチビームのうち、それぞれ対応するビームが通過する複数の第２開口が形成さ
れ、前記複数の第２開口に、それぞれ通過する前記ビームのブランキング偏向を行うブラ
ンカが設けられたブランキングアパーチャアレイと、第３開口が形成され、前記マルチビ
ームのうち、前記複数のブランカによってビームＯＦＦの状態になるように偏向されたビ
ームを前記第３開口から外れた位置にて遮蔽し、ビームＯＮの状態になるビームを前記第
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３開口から通過させるストッピングアパーチャと、前記ブランキングアパーチャアレイと
前記ストッピングアパーチャとの間に配置され、ビーム軌道の調整を行う第１アライメン
トコイルと、前記ストッピングアパーチャと前記ビームにより描画される基板を載置する
ステージとの間に配置された対物レンズと、前記ストッピングアパーチャの面内方向に前
記第３開口の位置を移動する移動部と、を備えるものである。
【００１５】
　本発明の一態様によるマルチ荷電粒子ビーム描画装置において、前記対物レンズは、第
１対物レンズ及び第２対物レンズを含み、前記第１対物レンズと前記第２対物レンズとの
間に配置され、前記第２対物レンズを通過するビームの軌道の調整を行う第２アライメン
トコイルをさらに備える。
【００１６】
　本発明の一態様によるマルチ荷電粒子ビーム描画装置において、前記移動部は、前記第
１アライメントコイルのビーム軌道調整により前記第３開口を通過したビームが前記第１
対物レンズの中心を通るように、前記第３開口の位置を調整する。
【００１７】
　本発明の一態様によるマルチ荷電粒子ビーム調整方法は、荷電粒子ビームを放出する工
程と、複数の第１開口が形成された成形アパーチャアレイを用いて、前記複数の第１開口
が含まれる領域に前記荷電粒子ビームの照射を受け、前記複数の第１開口を前記荷電粒子
ビームの一部がそれぞれ通過することによりマルチビームを形成する工程と、ブランキン
グアパーチャアレイの複数の第２開口と、初期位置に配置されたストッピングアパーチャ
に形成された第３開口を通過した前記マルチビームについて、軌道を調整する対物レンズ
の励磁を搖動させ、ビーム位置の面内移動量を測定する工程と、前記ビーム位置の面内移
動量が最少となる面内位置に前記第３開口の位置を移動し、前記第３開口を通過したビー
ムが、前記ストッピングアパーチャと前記対物レンズの中心を通るように、ビーム軌道を
調整する工程と、を備えるものである。
【００１８】
　本発明の一態様によるマルチ荷電粒子ビーム調整方法において、前記対物レンズは、第
１対物レンズ及び第２対物レンズを含み、前記第３開口を通過したビームが前記第１対物
レンズの中心を通過可能となる位置に前記ストッピングアパーチャを移動し、前記第１対
物レンズを通過したビームが前記第２対物レンズの中心を通るようにビーム軌道を調整す
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ストッピングアパーチャを通過したビームが、対物レンズの中心を通
るようにすることができる。その結果、歪のないマルチビームを形成可能とするとともに
、ビームカット率向上とビームカット時間短縮による描画ドーズ量制御性向上がなされ、
描画精度が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態によるマルチ荷電粒子ビーム描画装置の概略図である。
【図２】成形アパーチャアレイの模式図である。
【図３】（ａ）はストッピングアパーチャの位置調整前のビーム軌道を示す模式図であり
、（ｂ）はストッピングアパーチャの位置調整後のビーム軌道を示す模式図である。
【図４】ストッピングアパーチャの位置決定方法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。実施の形態では、荷電粒子ビー
ムの一例として、電子ビームを用いた構成について説明する。但し、荷電粒子ビームは電
子ビームに限るものでなく、イオンビーム等でもよい。
【００２２】
