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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子を放出させて電子ビームを形成し制御する各単位マイクロコラムをｎ×ｍ行列に含
むマルチマイクロコラムにおける電子ビームを制御する方法において、
個別電子放出源及び個別電子レンズを、
前記単位マイクロコラムの電子が通過する全ての孔、または全ての電子放出源に単一電
圧を印加する方式（第１方式）、
単位マイクロコラム（孔または電子放出源）別に電圧を印加する方式（第２方式）、
単位マイクロコラム当たり同一方位（座標）電極別に同一電圧を印加する方式（第３方
式）、及び
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各単位マイクロコラム及び電極（方位または座標）別に電圧を印加する方式（第４方式
）、
のなかで選択された方式で選択的に制御し、
電子の放出及び進行を誘導するために、個別電子放出源及びレンズ部の個別エクストラ
クターに第１方式を同時に使用せず、第１方式または第２方式で相互に補完するようにそ
れぞれ電圧を印加し、
第３方式及び／又は第４方式で電圧を印加して電子ビームを偏向させる段階、を含み、
二つ以上のレンズ層を含むレンズ部であって、前記電子放出源から一番目のレンズ部に
第１方式を、そして、第３方式及び／又は第４方式を含んで電圧を印加することを特徴と
するマルチマイクロコラムにおける電子ビームの制御方法。
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【請求項２】
フォーカシング段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のマルチマイクロ
コラムにおける電子ビームの制御方法。
【請求項３】
前記偏向段階と前記フォーカシング段階が一つのレンズ部で行われることを特徴とする
、請求項１または２に記載のマルチマイクロコラムにおける電子ビームの制御方法。
【請求項４】
前記電子ビームの形状を所定の形状に特定するために、所定形状の孔を有するレンズ層
に第１方式で電圧を印加することを特徴とする、請求項１〜３のいずれか一項に記載のマ
ルチマイクロコラムにおける電子ビームの制御方法。
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【請求項５】
電子ビームを遮断するために、ビームブランカー層を第３または第４方式で制御するこ
とを特徴とする、請求項１〜４のいずれか一項に記載のマルチマイクロコラムにおける電
子ビームの制御方法。
【請求項６】
電子を放出させて電子ビームを形成し制御する各単位マイクロコラムをｎ×ｍ行列に含
むマルチマイクロコラムにおいて、
個別電子放出源及び個別電子レンズを、
前記単位マイクロコラムの電子が通過する全ての孔、または全ての電子放出源に単一電
圧を印加する方式（第１方式）、
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単位マイクロコラム（孔または電子放出源）別に電圧を印加する方式（第２方式）、
単位マイクロコラム当たり同一方位（座標）電極別に同一電圧を印加する方式（第３方
式）、及び
各単位マイクロコラム及び電極（方位または座標）別に電圧を印加する方式（第４方式
）、
のなかで選択された方式で選択的に構成し、
電子の放出及び進行を誘導するために、個別電子放出源及びレンズ部の個別エクストラ
クターを第１方式で同時に構成せず、第１方式または第２方式で相互に補完するようにそ
れぞれ構成し、
前記レンズ部は、前記電子放出源から一番目のレンズ部であって、二つ以上のレンズ層
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を含み、第１方式を、そして、第３方式及び／又は第４方式を含んで電圧を印加すること
を特徴とするマルチマイクロコラム。
【請求項７】
デフレクターの役目をするように、第３方式または第４方式で構成されるレンズ層また
はデフレクターをさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載のマルチマイクロコラム
。
【請求項８】
前記電子放出源層、及び前記レンズが半導体製造方法またはＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ−Ｅ
ｌｅｃｔｒｏ−Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）工程によってウェハータイプと
して形成され、絶縁層によって絶縁されることを特徴とする、請求項６または７に記載の
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マルチマイクロコラム。
【請求項９】
前記マルチマイクロコラムがＸ−Ｙ−Ｚロボットまたはアームロボットなどの産業用ロ
ボットまたは多関節移動メカニズムに取り付けられてともに使用されることを特徴とする
、請求項６〜８のいずれか一項に記載のマルチマイクロコラム。
【請求項１０】
前記マルチマイクロコラムのレンズ部の一つの層の孔が、所定の形状を備えてビームの
形状を前記所定の形状に形成することを特徴とする、請求項６〜９のいずれか一項に記載
のマルチマイクロコラム。
【請求項１１】
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前記マルチマイクロコラムの電子ビームを遮断するかまたは偏向させるために、デフレ
クターまたはデフレクターの役目をするレンズの前に第３または第４方式で構成されるビ
ームブランカー層をさらに含むことを特徴とする、請求項６〜１０のいずれか一項に記載
のマルチマイクロコラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はマルチマイクロコラムの電子ビームを制御する方法及びマルチマイクロコラム
に係り、より詳しくはマルチマイクロコラムの電子放出源から放出されて進行する電子ビ
ームを制御するためのものである。また、本発明は前記制御方法を利用することができる
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マルチマイクロコラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来のマイクロコラムは、既存のＣＲＴ、電子顕微鏡、電子ビームリソグラフィー及び
各種電子ビーム装置などにおいて、電子ビームを制御する原理を利用した電子コラムを小
型化して効率を高めた非常に小さな小型電子コラムと考えられる。ウェハータイプマイク
ロコラムとしてはシングルタイプのマイクロコラムが開発されただけであり、マルチマイ
クロコラムの必要性とシングルタイプの単純複合型及びウェハータイプのマルチマイクロ
コラムの製作可能性があると考えられる。
【０００３】
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一般に、マイクロコラムにおいては、電子ビームは電子放出源によって発生されて各種
レンズを通過し、デフレクターによって偏向される。既存のシングルマイクロコラムは、
必要に応じて各レンズ部やデフレクターで別途の電圧を印加して電子ビームを制御してい
た。シングルマイクロコラムの構造と係わる一例が大韓民国特許出願第２００３−６６０
０３号に開示されており、図１はそのようなシングルマイクロコラム１０の構造を示して
いる。図１に示すシングルマイクロコラム１０は、基本的構成として、電子放出源（図示
せず）、ソースレンズ１３、デフレクター１５、及びフォーカスレンズ１６を含む。また
、前記電子放出源を支持するために、電子放出源ホルダー１１、ソースレンズ１３を収容
するためのホルダーベース１２、デフレクター１５を収容するためのコラムベース１４、
及びフォーカスレンズ１６を収容するためのレンズプレート１７を備えている。
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【０００４】
シングルマイクロコラムの場合、単一電子ビームの制御に対しては多くの研究が行われ
たが、マルチマイクロコラムの場合は、各シングルマイクロコラムをどのように構成して
電子ビームを制御するかの問題は依然として残っている。すなわち、同時に多くのシング
ルマイクロコラムをどの方式で制御するかに対する問題は依然として残っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
したがって、本発明の目的はマルチマイクロコラムの制御を容易で効率よく具現するこ
とができるように、マルチマイクロコラムにおいて、それぞれの単位マイクロコラムの電
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子放出源から電子を放出させて電子ビームを形成し、この電子ビームを効率よく制御する
方法を提供することにある。
【０００６】
本発明の他の目的は、前記方法を適用することができるウェハータイプマルチマイクロ
コラムを提供することにある。
【０００７】
本発明のさらに他の目的は、前記方法を適用することができるウェハータイプマルチマ
イクロコラムと既存のマイクロコラムの組合型マルチマイクロコラムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明の一実施例は、電子を放出させて電子ビームを形成し制御する各単位マイクロコ
ラムをｎ×ｍ行列に含むマルチマイクロコラムにおける電子ビームを制御する方法を提供
する。この方法は、個別電子放出源及び個別電子レンズを、前記単位マイクロコラムの電
子が通過する全ての孔、または全ての電子放出源に単一電圧を印加する方式（第１方式）
、単位マイクロコラム（孔または電子放出源）別に電圧を印加する方式（第２方式）、単
位マイクロコラム当たり同一方位（座標）電極別に同一電圧を印加する方式（第３方式）
、及び各単位マイクロコラム及び電極（方位または座標）別に電圧を印加する方式（第４
方式）、のなかで選択された方式で選択的に制御し、電子の放出及び進行を誘導するため
に、個別電子放出源及びレンズ部の個別エクストラクターに第１方式を同時に使用せず、
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第１方式または第２方式で相互に補完するようにそれぞれ電圧を印加し、第３方式及び／
又は第４方式で電圧を印加して電子ビームを偏向させる段階、を含み、二つ以上のレンズ
層を含むレンズ部であって、前記電子放出源から一番目のレンズ部に第１方式を、そして
、第３方式及び／又は第４方式を含んで電圧を印加することを特徴とする。
【０００９】
本発明の他の実施例は、電子を放出させて電子ビームを形成し制御する各単位マイクロ
コラムをｎ×ｍ行列に含むマルチマイクロコラムを提供する。このマルチマイクロコラム
は、個別電子放出源及び個別電子レンズを、前記単位マイクロコラムの電子が通過する全
ての孔、または全ての電子放出源に単一電圧を印加する方式（第１方式）、単位マイクロ
コラム（孔または電子放出源）別に電圧を印加する方式（第２方式）、単位マイクロコラ
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ム当たり同一方位（座標）電極別に同一電圧を印加する方式（第３方式）、及び各単位マ
イクロコラム及び電極（方位または座標）別に電圧を印加する方式（第４方式）のなかで
選択された方式で選択的に構成し、電子の放出及び進行を誘導するために、個別電子放出
源及びレンズ部の個別エクストラクターを第１方式で同時に構成せず、第１方式または第
２方式で相互に補完するようにそれぞれ構成し、前記レンズ部は、前記電子放出源から一
番目のレンズ部であって、二つ以上のレンズ層を含み、第１方式を、そして、第３方式及
び／又は第４方式を含んで電圧を印加することを特徴とする。
【００１０】
マルチマイクロコラムの構成においては、電子放出源、ソースレンズ部、デフレクター
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部、フォーカスレンズ部の順に配列されることが一般的であるが、フォーカスレンズをデ
フレクター部の前に配列することもでき、また、デフレクターとフォーカスレンズ部が組
合わせられることもできる。すなわち、必要に応じて、例えば、ソースレンズ及び／また
はフォーカスレンズを含む、レンズ部とデフレクターの配列を多様に変更できる。
【００１１】
一般に、マイクロコラムは、電子を放出するために電子放出源に電圧を印加して発生す
る電子で電子ビームを形成し、その電子ビームの強度（電流）と方向を必要に応じて制御
するように各構成部分が構成されている。すなわち、電子放出源とソースレンズのエクス
トラクター間の電位差によって電子放出源から電子が放出され、放出された電子がソース
レンズによって所望の電子ビームに形成され、前記形成された電子ビームが偏向及び／ま
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たはフォーカシングされるように、電子ビームの強度と方向などを制御する方式でマイク
ロコラムが駆動される。
【００１２】
マイクロコラムにおいて、電子ビームを形成制御する方式は、一般的に、電子放出源か
ら電子を放出させ、放出された電子の中で必要な部分のみを選別して電子ビームを構成し
、形成された電子ビームを必要に応じて偏向させることと、前記電子ビームを試料（ＳＡ
ＭＰＬＥ）にフォーカシングすることとからなる。このために、一般的に、マイクロコラ
ムは、電子を放出させる電子放出源、前記電子放出源から電子が放出されて電子ビームを
形成するようにするソースレンズ、前記電子ビームを偏向させるためのデフレクター、及
び偏向された電子ビームを対象試料（ｔａｒｇｅｔ

