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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子ビームを試料に対して走査する照射光学系と、当該試料を載置する試料ステー
ジと、前記荷電粒子ビームの照射により前記試料から発生する２次荷電粒子を検出する検
出光学系とを備えた走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記照射光学系は、荷電粒子銃と、対物レンズと、前記荷電粒子線銃と対物レンズとの
間に配置された収差補正器とを備え、
　当該収差補正器は、一対の静磁型多極子レンズと、該一対の静磁型多極子レンズの間に
配置された一対の複合型多極子レンズとを含む多段構造を有し、
　前記静磁型多極子レンズおよび複合型多極子レンズは、環状に配置された複数の極子と
、
　当該複数の極子に備えられた第１のコイルと、前記複数の極子に備えられた第１のコイ
ル間に共通電流を供給する第１の電流導入端子とを有し、
　前記第1のコイルは励起する多極子場に応じた巻き数で各々の前記極子に配置され、
　前記複合型多極子レンズは更に、電圧導入端子と、該電圧導入端子に印加された電圧を
前記複数の極子間に分配する電気配線とを有し、
　前記第１の電流導入端子に電流を供給し、前記第1のコイルを介して前記複数の極子に
前記共通電流を供給する第１の電流源と、前記電圧導入端子に電圧を供給し、前記電気配
線を介して前記複数の極子に電圧を分配する電圧源とを備えたことを特徴とする走査荷電
粒子顕微鏡。
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【請求項２】
　請求項１に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記第１の電流源および電圧源は、同一の電源により構成されることを特徴とする走査
荷電粒子顕微鏡。
【請求項３】
　請求項１に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記収差補正器を制御する収差補正器制御手段を備え、
　該収差補正器制御手段は、前記荷電粒子ビームの加速電圧に応じて、前記複合型多極子
レンズの動作を、静磁場型多極子レンズの動作に切り替えることを特徴とする走査荷電粒
子顕微鏡。
【請求項４】
　請求項１に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記電圧源を制御する電圧源制御手段を備え、
　該電圧源制御手段は、前記荷電粒子ビームの加速電圧が所定値以上の場合、前記電圧導
入端子への電圧供給を止めることを特徴とする走査荷電粒子顕微鏡。
【請求項５】
　請求項１に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記静磁型多極子レンズおよび複合型多極子レンズは、
　前記複数の極子に備えられる第２のコイルと、該複数の極子に備えられる第２のコイル
間に共通電流を供給する第２の電流導入端子とを備えたことを特徴とする走査荷電粒子顕
微鏡。
【請求項６】
　請求項１に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記静磁型多極子レンズおよび複合型多極子レンズは、
　前記複数の極子に備えられる第３のコイルと、該複数の極子に備えられる第３のコイル
間に共通電流を供給する第３の電流導入端子とを備えたことを特徴とする走査荷電粒子顕
微鏡。
【請求項７】
　請求項６に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記静磁型多極子レンズに備えられた前記第１のコイル、第２のコイルおよび第３のコ
イルが備えられた極子は、各々、２極子レンズ、４極子レンズ及び８極子レンズを構成す
ることを特徴とする走査荷電粒子顕微鏡。
【請求項８】
　請求項６に記載の走査荷電粒子顕微鏡において、
　前記複合型多極子レンズに備えられた前記第１のコイル、第２のコイルおよび第３のコ
イルが備えられた極子は、各々、４極子レンズ、８極子レンズ及び１２極子レンズを構成
することを特徴とする走査荷電粒子顕微鏡。
【請求項９】
　回路パターンが形成された試料に対して荷電粒子線を照射し、当該照射により発生する
二次電子または反射電子を検出器により検出し、該検出器の検出信号を用いて前記回路パ
ターンの測長または検査を行う機能を備えた走査荷電粒子線装置において、
　前記荷電粒子線照射および前記二次電子または反射電子の検出機能を備えた走査荷電粒
子顕微鏡と、前記検出信号を用いて前記測長または検査を行う機能を備えた情報処理手段
とを備え、
　前記走査荷電粒子顕微鏡は、荷電粒子銃と、対物レンズと、前記荷電粒子線銃と対物レ
ンズとの間に配置された収差補正器とを備え、
　当該収差補正器は、一対の静磁型多極子レンズと、該一対の静磁型多極子レンズの間に
配置された一対の複合型多極子レンズとを含む多段構造を有し、
　前記静磁型多極子レンズおよび複合型多極子レンズは、環状に配置された複数の極子と
、
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　当該複数の極子に備えられた第１のコイルと、前記複数の極子に備えられた第１のコイ
ル間に共通電流を供給する第１の電流導入端子とを有し、
　前記第1のコイルは励起する多極子場に応じた巻き数で各々の前記極子に配置され、
　前記複合型多極子レンズは更に、電圧導入端子と、該電圧導入端子に印加された電圧を
前記複数の極子間に分配する電気配線とを有し、
　前記第１の電流導入端子に電流を供給し、前記第1のコイルを介して前記複数の極子に
前記共通電流を供給する第１の電流源と、前記電圧導入端子に電圧を供給し、前記電気配
