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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、光学的手段により予めピッチ寸法が求められている回折格子の配列よりなる
第１の回折格子単位パターンと、
　前記第１の回折格子単位パターンよりもピッチ寸法の小さい回折格子の配列よりなる第
２の回折格子単位パターンとを含み、
　前記第１の回折格子単位パターンが２次元で前記回折格子の格子溝に対して横方向、縦
方向のそれぞれに等ピッチで配列されており、前記第１の回折格子単位パターンの配列の
一部が前記第２の回折格子単位パターンで置換された構成を有することを特徴とする測長
用標準部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の測長用標準部材において、前記第２の回折格子単位パターンが２次元
で前記横方向と縦方向のそれぞれに等ピッチで配列されていることを特徴とする測長用標
準部材。
【請求項３】
　請求項１に記載の測長用標準部材において、前記第２の回折格子単位パターンの最小ピ
ッチ寸法が、１００ｎｍ以下であることを特徴とする測長用標準部材。
【請求項４】
　基板上に、光学的手段により予めピッチ寸法が求められている回折格子の配列よりなる
第１の回折格子単位パターンを２次元で前記回折格子の格子溝に対して横方向、縦方向の
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それぞれに等ピッチで複数配置した第１のパターン領域と、
　前記第１の回折格子単位パターンよりもピッチ寸法の小さい回折格子の配列よりなる第
２の回折格子単位パターンを複数配置した第２のパターン領域とを備え
　前記第２のパターン領域が、前記第１のパターン領域の近傍に配置されてなることを特
徴とする測長用標準部材。
【請求項５】
　請求項１に記載の測長用標準部材において、前記基板上に、測長に使用するプローブ手
段の位置決め用マークパターンを備えたことを特徴とする測長用標準部材。
【請求項６】
　請求項４に記載の測長用標準部材において、前記第２のパターン領域に、複数の前記第
２の回折格子単位パターンの各々の位置情報を含む複数のマークパターンを含むことを特
徴とする測長用標準部材。
【請求項７】
　試料を保持する試料ステージと、
　前記試料ステージ上の試料に対して電子ビームを走査する照射光学系と、
　前記電子ビーム走査により発生する二次電子線を検出する二次電子検出器と、
　前記検出器から得られる信号波形を解析することにより前記試料を測長する演算処理手
段と、
　測長結果が表示される表示手段と、
　前記試料ステージ上に保持された測長用標準部材とを有し、
　前記測長用標準部材は、
　基板上に、光学的手段により予めピッチ寸法が求められている回折格子の配列よりなる
第１の回折格子単位パターンと、前記第１の回折格子単位パターンよりもピッチ寸法の小
さい複数の回折格子の配列よりなる第２の回折格子単位パターンとを備え、
　前記第１の回折格子単位パターンが２次元で前記回折格子の格子溝に対して横方向、縦
方向のそれぞれに等ピッチで配列されており、前記第１の回折格子単位パターンの配列の
一部が前記第２の回折格子単位パターンで置換された構成を有することを特徴とする電子
ビーム測長装置。
【請求項８】
　試料を保持する試料ステージと、
　前記試料ステージ上の試料に対して電子ビームを走査する照射光学系と、
　前記電子ビーム走査により発生する二次電子線を検出する二次電子検出器と、
　前記検出器から得られる信号波形を解析することにより前記試料を測長する演算処理手
段と、
　測長結果が表示される表示手段と、
　前記測長結果を校正するための基準寸法値が格納された記憶手段と、
　前記試料ステージ上に保持された測長用標準部材とを有し、
　前記記憶手段に格納した基準寸法値は、前記測長用標準部材から取得した基準寸法値で
あり、
　当該測長用標準部材には、
　基板上に、光学的手段により予めピッチ寸法が求められている回折格子の配列よりなる
第１の回折格子単位パターンと、前記第１の回折格子単位パターンよりもピッチ寸法の小
さい複数の回折格子の配列よりなる第２の回折格子単位パターンとが形成されており、
　前記第１の回折格子単位パターンが２次元で前記回折格子の格子溝に対して横方向、縦
方向のそれぞれに等ピッチで配列されており、前記第１の回折格子単位パターンの配列の
一部が前記第２の回折格子単位パターンで置換された構成を有することを特徴とする電子
ビーム測長装置。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の電子ビーム測長装置において、
　測長結果と前記ピッチ寸法の差の許容限界である基準値を格納する記憶手段をさらに有
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し、
　前記差が前記基準値と比較して大きい場合には前記表示手段に異常が表示されることを
特徴とする電子ビーム測長装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ビーム測長に用いられる測長用標準部材を含む電子ビーム測長技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の測電子ビーム測長に用いられる測長用標準部材は、半導体基板上にレーザ干渉露
光と異方性湿式エッチングにより作製した回折格子が用いられてきた。その校正方法は、
波長の絶対精度が保証されたレーザ光を用いた回折格子の回折角測定により行われている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－７１９４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の標準部材で可能な最小寸法は、レーザ干渉露光法の解像限界によっており、