ｓａｍｐｌｅ）にフォーカシングす
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るためのフォーカスレンズから構成される。もちろん、このような役目をするようにしな
がら他の方式でマイクロコラムを構成することができるが、一般的にマイクロコラムで電
子ビームを形成させ、試料にフォーカシングすることほぼ同じである。ただし、各レンズ
やデフレクターをどのように選定してマイクロコラムを構成するかは必要に応じて変えら
れる。
【００１３】
本発明によるマルチマイクロコラムの電子ビーム制御方法は、電子放出源から電子を放
出させることを始めとして、電子ビームの形成、進行及び量をすべて制御するために、電
子放出源及びレンズにそれぞれ多様な方式で電圧を印加することである。すなわち、各制
御に必要な部分に、その特性によって可能な簡単な方式で電圧を印加して全体的な電子ビ
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ームの制御を効率よく行うことである。マルチマイクロコラムは既存のシングルマイクロ
コラムにあたる単位マイクロコラムの組合せによって構成され、各単位マイクロコラムの
各構成部は既存のシングルマイクロコラムと同一であるかほぼ同一である。すなわち、本
発明によるマルチマイクロコラムの各構成部の、例えば電子放出源、電子レンズ及びデフ
レクター、基本的な作動原理は既存の論文及び関連特許出願に開示されたシングルマイク
ロコラムの作動についての従来の作動原理がそのまま利用できる。これについての論文と
して、Ｅ．Ｋｒａｔｓｃｈｍｅｒ外６人、Ｊ． Ｖａｃ Ｓｃｉ． Ｔｅｃｈｎｏｌ． Ｂ１
３（６），２４９８−２５０３ Ｐａｇｅｓ， １９９５年発行

Ａｎ ｅｌｅｃｔｒｏｎ

−ｂｅａｍ ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎ ｗｉｔｈ ｉｍｐｒｏｖｅｄ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
，ｂｅａｍ ｃｕｒｒｅｎｔ， ａｎｄ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ

、及びＪ． Ｖａｃ Ｓｃｉ
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． Ｔｅｃｈｎｏｌ． Ｂ１４（６）、３７９２−３７９６ Ｐａｇｅｓ、１９９６年発行
Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ２０ｘ２０ｍｍ ｆｏｏｔ
ｐｒｉｎｔ ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎ

があり、関連特許としては、米国特許第６、２９

７、５８４号、同第６、２８１、５０８号、及び同第６、１９５、２１４号などがある。
【００１４】
マルチマイクロコラムは多数のシングルマイクロコラムを直列または並列に配して構成
される単一マイクロコラム（ＳＣＭ、ｓｉｎｇｌｅ ｃｏｌｕｍｎ ｍｏｄｕｌｅ）モジュ
ールで構成でき、二つ以上の一体化し規格化されたコラムモジュール（ＭＣＭ、ｍｏｎｏ
ｌｉｔｈｉｃ ｃｏｌｕｍｎ ｍｏｄｕｌｅ）、すなわち２ｘ１または２ｘ２などを一組に
してマルチコラムを構成することができ、また、ウェハー一枚をコラムのレンズ部品とな

30

るようにするウェハー大のコラムモジュール（ＷＣＭ；Ｗａｆｅｒ−ｓｃａｌｅ ｃｏｌ
ｕｍｎ ｍｏｄｕｌｅ）で構成したマルチコラム構造がある。
【００１５】
このような基本概念は、Ｔ．Ｈ．Ｐ． Ｃｈａｎｇ外８人、Ｊ． Ｖａｃ． Ｓｃｉ， Ｔ
ｅｈｃｎｏｌ． Ｂ１４， ３７７４−３７８１ページ，１９９６年発行

Ｅｌｅｃｔｒｏ

ｎ−ｂｅａｍ ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎｓ ｆｏｒ ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ ａｎｄ ｒｅ
ｌａｔｅｄ ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ

の論文に開示されている。

【００１６】
もう一つの方式は組合型マルチ方式で、一つ以上のコラムがＳＣＭとＭＣＭまたはＷＣ
Ｍとともに配列される場合と、一部のコラムレンズ部品がＳＣＭ、ＭＣＭ、またはＷＣＭ
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方式になっている場合が可能である。これはキムホソブ外７人、Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｔ
ｈｅ Ｋｏｒｅａ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ， ４５（５）， １２１４−１２１
７ページ、２００４年発行，

Ｍｕｌｔｉ−ｂｅａｍ ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎｓ ｂａｓ

ｅｄ ｏｎ ａｒｒａｙｅｄ ＳＣＭ ａｎｄ ＷＣＭの論文と、キムホソブ外６人、Ｍｉｃ
ｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ， ７８−７９， ５５−６１ページ
、２００５年発行，

Ａｒｒａｙｅｄ ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｗ

ｉｔｈ ａ ｗａｆｅｒ−ｓｃａｌｅ Ｅｉｎｚｅｌ ｌｅｎｓ

の論文等に基礎的な実験結

果が紹介されている。
【００１７】
本発明によるマルチマイクロコラムの制御方法は、単位マイクロコラムの電子放出源、
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電子レンズ、及びデフレクターなどの各構成部で同時または個別的に電子ビームを制御し
て、全てのマルチマイクロコラムで効率よく全ての電子ビームを制御することができる方
法に関するものである。
【００１８】
本発明による電子ビームを制御する方法は、多様なマルチマイクロコラムに適用するこ
とができる。例えば、既存のシングルマイクロコラムを一つのグループにして使用する場
合はもちろんのこと、ウェハータイプのマルチマイクロコラム、及びウェハータイプと既
存マイクロコラムの組合型マルチマイクロコラムにも適用が可能である。
【００１９】
したがって、本発明による制御方法は全てのマルチマイクロコラムに使用可能であるが