線を介して前記複数の極子に電圧を分配する電圧源とを備えたことを特徴とする走査荷電
粒子線装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の走査荷電粒子線装置において、
　前記第１の電流源および電圧源は、同一の電源により構成されることを特徴とする走査
荷電粒子線装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の走査荷電粒子線装置において、
　前記収差補正器を制御する収差補正器制御手段を備え、
　該収差補正器制御手段は、前記荷電粒子ビームの加速電圧に応じて、前記複合型多極子
レンズの動作を、静磁場型多極子レンズの動作に切り替えることを特徴とする走査荷電粒
子顕微鏡。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の走査荷電粒子線装置において、
　前記電圧源を制御する電圧源制御手段を備え、
　該電圧源制御手段は、前記荷電粒子ビームの加速電圧が所定値以上の場合、前記電圧導
入端子への電圧供給を止めることを特徴とする走査荷電粒子線装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の走査荷電粒子線装置において、
　前記情報処理手段は、前記荷電粒子ビームの加速電圧が所定値以上の場合、前記電圧導
入端子への電圧供給を止めることを特徴とする走査荷電粒子線装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の走査荷電粒子線装置において、
　前記情報処理手段に対し、前記所定値を入力するのに使用される情報入力手段と、当該
情報入力手段による入力の結果が表示される画面表示手段とを有することを特徴とする走
査荷電粒子線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子線装置のビームスポットを最小化する技術に関するもので、特に走査形電
子顕微鏡（ＳＥＭ）、測長ＳＥＭ（ＣＤ－ＳＥＭ）、電子線描画装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスのパターン寸法を高精度で計測する測長ＳＥＭなどの装置では、近年の
デバイスパターンの微細化により、３～１ｎｍ程度の分解能を、試料を破壊しないよう加
速電圧１ｋＶ以下の電子ビームで達成することが必要になっている。このためには試料面
上における電子ビームの径（スポットサイズ）をに所望の分解能以下の大きさに小さくす
る必要がある。
【０００３】
　これを実現する方法として、収差補正器による収差低減の方法が注目されている。SEM
や透過型電子顕微鏡（TEM）などの電子顕微鏡をはじめとする荷電粒子光学装置において
は、荷電粒子線を集束するため電場もしくは磁場を用いたレンズが必ず使用される。電場
もしくは磁場レンズとして一般に用いられる回転対称なレンズでは、色収差や球面収差な
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どの開口収差が不可避的に発生する。従って、レンズの分解能を大きくして荷電粒子線の
スポット径を小さく絞っても、荷電粒子線の収差が大きくては良好な画質の画像は得られ
ない。従って、現状では荷電粒子線の実質的な分解能限界は、収差により定まっている。
【０００４】
　荷電粒子線の収差を除去する手段として収差補正器がある。収差補正器は、通常、多段
に対置された複数の多極子レンズにより構成され、多極子レンズ内に電場ないし磁場を発
生することにより、内部を通過する荷電粒子線に含まれる収差を除去する。
【０００５】
　非特許文献１には、４段の１２極子レンズを用いたシステムによるSEM用収差補正装置
が開示されている。また、特許文献１には、収差補正器を同じくSEM用の光学系に用いた
構成が開示されている。特許文献１に記載の収差補正器においては、８極子レンズ、１０
極子レンズないし１２極子レンズを多段配置した構成の収差補正器が使用されている。上
記の非特許文献１および特許文献１には、１段目と４段目に静電型多極子レンズを、中央
の２段目と３段目に静電・静磁複合型多極子レンズを用いた構成の収差補正器が記載され
ている。これらの文献においては、以下の手法により収差の除去された電子線を得ている
。
（１）１段目の静電型多極子レンズにより、入射電子線を所定の基準軌道（xとy軌道）に
分離する。
（２）２段目と３段目の複合型多極子レンズによりx軌道、y軌道に分離された電子線の収
差を各々除去する。
（３）４段目の静電型多極子レンズにより、x軌道、y軌道に分離された電子線を一つに合
成する。
【０００６】
　非特許文献１に代表されるこれらの収差補正器では主に静電型多極子レンズを用いて軌
道形成，収差補正が行われており静磁型レンズは補助的に使われている。これは静磁型に
くらべて静電型では，多極子場の軸や強度について調整を行なうと設定値を変え再びもと
に戻した場合でも，同じ条件で像を結ぶなどの再現性が高く制御が容易であるからである
。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２６５８６４号公報
【０００８】
【非特許文献１】Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A363 (1995)
,第316～325頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
収差補正器を動作させるためには、多極子レンズを構成する複数の極子またはコイルに電
圧または電流を印加する必要がある。従来、収差補正器を動作させるための駆動電源は、
複数の極子各々に対して設けられるのが常識であった。即ち、従来、収差補正器を動作さ