用いるレーザ光の波長の２分の１がピッチ寸法の限界である。現在レーザ干渉露光装置で
用いられている波長３５１.１ｎｍのアルゴンイオンレーザではピッチ寸法で約２００ｎ
ｍが限界である。また、レーザ光源をより短波長に替えた露光装置も技術課題が多く、開
発が困難である。同様に、校正に用いるレーザ光を用いた回折格子の回折角測定でも測定
限界があり、最小ピッチ寸法が約２００ｎｍ以下では計測が困難である。
【０００５】
　一方、半導体デバイスの微細化が加速されているために最小加工寸法が１００ｎｍを切
ってきた。この超微細加工の寸法管理には電子ビーム測長装置が用いられているが、かか
る装置の絶対精度管理のためには寸法標準部材が不可欠である。しかしながら、従来の寸
法標準部材では最新の半導体デバイスの最小加工寸法には対応ができなくなる。
【０００６】
　また、レーザ干渉露光法を用いた回折格子パターニングでは、単純なライン＆スペース
パターンしか原理的に作製できない。このために試料全面に同じパターンができてしまう
ので、位置決めマークを形成できないため寸法を値付けする装置および測長装置での校正
時にどの位置の回折格子パターンを使ったのか厳密には特定できない。電子ビーム測長装
置の場合には、ビーム照射に伴うコンタミネ－ション付着のため試料の寸法変動を引き起
こすために、特定のパターンを使い続けると校正精度の劣化を引き起こす。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、より微細な基準寸法を有する測長用
標準部材を提供し、かつ、それを含む高精度電子ビーム測長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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明では、従来の回折格子パターンとは別にさらに微細
なパターン領域を複数同一半導体部材上に形成することを基本構成とする。すなわち、従
来の回折格子パターンであるピッチ寸法約２００ｎｍ以上の回折格子パターンを、レーザ
光を用いた回折格子の回折角測定によりそのピッチ寸法を求め、絶対寸法として用いる。
この回折格子パターンとは別に、最小ピッチ寸法が１００ｎｍ以下の格子パターンを同一
半導体部材上に形成する。このパターンの値付けは、従来の波長が絶対的に保証されたレ
ーザ光を用いた回折格子の回折角測定では不可能なので、電子ビーム測長装置もしくは探
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針プローブ顕微鏡を用い、または波長が絶対的に保証されてはいない極紫外光の短波長レ
ーザを用い、絶対寸法値として上記で求めた従来の回折格子パターンのピッチ寸法を基準
として用いる。
【０００９】
　これにより、電子ビームや探針プローブの同一走査範囲以上の長さのパターンを配置さ
せることで位置決めの容易な校正が可能となる。また、このパターンの近傍に他のパター
ンと区別が容易な形状をしたマークパターンを配置することで電子ビームや探針プローブ
で測定した位置情報を記録しておくことが可能である。このように、従来のレーザ光を用
いた回折格子の回折角測定が可能なパターンと最新の半導体デバイスの最小加工寸法に対
応した微細パターンを同一部材内に配置させることで微細性と高精度を両立した寸法標準
部材および校正が可能となる。
【００１０】
　また、同一部材内に縦方向のパターンと横方向のパターンを配置させることで従来にな
い縦・横両方の寸法校正が同じ精度で実現できる。これらのパターン単位間の距離を２０
μｍ以内にすることで電子ビーム測長装置の光学条件を同じ状態で校正できるので高精度
化が実現できる。
【００１１】
　次に、この寸法標準部材の作製について述べる。従来の回折格子パターンと最新の半導
体デバイスの最小加工寸法に対応した微細パターンを同一部材内に配置させるには、従来
の寸法標準部材で用いたレーザ干渉露光法では解像性およびパターン創生の自由度の点で
不可能である。そこで、本発明では、解像性に優れパターン形状の制約のない電子ビーム
描画法を用いる。特に、試料面内の均一性を向上させた高精度な寸法標準部材作製のため
には、所望のパターンをステンシルマスクに作りこんで電子ビームで縮小投影露光を行う
電子ビーム一括図形照射法が有効である。すなわち、複数種の縦横方向の格子状の描画パ
ターンは全てステンシルマスクに作りこんであるので、これをビーム偏向により選択し繰
り返し露光することで各ショット毎に寸法変動することはなく再現性の良いパターニング
が可能である。このパターニング方法とドライエッチングを組み合わせることにより、微
細で電子ビーム測長装置や探針プローブ顕微鏡に適した寸法標準部材の作製が可能になる
。また、ステンシルマスクの中に矩形開口を作りこんでおけば、可変成形描画法によりパ
ターン種類数に制限のない描画ができる。
【００１２】
　この標準部材で電子ビーム測長装置を校正する際、微細な寸法を測長する場合には、電
子ビーム測長装置もしくは探針プローブ顕微鏡を用い、または極紫外光の短波長レーザを
用い、値付けした微細な格子パターンで寸法校正を行う。この校正後に波長が絶対的に保
証されたレーザ光を用いて、値付けされた回折格子のピッチ寸法を測長することで、上記
校正が正しく行われたかを確認できる。上記測定値と回折角で求めたピッチ寸法が基準値
を超える場合には、電子ビーム測長装置で警報を発する構成とし、別の微細パターンを用
いる。すなわち、マークパターンを基準に、前に測った微細格子以外の場所の微細パター
ンを用いて再度電子ビーム測長装置を校正することにより、その高い校正精度が維持でき