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　図１に示す描画装置は、マスクやウェーハ等の対象物に電子ビームを照射して所望のパ
ターンを描画する描画部１０と、描画部１０の動作を制御する制御部６０とを備える。描
画部１０は、電子ビーム鏡筒１２及び描画室４０を有した、マルチビーム描画装置の一例
である。
【００２３】
　電子ビーム鏡筒１２内には、電子銃１４、照明レンズ１６、成形アパーチャアレイ１８
、ブランキングアパーチャアレイ２０、投影レンズ２２、第１アライメントコイル２４、
ストッピングアパーチャ（制限アパーチャ部材）２６、第１対物レンズ２８、第２対物レ
ンズ３０、及び第２アライメントコイル３２が配置されている。描画室４０内には、ＸＹ
ステージ４２が配置される。ＸＹステージ４２上には、描画対象となる基板４４であるマ
スクブランクが載置されている。
【００２４】
　基板４４には、例えば、ウェーハや、ウェーハにエキシマレーザを光源としたステッパ
やスキャナ等の縮小投影型露光装置や極端紫外線露光装置を用いてパターンを転写する露
光用のマスクが含まれる。また、基板４４には、既にパターンが形成されているマスクも
含まれる。例えば、レベンソン型マスクは２回の描画を必要とするため、１度描画されマ
スクに加工された物に２度目のパターンを描画することもある。
【００２５】
　図２に示すように、成形アパーチャアレイ１８には、縦ｍ列×横ｎ列（ｍ，ｎ≧２）の
開口（第１開口）１８Ａが所定の配列ピッチで形成されている。各開口１８Ａは、共に同
じ寸法形状の矩形で形成される。開口１８Ａの形状は、円形であっても構わない。これら
の複数の開口１８Ａを電子ビームＢの一部がそれぞれ通過することで、マルチビームＭＢ
が形成される。
【００２６】
　ブランキングアパーチャアレイ２０は、成形アパーチャアレイ１８の下方に設けられ、
成形アパーチャアレイ１８の各開口１８Ａに対応する通過孔２０Ａ（第２開口）が形成さ
れている。各通過孔２０Ａには、対となる２つの電極の組からなるブランカ（図示略）が
配置される。ブランカの一方はグラウンド電位で固定されており、他方をグラウンド電位
と別の電位に切り替える。各通過孔２０Ａを通過する電子ビームは、ブランカに印加され
る電圧によってそれぞれ独立に偏向される。このように、複数のブランカが、成形アパー
チャアレイ１８の複数の開口１８Ａを通過したマルチビームＭＢのうち、それぞれ対応す
るビームのブランキング偏向を行う。
【００２７】
　ストッピングアパーチャ２６は、ブランカにより偏向されたビームを遮蔽する。ブラン
カにより偏向されなかったビームは、ストッピングアパーチャ２６の中心部に形成された
開口２６Ａ（第３開口）を通過する。ストッピングアパーチャ２６は、ブランキングアパ
ーチャアレイ２０による個別ブランキング時のビームの漏れを少なくするために、ビーム
の拡がりの小さくなるクロスオーバ（光源像）の結像面に配置される。
【００２８】
　ストッピングアパーチャ２６は、ビームの進行方向（ビーム軸方向）に直交する面内で
移動可能な移動部５０に搭載されており、移動部５０によりアパーチャ面内（水平面内）
方向に移動させることにより、開口２６Ａ（第３開口）の位置を調整することができるよ
うになっている。移動部５０は、例えば公知のピエゾ素子で駆動するものを用いることが
できる。
【００２９】
　制御部６０は、制御計算機６２、制御回路６４、及び移動制御回路６６を有している。
移動制御回路６６は、移動部５０に接続されている。
【００３０】
　電子銃１４（放出部）から放出された電子ビームＢは、照明レンズ１６によりほぼ垂直
に成形アパーチャアレイ１８全体を照明する。電子ビームＢが成形アパーチャアレイ１８
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の複数の開口１８Ａを通過することによって、複数の電子ビーム（マルチビーム）ＭＢが
形成される。マルチビームＭＢは、ブランキングアパーチャアレイ２０のそれぞれ対応す
るブランカ内を通過する。
【００３１】
　ブランキングアパーチャアレイ２０を通過したマルチビームＭＢは、投影レンズ２２に
