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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料を載置する試料台と、一次電子ビームを生成する電子銃と、前記試料に対して前記
一次電子ビームを照射し、発生する二次粒子を検出する検出手段と、前記検出手段の検出
結果を信号出力する電子光学系と、出力された二次粒子信号を処理する情報処理装置とを
備えた電子線応用装置において、
　前記電子光学系は、
　前記電子銃との間の電位差を正とする加速電極と、
　前記加速電極との間の電位差を正とし、電磁重畳型対物レンズ内を通過する際に前記二
次粒子を加速する下部電極と、
　前記下部電極との間の電位差を負とし、該加速された二次粒子に対して、高速成分に属
する二次粒子の軌道と、低速成分に属する二次粒子の軌道を分離するアシスト電極と、
　前記下部電極との間の電位差を負とする前記試料台と、
　当該分離された高速成分粒子と低速成分粒子とを、各々独立に検出する前記検出手段と
、を備え、
　前記アシスト電極は、前記電磁重畳型対物レンズの上面部に設置され、前記下部電極よ
りも前記電子銃側に配置されたことを特徴とする電子線応用装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子線応用装置において、
　前記検出手段として、前記一次電子ビームの光軸に対して回転対称に配置された複数の
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二次粒子検出器を備え、方位角を弁別して該二次粒子を検出可能であることを特徴とする
電子線応用装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の電子線応用装置において、
　前記二次粒子が衝突して副次粒子を発生させる衝突面を有する反射部材を備え、
　前記検出手段は、該反射部材の周囲に配置された副次粒子検出器を含むことを特徴とす
る電子線応用装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の電子線応用装置において、
　前記情報処理装置が、シェーディング除去のための前記電子光学系の制御情報を備えた
ことを特徴とする電子線応用装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子線応用装置において、
　前記制御情報が、前記下部電極への印加電圧値と前記アシスト電極への印加電圧値とを
含む電圧制御テーブルであることを特徴とする電子線応用装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の電子線応用装置において、
　前記電子光学系が、更に、アライナとスティグメータとを備え、
　前記制御情報として、当該アライナとスティグメータ、及び前記電磁重畳型対物レンズ
の励磁電流値を格納した電流制御テーブルを更に含むことを特徴とする電子線応用装置。
【請求項７】
　請求項３に記載の電子線応用装置において、
　前記アシスト電極と前記反射部材へそれぞれ所定電圧を印加する制御電源を備え、前記
情報処理装置が前記アシスト電極への印加電圧値と前記反射部材への印加電圧値とを含む
電圧制御テーブルを備えたことを特徴とする電子線応用装置。
【請求項８】
　請求項３に記載の電子線応用装置において、
　前記アシスト電極と前記衝突面を同電位に制御する制御手段を備えたことを特徴とする
電子線応用装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の電子線応用装置において、
　前記情報処理装置での処理結果が表示される表示画面を備え、
　当該表示画面には、前記電子光学系の動作切り替え手段が表示され、
　当該切り替え手段によって選択される動作モードに応じて前記アシスト電極に印加され
る電圧値が設定されることを特徴とする電子線応用装置。
【請求項１０】
　試料台に載置された試料の所望領域に一次電子ビームを照射し、
　電磁重畳型対物レンズと前記試料との間の下部電極により当該一次電子ビームにより発
生する二次粒子を加速し、
　前記電磁重畳型対物レンズの上面部に設置され、前記下部電極よりも電子銃側に配置さ
れたアシスト電極により該加速された二次粒子のうち、高速成分の二次粒子軌道と低速成
分の二次粒子軌道とを分離し、
　当該分離された高速成分と低速成分とを独立して検出手段により検出し、
　該独立検出された二次粒子信号を用いて前記試料を検査することを特徴とする試料検査
方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の試料検査方法において、
　更に、前記二次粒子の高速成分を、該二次粒子の発生箇所における仰角の低角成分と高
角成分とに弁別して検出することを特徴とする試料検査方法。
【請求項１２】
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　請求項１０に記載の試料検査方法において、
　前記二次粒子の高速成分を発生箇所における方位角成分に弁別して検出することを特徴