る。
【００１３】
　以下、本発明の代表的構成例について述べる。
【００１４】
　（１）本発明の測長用標準部材は、基板上に、光学的手段により予めピッチ寸法が求め
られている回折格子の配列よりなる第１の回折格子単位パターンと、前記第１の回折格子
単位パターンよりもピッチ寸法の小さい回折格子の配列よりなる第２の回折格子単位パタ
ーンとを含むことを特徴とする。
【００１５】
　（２）前記（１）に記載の測長用標準部材において、前記第２の回折格子単位パターン
の最小ピッチ寸法が、１００ｎｍ以下であることを特徴とする。
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【００１６】
　（３）前記（１）に記載の測長用標準部材において、前記基板上に、前記第１の回折格
子単位パターンを複数配置した第１のパターン領域と、前記第２の回折格子単位パターン
を複数配置した第２のパターン領域を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　（４）前記（１）に記載の測長用標準部材において、前記基板上に、測長に使用するプ
ローブ手段の位置決め用マークパターンを備えたことを特徴とする。
【００１８】
　（５）前記（３）に記載の測長用標準部材において、前記第２のパターン領域に、複数
の前記第２の回折格子単位パターンの各々の位置情報を含む複数のマークパターンを含む
ことを特徴とする。
【００１９】
　（６）前記（１）に記載の測長用標準部材において、前記基板上に、前記第１の回折格
子単位パターンを構成する前記回折格子とは異なる方向（例えば、縦・横方向）に配列さ
れた回折格子よりなる第３の回折格子単位パターンと、前記第２の回折格子単位パターン
を構成する前記回折格子とは異なる方向（例えば、縦・横方向）に配列された回折格子よ
りなる第４の回折格子単位パターンとを有し、前記第４の回折格子単位パターンのピッチ
寸法は、前記第３の回折格子単位パターンのピッチ寸法よりも小さいことを特徴とする。
【００２０】
　（７）前記（６）に記載の測長用標準部材において、前記基板上に、前記第１の回折格
子単位パターンを複数配置した第１のパターン領域と、前記第２の回折格子単位パターン
を複数配置した第２のパターン領域と、前記第３の回折格子単位パターンを複数配置した
第３のパターン領域と、前記第４の回折格子単位パターンを複数配置した第４のパターン
領域とを備えたことを特徴とする。
【００２１】
　（８）前記（６）に記載の測長用標準部材において、前記第１の回折格子単位パターン
と前記第３の回折格子単位パターンとが互いに格子状に配置され、かつ、前記第２の回折
格子単位パターンと前記第４の回折格子単位パターンとが互いに格子状に配置されている
ことを特徴とする。
【００２２】
　（９）前記（１）又は（６）に記載の測長用標準部材において、前記各回折格子単位パ
ターン間の距離が、２０μｍ以内であることを特徴とする。
【００２３】
　（１０）本発明の電子ビーム測長装置の校正方法は、電子ビームを試料の所定領域に走
査して測長を行なう電子ビーム測長装置を測長用標準部材を用いて校正する方法であって
、前記測長用標準部材には、基板上に、光学的手段により予めピッチ寸法が求められてい
る回折格子の配列よりなる第１の回折格子単位パターンと、前記第１の回折格子単位パタ
ーンよりもピッチ寸法の小さい回折格子の配列よりなる第２の回折格子単位パターンとを
備え、第１の回折格子単位パターンを測長し、その測長結果と前記ピッチ寸法の差を計算
して基準値と比較し、前記差が基準値より大きい場合には、前記第２の回折格子単位パタ
ーンを測長して前記測長値を校正するようにしたことを特徴とする。
【００２４】
　（１１）本発明の電子ビーム測長装置は、試料を保持する試料ステージと、前記試料ス
テージ上の試料に対して電子ビームを走査する照射光学系と、前記電子ビーム走査により
発生する二次電子線を検出する二次電子検出器と、前記検出器から得られる信号波形を解
析することにより前記試料を測長する演算処理手段と、測長結果が表示される表示手段と
、前記測長結果を校正するための基準寸法値が格納された記憶手段と、前記試料ステージ
上に保持された測長用標準部材とを有し、前記測長用標準部材には、基板上に、光学的手
段により予めピッチ寸法が求められている回折格子の配列よりなる第１の回折格子単位パ
ターンと、前記第１の回折格子単位パターンよりもピッチ寸法の小さい複数の回折格子の
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配列よりなる第２の回折格子単位パターンとを備え、前記演算処理手段は、前記測長結果
と前記基準寸法値とを比較し、その差が一定値を超えた場合には、前記表示手段により校
正の異常を表示するよう構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、より微細な基準寸法を有する測長用標準部材を提供し、かつ、それを
含む高精度電子ビーム測長技術を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳述する。
【００２７】
　図１～図５に、本発明のビーム測長用標準部材の一例を示す。また、図６に従来の電子
ビーム測長装置用寸法標準部材を示す。
【００２８】
　従来は、面方位（１１０）の半導体基板上の凹凸の溝パターンを、図６に示すように一
定方向の回折格子パターン２８としてレーザ干渉露光法と湿式エッチングにより作製して
いた。回折格子２８のピッチ寸法は約２００ｎｍであり、この値はレーザを用いた回折角
測定により求められている。回折格子パターン２８は、４mm角の標準部材基板２７の全面
に一様に形成されている。この部材を用いて電子ビーム測長装置を校正する場合には、以