10

、理解し易くするために、以下では、マルチマイクロコラムのうち、添付図面のウェハー
タイプのマイクロコラムの基本的構成である電子放出源、エクストラクターを含むソース
レンズ、デフレクター、及びフォーカスレンズを制御する方法を説明する。添付図面の図
２〜図５では、四つの単位マイクロコラムで構成されたマルチマイクロコラムを説明する
が、単位マイクロコラムの数を４つとしたのは、説明のためであり、二つ以上であれば適
用が可能であり、必要に応じてその数を変更すれば良く、同じ制御方法の原理が適用でき
る。
【００２０】
まず、本発明によるマルチマイクロコラムにおける電子ビーム制御の原理を簡単に説明
する。

20

【００２１】
電子放出源には全て同一電圧が印加される。ウェハータイプの場合は、図６に示すよう
に、一つの層で電子放出源を構成し、同一電圧を印加すれば良い。すなわち、所定の電圧
が設定され、一つの電圧が全ての電子放出源に印加されるものである。既存のマイクロコ
ラムの場合は、全ての電子放出源に同一電圧を印加するように配線して制御すれば良い。
この場合、たとえ同一電圧を印加しても、それぞれの電子放出源から放出される電子ビー
ムの量または方向が全て同一でないこともある。
【００２２】
したがって、各電子放出源から放出された電子はそれぞれのエクストラクターによって
制御され、必要な電子ビームの量及び方向が制御されるので、それぞれのエクストラクタ

30

ーは独立的に制御される。よって、各単位エクストラクターにはそれぞれ別個の電圧が印
加される。印加電圧の量は、各単位マイクロコラムから最終的に放出される電子ビームの
量（各レンズ及びデフレクターを通過して出る最終量）を確認して決定することができる
。これは、既存のシングルマイクロコラムの制御と同様な方式でなすことができる。例え
ば、所定の単位マイクロコラムで使用される電子ビームの量が予め設定された基準値より
少なければ、電子放出源で負電圧をさらに印加して電子を放出させることが一般的である
。したがって、エクストラクターでは、正電圧をさらに印加すればよく、もし他のものに
比べて電子ビームの量が多ければ、より低い正電圧（または、より高い負電圧）を印加す
れば良い。すなわち、マルチマイクロコラムでは、それぞれの全ての電子ビーム量を測定
し、最も多い電子ビームが使用される単位マイクロコラムのエクストラクターに最も低い

40

正電圧（または、最も高い負電圧）を印加し、残りのエクストラクターでは相対的に高い
正電圧（または、低い負電圧）を印加すれば良い。
【００２３】
このような方式は、単位マイクロコラムのそれぞれの電子ビームエネルギーを同一に試
料に到逹するように制御することができる利点がある。このような方法を逆にして、電子
ビームを制御することもできる。すなわち、電子放出源から電子が放出されることは電子
放出源とエクストラクター間の電位差によるものであるので、電子放出源を個別的に制御
し、エクストラクターを同一に制御する方法である。また、エクストラクターの外に、一
つ以上の電子制御電極層を付け加えれば、電子を加速し制限して、電子ビームの分解能、
電流値（ｐｒｏｂｅ ｂｅａｍ ｃｕｒｒｅｎｔ）などの効率を高めることができる。
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【００２４】
そして、エクストラクターを含むソースレンズによって制御された電子ビームはデフレ
クターによって偏向される。偏向は、マルチマイクロコラムの用途によって別々に制御可
能である。基本的に、各単位デフレクターは複数の電極を有し、各電極に別個の電圧を印
加して所望の方向に電子ビームを偏向させる。したがって、デフレクターにおいて、四つ
の単位デフレクターがそれぞれ四つの電極を有する場合、総数で１６個の相異なる電圧を
印加することになる。しかし、全ての電極に相異なる電圧を印加するように制御すること
が難いか、マルチマイクロコラムの電子ビームの制御が精密でないか、予め設定された座
標別に同一にスキャンするようにするか、またはこれらが組合わせられる場合には、各単
位座標別に同一電圧が印加されるようにして、全ての電子ビームを同一方向に制御する。

10

これによって、制御すべき対象の数を簡単に減らすことができる。すなわち、この場合に
は、制御する電圧の数は、単位座標の数と同じになる。
【００２５】
その他に、偏向と関係ない他の各単位レンズは、別途の電極なしに、みんな同一電圧が
印加されるようにすることで、電子ビームを制御することができる。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によるマルチマイクロコラムの電子ビーム制御方法は、全体的にマルチマイクロ
コラムの電子ビームを容易で簡単に制御できるようにする。本発明によるマルチマイクロ
コラムは、前記制御方法を効率よく実行できるようにする。

20

【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
以下、本発明によるマルチマイクロコラムにおける精密な電子ビーム制御を好適な実施
例として詳細に説明する。
【００２８】
図２〜図５は本発明によるマルチマイクロコラムの電子ビームを制御する方法を適用す
ることができる好適な実施例としてのウェハータイプの各電子レンズまたはデフレクター
を電圧印加方式別に区分したものである。
【００２９】
単位コラム部品の電子が通過する孔（ａｐｅｒｔｕｒｅ）または電子放出源の全てに単
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一電圧を印加する方式として、第１方式は、図２に示すように、全ての層に一つの電圧が
印加されるもので、接続部２２に外部から電圧が印加されれば、各単位マイクロコラムの
構成部、例えばレンズの孔に同一電圧が印加される。
【００３０】
単位コラム部品の孔または電子放出源別に電圧を印加する方式として、第２方式は、図
３に示すように、層の各単位マイクロコラムの構成部（孔または電子放出源）別に違う電
圧が印加されるもので、電極３２ごとに違う電圧が外部から印加される。
【００３１】
単位コラム部品の孔または電子放出源の同一方位（座標）電極別に同一電圧を印加する
方式として、第３方式は、図４に示すように、層の各単位マイクロコラムの各構成部（孔

40

）に同一に対応する座標で電極を備え、各座標別に同一電圧を印加するものである。した
がって、各単位マイクロコラムの数とは関係なく、制御される座標数に対応する個別的制
御電圧が印加される。
【００３２】
各単位コラム部品の孔（または電子放出源）及び電極（方位または座標）別に電圧を印
加する方式として、第４方式は、図５に示すように、層の各単位マイクロコラムの各構成
部（孔）に個別的座標で電極を備え、各孔の電極別に電圧を印加して各単位マイクロコラ
ムで個別的に電子ビームを制御するものである。したがって、各単位マイクロコラムの数
と制御される座標数の積にあたる数に相当する制御電圧が個別的に印加されることができ
る。

50

(8)

JP 5243793 B2 2013.7.24

【００３３】
単位マイクロコラムのレンズのうち、所定の層の孔は、放出されるビームの形状を決定
するために特定の形状を有することができ、一般的には円形であるが、特殊な場合には、
四角形及び三角形など多角形等の形態の孔が可能である。その外に、

Ｌ

、

Ｄ

など

の文字、特殊記号等の全ての形態に形成できる。このような形態の孔は偏向の前後及び／
または偏向の中間に位置させて電子ビームの形状を決定するようにすれば良い。
【００３４】
各単位電子放出源に第１方式で同一電圧を印加し、エクストラクターに第２方式で電圧
を印加するか、あるいは逆にして電子放出源から電子ビームが放出されるようにする。
【００３５】

10

電子放出源に第１方式で電圧が印加された場合、放出された電子ビームは、ソースレン
ズのうち、前述した単位エクストラクター別にそれぞれの電圧が印加されて、各単位マイ
クロコラムの電子ビームの量が一定になるようにする。このために、各単位マイクロコラ
ムのエクストラクターで電子ビームの量を確認しこれをフィードバックすることで、各単
位エクストラクターに印加される電圧の量を決定することができる。このような電子ビー
ムの量の制御は、エクストラクターだけでなく、付加される電極層においても可能である
。制御される電子ビームの量が、既存のシングルマイクロコラムの場合と同様な方法を使
用して確認して補正することができることは当然である。単位マイクロコラムごとに異な
る電子ビームのエネルギーまたは量が必要な場合には、相関する量の電圧を各単位エクス
トラクターに個別的に印加すればよく、あるいは予め設定されたデータによって電圧をそ