せるための駆動電源は、極子の数に応じて必要であった。一方、収差補正器用の電源（電
圧源ないし電流源）は、安定度が非常に高いことが要求される。ＳＥＭや反射電子顕微鏡
で使用される荷電粒子線の加速電圧は、現状、数１０kVから１００kVと、かなり大きい。
このような高エネルギーの荷電粒子線の収差を除去し得る程度の電磁場を、要求される安
定度で供給でき得る電源は、現状では非常に高価である。よって、極子の数に応じて駆動
電源数を設けた場合、ＳＥＭや反射電子顕微鏡を実用的な価格内では製造することが不可
能となる。従って、収差補正の性能を落とすことなく、電源数を低減できる技術が求めら
れていた。
【００１０】
　特許文献１の図７(b)には、電源と極子の間に、電流供給用のアンプを複数設け、極子
に対して電流源ではなくアンプから電流を供給することにより、電流源の数を低減する技
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術が開示されている。しかしながら、特許文献１の図７(b)の構造の場合、今度はアンプ
の安定度が問題となる。大電流を安定度よく供給できるアンプは、非常に高価であるから
、特許文献１の図７(b)に開示された構造では、結局、問題は解決できないことになる。
【００１１】
　また、軌道分離用の多極子レンズとして静電型レンズを用いた場合、収差補正器がノイ
ズに弱くなるという実験事実も判明した。
本発明は、収差補正の性能を落とすことなく、収差補正器を用いた荷電粒子線装置を安価
に提供できうる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　従来、静磁場型の多極子レンズは、発生する磁場のヒステリシスの問題から、軌道分離
および合成のために使用するレンズとしては不適と考えられていた。一方、ＳＥＭや反射
電子顕微鏡においては、１次電子の侵入深さと二次電子の発生領域との関係上、実用上使
用される加速電圧は約１kVから１００kV程度である。本発明の発明者は、検討の結果、１
kV～１００kV程度の範囲内であれば、軌道分離・合成用の多極子レンズとして静磁場型レ
ンズを使用しても問題無いという実験事実を見いだした。
【００１３】
　そこで、本発明の荷電粒子線装置においては、多段構成の多極子レンズを備えた収差補
正器において、分離軌道の形成に用いる第１段目の多極子レンズと、分離軌道の合成に用
いる最終段目の多極子レンズに静磁型多極子レンズを使用する。これにより、かつ多極子
の各々に備えられたコイル間に共通電流を流すことにより、電流源の数を低減する。
【００１４】
　静電型多極子で複数の多極子場の重畳を行う場合、多極子レンズに対して供給すべき電
圧は複数の多極子電圧の和である。しかしながら、個々の極子に印加する電圧値は、１２
極子全てそれぞれ異なっている。従って、極子へ印加する電圧値は、極子毎に別の電源を
設けるかアンプを用いて加算減算反転などの方法により、設定する必要がある。
【００１５】
　これに対し、静磁型多極子で複数の多極子場の重畳を行う場合，極子に巻くコイルを発
生する場の種類に応じて分けるだけでよい。通常、コイルは絶縁されており、複数の極子
に配置したコイル間で励磁電流が混ざりあうことも無い。従って、静磁気型多極子レンズ
の場合は、電圧印加の場合と異なり、必要な電流源は、発生する多極子場の数ないし種類
に応じた数（又はアンプによる分配）だけで済む。なお、多極子レンズの個々の極子に違
うコイルを配置する場合（極子１つに対して用途の違うコイルを配置する場合）には、静
電型と同数の電源が必要となる。
【００１６】
　極子に巻くコイルは、多極子レンズ内に重畳させる磁場の数（例えば、２極子場、４極
子場など）に応じて種類を増やすことができる。この場合、電流源の安定度の問題から、
異なる種類のコイルに流す電流は、各々異なる電流源から供給することが好ましい。
【００１７】
　初段目と最終段目の多極子レンズに挟まれた領域には、x軌道とy軌道の収差を除去する
ための静電・静磁複合型多極子レンズを配置する。この領域に配置する複合型レンズにも
、発生する磁場の種類に応じた共通電流源を接続することにより、電流源の数を低減する
。この際に、電場を発生させるために極子に印加する電圧の電圧源も共通化することがで
きる。
【００１８】
　これにより、各段の多極子レンズにおいて、静磁型レンズの場合は接続電源を電流源１
つに、複合型多極子レンズの場合は接続電源を電流源と電圧源２つに、原理的には低減す
ることが可能となる。電流源と電圧源は、電流源・電圧源を両方備えた複合型電源から供
給することにより、実効的に電源数を低減することも可能である。
【発明の効果】
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【００１９】
　本発明によれば、荷電粒子ビームをフォーカスさせて試料に照射させる荷電粒子光学装
置において、色収差と球面収差を補正しビームスポットの最小化を行う。
【００２０】
　収差補正装置の静磁型多極子場は２、４、６、８極子場それぞれに専用の電源で駆動す
るため、高安定で操作性を向上させることができる。
【実施例１】
【００２１】
　以下図をもって、実施の形態を説明する。
図１には、色収差を補正可能な走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）についての実施例を示す。図１
には、ＳＥＭの電子光学系の主要要素を含めて表している。電子源１から射出された電子
線は、集束レンズ６と７でビーム電流量を調整した後、対物レンズ１７に対し適切な位置
にクロスオーバーを結ぶ。これをさらに対物レンズ１７で試料表面１８に縮小投影しビー
ムプローブとする。ビームプローブを偏向コイル１５、１６によって試料表面で走査する
ことで、電子線照射によって発生する二次電子量を、試料表面各々位置毎に配列し画像化