下の問題がある。
【００２９】
　まず、第１の問題が微細性である。最新の半導体パターンでは最小加工寸法が１００ｎ
ｍを切るものが現れてきている。しかしながら、レーザ干渉露光による従来の回折格子パ
ターンでは最小ピッチ寸法は２００ｎｍであり、半導体パターンを測長する二十万倍以上
の画像視野には回折格子パターンの１ピッチ分が入りきらなくなるために、この倍率での
寸法校正ができなくなった。第２の問題は試料全体が一様なパターンであるため校正位置
の特定ができないことである。このために試料内の複数点を測長し、その平均を求めるた
めに校正に時間がかかった。また、面方位（１１０）の半導体基板上の凹凸パターンでは
一方向の回折格子しか作製ができない。このために一方向のみの寸法校正しかできない欠
点があった。
【００３０】
　これに対して、本発明では、パターン露光方法として電子ビーム一括露光法を用い、エ
ッチングにはドライエッチングを用いた。この方法では、ピッチ寸法１００ｎｍ以下のパ
ターニングが可能であるが、このピッチ寸法の回折格子では、波長限界のため絶対寸法と
してその波長が値付けされているレーザ光による光学的回折角測定が困難であった。
【００３１】
　そこで、図１に示すような回折格子パターンを標準部材基板５の校正用パターン領域３
に作製した。この回折格子パターンは、長さ２μｍ、ピッチ２００ｎｍで直線溝が１０本
並んだ回折格子単位パターン１が、縦方向に２.５μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチ
で配列されている。この配列の一部に、図のように長さ２μｍ、ピッチ１００ｎｍで直線
溝が２０本並んだ回折格子単位パターン２が配置されている。また、校正用パターン領域
３の周辺には、測長に使用するプローブ手段の位置決め用の十字マーク４００、４０１が
配置されている。標準部材には、これらのパターンを含んだ５ｍｍ角の標準部材基板５と
上記回折格子単位パターンの直線溝を縦方向（もしくは、横方向）に配列させた格子配列
を含んだ校正用パターン領域が配置されている。
【００３２】
　この標準部材に、波長が絶対寸法として保証されているＨｅ－Ｃｄレーザを照射して回
折角を測定することにより、ピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン１のピッ
チ寸法が２００.０１ｎｍであることが精度０.０１ ｎｍで値付けられた。また、ピッチ
１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン２のピッチ寸法は、走査型プロ
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ーブ顕微鏡（例えば、ＡＦＭ）を用いて以下のように求め、１００.４５ｎｍと値が得ら
れた。まず、回折格子単位パターンを探すために位置決め用の十字マーク４００、４０１
を用いて標準部材と走査型プローブ顕微鏡の移動方向の平行性を補正し、各回折格子単位
への位置決めが２μｍ以下になるようにする。次に、配列内のピッチ２００ｎｍで１０本
の回折格子単位パターン１のピッチ寸法を測長し、この値を２００.０１ｎｍとすること
で走査型プローブ顕微鏡の寸法校正を行った後、回折格子単位パターン２のピッチ寸法を
測定する。回折格子単位パターン２は長さが２μｍあるので１００％の正しさで走査型プ
ローブ顕微鏡の走査を回折格子単位パターンに位置決めでき、そのピッチ寸法を１９ピッ
チ分の測定から求めることができた。同様にして、２０点以上の異なる回折格子単位パタ
ーン２のピッチ寸法を求め、その平均値として１００.４５ｎｍが得られた。
【００３３】
　次に、この測長用標準部材を用いた電子ビーム測長装置の校正について説明する。５０
ｎｍ設計寸法のデバイスパターンが含まれた試料ウェーハ３２とホルダー３４に取り付け
られた標準部材３５が、図７のように電子ビーム測長装置のステージ３３に搭載されてい
る。５０ｎｍ設計寸法のデバイスパターンを測長する場合には、電子ビーム測長装置の倍
率を２０万倍以上で行う。この倍率で従来の寸法標準であるピッチ２００ｎｍの回折格子
では電子光学系２９により絞られた電子ビーム３０の走査の中に１ピッチが入らなくなっ
てしまうので装置の校正ができない。
【００３４】
　この倍率の校正については、電子ビーム測長装置にて回折格子単位パターン２のピッチ
寸法を測定する。まず、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン
２を探すために位置決め用の十字マーク４００、４０１を用いて試料と電子ビーム測長装
置の移動方向の平行性を補正する。次に、配列内の回折格子単位パターン２のピッチ寸法
を二次電子信号検出器３１からの二次電子信号波形で測定する。同様にして、２０点以上
の異なる回折格子単位パターン２のピッチ寸法を求め、その平均値を１００.４５ｎｍと
することで校正ができた。
【００３５】
　この校正の正しさを確認するために、配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単
位パターン１のピッチ寸法を１ピッチが走査範囲に入る倍率である１０万倍にして測長し
、２００.０６ｎｍを得た。この標準部材では、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並ん
だ回折格子単位パターン２と、ピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン１との
距離は２．５μｍであり、電子ビーム測長装置の電子光学系２９のフォーカス条件を変更
しない状態で測長ができる範囲である２０μｍ以内であることから、高精度な校正が実現
できる。その結果、回折角の測定から得られたピッチ寸法２００.０１ｎｍとの差異が０.