20

れぞれ印加してもよい。電子放出源に第２方式で電圧が印加される場合には、エクストラ
クターの代わりに電子放出源の各単位電子放出源に印加される電圧を制御すれば良い。ま
た、両者に第２方式で電圧を印加して使用することもできる。
【００３６】
各単位エクストラクターを通過した電子ビームは設定された量の電子ビームを有するの
で、ソースレンズの他のレンズ層によって所望の電子ビームの形状、量、及び／または速
度が精密に制御されるように、各レンズ層別に第１方式と同一の電圧を印加することがで
きる。また、各レンズ層別に違う電圧を印加することができることはもちろんのこと、各
層を第２方式で制御することもできる。しかし、第１方式で各レンズ層を制御する方が容
易であろう。したがって、ソースレンズの各単位レンズ層が第１方式で制御されれば、そ
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れぞれ同一電圧の印加によって各単位マイクロコラムの電子ビームは同一形状を有するこ
とになる。
【００３７】
ソースレンズを通過した電子ビームはデフレクターによって偏向される。前述したよう
に、デフレクターは第３または第４の方式で制御されるように、単位デフレクター別にそ
れぞれ電極を有し、第３または第４方式のように、それぞれの電極別に違う電圧が印加さ
れるので、偏向を精密にすることができる。これは、シングルデフレクターと同様な方式
でそれぞれの偏向を制御するものである。もちろん、前述したように、第３方式のように
、単位座標別に同一電圧を印加して偏向を実行することもできる。同一方向に全体的に精
密な偏向を行うために、各単位マイクロコラムに二つの単位デフレクターを使用すること

40

もできる。この場合、まず第１デフレクターは第４方式で各単位デフレクターの単位座標
に別個の電圧を印加して、それぞれの単位電子ビームの方向を精密に制御し、そして第１
デフレクターを通過した電子ビームを、第２デフレクターで第３方式のように各単位座標
別に同一電圧を印加して全体的に同一方向に電子ビームを偏向させることができる。また
、逆にすることも可能である。
【００３８】
デフレクターを通過した電子ビームはフォーカスレンズによって集束され、最終的な電
子ビームとして制御される。この時、単位マイクロコラムの各フォーカスレンズの各構成
レンズは、第１方式でそれぞれ同一電圧が印加され、レンズ層別に違う電圧が印加される
ことができる。フォーカスレンズは必要に応じて２層〜３層が使用される場合が一般的で
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あり、それぞれのレンズ層には同一電圧が印加されるようにするものである。これにより
、同一形状の電子ビームが対象物体にフォーカシングされる。
【００３９】
図５の第４方式を使用することができる実施例は、配線が複雑に形成されているが、図
２〜図４の第１方式〜第３方式でも電圧印加が可能である。さらに、第３方式が使用可能
な実施例は第１方式または第２方式でも電圧印加が可能であり、そして第２方式は第１方
式と同様に電圧印加が可能であることはもちろんである。したがって、各構成部の制御方
式を変えなければならない場合には、全て第４方式またはもっと多様な変形が可能な方式
の構成を有するように配線を行うことで、必要に応じて前記方式の一つを選択して使用す
ることもできる。

10

【００４０】
前述した電子ビーム制御方法はウェハータイプとして説明したが、一般的な単一マイク
ロコラム（図１）を組合わせてマルチマイクロコラムに構成した場合にも制御方法は同様
である。すなわち、それぞれのレンズまたはデフレクターの電圧印加方法を、添付図面の
ように配線し制御すれば、充分本発明の方法を使用することができる。すなわち、各電子
放出源に同一電圧を印加し、各エクストラクターには別個の電圧を印加し、デフレクター
には、添付図面の第３方式または第４方式のように配線して電圧を印加し、そしてフォー
カスレンズには第１方式または第２方式のように配線して電圧を印加すれば良い。
【００４１】
本発明によってマルチマイクロコラムで電子ビームを放出して試料（ｓａｍｐｌｅ）に
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スキャンする方法を以下に説明する。
【００４２】
本発明によるマルチマイクロコラムにおける電子ビームの制御方法は、図６に示すよう
に、電子放出源６１とエクストラクター６２間に電位差が発生するように電子放出源６１
に第１方式のように電圧を印加し、エクストラクター６２に第２方式のように電圧を印加
すれば、電子放出源６１からそれぞれ電子が放出される。しかし、電子放出源の形状また
は個々の特性によって異なるので、各単位マイクロコラムの電子ビームの量を均一化する
ためにソースレンズのエクストラクター６２にそれぞれ補正電圧を印加する（その逆も可
能であり、補正電圧を単位マイクロコラム部品別に異ならせることもできる）。
【００４３】

30

ソースレンズの一つ以上の相異なる層６３には、放出された電子ビームの加速、形状、
及び／または通過量を制御するために、第１方式のように、層全体に同一電圧が印加され
る。より精密な制御のために、一つ以上の層を付け加えることができ、必要に応じて第１
方式または第２方式のように電圧を印加することができる。
【００４４】
デフレクター６４、６５は、各孔別に電子ビームのスキャン経路を精密に制御するため
に二つ使用されたが、一つ以上の望ましい数のデフレクターを使用すればよい。第１デフ
レクター６４は、第４方式のように精密に制御され、第２デフレクター６５は、各単位マ
イクロコラムの電子ビームが同じ方向にスキャンできるように、第３方式で制御される。
また、第２デフレクター６５はスキャン角度を広げるために使用でき、この場合は、第２
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デフレクター６５を、第３方式または第４方式のように制御できる。
【００４５】
フォーカスレンズ（例えば、アインゼルレンズ（Ｅｉｎｚｅｌ ｌｅｎｓ））には一つ
以上のレンズ層を使用しており、それぞれの層に第１方式のように、必要な電圧を印加し
て電子ビームをフォーカシングする。本実施例では、第１レンズ６６、第２レンズ６７、
及び第３レンズ６８がより精密なフォーカシングのために使用された。電子ビームをフォ
ーカシングするためには、隣り合うレンズ層には同一電圧が印加されないようにすること
が望ましい。
【００４６】
電子放出源６１及びエクストラクター６２のいずれか一つ、ソースレンズの層６３及び
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第１レンズ６６及び第３レンズ６８は全て接地させ、別途の電圧を印加しなくても使用が
可能である。
【００４７】
デフレクターとフォーカスレンズ部が組合わせられた構造は三つのレンズ層から構成さ
れ、第１および第３層レンズは第１方式または第２方式で、第２レンズ層は第３方式また
は第４方式で制御する。第２レンズ層は一つ以上で構成されることもできる。
【００４８】
本発明による方法を実行するためのマルチマイクロコラムは、ウェハータイプコラムお
よび／または既存のマイクロコラムをｎ×ｍに整列して形成することができる。
【００４９】

10

以下では、本発明によるマルチマイクロコラムにおける電子ビーム制御方法を使用する
ことができるマルチマイクロコラムの例を説明する。まず、最も望ましい例として、ウェ
ハータイプのマルチマイクロコラムについて説明する。
【００５０】
シングルマイクロコラムにおいて、電子レンズは、一般的に一つの孔を取り囲むメンブ
レインで構成され、デフレクターはメンブレインよりは厚い一般的な電極またはワイヤで
形成される場合が多い。電子レンズのメンブレインの厚さは数マイクロないし数千マイク
ロの厚さまで可能である。ウェハータイプにおいて、電子レンズ層はメンブレインと同様
に使用され、ウェハーを構成する。ソースレンズまたはフォーカスレンズはこのような各
層の組合せによってその役目をすることができる。デフレクターの場合には、その厚さを
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より厚くすることができ、孔の周囲をメンブレインタイプにする必要はない。したがって
、電子レンズやデフレクターは共に以下で説明する４形態の制御方式を組合わせて制御を
行うことになる。以下、添付図面を参照してウェハータイプを先に説明する。図面におい
て、一つのウェハー層には四つの単位マイクロコラムが含まれた構成であり、各孔が一つ
の単位マイクロコラムを構成している。各孔において、電子ビームを制御するために備え
られた電極は四つ（９０度間隔）からなるが、一つのウェハー層に含まれるマイクロコラ
ムの数および制御のための電極の数は必要に応じて変えることができる。本実施例で４つ
に設定したのは、本発明をより易しく説明するためである。以下で４タイプに区分された
レンズ層は、それぞれ１つのモジュールと考えることもできる。
【００５１】