して所謂“走査電子顕微鏡像（ＳＥＭ像）”を得ることができる。二次電子検出器と試料
を保持する試料ステージ、またビーム開き角度を制限するための絞り装置など本発明の説
明に主要ではない装置を図１では省略した。
【００２２】
　上述の光学系において収差補正装置１０は、主に対物レンズ１７の収差を補償すべく、
下段収束レンズ７と対物レンズ１７の間に設置される。本実施例の収差補正装置１０は多
段多極子レンズを基本構造とし、少なくとも第１と第４は静磁場、第２と第３は電磁複合
で４極子場が発生可能な４段多極子レンズである。図１の構成では、第１～第４の４段の
多極子レンズ１１、１２、１３、１４がある。原理的には、４極子場を発生させるために
は４つの極子があれば十分であるが、極子の配置関係を変えて極子の数を増やすことによ
り複数の電磁場を重畳することも可能である。
【００２３】
　収差補正装置１０を含む上記核装置は、筐体１９によって支持される。また筐体１９は
真空気密も同時に保持するもので、装置に付加される真空排気装置によって電子線行路を
真空に保つ。原理的に電子源１ならびに試料１８はこの真空内に配置され、また収差補正
器１０の多極子レンズ１１、１２、１３、１４の電極子先端は真空内に露出するものでな
ければならない。多極子レンズ１１、１２、１３、１４を機能させるために電源２６が用
意される。電源２６は当該多極子レンズが形成する多極子場の数に応じて複数の電源から
成る。例えば１つの１２極子レンズで４極子場をつくるには１台の電流源が必要であり、
８極子場をつくるにはさらにもう１台の電流源が必要となる。
【００２４】
　さらに球面収差や寄生収差、高次収差を補正するため２、６、８極子場を重畳しようと
すれば、重畳される多極子場の数と等しい数の電流源が必要となる。なお、２、６極子場
についてはそれぞれ直交する２成分があり、直行する２成分は別々の多極子場として計算
される。電源２６は筐体１９の外部に配置され筐体内部の極子と上記多極子場対称性に基
づく関係によって各電極子と接続される。さらに本実施例でそれぞれ電圧源／電流源は制
御器３０を介して、パーソナルコンピュータ等の計算機３４を用いて制御される。荷電粒
子線装置の操作者が計算機３４に付属するキーボード等入力装置から必要に応じて光学設
定条件を入力すると、計算機３４は前述の基準軌道設定条件と収差補正条件からこれらを
満たす各電極子の電位、と磁極子の励磁を計算し、制御器３０を介して電源２６ならびに
所定の電流、電圧を発生させる。これら制御過程は計算機３４によってモニタされ付属の
ＣＲＴ等表示装置に表示されるので、操作者はこれをみて装置の状態を確認できる。
【００２５】
　図１の構成の装置では、ＳＥＭ本来の光学要素である電子源１、集束レンズ６、７、対
物レンズ１７はそれぞれを駆動する為の電源装置２０、２３、２４、２８が接続され、各
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々電源は制御器３０によって制御される。
【００２６】
　図２に、本実施例のの静磁型多極子レンズの構成図を示す。図２に示される静磁型多極
子レンズは、図１の多極子レンズ１１および１４に相当する。図２の多極子レンズは環状
に配置された複数の極子３９～極子５０により構成される。色収差を補正するためには４
極子場を発生する必要があるが、４極子場を発生するためには、原理的には４つの極子が
あれば良い。例えば、図２の極子３９，４２，４５および４８のように４回回転対称な位
置に配置された極子があれば、４極子場は発生可能である。しかしながら、極子配置の機
械的な誤差などの理由により、発生する場には何らかの補正磁場を印加する必要がある。
そこで、図２に示す静磁型レンズでは、極子４０，４１，４３，４４，４６，４７，４９
，５０、即ち１２回回転対称な位置に配置された極子を用いて、補正磁場を印加している
。なお、以下の説明において「多極子場」とは、多極子レンズにより発生する電場または
磁場あるいは電磁場を意味し、特に断らない限り、静磁場型レンズの説明に現れる「多極
子場」とは多極子磁場を意味し、複合型レンズの説明に現れる「多極子場」とは多極子に
よる電磁場を意味するものとする。
【００２７】
　極子３９～極子５０はパーマロイや鉄などの磁性材料から形成され、極子を励磁するた
めにコイル５１～コイル６２が配置されている。図２では省略したが、極子３９は、コイ
ルの励磁電流を供給するための電流導入端子を備えている。また、極子３９～極子５０間
には備えられるコイルは電気配線を備えており、これにより電流導入端子から供給される
電流を各コイルに共通電流として流すことができる。なお、本実施例においては、極子３
９に電流導入端子が設けられているとしたが、原理的には極子３９～極子５０のどの極子
が電流導入端子を備えていても良い。また、図２では図示されてはいないが、極子の外周
には磁路を連結するためのパーマロイや鉄などの磁性材料からなるリングが配置されてい
る。図２中の点線１９は、図１の筐体１９を意味し、図２では図示されていないフィード
スルーにより、極子の先端部が筐体１９内に挿入される。従って、極子３９～極子５０に
関しては、電場ないし磁場を発生する部位のみが、筐体１９内部の真空領域内に配置され
ていることになる。コイルが真空領域外に配置された本実施例の収差補正器の構造は、コ
イルが真空領域内に配置された構造の収差補正器に比べてメンテナンスが楽であり、かつ
励磁電流によるコイルの発熱を冷却する上でも有利である。
【００２８】
　図３には、図２に示す多極子レンズを構成する極子一つの断面図を示す。極子の先端部
は磁極６３を構成し、筐体１９内部の真空領域内に配置される。極子の根本には励磁によ
り発生する磁束の磁路となる磁路リング６５が配置される。磁極６３の構成部と磁路リン
グに挟まれた領域には励磁用コイル６４が巻かれており、重畳させる場の数または種類に