０５ｎｍとなり、良好な結果が得られた。
【００３６】
　次に、本発明による測長用標準部材の作製方法について述べる。まず、Ｓｉ基板上に１
００ｎｍ以下の酸化膜を形成後、レジストを表面に塗布する。次に、図８に示した作製フ
ローにより、図９に示した開口１０、１１を有したステンシルマスクを搭載した電子ビー
ム一括露光装置でパターン形成を行った。
【００３７】
　ビーム偏向により校正用パターンのひとつであるピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子
単位パターンに相当する開口３８を選択して上記試料上の所望の位置にビーム偏向により
露光する（ステップ８１）。この描画の照射量（ドーズ）は、ピッチ２００ｎｍで１０本
の回折格子単位パターン解像に適した１０μＣ/ｃｍ２とした（ステップ８２）。
【００３８】
　次に、ビーム偏向により校正用パターンのもうひとつのパターンであるピッチ１００ｎ
ｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターンに相当する開口４０を選択して、上記試
料上の所望の位置にビーム偏向により露光する（ステップ８３）。この描画の照射量は、
ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン解像に適した１５μＣ/



(8) JP 4401814 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

ｃｍ２とした（ステップ８４）。
【００３９】
　次に、可変成形用矩形開口３６を用いて回折格子パターンが露光されている周囲の左右
に試料回転補正用のマーク４００、４０１を電子ビーム可変成形法で露光する（ステップ
８５）。この描画の照射量は、マークパターン解像に適した７μＣ/ｃｍ２とした（ステ
ップ８６）。
【００４０】
　同様にして、横方向の回折格子パターンについても描画を行った。ビーム偏向により校
正用パターンのひとつであるピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターンに相当す
る開口３７を選択して、上記試料上の所望の位置にビーム偏向により、横方向の回折格子
パターンを露光する。この描画の照射量は、ピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パ
ターン解像に適した１０μＣ/ｃｍ２とした。次に、ビーム偏向により校正用パターンの
もうひとつのパターンであるピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パタ
ーンに相当する開口３９を選択して上記試料上の所望の位置にビーム偏向により露光する
。この描画の照射量はピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン解
像に適した１５μＣ/ｃｍ２とした。
【００４１】
　現像後、レジストをマスクとして酸化膜をエッチングし、次にドライエッチングにより
、Ｓｉ基板をエッチングする（ステップ８７）。
【００４２】
　描画では、上記のように電子ビーム露光において回折格子パターンの方向を縦・横両方
向を同一基板上に作製しておく。回折格子パターンとして電子ビーム一括露光方を用いる
ことにより、試料のどの位置でも同じステンシルマスクを用いて露光するために寸法バラ
ツキ５ｎｍ以下の均一なパターン形成が可能であった。
【００４３】
　なお、図１に示すようなパターンの実施例においては、各回折格子間の距離を短くとる
ことができるので、ＳＥＭでの値付けが正確にできるという利点を有する。
【００４４】
　図２に、本発明による測長用標準部材の別の実施例を示す。図２では、回折格子パター
ンは、長さ２μｍ、ピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン６が、縦方向に２
.５μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチで２ｍｍ角の校正用パターン領域８に配列され
ている。この領域の近傍に、図のように長さ２μｍ、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本
並んだ回折格子単位パターン７を２ｍｍ角の校正用パターン領域９に配列させたものを配
置した。また、上記回折格子パターンの周辺には、位置決め用の十字マーク１００、１０
１が配置されている。
【００４５】
　標準部材基板５には、これらのパターンのほかに、図示のように上記回折格子単位の直
線を横方向に配列させた格子配列を含んだ２ｍｍ角の校正用パターン領域１１、１２がそ
れぞれ配置されている。図３に、その詳細を示す。校正用パターン領域１１、１２には、
回折格子単位パターン１３、１４が、それぞれ回折格子単位パターン６、７と同じ長さ、
同じピッチで横方向に配列されている。
【００４６】
　この標準部材のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン６が縦方向に２.５
μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチで配列された２ｍｍ角の領域に波長が絶対寸法と
して保証されているＨｅ－Ｃｄレーザを照射して回折角を測定することにより、回折格子
単位パターン６のピッチ寸法が２００.０２ｎｍであることが精度０.０１ｎｍで値付けら
れた。また、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン７のピッチ
寸法は、波長１９３ｎｍの極紫外固体レーザによる回折角測定により１００.４０ｎｍの
値が得られた。この測定では、まずピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン６
のピッチ寸法を同じ波長１９３ｎｍの極紫外固体レーザによる回折角測定により測定し、
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波長が絶対寸法として保証されているＨｅ－Ｃｄレーザを照射して回折角を測定すること
により２００.０２ｎｍの値が得られた。これにより、波長１９３ｎｍの極紫外固体レー
ザによる回折角測定が校正されている。
【００４７】