30

単位コラム部品の孔または電子放出源の全てに単一電圧を印加するための第１タイプ（
図２参照）は、一つの層２０全体に単位構成部（孔）２１にかかわらず同一電圧が全体層
に印加できるようにするために、１種の材質からなっており、外部から電圧を受けること
ができるように、全層に一つの接続部２２が備えられている。すなわち、接続部に電圧が
印加されれば、層全体に同一電圧が印加されるように同一材質で形成される。材質として
は、電圧を印加すれば等電位を形成することができる導体または半導体から構成される。
【００５２】
単位コラム部品の孔または電子放出源別に個別の電圧を印加するための第２タイプ（図
３）は、層３０の各単位孔３１別に一つの電極３２のみを備えて各単位孔別に個別的に電
圧を印加するものである。また、各電極が外部と連結されるために、連結部３３として、

40

望ましくはパターンが、孔の数、すなわち単位マイクロコラムの数だけ形成される。すな
わち、エクストラクターと同様に、各単位マイクロコラムの数に応じた制御電圧が個別的
に印加できるように、一つのウェハー層が、各孔別にそれぞれ一つの電極を含むように構
成されている。主材質は第１タイプと同様であるが、各孔の間に絶縁が必要である。孔３
１全部を取り囲むことが望ましいが、必ずしも図面に示されているような円形である必要
はなく、多角形などでもよい。
【００５３】
単位コラム部品の孔または電子放出源の同一方位（座標）電極別に同一電圧を印加する
ための第３タイプ（図４）は、層４０の各単位孔４１の対応座標に電極４２を備え、各座
標別に電極４２に同一電圧を印加するものである。したがって、各単位マイクロコラムの
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数とは無関係に制御される座標の数だけ個別的制御電圧が印加されるように、各対応電極
が座標別に、望ましくは一つのパターンである一つの連結部４３によって、外部と連結さ
れる。図４の第３タイプにおいては、一つの層の各孔がそれぞれ四つの電極を各９０°間
隔で含んでいる。すなわち、各座標別に１２時方向、３時方向、６時方向、９時方向にそ
れぞれ電極が備えられている。したがって、第３タイプは４種の相異なる電圧を同一に各
孔の座標別に印加することができる。
【００５４】
各単位コラム部品の孔（または、電子放出源）及び電極（方位または座標）別に個別電
圧を印加するための第４タイプ（図５）は、層５０の各単位孔５１に個別的座標に電極５
２を備え、各孔の電極別に電圧を印加して各単位マイクロコラム部品で個別的に電子ビー
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ムを制御するものである。したがって、各単位マイクロコラムの数と制御される座標数の
積にあたる数だけの制御電圧が個別的に印加できなければならず、連結部５３の数も制御
される単位マイクロコラムの数と制御される座標数の積にあたる数だけ備えられなければ
ならない。第４タイプは、各孔の四つの電極に互いに異なる電圧を印加することができる
ものである。したがって、本実施例では、総数１６種の相異なる電圧を印加することがで
きるが、第３タイプのように座標別に同じ電圧を印加することもでき、または座標にかか
わらず各孔別に違う電圧を印加することもできる。
【００５５】
第１タイプは、電子ビームを集めたり（集束）広げたり（発散）する場合に、または電
子放出源とエクストラクター間の電位差の調節に使用される。第２タイプは、電子放出源
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とエクストラクター間の電位差を補正するため、および、全ての電子ビームの量の補正の
ために使用される。すなわち、第１タイプと第２タイプの組合せによって電子放出源とエ
クストラクターが使用されるが、当然第２タイプだけで電子放出源とエクストラクターを
構成することもできる。第３タイプは、マルチコラムで全体的に電子ビームを特定方向に
同時に移動させるために使用される。そして、第４タイプは、各コラムで別個に電子ビー
ムを制御する必要がある場合に主に使用される。第４タイプは多くの変形が可能であり、
その一変形として、各孔の各座標間には同じに電圧を印加し、各孔間に電圧を異にしなけ
ればならない場合は、各孔間の全周を電極にし、各孔間を絶縁物質で絶縁させる方法もあ
るなど、特定用途として使用しなければならない場合に取り替えることができる。このよ
うな場合は、分岐された孔別に電極を同じに一つにすれば、孔の数だけの相異なる電圧の
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変化だけが必要であるので、制御する場合の数を減らすことができる。よって、第４タイ
プは、製作の不利さはあるが、制御に関する多くの選択肢があり、変形容易であることが
利点である。第４タイプは第１タイプ〜第３タイプの機能を果たすことができ、第３タイ
プは第１タイプまたは第２タイプ、そして第２タイプは第１タイプの機能も果たすことが
できる。したがって、各構成の多様な変形が必要であるか、各構成部の制御方式を変えな
ければならない場合には、全て第４タイプまたはより多様な変形が可能なタイプの構成を
有するように配線して、必要に応じて制御方式を変更して使用することもできる。
【００５６】
本実施例においては、四つの単位マイクロコラムからなるマルチマイクロコラムを基準
にし、第３タイプ及び第４タイプの、各孔を通過する電子ビームを制御するための四つの
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電極として説明したが、単位マイクロコラムの数または配列方式は必要に応じて変えるこ
とができる。また、各孔には方向性を有する一つ以上の電極が使用されればその役目を実
行することができるが、一般的に四つ〜八つの電極が使用される。一つ以上の電極が使用
されるとしても、電極に電圧を印加してビームを制御するには、同じかまたは類似の方法
を使用できる。
【００５７】
ウェハータイプのマルチマイクロコラムの構成は前述した各タイプの層を組合わせるこ
とによって制御できる。
【００５８】
まず、図７を参照すれば、電子放出源層７０は第１タイプまたは第２タイプにすること
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ができるが、図面では第１タイプで同一電圧が印加されるように一つのウェハー層で構成
されている。同一電圧が印加されても、実際に放出される電子ビームは各電子放出源チッ
プ７１によって異なる。何故ならば、チップの形状などのさまざまな原因によって、実際
には同一量の電子が放出されないからである。電子放出源は、一般的に使用されるタング
ステン（Ｗ）放出源、ショットキー放出源（ｓｃｈｏｔｔｋｙ ｅｍｉｔｔｅｒ）、シリ
コン（Ｓｉ）放出源、モリブデン放出源、ＣＮＴ（ｎａｎｏ−ｃａｒｂｏｎ ｔｕｂｅ）
放出源など、既存の電子放出源として使用されるものであれば使用可能であり、それぞれ
の放出源は全て連結されて同一電圧を有するようにする。
【００５９】
したがって、電子放出源から放出された電子ビームの量を均一化するために、第１電子