よって縮小され、ストッピングアパーチャ２６の中心の開口２６Ａに向かって進む。ここ
で、ブランキングアパーチャアレイ２０のブランカによって偏向された電子ビームは、ス
トッピングアパーチャ２６の開口２６Ａから位置がはずれ、ストッピングアパーチャ２６
によって遮蔽される。一方、ブランカによって偏向されなかった電子ビームは、ストッピ
ングアパーチャ２６の開口２６Ａを通過する。ブランカのオン／オフによって、ブランキ
ング制御が行われ、ビームのオン／オフが制御される。
【００３２】
　このように、ストッピングアパーチャ２６は、ブランキングアパーチャアレイ２０のブ
ランカによってビームＯＦＦの状態になるように偏向された各ビームを遮蔽する。そして
、ビームＯＮになってからビームＯＦＦになるまでにストッピングアパーチャ２６を通過
したビームが、１回分のショットのビームとなる。
【００３３】
　投影レンズ２２とストッピングアパーチャ２６との間には、ビームの軌道調整を行う第
１アライメントコイル２４が配置されている。
【００３４】
　ストッピングアパーチャ２６を通過したマルチビームＭＢは、第１対物レンズ２８及び
第２対物レンズ３０により焦点が合わされ、所望の縮小率のパターン像となり、基板４４
上に照射される。第１対物レンズ２８及び第２対物レンズ３０の２段の対物レンズを用い
ることで、高い縮小率を実現することが可能となる。レンズの結像収差や結像歪を小さく
するために、ストッピングアパーチャ２６は、１段目（上段）の第１対物レンズ２８の直
上に近接して配置される。
【００３５】
　第１対物レンズ２８と第２対物レンズ３０との間に配置された第２アライメントコイル
３２は、ビームが第２対物レンズ３０の中心を通るように、ビームの軌道を調整する。
【００３６】
　制御計算機６２は、記憶装置から描画データを読み出し、複数段のデータ変換処理を行
って装置固有のショットデータを生成する。ショットデータには、各ショットの照射量及
び照射位置座標等が定義される。
【００３７】
　制御計算機６２は、ショットデータに基づき各ショットの照射量を制御回路６４に出力
する。制御回路６４は、入力された照射量を電流密度で割って照射時間ｔを求める。そし
て、制御回路６４は、対応するショットを行う際、照射時間ｔだけブランカがビームＯＮ
するように、ブランキングアパーチャアレイ２０の対応するブランカに偏向電圧を印加す
る。
【００３８】
　描画部１０では、部材の製造誤差や、装置への取り付け誤差等により、ストッピングア
パーチャ２６の開口２６Ａの位置と、第１対物レンズ２８の中心位置にずれが生じ得る。
このような位置ずれが生じた場合、ストッピングアパーチャ２６の開口２６Ａを通過させ
、かつ第１対物レンズ２８の中心を通すように第１アライメントコイル２４でビーム軌道
を調整することは困難であり、図３（ａ）に示すように、ビーム軌道が第１対物レンズ２
８の中心からずれ、基板４４に照射されるマルチビーム全体像に歪みが生じる。
【００３９】
　本実施形態では、ストッピングアパーチャ２６が移動部５０に搭載され、ストッピング
アパーチャ２６の面内方向における開口２６Ａの位置を調整することができる。図３（ｂ
）に示すようにストッピングアパーチャ２６を移動させることで、開口２６Ａを通過させ
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、かつ第１対物レンズ２８の中心を通すように第１アライメントコイル２４でビーム軌道
を調整することが可能となる。なお、図３（ａ）（ｂ）では移動部５０の図示を省略して
いる。
【００４０】
　図４に示すフローチャートを用いて、ストッピングアパーチャ２６の位置決定方法につ
いて説明する。
【００４１】
　ストッピングアパーチャ２６を移動領域内の初期位置へ移動する（ステップＳ１）。移
動領域は、想定される機械的誤差の数倍、例えば５００μｍ四方の領域である。
【００４２】
　ビームがストッピングアパーチャ２６の開口２６Ａの中心を通るように、第１アライメ
ントコイル２４の電流を調整する（ステップＳ２）。
【００４３】