応じて複数のコイルが配置される。コイル６４の構成材料は導線であり、極子本体とは保
持部材６６により絶縁されている。コイル６４は、隣接する極子に配置されたコイルと電
気配線により接続される。このような電気配線は全極子３９～５０間に設けられており、
最終的に、極子３９に備えられた電流導入端子に接続される。これにより、電流源（ない
し電源）から供給される電流を各コイルに共通に供給することが可能となる。
【００２９】
　次に、静磁型・静電型の複合型多極子レンズの構成について説明する。図４には、図１
の収差補正器１０の２段目、３段目を構成する複合型多極子レンズの断面図を示す。極子
の配置や多極子レンズの全体構造は、図２に示した静磁型多極子レンズと大凡同じである
ため説明を省略する。。
【００３０】
　図５には、図４に示す複合型多極子レンズを構成する極子の縦方向の断面図を示す。極
子の構成も、静磁場型多極子レンズ用のそれとほぼ同じであるが、電圧導入端子を備えて
いる点で相違する。以下、図５に沿って説明すると、極子の先端部６３が磁極を構成し、
筐体１９内部の真空領域内に配置される点、磁路リング６５が配置される点、励磁用コイ
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ル６４が巻かれる点、重畳させる場の数または種類に応じて複数のコイルが配置される点
は、図３で説明した極子の構造と同じである。一方、複合型多極子レンズ用の極子６３は
、電圧導入端子６７を備える。磁場の他に電場を発生する必要があるためである。電圧導
入端子には電圧源が接続され、電圧源により供給される電圧により極子の先端部６３から
電場が放出される。従って、図５に示す極子の先端部６３は、電界放出部および磁極を兼
ねることになる。よって、本実施例の複合型多極子レンズにおいては、電界放出部および
磁極が真空領域内に配置されている。電圧導入端子６７および極子６３は、絶縁材６８に
よって磁路リング６５からは絶縁され、更にコイルの保持部材６６により、コイル６６を
流れる電流からも絶縁されている。
【００３１】
　なお、４極子場を発生するために図５に示す多極子レンズの各極子に印加される電圧は
以下の通りである。極子４０の電圧をz[V]とおいたとき極子４０、極子４１、極子４６、
極子４７は電圧z[V]、極子３９、極子４２、極子４５、極子４８は０[V]、極子４３、極
子４４、極子４９、極子５０は電圧-z[V]となる。
【００３２】
　以上、本実施例により、色収差が除去可能な走査電子顕微鏡を従来よりも少ない電源数
で実現することができる。なお、色収差を除去することにより、従来よりもビームスポッ
ト径を１０％程度小さくすることが可能となる。また、以上の構成は、走査電子顕微鏡だ
けではなく、反射電子顕微鏡や露光装置においても適用可能である。
【実施例２】
【００３３】
　実施例１においては、色収差を補正可能な走査電子顕微鏡について説明したが、電子光
学系で発生する荷電粒子線には、色収差の他に球面収差も含まれており、ビーム径をより
集束するためには、球面収差も除去する必要がある。
【００３４】
　また、荷電粒子線において支配的となる収差の種類は、加速電圧によって異なる。ＳＥ
Ｍや反射電子顕微鏡において、実用的に使用される加速電圧は約１kVから１００kV程度で
あるが、便宜的に、加速電圧が数１００V～１０kV程度の範囲は低加速領域、加速電圧が
１０kV～１００kV程度の範囲は高加速領域と称されている。ここで、低加速領域において
は、荷電粒子線には色収差と球面収差の両方がほぼ同じ割合で含まれる。一方、高加速領
域では、加速電圧が大きくなるに伴い色収差の寄与が減少し、球面収差が支配的となる。
現状、収差補正器の調整には非常に手間がかかり、色収差と球面収差では調整方法も異な
る。従って、除去できる収差の種類を低加速領域と高加速領域とで切り替えることができ
ると、収差補正器の調整上、有利である。
【００３５】
　図６は、本実施例の走査荷電粒子線装置の構造を示す概要図である。図６に示す走査荷
電粒子線装置は、色収差と球面収差の両方を除去する機能を備えており、更に回路パター
ンの測長機能や検査機能を備えている。図６に示した走査荷電粒子線装置は、大まかに、
電子光学系、試料室、試料交換室７１，電源ユニット１００、電子光学系制御ユニット３
０，画像処理装置１０２，管理端末１０３等により構成される。管理端末１０３は、キー
ボードやマウス等の情報入力手段およびモニタなどの画像表示手段により構成される。以
下、大まかな構成ユニット別に、装置の各部分の説明を行う。
【００３６】
　電子光学系は、大まかに、電子銃部、レンズ系、収差補正部、走査偏向部、対物レンズ
、結像光学系などの構成要素に分けることができる。電子銃部は、電子源１、サプレッサ
電極２、引き出し電極３、第１陽極４、第２陽極５等により構成される。ショットキー電
子源１ｂはタングステンの単結晶に、酸素とジルコニウムなどを拡散させショットキー効
果を利用する電子源で、その近傍にサプレッサー電極２、引き出し電極３が設けられる。
ショットキー電子源１を加熱し、引き出し電極３との間に＋２ｋＶ程度の電圧を印加する
ことにより、ショットキー電子源１よりショットキー電子を放出させることができる。サ
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プレッサー電極２には負電圧が印加されショットキー電子源１の先端以外から放出される
電子を抑制する。引き出し電極３の穴を出た電子は第１陽極４、第２陽極５で形成される
静電レンズにより加速、収束される。
【００３７】
　レンズ系は、第１コンデンサーレンズ６、第２コンデンサーレンズ７、上偏向コイル８
、下偏向コイル９、コンデンサー絞り３１、非点補正コイル３６等により構成される。レ
ンズ系を通過した荷電粒子線は、第１コンデンサーレンズ６、コンデンサー絞り３１によ