10

レンズ（ソースレンズ）のエクストラクターの電圧は各放出源によって異なるように印加
されなければならない。したがって、エクストラクター電圧は第２タイプが使用されなけ
ればならない。エクストラクターの場合は、各孔ごとに要求される電圧が異なり、方向性
が不要であるので、単位マイクロコラムを構成する孔を全体的に取り囲む円形の一つの電
極を各単位孔別に有すれば良い。ここで、各電子放出源から放出されて使用される電子ビ
ームの量はコラムを通過した量によって確認することができるので、必要な電圧の量を各
電子放出源ごとに異なるように印加させることができる。これにより、電子放出源から出
る電子ビームの量を均一化させることができる。一例として、ソースレンズは、まずエク
ストラクターとして第２タイプ層を使用し、それ以外の層には電子放出源と同様に第１タ
イプを使用することができる。すなわち、他の層は電子ビームの形状を制御するためのも
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ので、特別な必要があれば第３タイプを使用すれば良いが、そうでなければ第１タイプの
使用が望ましい。ソースレンズのうち、エクストラクターを除く層は、電子ビームの形状
を制御するためのものであるので、使用される数は一つ以上であれば良いが、制御の精密
度によって層の数を増加させることができる。もちろん、電子放出源層７０とエクストラ
クターのタイプを逆に変えて使用することも可能である。すなわち、電子放出源層７０を
第２タイプにし、エクストラクターを第１タイプにしても、同じ結果を得ることができる
。
【００６０】
デフレクターには一つ以上の電極が必要であり、マルチマイクロコラムの場合、第３タ
イプまたは第４タイプが使用でき、全ての電子ビームが同時に同じ座標をスキャンすれば
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、第３タイプが使用できる。マルチマイクロコラムにおいて、電子ビームが同じ座標をス
キャンするために、まず第１デフレクターで第４タイプとして精密に電子ビームを制御し
てから第３タイプとして座標別に同一電圧を印加すれば、電子ビームが指定された座標及
び方向にスキャンを行うようにすることができる。ここで、反対の場合も可能であり、状
況によっては反対の方が良いこともある。必要に応じて各電子ビームを個別に制御しなけ
ればならない場合には、第４タイプだけを使用することができる。また、電子放出源とエ
クストラクターに第３タイプと第４タイプを使用してより精巧に制御することも可能であ
る。したがって、本発明によるマルチマイクロコラムにおいては、各構成部品による前記
タイプの選定は多様に行うことができ、偏向が一番必要でない最も簡単な例として、全て
の構成品を第１タイプとすることもできる。
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【００６１】
さらに他のデフレクターを、電子ビームの角度とスキャン範囲を広げるために使用でき
る。すなわち、電極を対称に二つ以上使用してスキャンの範囲を広げることができるので
、必要時にデフレクターをさらに付け加えることができる。付け加えられるデフレクター
の数は、必要とされるスキャンの範囲に応じて決定できる。
【００６２】
各フォーカスレンズは試料に走査される電子ビームの形態を制御するためのもので、三
つの層が最も一般的に使用されるが、その数は必要に応じて一つ以上に決定される。それ
ぞれ第１タイプが使用され、各層に違う電圧が印加され、各層の各孔には同一電圧が印加
される。したがって、フォーカスレンズでは、試料に走査される電子ビームがフォーカシ
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ングされる。第２レンズ６７にフォーカシングのために印加される電圧は電子のエネルギ
ーと関係があるため、電子放出源７０の各単位マイクロコラムのエネルギーが同一である
場合には第１タイプの層を、そしてエネルギーが違う場合には第２タイプの層を使用する
ことが望ましい。また、全ての層を第２タイプにしてビームエネルギーの補正に使用可能
である。すなわち、電子放出源を第２タイプにする場合、コラム構造の違い（シングルマ
イクロコラム）などによって、試料に到逹するビームエネルギーの変化が必要であれば、
フォーカスレンズの全てに電圧を印加して調節することもできる。
【００６３】
各レンズ部またはデフレクターに使用されるタイプが同一であるからといって、同一電
圧が印加されなければならないわけではなく、必要に応じて違う電圧が印加できる。もち

10

ろん、同一電圧が印加できれば、一つの電圧源から同一電圧を印加することは可能である
。ウェハータイプの各層は絶縁層（図示せず）によって絶縁され、これを製造する方法は
、一般の半導体ウェハーの製造方法とＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ−Ｅｌｅｃｔｒｏ−Ｍｅｃｈ
ａｎｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）工程を使用することで製造可能である。
【００６４】
より具体的に説明すれば、電子放出源層７０は、図７に示すように、既存のチップと全
体層が同じ材質からなるかまたは全体がシリコン材質からなる電子放出源層に単位マイク
ロコラムの数であるｎ×ｍ個の放出源チップを形成（または、付着）させることにより、
形成できる。電圧が印加されればチップから電子が放出される。また、電子放出源層は、
チップのみを各中心に形成し、残り部分は絶縁させ、各チップに同一電圧を印加すれば十
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分である。
【００６５】
ウェハータイプのマルチマイクロコラムは、シングルマイクロコラムの各レンズまたは
デフレクターが区別される方式でない各層で形成すれば良い。ただ、各層の孔または電極
の規格は添付図面のタイプによって決めれば十分である。孔の数は単位マイクロコラムの
数と同じだけ必要である。したがって、その層の製作はタイプ別になされ、各層にどのタ
イプを適用するかを決定すれば良い。各タイプの製作は、外部から電圧が印加できる接続
部を一つ以上形成し、各孔に電極を形成するか全体を電圧の印加が可能な材質で形成すれ
ば良い。電極が形成される場合、電極部分のみを除き、孔を中心に全て絶縁材料を使用す
れば良い。各電極の配線は、添付図面を例として構成すれば充分である。そして、各層間
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には、シングルマイクロコラムと同様に、間隔を置かなければならず、各間隔は絶縁層で
形成すれば良い。絶縁層には、電子ビームの経路を邪魔しないだけの大きさを有する孔（
ａｐｅｒｔｕｒｅ）またはホール（ｈｏｌｅ）を形成すれば良い。また、図９は本発明に
よる第２タイプのさらに他の制御層の例を示す平面図で、第１タイプと同様のレンズ層を
食刻することにより、各単位マイクロコラム別にレンズの役目をする電極を形成したもの
である。各単位マイクロコラムの領域によって電圧が個別的に印加されるように、レンズ
孔９１を含む単位レンズ部分９２が周囲の他のレンズ部分とともに食刻されて絶縁された
ものである。各単位レンズ別に電圧を印加するために、別個の区分された食刻部分によっ
て配線ができる（単位マイクロコラムが多い場合）。この場合、各単位レンズ部分９２は
食刻以外の方法によっても形成できるが、食刻によって形成されることが最も望ましい。
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何故ならば、工程上、上部または下部の絶縁層に一般レンズ層を付着させてから食刻する
方が、個々の片を別個にボンディングなどによって付着するより速くて精密だからである
。
【００６６】
図１０は本発明による主にデフレクター層を形成する第３及び／または第４タイプのさ
らに他の制御層の例を示す平面図で、電極の座標を別に形成する代わりに、図９の層をよ
り細分して食刻することで、それぞれの電極を形成したものである。すなわち、製作方式
は図９の層と同様な方法によって実行できる。したがって、図１０に示すように、各単位
レンズまたはデフレクターは、単位孔９１ａを基準に単位電極９２ａ、９２ｂ、９２ｃ、
９２ｄを細分して食刻することで、各単位電極間を絶縁させるものである。図１０のよう
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な例において、第３タイプと第４タイプは単に配線の違いでだけ区分される。配線は図９
と同様で、各食刻部分を利用して配線が可能であり、配線方式は、図４または図５のよう
な方式によって外部または食刻部分内でパターン等を使用して形成することができる。
【００６７】
本発明によるマルチマイクロコラムの電子ビーム制御方法は、ウェハータイプのマルチ
マイクロコラムの外に、一般型のシングルマイクロコラムをｎ×ｍに配列したものでも同
様である。また、一般型とウェハータイプの中間型によっても本発明によるマルチマイク
ロコラムを形成することができる。例えば、図８のように、組合型マルチマイクロコラム
８０は、電子放出源チップ８２及び前記チップ８２を単位マイクロコラムに対応させて固
定する固定具８１を含む電子放出源層；エクストラクター層８３、絶縁層８４及び他のレ
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ンズ層８５を含むソースレンズ；デフレクター８６；及び第１レンズ層８７、第２レンズ
層８８及び第３レンズ層８９を含むフォーカスレンズ；をそれぞれウェハータイプの各層
別に備え、これらを、既存のシングルマイクロコラムと同様に、ハウジング９０に固定さ
せることができる。もちろん、この場合、電子放出源層には図７の電子放出源層７０を利
用することもできる。このような組合型の場合は、全てのマルチマイクロコラムのハウジ
ング９０内のウェハータイプの層でない各部分の構成部を、シングルマイクロコラムの複
合体として、例えば電子放出源チップ８２を固定具８１で固定して使用するのと同様に、
単位マイクロコラムに対応させて固定具などの固定手段を利用して挿入固定すれば良い。
この外にも、実質的に現在使用されているシングルマイクロコラムのメンブレインをマル
チ化してソースレンズまたはフォーカスレンズを予めウェハー型に製作することが可能で
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あるから、ハウジング９０を図１のような方式で、それぞれ電子放出源、ソースレンズ、
デフレクター、及びフォーカスレンズが位置する所を予め設定し、ソースレンズ及びフォ
ーカスレンズをウェハータイプに予め作って全てのマルチマイクロコラムを製作すること
もできる。また、電子放出源とソースレンズのみをウェハータイプにし、残りを一般シン
グルマイクロコラム式で製作し、ハウジング９０内に前記電子放出源のための固定具のよ
うなものを使用して組合型マルチマイクロコラムを製作することもできる。すなわち、組
合型の場合は、非常に多様な方式でマルチマイクロコラムの製作が可能である。
【００６８】
前記マルチマイクロコラムにさらにビームブランカー層を付け加えることができる。前
記制御方法で説明したように、任意の層間に付け加えることができるが、デフレクターの
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前に位置させることが望ましく、その構造は第３タイプまたは第４タイプが使用できるが
、二つの電極を有する第３タイプが使用でき、時には第４タイプが効率が高い。また、電
子ビームの形状を所定の形状にするために、さらなるレンズ層を第１方式で偏向の前及び
／または間に付け加えることができる。この場合、第１方式で接地させることだけによっ
ても、ビーム形状の制御が可能である。ビームブランカー層と所定の形状を形成するため
の追加レンズ層は必要に応じて位置と数を決定して使用すれば良い。結論的に、マルチコ
ラム構造において各層の構造は、第１タイプ、第２タイプ、第３タイプ、または第４タイ
プだけでもマルチコラムを作ることができ、各タイプを組合わせて作ることもできる。
【００６９】
以下、本発明による多様な実施例を図１１〜図１３に基づいて説明する。
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【００７０】
図１１〜図１２はマイクロコラムの作動方式の多様な実施例を示すもので、図１１は前
述したフォーカスレンズがあるものであり、図１２は別途のフォーカスレンズがないもの
である。
【００７１】
図１１−Ａにおいて、電子放出源１００から放出された電子ビームＢは、ソースレンズ
１３０のホールを貫通しデフレクター１４０によって偏向され、フォーカスレンズ１６０
によって試料にフォーカシングされる。本実施例は、前記例とは異なり、デフレクターが
一つだけあるもので、前述した作動方式またはマルチマイクロコラムと非常に類似してい
る。
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【００７２】
図１１−Ｂはデフレクター型レンズ層を使用してフォーカシングと偏向をともに実行し
て別途のデフレクターをなくした実施例である。この技術は、１９９５年に発行されたＪ
ｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｖａｃｕｕｍ ＆ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｂ１３（６
）の２４４５〜２４４９ページの
ｆｏｒ ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎ

Ｌｅｎｓ ａｎｄ ｄｅｆｌｅｃｔｏｒ ｄｅｓｉｇｎ
、及び３８０２〜３８０７ページの

Ｔｈｅ ｅｌｅｃ

ｔｒｏｓｔａｔｉｃ ｍｏｖｉｎｇ ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ ｌｅｎｓ ａｎｄ ｏｐｔｉｍｉ
ｚｅｄ ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍｓ ｆｏｒ Ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎ

に開示

されている。図１１−Ｂのマイクロコラムは、図１１−Ａのデフレクター１４０がない代
りに、第３または第４方式で作動するようにするために、第３タイプまたは第４タイプの
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デフレクター型レンズ層１６１ｂをフォーカスレンズ１６１が中間層に含んでおり、フォ
ーカシング及びデフレクターの役目をする。
【００７３】
図１２−Ａにおいて、電子放出源１００から放出された電子ビームＢ

はソースレンズ

１３０のホールを貫通する。そして、ソースレンズ１３０は、上部レンズ層１３０ａ、中
間レンズ層１３０ｂ及び下部レンズ層１３０ｃから構成されている。ここで、上部レンズ
層１３０ａはエクストラクターの役目をして電子放出源１００から電子放出を誘導し、中
間レンズ層１３０ｂは電子放出源１１から放出された電子を加速させるアクセラレーター
の役目及びフォーカシングの役目をともに実行することになる。下部レンズ層１３０ｃは
、電子ビームＢ

が試料によくフォーカシングされるようにし、有効な電子ビームを制限

20

する。そして、このようにフォーカシングされた電子ビームは、デフレクター１４０によ
って試料に偏向される。
【００７４】
図１２−Ｂにおいて、電子放出源１００から放出された電子ビームＢ

はソースレンズ

１３０のホールを貫通する。そして、ソースレンズ１３０を貫通した電子ビームＢ

は試

料にフォーカシングされて偏向される。図１２−Ｂのソースレンズ１３０は、上部レンズ
層１３０ａ、中間レンズ層１３０ｂ

及び下部レンズ層１３０ｃから構成されている。図

１２−Ｂのマイクロコラムは、レンズ部が従来のソースレンズと類似の構成を有するもの
で、特に中間レンズ層（１３０ｂ

）が偏向の役目を兼ね備えているので、三つのレンズ

層だけで簡単なマイクロコラムを構成することが特徴である。すなわち、デフレクターの
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役目を兼ね備えたレンズ層を使用することにより、簡単な構造のレンズ部を有するマイク
ロコラムを構成することができる。また、図１２−Ｂの構成において、三つのレンズ層の
全てをデフレクターの役目を兼ね備えたレンズ層として構成することもできるが、一般の
レンズに比べ、偏向させるためのレンズ層はレンズ配線または制御が複雑であるので、必
要なだけ使用することが望ましい。図１２−Ｂの構成を有するマイクロコラムは、上部レ
ンズ層１３０ａがエクストラクターの役目をして電子放出源１００から電子放出を誘導し
、中間レンズ層１３０ｂ

は電子放出源１００から放出された電子を加速させるアクセラ

レーターの役目、フォーカシングの役目及び偏向の役目を共に実行することになる。下部
レンズ層１３０ｃは、フォーカシングの役目、及び電子ビームＢ

が試料によくフォーカ

シングされるようにし有効な電子ビームを制限する役目をする。

40

【００７５】
図１２の本発明によるマイクロコラムの作動方式は、ソースレンズのレンズ層間に電圧
差を置くことで、ソースレンズを通過する電子ビームをフォーカシングまでさせるように
したものである。
【００７６】
前述した偏向の役目をする作動方式は、前述した第３方式または第４方式で作動させれ
ば良く、レンズは第３タイプまたは第４タイプのレンズを使用すれば良い。図面には、説
明の便宜上、一つの単位コラムで示したが、マルチコラムの場合は、単位コラムが前述し
たようにｎ×ｍ方式でマルチ化して同様に作動及び／または構成される。
【００７７】
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図１１及び図１２の作動方式とマルチマイクロコラムの構成は前述した作動方式及びコ
ラムの構成と同様である。すなわち、電子放出源１００及びソースレンズのエクストラク
ターは同様に相互補完的に第１及び第２方式で制御され、第１タイプ及び第２タイプの構
成でマルチマイクロコラムを構成すれば良い。そして、デフレクター１４０及びデフレク
ターの役目をするレンズは第３タイプまたは第４タイプのレンズ層を使用して構成し、デ
フレクターの制御方式は第３方式または第４方式で制御すれば良い。その外に、他の一般
レンズ層は第１タイプのレンズ層を使用して第１方式で制御するか、必要に応じて第２タ
イプのレンズ層を使用して第２方式で制御すれば良い。偏向の役目及びフォーカシングま
たは他のソースレンズの特定レンズ（エクストラクター、アクセルレーターなど）の役目
は前述したように前記原理をそのまま使用すれば良い。
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【００７８】
図１１−Ｂ及び図１２−Ｂの場合、各レンズ層を偏向の役目を兼ね備えるようにするこ
とができるが、必要層数だけのデフレクターが使用されることが望ましい。デフレクター
の役目は、該当のレンズ層の各方位別電極間の電位差を維持すれば実行され、フォーカシ
ングは、前述したように、一般的に各層別に同一電圧が印加されるので、各デフレクター
の該当層に各電極に必要な電位を印加して（累積して）印加すればよい。すなわち、各偏
向のための各層の電極に必要な電位差を互いに異なるように印加し、フォーカシングまた
は他の役目のための電圧が同一に印加されるものである。すると、各電極別に電位差は偏
向に必要なだけがそのまま維持され、電極全体にはフォーカシングまたは他の役目に必要
な電圧が印加されることになる。もちろん、前述したように、接地のみがなされ、別途の
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電圧が印加されない場合は、偏向に必要な電圧のみが印加されれば良いので、この場合は
むしろ偏向と他の役目（例えば、フォーカシング）の組合わせによって制御方法をもっと
単純化することができる。
【００７９】
図１３は図１１〜図１２の作動方式を利用したマルチマイクロコラムの構成を概略的に
示すものである。
【００８０】
図１３−Ａは本発明によるマルチマイクロコラムの一実施例の分解斜視図で、本発明に
よる電子レンズでマルチマイクロコラム１７０を形成することを示すものである。図１３
−Ａの本発明によるマルチマイクロコラムは、マルチ型電子放出源１７１、ソースレンズ
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１７３及び第３タイプまたは第４タイプの二つのデフレクター型レンズ１７６ｂから構成
されたデフレクター１７６を含んでなる。すなわち、図１２−Ａに示す実施例をマルチマ
イクロコラムで構成したものである。ジレンズ層１７６ｂ間の層はデフレクター間に絶縁
及び距離を置くためのもので、絶縁層で構成される。
【００８１】
また、図１３−Ｂは本発明によるマルチ電子コラムの他の実施例の分解斜視図で、前述
した図１２−Ｂのような方式の簡単な構造のマルチ電子コラムの構成であり、別途のデフ
レクターなしに、ソースレンズ１７３の中間層１７３ｂが第３タイプまたは第４タイプの
偏向の役目を兼ね備えたレンズ層で構成されている
図面において、レンズ層の組合せでソースレンズまたはデフレクターが形成される。各
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レンズ層間は詳細に説明しなかったが、絶縁層が介在することができ、レンズ間の結合な
どは従来の方法で結合される。
【００８２】
前述した図１２及び図１３のソースレンズは本発明において既存のソースレンズの役目
をするとともにフォーカシングを行うもので、既存の名称を利用してソースレンズと言う
用語を使用したが、本発明のソースレンズは従来のソースレンズとは区別されなければな
らない。図１２及び図１３の実施例は、電子放出源から放出されてスキャンされる電子ビ
ーム装置の全分野のマイクロコラムとして応用可能である。すなわち、電子顕微鏡、電子
ビーム分析機、電子ビームリソグラフィーだけでなく、厚さの薄い大面積ディスプレイと
してのＳＦＥＤ（Ｓｃａｎｉｎｇ Ｆｉｅｌｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ）の作