とする試料検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置や液晶等、微細な回路パターンを有する基板製造技術に係り、特
に、荷電粒子ビームにより微細な回路パターンを検査する荷電粒子ビーム検査技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスは、ウエハ上にフォトマスクで形成されたパターンをリソグラフィー処
理およびエッチング処理により転写する工程を繰り返すことにより製造される。このよう
な製造プロセスにおいて、歩留まりの早期立ち上げ、及び製造プロセスの安定稼働を実現
するためには、インラインウエハ検査によって発見した欠陥を迅速に解析し、対策に活用
することが必須である。検査結果を迅速に不良対策に結び付けるためには、多数の検出欠
陥を高速にレビューし、発生原因別に分類する技術を必要とする。
【０００３】
　しかし、製造プロセスの微細化に伴い、半導体の製造歩留まりに影響を及ぼす欠陥サイ
ズも微細化している。従来の光学式のレビュー装置では、分解能の不足のために微小な欠
陥のレビューと分類が困難となっている。このため、高分解能でレビューが可能なＳＥＭ
（Scanning Electron Microscope）式のレビュー装置が利用されている。この装置では、
微小異物や、スクラッチ等の凹凸を検出するために、横から光を当てたときに生ずる陰影
と等価なＳＥＭ像による陰影像の取得が重要となっている。
【０００４】
　このような陰影像を取得する為の一般的原理を、図１を用いて説明する。膜中の異物に
より生じた凹凸１を電子ビーム２で走査すると、試料上の各照射点で二次粒子３を放出す
る。ここで、発生する二次粒子３のエネルギーは分布を有しており、比較的エネルギーの
低い成分（低速成分）が二次電子（ＳＥ）と呼ばれ、比較的エネルギーの高い成分（高速
成分）が後方散乱電子（ＢＳＥ）と呼ばれている。図１の６に矢印で示したように、発生
箇所における二次粒子は種々の方向の仰角成分を有している。ここで、発生箇所における
二次粒子の仰角とは、照射された一次電子線光軸が法線となるような平面に対して二次粒
子の各仰角成分がなす角度を意味する。発生箇所における二次粒子のある仰角成分６に着
目すると、右側に放出される二次粒子は検出器４に到達するが、左側に放出される二次粒
子は検出器に到達しない。そのため、二次粒子の発生箇所での試料表面の傾斜角度５によ
り検出器４での二次電子検出量が異なる。その結果、検出器で得られる陰影像７には、試
料表面の凹凸に応じた陰影コントラストが現れる。
【０００５】
　特開平８－２７３５６９号公報には、電磁重畳型対物レンズを用いた二次荷電粒子の検
出光学系において、二次粒子の低速成分（ＳＥ）と高速成分（ＢＳＥ）とを分離検出する
ことにより、試料の測定精度を向上させた荷電粒子ビームカラムに関する発明が開示され
ている。当該公報に開示された発明においては、二次粒子の低速成分と高速成分の軌道が
異なることを利用して、電子源と対物レンズとの間に設けた環状検出器で、内側環状帯で
ＢＳＥを、外側環状帯でＳＥを検出することにより分離検出を行っている。外側環状帯は
扇形に四分割しており、放出位置における二次電子の方位角の選別が行える為、陰影像の
取得が可能となっている。
【０００６】
　一方、再公表特許ＷＯ００／１９４８２号公報には、二次粒子の低角成分と高角成分と
を分離検出するための構成が開示されている。当該公報に開示された発明においては、対
物レンズ上方に低角成分検出用の二次粒子検出器を設け、当該低角成分用検出器と対物レ
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ンズとの間に、発生した二次粒子の低角成分を衝突させるための反射板を配置し、更に、
低角成分粒子の衝突により発生した副次粒子をＥ×Ｂ偏向器により低角成分検出用二次粒
子検出器に導き、これにより、反射電子の低角成分と二次電子を検出している。反射電子
の高角成分については、Ｅ×Ｂ偏向器の上段（電子源側）に別の高角成分検出用の二次粒
子検出器と第２のＥ×Ｂ偏向器を設け、高角成分のみを高角成分用検出器で検出する。
【０００７】
　また、特開２００６－２２８９９９号公報には、電子源と対物レンズの間に環状検出器
を設け、発生する二次電子の仰角の低角成分と高角成分、さらに方位角成分とを選別して
検出する電子顕微鏡が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開平８－２７３５６９号公報
【特許文献２】再公表特許ＷＯ００／１９４８２号公報
【特許文献３】特開２００６－２２８９９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　電子線照射により発生する二次粒子は、発生箇所における仰角（低角成分と高角成分）
とエネルギー（低速成分と高速成分）とによって、４通り（低角成分かつ低速成分、低角
成分かつ高速成分、高角成分かつ低速成分、高角成分かつ高速成分）に種別できることが
できる。二次粒子のうち、高速成分には、二次粒子の発生箇所の形状に関する情報が多く