りビーム径が制限され、第２コンデンサーレンズ７、および上偏向コイル８、下偏向コイ
ル９を通り、所望の角度で収差補正器１０に入射する。
【００３８】
　収差補正部は、収差補正器１０とフィードスルー１０１により構成される。本実施例の
収差補正器においては、多極子レンズを構成する極子の先端部が真空筐体１９内に挿入さ
れ、極子の励磁部（コイルを備える）は真空筐体１９の外部に配置される。フィードスル
ー１０１は、極子を筐体１９内外に導通させるために使用される部材である。詳細は後述
する。収差補正器１０は、荷電粒子ビームに対し、後段のレンズ系で発生する収差とは逆
の収差を付与することにより、最終的に試料に到達する荷電粒子線から収差を除去する装
置である。構造的には、多極子レンズ１１、複合型多極子レンズ１２、複合型多極子レン
ズ１３および多極子レンズ１４が、光軸を共通軸として配置されている。
【００３９】
　色収差を補正する場合、多極子レンズ１１および１４により、光軸に垂直な面内に４極
子磁場が、複合型多極子レンズ１２および１３により、４極子電場および４極子磁場が形
成される。４極子磁場は、４極子電場に対して、ｘ－ｙ面内で光軸を中心として４５°回
転した場を形成するように分布する。４極子電場および４極子磁場は、４極、８極、ある
いは１２極の電極（磁極を兼ねてもよい）を用いて形成する。
【００４０】
　色収差だけでなく球面収差まで補正する場合、４極子場の他に８極子場が必要であり、
４極子場と８極子場が、上記電極により形成され重畳される。この場合は多極子レンズは
８極子や１２極子が必要である。収差補正器１０により対物レンズ１７と相殺する色収差
や球面収差を与えられた電子ビームは、走査偏向部を形成する上走査コイル１５、下走査
コイル１６を経て、対物レンズ１７により試料１８上に収束、走査される。対物アライナ
３８は、対物レンズに入射される荷電粒子線の位置を微調整するために使用される。
【００４１】
　対物レンズ１７は、磁界型または電界型あるいは電界磁界複合型の回転対称のレンズが
用いられる。電子ビームによる試料破壊を防ぎ、収差を減らすために、試料１８と対物レ
ンズ１７の間で電子が減速されるようにリターディング電源２９にて試料１８に電圧をか
ける場合もある。
【００４２】
　荷電粒子線の照射により試料から放出された二次電子や反射電子は、ＥxＢフィルター
７８にて偏向され、一次荷電粒子線の軌道から分離される。ＥxＢフィルター７８を通過
した二次電子または反射電子は、反射板７７にて反射され、検出器６９に到達する。検出
器の検出信号は、制御部３０を経由してコンピュータ１０２に送信され、画像化される。
【００４３】
　試料交換時には試料１８は可動ステージ７０によって試料交換室７１まで運ばれる。筐
体１９と試料交換室７１は、ゲートバルブ７２によって接続されており、筐体１９の真空
を保ったまま試料１８の交換を可能にしている。
【００４４】
　電子光学系の各部品は、すべて真空容器１９に格納される。また、電子光学系の各部品
の駆動電圧または駆動電流は、各種の電流源や電圧源（２０～２９）を備えた電源ユニッ
ト１０１により供給される。電源ユニット１０１と電子光学系の各部品とは、コネクター
を通じて電気的に接続されている。簡単のため、真空容器１９内の各部品の支持法につい
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ては図示を省略した。上記電源ユニット１０１は、電子光学系制御部３０により制御され
、更に、制御に必要な情報や制御手順は、コンピュータ１０２および情報入力手段１０３
を介して設定される。
【００４５】
　次に、本実施例で使用される収差補正器の構造について詳述する。本実施例の収差補正
器の全体構成は、一対の複合型多極子レンズを一対の静磁場型多極子レンズで挟んだ４段
構成となっている。本実施例の静磁型多極子レンズおよび複合型多極子レンズの構造自体
は、図２および図４で説明した構造のレンズとほぼ同じである。但し、異なる種類の極子
場を重畳する必要上、多極子レンズを構成する極子の構造が異なる。
【００４６】
　図７には、本実施例の静磁場型多極子レンズを構成する極子一つの断面図を示す。極子
の先端部は磁極６３を構成し、筐体１９内部の真空領域内に配置される。極子の根本には
励磁により発生する磁束の磁路となる磁路リング６５が配置される。図７中の点線は、真
空容器の筐体１９を意味し、極子先端部は、フィードスルー１０１を介して筐体１９内に
挿入される。磁極６３の構成部と磁路リングに挟まれた領域には励磁用コイル６４が巻か
れており、重畳させる場の数または種類に応じて複数のコイルが配置される。図７に示す
極子を用いた多極子レンズにおいては、２極子場、４極子場、６極子場の３種類の磁場の
重畳が可能であり、４極子用コイル６４a、８極子用コイル６４ｂ、２極子用コイル６４
ｃ、２極子用コイル６４ｄ、６極子用コイル６４e、および６極子用コイル６４fの６つの
コイルが配置されている。各コイル６４a～６４ｆの構成材料は導線で、各々保持部材６
６により絶縁されている。各コイルが６４a～６４ｆが絶縁材料により絶縁された本実施
例の構成は、従来の収差補正器に比べてメンテナンス性が高く、コイルが断線した場合な
ど、故障のあったコイルのみを交換できるので、調整時間が短くなる。また、コイルが真
空領域外に配置された本実施例の収差補正器の構造は、励磁電流によるコイルの発熱を冷
却する上でも有利である。なお、２極，６極子場を重畳するのは、収差補正の補助的役割
として，４極子や８極子のレンズの軸に対する電子ビームのずれなどを補正することが目
的である。４極子や８極子レンズの軸に対する電子ビームのずれを補正するためには、軸
に対して垂直なレンズ面上に２方向修正する必要がある。ただし，２,３段目の多極子レ
ンズの補正については、ラインフォーカスのため必ずしも２方向必要ではない。
【００４７】