　次に、この測長用標準部材を用いた電子ビーム測長装置の校正について説明する。５０
ｎｍ設計寸法のデバイスパターンが含まれた試料ウェーハ３２と標準部材が、図７のよう
に電子ビーム測長装置に搭載されている。５０ｎｍ設計寸法のデバイスパターンを測長す
る場合には、電子ビーム測長装置の倍率を２０万倍以上で行う。この倍率で従来の寸法標
準であるピッチ２００ｎｍの回折格子では電子ビーム走査の中に１ピッチが入らなくなっ
てしまうので装置の校正ができない。
【００４８】
　この倍率の校正については、電子ビーム測長装置にて回折格子単位パターン７のピッチ
寸法を測定する。まず、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン
７を探すために位置決め用の十字マーク１００、１０１を用いて試料と電子ビーム測長装
置の移動方向の平行性を補正する。次に、配列内の回折格子単位パターン７のピッチ寸法
を測定する。同様にして、２０点以上の異なる回折格子単位パターン７のピッチ寸法を求
めその平均値を１００.４０ｎｍとすることで校正ができた。この校正の正しさを確認す
るために、配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン６のピッチ寸法を
１ピッチが走査範囲に入る倍率である１０万倍にして測長し、２００.０８ｎｍを得た。
回折角の測定から得られたピッチ寸法２００.０２ｎｍとの差異が０.０６ｎｍと良好な結
果が得られた。同様に、図３に示したように同じ標準部材パターンに作りこんだ横方向の
ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン１４の配列およびピッチ
２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン１３の配列によって、横方向の電子ビーム測
長装置の測長寸法校正が高精度に実現できた。
【００４９】
　なお、図２、図３に示すようなパターンの実施例においては、各校正用パターン領域が
分かれているので、ピッチ寸法の大きい方のパターンを光回折で、ピッチ寸法の小さい方
のパターンも光回折で値付けできるという利点を有する。
【００５０】
　図４に、本発明による測長用標準部材のさらに別の実施例を示す。図４では、回折格子
パターンは、長さ２μｍ、ピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン１５が縦方
向に２.５μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチで２ｍｍ角の校正用パターン領域１７に
配列されている。この領域の近傍に、図のように長さ２μｍ、ピッチ１００ｎｍで直線溝
が４本並んだ回折格子単位パターン１６、１６１を２ｍｍ角の校正用パターン領域１８に
配列させたものを配置した。これらの４本並んだ回折格子単位パターンから横に２μｍ離
れた位置には、それぞれの回折格子単位パターンの位置を特定できる一つ一つ形の異なる
マークパターン１６０、１６２がそれぞれ位置されている。また、上記回折格子パターン
の周辺には位置決め用の十字マーク１０２、１０３が配置されている。
【００５１】
　この標準部材基板５には、これらのパターンのほかに上記回折格子単位パターン１５の
直線溝を横方向に配列させた格子配列を含んだ２ｍｍ角の校正用パターン領域１９、２０
が、それぞれ配置されている。
【００５２】
　この標準部材のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン１５が縦方向に２.
５μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチで配列された２ｍｍ角の領域に波長が絶対寸法
として保証されているＨＥ－Ｃｄレーザを照射して回折角を測定することにより回折格子
単位パターン１５のピッチ寸法が２００.０１ｎｍであることが精度０.０１ｎｍで値付け
られた。また、ピッチ１００ｎｍで直線溝が４本並んだ回折格子単位パターン１６の中央
部のピッチ寸法は、走査型プローブ顕微鏡を用いて、以下のように求め、１００.５５ｎ
ｍおよび１００.６５ｎｍと値が得られた。
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【００５３】
　まず、回折格子単位パターンを探すために位置決め用の十字マーク１０２、１０３を用
いて試料と走査型プローブ顕微鏡の移動方向の平行性を補正し、各回折格子単位への位置
決めが２μｍ以下になるようにする。次に、配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格
子単位パターン１５のピッチ寸法を測長しこの値を２００.０１ｎｍとすることで走査型
プローブ顕微鏡の寸法校正を行った後、回折格子単位パターン１６の中央部のピッチ寸法
をそれぞれ測定する。回折格子単位パターン１６は長さが２μｍあるので１００％の正し
さで走査型プローブ顕微鏡の走査を回折格子単位パターンに位置決めできた。また、それ
ぞれの測定した回折格子パターンの位置は近傍に有るマークパターン１６０を走査するこ
とにより判別が可能であった。
【００５４】
　次に、この測長用標準部材を用いた電子ビーム測長装置の校正について説明する。この
電子ビーム測長装置は、図１２に示すような装置構成となっており、図１１に示すような
手順で校正が行われるように校正プログラムが組まれており、これに則って校正を行った
。測定では、電子銃４１から照射される電子ビーム４２をレンズ４３、４５により細く絞
り、偏向器４４によりステージ４７上に搭載された試料４６上で走査するとき発生する二
次電子４８を二次電子検出器４９により検出し、ビーム偏向制御部と二次電子信号処理部
から波形を求める。この波形から寸法を演算し寸法校正演算により正しい寸法として寸法
表示および記憶する。本発明の電子ビーム測長装置では、図１２に示すように、さらに校
正比較のために基準値との差分演算部と校正状態表示部があり、異なる基準寸法での比較
により校正の正しさが得られ、それを表示できるようになっている。
【００５５】
　実際の測定について、以下に説明する。５０ｎｍ設計寸法のデバイスパターンが含まれ
た試料ウェーハ３２と標準部材が、図７のように電子ビーム測長装置に搭載されている。
５０ｎｍ設計寸法のデバイスパターンを測長する場合には、電子ビーム測長装置の倍率を