50

(17)

JP 5243793 B2 2013.7.24

動方式または構成を具現することもできる。
【００８３】
その外に、マルチマイクロコラムから放出される電子ビームを一時的に遮断または偏向
させるために、ビームブランカー（ｂｅａｍ ｂｌａｎｋｅｒ）レンズ層を前記マルチマ
イクロコラムのレンズ層間にさらに加えることができ、容易にビームを遮断または偏向す
るために、偏向の前に加えることが望ましい。この場合は、第３または第４方式が使用で
きる。すなわち、このレンズ層で全ての電子を、電子ビームが放出される座標軸から離脱
させることにより、吸収するか偏向させれば良いので、進行する電子ビームの量によって
必要なだけの電圧をかければ良い。この場合、デフレクターのように多くの電極は必要で
なく、望ましくは二つの電極を有すれば良く、相互に反対電圧が印加されるかまたは一つ
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の極に電圧が印加されれば、電子ビームはその進行経路を離脱して遮断される。したがっ
て、二つの電極を備え、第３方式を使用することが望ましい（一般に一方の側は接地して
使用する）。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
前記のようなマルチマイクロコラムは大きさまたは重さが小さいので、応用例として、
前記マルチマイクロコラムを従来のＸ−Ｙ−Ｚロボットまたはアームロボット等に固定し
て利用することができる。すなわち、産業用装備または測定装備で容易に取付具を利用し
て多関節ロボットなどに適用すれば、本来のマイクロコラムの用途であるリソグラフィー
または測定などの分野でもっと多様に使用でき、本マルチマイクロコラムの効果をさらに
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増大させることができる。この場合、取付方法としては、従来の取付方法、すなわち産業
用ロボットなどに使用する方法をそのまま採用して使用することができる。一般に、電子
ビーム装置はマイクロコラムが試料に垂直にまたは一定角度で固定されており、必要時に
試料を上下左右に移動させるかまたはある角度に傾けて使用する。しかし、前記のような
マルチマイクロコラムは、そのものが左右上下にかつリアルタイムで傾きながら試料を測
定することができる。このような方式は、大面積試料の測定には非常に効率的である。ま
た、マイクロコラムのみまたは試料とともに移動することができるので、測定時間を短縮
させるとともに測定効率を高めることができる。
【００８５】
また、前記のようなマルチマイクロコラムの制御方式または変形マルチマイクロコラム
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はＳＦＥＤのような薄い構造（薄膜型）の大面積ディスプレイ用にも使用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】従来のシングルマイクロコラムの分解斜視図である。
【図２】本発明による第１タイプのマルチマイクロコラムの電子ビーム制御層を示す平面
図である。
【図３】本発明による第２タイプのマルチマイクロコラムの電子ビーム制御層を示す平面
図である。
【図４】本発明による第３タイプのマルチマイクロコラムの電子ビーム制御層を示す平面
図である。
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【図５】本発明による第４タイプのマルチマイクロコラムの電子ビーム制御層を示す平面
図である。
【図６】本発明によるマルチマイクロコラムにおいて電子ビームが制御されることを示す
断面図である。
【図７】本発明によるマルチマイクロコラムのウェハータイプ電子放出源層の概略斜視図
である。
【図８】本発明による複合型マルチマイクロコラムの一部を切開した概略斜視図である。
【図９】本発明による第２タイプのさらに他の制御層の例を示す平面図である。
【図１０】本発明による第３及び／または第４タイプのさらに他の制御層の例を示す平面
図である。
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【図１１】Ａ及びＢは本発明によるマイクロコラムの作動方式の実施例を示す概念図であ
る。
【図１２】Ａ及びＢは本発明によるマイクロコラムの作動方式の他の実施例を示す概念図
である。
【図１３】Ａ及びＢは本発明によるマイクロコラムの実施例の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００８７】
１０・・・シングルマイクロコラム

１１・・・電子放出源ホルダー

１２・・・ホルダーベース

１３・・・ソースレンズ

１４・・・コラムベース

１５・・・デフレクター

１６・・・フォーカスレンズ

１７・・・レンズプレート

２０、３０、４０、５０・・・層

２１、３１、４１、５１・・・単位孔

２２、３２、４２、５２・・・電極

３３、４３、５３・・・連結部

６１・・・電子放出源

６２・・・エクストラクター

６３・・・ソースレンズの層

６４、６５・・・デフレクター

６６・・・第１レンズ

６７・・・第２レンズ

６８・・・第３レンズ

７０・・・電子放出源層

７１・・・電子放出源チップ

８０・・・組合型マルチマイクロコラム

８１・・・固定具

８２・・・電子放出源チップ

８３・・・エクストラクター層

８４・・・絶縁層

８５・・・レンズ層

８６・・・デフレクター

８７・・・第１レンズ層

８８・・・第２レンズ層

８９・・・第３レンズ層

９０・・・ハウジング

９１・・・レンズ孔

９２・・・単位レンズ部分

９１ａ・・・単位孔

９２ａ、９２ｂ、９２ｃ、９２ｄ・・・単位電極

１００・・・電子放出源

１３０・・・ソースレンズ

１４０・・・デフレクター

１６０・・・フォーカスレンズ

Ｂ・・・電子ビーム

１６１・・・フォーカスレンズ

１６１ｂ・・・デフレクター型レンズ層
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１３０ａ・・・上部レンズ層

１３０ｂ・・・中間レンズ層

１３０ｃ・・・下部レンズ層

１７０・・・マルチマイクロコラム

１７１・・・マルチ型電子放出源

１７３・・・ソースレンズ

１７６・・・デフレクター

１７６ｂ・・・デフレクター型レンズ

10

30

(19)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図６】

【図７】

【図５】

JP 5243793 B2 2013.7.24

(20)
【図８】

【図１０】

【図１１】

【図９】

【図１２】

【図１３】

JP 5243793 B2 2013.7.24

(21)

JP 5243793 B2 2013.7.24

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

Ｈ０１Ｊ 37/10

(2006.01)

Ｇ２１Ｋ

5/04

Ｍ

Ｈ０１Ｊ 37/10
(31)優先権主張番号 10‑2005‑0047526
(32)優先日

平成17年6月3日(2005.6.3)

(33)優先権主張国

韓国(KR)
10

前置審査
(72)発明者 キム・ビェンジン
大韓民国 インチェオン４０４−３２０ セオ−ク ウォンダン−ドン ５８
審査官 遠藤 直恵
(56)参考文献 特開平０５−２５１３１５（ＪＰ，Ａ）
特開２００４−１３１３８８（ＪＰ，Ａ）
特開２００１−２４４１８６（ＪＰ，Ａ）
特開平１１−０１６９６７（ＪＰ，Ａ）
特開２００３−２１７４９９（ＪＰ，Ａ）
特表２０００−５１４２３８（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０１Ｊ ３７／００−３７／１８，３７／２１，３７／２４，３７／２４４−３７／３６
Ｈ０１Ｌ

２１／３０

20