　各コイル６４は、隣接する同種の多極子用コイルとのみ直列に接続される。このため、
上記同種コイル間を接続するための電気配線が、極子に配置するコイルの数ないし種類に
応じて設けられる。例えば、図２のコイル５１（極子３９に備えられたコイル）中の４極
子用コイル６４aは、極子４０のコイル５２中のコイル６４aと直列に接続される。このよ
うな接続関係を実現する電気配線が、極子３９～５０間に設けられ、最終的に、極子３９
に備えられた電流導入端子に接続される。これにより、電流源（ないし電源）から供給さ
れる電流を各コイルに共通に供給することが可能となる。
【００４８】
　多極子場を発生させるために、コイル６４a～６４ｃは極子毎に異なる巻き数と方向を
もつ。巻き数と方向の関係は例えば、極子３９を基準に位相ｘ＝０としてコイル６４aをm

１巻きした場合、極子ｙ（３９～５０）の位相をｘ（ｘ＝１～１２）とおいたときのコイ
ル６４aの巻き数は
【００４９】
【数１】

【００５０】
巻きとなるよう調整される。同様に８極子用コイル６４bで、極子３９を基準にm２巻きし
た場合の巻き数は
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【００５１】
【数２】

【００５２】
同様に２極子用コイル６４cで、極子３９を基準にm３巻きした場合の巻き数は
【００５３】

【数３】

【００５４】
２極子用コイル６４dで、極子４２を基準にm４巻きした場合の巻き数は
【００５５】

【数４】

【００５６】
6極子用コイル６４eで、極子３９を基準にm5巻きした場合の巻き数は
【００５７】

【数５】

【００５８】
6極子用コイル６４fで、極子４２を基準にm6巻きした場合の巻き数は
【００５９】

【数６】

【００６０】
となるように設定される。なお符号が逆のとき基準に対して巻き方向が逆である。また、
巻き数の小数点以下は近似する。
【００６１】
　次に、本実施例で使用される静磁型・静電型の複合型多極子レンズ用の構成について説
明する。上述の通り、本実施例の複合型多極子レンズにおける極子の配置や構造自体は、
図４で説明した構造のレンズとほぼ同じである。
【００６２】
　図８には、図４に示す複合型多極子レンズを構成する極子の縦方向の断面図を示す。極
子の構成も、静磁場型多極子レンズ用のそれとほぼ同じであるが、電圧導入端子を備えて
いる点で相違する。以下、図８に沿って説明すると、極子の先端部６３が磁極を構成し、
筐体１９内部の真空領域内に配置される点、磁路リング６５が配置される点、励磁用コイ
ル６４が巻かれる点、重畳させる場の数または種類に応じて複数のコイルが配置される点
は、図７に示す極子の構造と同じである。一方、複合型多極子レンズ用の極子６３は、電
圧導入端子６７を備える。磁場の他に電場を発生する必要があるためである。電圧導入端
子には電圧源が接続され、電圧源により供給される電圧により極子の先端部６３から電場
が放出される。従って、図８に示す極子の先端部６３は、電界放出部および磁極を兼ねる
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ことになる。よって、本実施例の複合型多極子レンズにおいては、電界放出部および磁極
が真空領域内に配置されている。電圧導入端子６７および極子６３は、絶縁材６８によっ
て磁路リング６５からは絶縁され、更にコイルの保持部材６６により、コイル６６を流れ
る電流からも絶縁されている。
【００６３】
　図８に示す極子においては、４極子用コイル６４a、８極子用コイル６４ｂ、２極子用
コイル６４ｃ、２極子用コイル６４ｄ、６極子用コイル６４e、および６極子用コイル６
４fの６つのコイルが配置されている。各コイル６４a～６４ｆの構成材料は導線で、各々
保持部材６６により絶縁されている。各コイルが６４a～６４ｆが絶縁材料により絶縁さ
れた本実施例の構成は、従来の収差補正器に比べてメンテナンス性が高く、コイルが断線
した場合など、故障のあったコイルのみを交換できるので、調整時間が短くなる。
【００６４】
　多極子を発生させるためにコイル６４a～６４ｃは極子毎に異なる巻き数と方向をもつ
。巻き数と方向の関係は２６に順ずる。このときの極子３９～５０の電圧配分は４極子電
圧のみで極子４０の電圧をz[V]とおいたとき極子４０、極子４１、極子４６、極子４７は
電圧z[V]、極子４０、極子４１、極子４６、極子４７は０[V]、極子４３、極子４４、極
子４９、極子５０は電圧-z[V]となる。以上の構成により、色収差と球面収差を補正可能
な走査荷電粒子線装置が実現可能となる。
【００６５】
　図９および図１０には、複数の多極子場を重畳可能な多極子レンズを構成するための極
子の別な構成例について示した。図９に示す極子が静磁気型多極子レンズ用の極子、図１
０に示す極子が複合型多極子レンズ用の極子に対応する。図７および図８に記載の極子に
おいては、違う種類の磁場を発生するための励磁コイルが横に並んで配置されているが、
図９および図１０に示される構成の極子においては、複数の励磁コイルが縦に並んで配置
される。
【００６６】
　次に、低加速領域と高加速領域とで、収差補正器の特性を切り替えるために必要な機能
について説明する。上述の通り、低加速領域で発生する収差には、色収差と球面収差の両
方が含まれており、低加速領域での収差を補正するためには両方の収差を除去する必要が
ある。一方、高加速領域での収差は球面収差が支配的であり、球面収差を除去すれば殆ど
の収差を除去できる。色収差と球面収差を除去するためには、軌道分離された荷電粒子線
を複合型多極子レンズに導入して収差を除去することが必要である。一方、球面収差を除
去するためには静磁気型多極子レンズを用いれば十分であり、電場を重畳しなくとも収差
を除去できる。図２および図４を見れば分かるように、本実施例で使用される静磁気型多
極子レンズと複合型多極子レンズの極子の配置はほぼ同じである。従って、複合型多極子