２０万倍以上で行う。この倍率では、従来の寸法標準であるピッチ２００ｎｍの回折格子
を用いると電子ビーム走査の中に１ピッチが入らなくなってしまうので装置の校正ができ
ない。
【００５６】
　この倍率の校正については、図１１の手順に従って行なう。電子ビーム測長装置にて回
折格子単位パターン１６のピッチ寸法を測定する。まず、値付けされたピッチ１００ｎｍ
で直線溝が４本並んだ回折格子単位パターン１６を探すために位置決め用の十字マーク１
０２、１０３を用いて試料と電子ビーム測長装置の移動方向の平行性を補正する。次に、
配列内のマークパターン１６０を基に値付けされた回折格子単位パターン１６のピッチ寸
法を、ビーム偏向制御部と二次電子信号処理部から得られた波形表示および寸法演算によ
り寸法表示およびその寸法を寸法記憶部に記憶することで測定する。そのピッチ値を１０
０.５５ｎｍとなるように寸法校正演算部で校正し、その寸法を記憶部に格納することに
より校正ができた（ステップ１１１）。
【００５７】
　校正の正しさを確認するために、この配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単
位パターン１のピッチ寸法を１ピッチが走査範囲に入る倍率である１０万倍にして、図１
２の構成に従い校正された寸法校正演算部を通して測長し、２００.０３ｎｍを得た（ス
テップ１１２）。回折角の測定から得られたピッチ寸法２００.０１ｎｍとの差異が０.０
２ｎｍとなった。この差分が基準値として設定した０.１ｎｍ以下であったので（ステッ
プ１１３）、基準値との差分演算部から校正状態表示部へ正常の表示が出され、良好な測
長が保証された（ステップ１１４）。同様に、図４に示したように同じ標準部材パターン
に作りこんだ横方向のピッチ１００ｎｍで直線が４本並んだ回折格子単位パターン配列２
０およびピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン配列１９によって横方向の電
子ビーム測長装置の測長寸法校正が高精度に実現できた。
【００５８】
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　次に、かかる校正を３ヶ月後に上記と同様に同じ回折格子パターンを用いて行った。ま
ず、値付けされたピッチ１００ｎｍで直線溝が４本並んだ回折格子単位パターン１６を探
すために位置決め用の十字マーク１０２、１０３を用いて試料と電子ビーム測長装置の移
動方向の平行性を補正し、次に配列内のマークパターン１６０を基に今までと同じ位置に
有る値付けされた回折格子単位パターン１６のピッチ寸法を測定した。そのピッチ値を１
００.５５ｎｍとすることで校正ができた。
【００５９】
　この校正の正しさを確認するために、配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単
位パターン１５のピッチ寸法を１ピッチが走査範囲に入る倍率である１０万倍にして測長
したところ、２００.２５ｎｍとなり、回折角の測定から得られたピッチ寸法２００.０１
ｎｍとの差異が０.２４ｎｍと、校正の基準として設定した０.１ｎｍを超えたために、基
準値との差分演算部から電子ビーム測長装置の校正状態表示部へ異常の表示が出された（
ステップ１１５）。
【００６０】
　このために、図１１の手順に従い、上記とは別の位置に有り値付けされたピッチ１００
ｎｍで直線が４本並んだ回折格子単位パターン１６１をマークパターン１６２を基に特定
し、そのピッチ寸法を測定し１００.６５ｎｍとすることで校正ができた（ステップ１１
１）。この校正の正しさを確認するために、配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格
子単位パターン１５のピッチ寸法を１ピッチが走査範囲に入る倍率である１０万倍にして
測長し、２００.０２ｎｍを得た（ステップ１１２）。回折角の測定から得られたピッチ
寸法２００.０１ｎｍとの差異が０.０１ｎｍと良好な結果が得られ（ステップ１１３）、
高精度な校正が維持され安定した測長性能が継続できた（ステップ１１４）。
【００６１】
　これに対し、図１０に示すような構成の従来の電子ビーム測長装置および図６に示すよ
うな従来の校正パターン２８を用いた装置校正では、上記のように数ヶ月以上の長期的な
運用において校正パターン２８を何回も使用するために、電子ビーム照射による汚染によ
って校正パターンの寸法変動が起こった場合には、複数の寸法基準との比較や校正状態の
良否を表示する機能がないためにその精度を保証できないという問題があった。
【００６２】
　なお、図４に示すようなパターンの実施例においては、ピッチ寸法の小さい方のパター
ンの位置が特定できるので、ＡＦＭ等による測定が容易であるという利点を有する。
【００６３】
　図５に、本発明による測長用標準部材のさらに別の実施例を示す。図５では、回折格子
パターンは、長さ２μｍ、ピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン２１が、縦
方向に２.５μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチで２ｍｍ角の校正用パターン領域２３
に配列されている。この配列の一部に、図のようにピッチ２００ｎｍで横方向の直線溝が
１０本の回折格子単位パターン２１０が配置されている。この領域の近傍に、図のように
長さ２μｍ、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン２２を２ｍ
ｍ角の校正用パターン領域２４に配列させたものを配置した。この配列の一部に、図５の
ようにピッチ１００ｎｍで横方向の直線溝が２０本の回折格子単位パターン２２０が配置
されている。また、上記回折格子パターン１の周辺には位置決め用の十字マーク１０４、
１０５が配置されている。
【００６４】
　この標準部材のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン２１、２１０が、縦
方向に２.５μｍピッチ、横方向に２.４μｍピッチで配列された２ｍｍ角の校正用パター
ン領域２３に波長が絶対寸法として保証されているＨｅ－Ｃｄレーザを照射して回折角を
測定することにより回折格子単位パターン２１、２１０のピッチ寸法が両方とも２００.