　第１対物レンズ２８の励磁を揺動し、単位揺動量に対する基板面でのビーム位置の面内
移動量を測定する（ステップＳ３、Ｓ４）。
【００４４】
　移動領域内に未測定の場所が残っている場合は（ステップＳ５＿Ｎｏ）、所定のピッチ
でストッピングアパーチャ２６を移動させ（ステップＳ６）、再度ステップＳ２～Ｓ４を
実行し、ビーム位置移動量を測定する。所定のピッチは、例えば、移動領域を５～２０程
度に分割する長さであり、２５～１００μｍ程度である。
【００４５】
　移動領域内の全ての場所でビーム位置移動量を測定した後（ステップＳ５＿Ｙｅｓ）、
ビーム位置移動量が最小となるストッピングアパーチャ２６の空き孔２６Ａの位置を検出
する（ステップＳ７）。この検出した位置にストッピングアパーチャ２６の開口２６Ａを
配置することで、第１アライメントコイル２４は、開口２６Ａを通過したビームが、第１
対物レンズ２８の中心を通るようにビーム軌道を調整できる。
【００４６】
　ストッピングアパーチャ２６の開口２６Ａの位置を決定した後、ビームが第２対物レン
ズ３０の中心を通るように、第２アライメントコイル３２を調整する。例えば、第２対物
レンズ３０の励磁を揺動させ、その揺動に対する基板面でのビーム位置の面内移動が無く
なるように（面内移動を最小化するように）、第２アライメントコイル３２の電流量を調
整する。
【００４７】
　制御計算機６２は、ステップＳ７で検出された位置の位置情報を移動制御回路６６へ出
力する。移動制御回路６６は、移動部５０を制御し、ストッピングアパーチャ２６を、検
出された位置に移動させる。また、制御回路６４は、制御計算機６２からの制御信号に基
づいて、第１アライメントコイル２４及び第２アライメントコイル３２の電流量を制御す
る。
【００４８】
　このように、ストッピングアパーチャ２６の開口２６Ａの位置を調整することで、スト
ッピングアパーチャ２６の開口２６Ａを通過したビームが、２段の対物レンズ２８，３０
の中心を通るようにすることができる。
【００４９】
　本実施形態によれば、ストッピングアパーチャ２６の開口２６Ａの径を小さくしても、
ビームが２段の対物レンズ２８，３０の中心を通るようにすることができる。これにより
、歪みのないマルチビームが形成可能となる。さらに、ブランキングアパーチャアレイ２
０による個別ブランキングのビームカット率を向上させると共に、ビームカット時間を短
縮することができるので、描画ドーズ量の制御性が向上する。これらにより、描画精度が
向上する。
【００５０】
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　上記実施形態において、図４のフローのステップＳ７で検出した位置におけるビーム位
置移動量が、所定の閾値よりも大きい場合は、検出した位置を中心とした狭い移動領域を
設定し、移動ピッチを狭めて、再度ステップＳ２～Ｓ４を繰り返してもよい。ビーム位置
移動量が所定の閾値よりも小さい場合は、第２アライメントコイル３２の調整へ進む。
【００５１】
　上記実施形態では、移動部５０によりストッピングアパーチャ２６を面内方向に移動し
、開口２６Ａの面内位置を調整する例について説明したが、ストッピングアパーチャ２６
の位置は固定し、第１対物レンズ２８を移動するようにしてもよい。但し、磁界型対物レ
ンズはサイズや重量が大きく、静電型対物レンズは高電圧が印加されるものであるため、
ストッピングアパーチャ２６を移動させる方が容易である。
【００５２】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００５３】
１０　描画部
１２　電子ビーム鏡筒
１４　電子銃
１６　照明レンズ
１８　成形アパーチャアレイ
２０　ブランキングアパーチャアレイ
２２　投影レンズ
２４　第１アライメントコイル
２６　ストッピングアパーチャ
２８　第１対物レンズ
３０　第２対物レンズ
３２　第２アライメントコイル
４０　描画室
４２　ＸＹステージ
４４　基板
５０　移動部
６０　制御部
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