レンズの電圧導入端子に供給する電圧をオフにすれば、図４に示す複合型多極子レンズを
静磁気型多極子レンズとして動作させることが可能である。
【００６７】
　そこで、電源２６に、収差補正器への電圧供給をオンオフするスイッチ機能を持たせ、
当該スイッチのオンオフを電子光学系制御ユニット３０により制御する。荷電粒子線の加
速電圧設定値、即ち引き出し電極３への印加電圧設定値は、コンピュータ１０２または電
子光学系制御ユニット３０内に設けられたメモリに格納される。また、低加速領域と高加
速領域とを切り替えるための閾値が、管理端末１０３を介して設定され、コンピュータ１
０２または電子光学系制御ユニット３０内に設けられたメモリに格納される。コンピュー
タ１０２は、メモリ内に格納された切替閾値と引き出し電極への印加電圧設定値とを比較
し、印加電圧が閾値よりも大きければ、高加速領域での動作と判断する。また、印加電圧
が閾値よりも小さければ、低加速領域での動作と判断する。判断結果は、電子光学系制御
ユニット３０に送信され、電子光学系制御ユニット３０は、判断結果に基づき、電源２６
による電圧供給のオンオフ制御を実行する。即ち、コンピュータ１０２から送信された信
号が高加速領域での動作を示す情報を含んでいれば、電源２６に対して、複合型多極子レ
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ンズ１２，１３の電圧導入端子への電圧供給を停止するよう命令する。コンピュータ１０
２から送信された信号が低加速領域での動作を示す情報を含んでいれば、電源２６に対し
て、複合型多極子レンズ１２，１３の電圧導入端子への電圧供給を開始または継続するよ
う命令する。
【００６８】
　以上の構成により、低加速領域と高加速領域とで収差補正器の動作を切り替えられる走
査荷電粒子線装置が実現される。複合型多極子レンズを静磁場型レンズとして動作させる
場合、静磁型レンズと静電型レンズの軸の不一致によるビームのずれの発生を抑止できる
という利点がある。また、ビームずれ修正のための余分な作業が減ることから、高加速領
域における収差補正器の操作性が増す。また、電圧源を動作させずに済むため、加速電圧
に応じて電圧を変化させたときのノイズの発生や放電の危険性もなくなる。更に、高加速
領域での収差補正器の消費電力が低減される。なお、本実施例では、多極子レンズ１１～
１４への電流供給および電圧供給を一つの電源２６を用いて実現しているが、各多極子レ
ンズ毎に複数の電流源および電圧源を設けて、電流および電圧を個別に供給しても良い。
【実施例３】
【００６９】
　図１１に、収差補正器を搭載した欠陥レビューＳＥＭ（ＤＲ-ＳＥＭ）の一構成例を示
す。図１１は、図１０の構成に検出器６９ｂを加えたものである。検出器６９bは検出器
６９と対称な位置などの異なる位置に配置される。試料の構造によって検出器６９からと
検出器６９bから検出される二次電子量が、異なるため、両検出器から得られたデータを
比較することで逆にその構造を推定、検査することができる。データの比較動作は、コン
ピュータ１０２により実行される。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明が適用される収差補正器付電子線装置の一例の構造の概要を示す図。
【図２】収差補正装置の静磁型多極子レンズの構成例。
【図３】静磁型多極子レンズの極子の構成例。
【図４】収差補正装置の静電型、静磁型の複合型多極子レンズの構成例。
【図５】静電型、静磁型の複合型多極子レンズの極子の構成例。
【図６】実施例２の走査荷電粒子線装置の構成例。
【図７】実施例２の静磁型多極子レンズの極子の構成例。
【図８】実施例２の静電型、静磁型の複合型多極子レンズの極子の構成例。
【図９】静磁型多極子レンズの極子の別の構成例。
【図１０】静電型、静磁型の複合型多極子レンズの極子の別の構成例。
【図１１】実施例３の走査荷電粒子線装置の構成例。
【符号の説明】
【００７１】
１…電子源、１b…ショットキー電子源、２…サプレッサー電極、３…引き出し電極、４
…第１陽極、５…第２陽極、６…第１コンデンサーレンズ、７…第２コンデンサーレンズ
、８…上偏向コイル、９…下偏向コイル、１０…収差補正器、１１…多極子レンズ、１２
…複合型多極子レンズ、１３…複合型多極子レンズ、１４…多極子レンズ、１５…上走査
コイル、１６…下走査コイル、１７…対物レンズ、１８…試料、１９…真空容器、２０…
電子銃電源、２１…制御電圧源、２２…加速電圧源、２３…第１コンデンサーレンズ電源
、２４…第２コンデンサーレンズ電源、２５…偏向コイル電源、２６…収差補正器電源、
２７…走査コイル電源、２８…対物レンズ電源、２９…リターディング電源、３０…制御
器（コンピュータ）、３１…コンデンサー絞り、３２…コンデンサーヒーター電源、３３
…制御電圧源、３４…計算機（インターフェイス）、３５…非点補正コイル電源、３６…
非点補正コイル、３７…対物アライナー電源、３８…対物アライナー、３９～５０…極子
、５１～６２…コイル、６３…磁極、６４a…４極子用コイル、６４b…８極子用コイル、
６４ｃ…２極子用コイル、６４ｄ…２極子用コイル（６４ｃと直交成分用）、６４e…6極
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子用コイル、６４f…６極子用コイル（６４eと直交成分用）、６５…磁路リング、６６…
保持部材、６７…電圧導入端子、６８…絶縁材、６９…検出器、６９b…検出器、７０…
可動ステージ、７１…試料交換室、７２…扉、７３…光軸、７４…収差補正基準軌道ｘ、
７５…収差補正基準軌道ｙ、７６…検出器用電源、７７…反射板、７８…EｘBフィルター
、７９…EｘBフィルター用電源。
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