０２ｎｍであることが精度０.０１ｎｍで値付けられた。また、ピッチ１００ｎｍで直線
溝が２０本並んだ回折格子単位パターン２２、２２０のピッチ寸法は、波長１９３ｎｍの
極紫外固体レーザによる回折角測定により両方とも１００.４０ｎｍの値が得られた。こ
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の測定では、まずピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン２１、２１０のピッ
チ寸法を同じ波長１９３ｎｍの極紫外固体レーザによる回折角測定により測定し、波長が
絶対寸法として保証されているＨｅ－Ｃｄレーザを照射して回折角を測定することにより
２００.０２ｎｍが得られた。これにより、波長１９３ｎｍの極紫外固体レーザによる回
折角測定が校正されている。
【００６５】
　次に、この試料を用いた電子ビーム測長装置の校正について説明する。５０ｎｍ設計寸
法のデバイスパターンが含まれた試料ウェーハ３２と標準部材が図７のように電子ビーム
測長装置に搭載されている。５０ｎｍ設計寸法のデバイスパターンを測長する場合には、
電子ビーム測長装置の倍率を２０万倍以上で行う。この倍率で、従来の寸法標準であるピ
ッチ２００ｎｍの回折格子では電子ビーム走査の中に１ピッチが入らなくなってしまうの
で装置の校正ができない。
【００６６】
　この倍率の校正については、電子ビーム測長装置にて回折格子単位パターン２２のピッ
チ寸法を測定する。まず、ピッチ１００ｎｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パター
ン２２を探すために位置決め用の十字マーク１０４、１０５を用いて試料と電子ビーム測
長装置の移動方向の平行性を補正する。次に、配列内の回折格子単位パターン２２のピッ
チ寸法を測定する。同様にして、２０点以上の異なる回折格子単位パターンのピッチ寸法
を求めその平均値を１００.４０ｎｍとすることで校正ができた。この校正の正しさを確
認するために配列内のピッチ２００ｎｍで１０本の回折格子単位パターン２１のピッチ寸
法を１ピッチが走査範囲に入る倍率である１０万倍にして測長し、２００.０８ｎｍを得
た。回折角の測定から得られたピッチ寸法２００.０２ｎｍとの差異が０.０６ｎｍと良好
な結果が得られた。同様に、同じ標準部材パターンに作りこんだ横方向のピッチ１００ｎ
ｍで直線溝が２０本並んだ回折格子単位パターン２２０配列およびピッチ２００ｎｍで１
０本の回折格子単位パターン２１０配列によって横方向の電子ビーム測長装置の測長寸法
校正が０.１ｎｍ以内の高精度で実現できた。これらの縦方向と横方向の回折格子単位と
の距離は２.５μｍと電子ビーム測長装置のフォーカス条件を変更しない状態で測長がで
きる範囲である２０μｍ以内であることから、縦横両方の方向で高精度な校正が実現でき
た。
【００６７】
　なお、図５に示すようなパターンの実施例においては、特に、縦・横方向が近接してい
るので、縦・横方向の校正が高精度にできるという利点を有する。
【００６８】
　以上説明した各実施例において、校正用標準部材は、図７のようにホルダー３４にパタ
ーニングされた半導体基板３５を貼り付けたものについて説明したが、パターニングされ
た半導体基板が測定したいウェーハ３２と同じウェーハ形状であっても、校正時に校正用
標準部材ウェーハを搭載して装置を校正後、測定したいウェーハ３２と交換して測定すれ
ば高精度測長が可能である。
【００６９】
　また、上述した実施例では、図２～図５のように、回折格子単位パターンの直線溝を縦
方向、横方向に配列させた格子配列の場合について説明したが、本発明は、これらの格子
配列に限らず、回折格子単位パターンの直線溝の方向が互いに異なる方向に配列された格
子配列に対しても適用可能であることはいうまでもない。
【００７０】
　以上、本発明によれば、波長が絶対的に保証されているレーザ光を用いた光学的回折角
により値付けされるピッチ寸法以下の寸法校正でも対応が可能となる。また、波長が絶対
的に保証されているレーザ光を用いた光学的回折角により値付けされるピッチ寸法とそれ
よりも微細な基準パターンを設け、両方の基準寸法を比較することにより校正が適正なも
のであるとの保証が実現でき、安定した高精度電子ビーム測長が可能となる。また、二つ
の直交したパターンを同一基板中に配置することで縦・横の方向のパターンについての測
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【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明による測長用標準部材における校正用パターン配列の一例を示す図。
【図２】図１に示した校正用パターン配列を示す図。
【図３】本発明による測長用標準部材における校正用パターン配列に別の例を示す図。
【図４】本発明による測長用標準部材における校正用パターン配列にさらに別の例を示す
図。
【図５】本発明による測長用標準部材における校正用パターン配列にさらに別の例を示す
図。
【図６】従来の校正用パターンを示す図。
【図７】校正用標準部材を搭載した電子ビーム測長装置を説明する図。
【図８】本発明による測長用標準部材における校正用パターンの作製フローの一例を説明
する図。
【図９】電子ビーム一括露光装置用ステンシルマスクとビーム走査位置を説明する図。
【図１０】従来の電子ビーム測長装置の構成を示す図。
【図１１】本発明による電子ビーム測長装置の校正フローの一例を説明する図。
【図１２】本発明による電子ビーム測長装置の構成例を説明する図。
【符号の説明】
【００７２】
　１、２、６、７、１３、１４、１５、１６、１６１、２１、２２、２１０、２２０、２
８…回折格子パターン、４００、４０１、１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１
０５…位置検出用十字パターン、３、８、９、１１、１２、１７、１８、１９、２０、２
３、２４、２５、２６…校正用パターン領域、５、２７、３５…標準部材基板、２９…電
子光学系、３０、４２…電子ビーム、３１、４９…二次電子検出器、３２、４６…ウェー
ハ、３３、４７…ステージ、３４…ホルダー、３６…可変成形用矩形開口、３７、３８、
３９、４０…回折格子パターン用開口、４１…電子銃、４３、４５…レンズ、４４…偏向
器、４８…二次電子。
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