含まれ、一方、低速成分には、一次ビームの侵入深さに相当する範囲の試料内部の情報（
例えば、試料の材質、組成など）が多く含まれている。従って、一次ビーム照射により発
生する二次粒子を、低速成分、高速成分に弁別検出して画像を形成できれば、試料の観察
上有利である。高速成分により形成される画像は、陰影像と呼ばれることもある。
【００１０】
　特許文献１から３に記載された従来技術では、いずれも、二次粒子を低角成分と高角成
分に分けて分離検出できる構成となっているが、二次粒子に含まれる高速成分のうち、発
生箇所における仰角の高角成分が、低速成分とうまく分離できないという課題がある。そ
の結果、高速成分の高仰角成分が陰影像から欠落してしまい、陰影像のコントラスト強度
が、本来得られるべき値よりも弱くなってしまうという問題があった。この問題は、凹凸
の程度が小さい（浅い）ような形状が陰影像には現れないという問題を引き起こす。
【００１１】
　更に、弱いコントラストの陰影像しか得ることができないので、画像のＳ/Ｎ比を稼ぐ
ために画像データを何回も積算しなければならず、従って、試料検査ないし計測に必要な
画質の画像を、短時間に取得できないという問題もあった。一次ビームの電流値を大きく
すればＳ/Ｎの大きな画像信号を得ることができるが、電流値を増やせばビーム径が増え
、得られる画像の分解能が劣化する。
【００１２】
　そこで、本発明は、半導体装置や磁気ディスク等、種々の試料検査において、従来より
も陰影コントラストの強調された像を、従来よりも短い時間で取得可能な荷電粒子ビーム
検査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】
【００１３】
　本発明においては、一次電子線照射により発生する二次粒子の低速成分と高速成分の軌
道分離手段を備えることにより、前記の目的を達成する。以下、軌道分離のための基本的
原理について説明する。
【００１４】
　図２は、一次ビーム照射により試料から放出される二次粒子の放出密度のエネルギー分
布を示す図である。図中、縦軸は二次粒子の放出密度、横軸は二次粒子の持つエネルギー
を示す。二次粒子のエネルギーは、０から一次ビームの照射エネルギー（Ｖｐ）までの範
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囲に分布をもつ。上記放出密度は、低エネルギー側と高エネルギー側にピークを有し、低
エネルギー（低速）側のピーク１０が二次電子に、高エネルギー（高速）側のピーク１１
が後方散乱電子にそれぞれ対応する。以後、上記ＳＥのピーク１０と上記ＢＳＥのピーク
１１を、それぞれ二次電子の発生箇所における低速成分と高速成分の代表値とする。ここ
で、図２から分かるように、二次電子の分布も後方散乱電子の分布も、互いに高エネルギ
ー側と低エネルギー側に裾を引くため、二次電子と後方散乱電子とを厳密に分別すること
は不可能である。よって、以下の説明で「高速成分・低速成分」と言った場合は、図２に
おけるピーク１０または１１を主成分として分布する二次粒子を意味するものとする。な
お、必要がある場合には「二次電子」あるいは「後方散乱電子」の表現を用いる。
【００１５】
　図３は、二次電子（ＳＥ）と後方散乱電子（ＢＳＥ）が対物レンズを通過する際に受け
る磁場の影響を表すシミュレーション結果であって、磁場によるＳＥ２０及びＢＳＥ２１
の回転角と二次粒子の発生箇所における仰角との関係を示す図である。図中、縦軸は回転
角、横軸は二次粒子の発生箇所における仰角に対応する。ＳＥ２０及びＢＳＥ２１２０は
特定の方向を向いて試料から放出されるため、発生位置においては、個々のＳＥ２０及び
ＢＳＥ２１２０とはそれぞれ固有の速度ベクトルを有している。この速度ベクトルは、各
ＳＥ２０及びＢＳＥ２１２０の方位各と仰角と及びエネルギーで表現することができる。
対物レンズが磁界を利用するレンズである場合、ＳＥ２０及びＢＳＥ２１２０は対物レン
ズの磁場内をらせん状に回転しながら通過するが、磁場による回転角は二次粒子のエネル
ギーに依存して変わる。従って、回転の度合いが大きければ、二次粒子が発生位置で持っ
ている方位角の情報は失われ、各二次粒子毎の方位角成分の分別ができなくなる。図３か
ら、発生位置での仰角が同じ場合、ＢＳＥ２１２０よりもＳＥ２０の方が回転角は大きい
ことが分かる。従って、ＳＥ像ではＢＳＥ像よりも陰影コントラストを強調することが困
難である。
【００１６】
　一方、ＢＳＥ２１は、ＳＥに比べて上記仰角に依存して回転角が変化しないために陰影
コントラストを強調することが可能となる。ここで、浅い凹凸、微細異物の観察像のコン
トラストは一般に小さい。陰影がつくように観察すると浅い凹凸に新たにコントラストが
発生し強調することができる。この新たに発生したコントラストが陰影コントラストであ
る。２次粒子の回転角が小さければ、方位各成分に選別することが可能となり陰影コント
ラストは増大する。したがって、発生箇所における仰角成分の広い範囲の高速成分を方位
角成分に選別することにより、陰影コントラストの強調が可能となる。その結果、浅い凹
凸、微細異物等を高感度で検出することができる。
【００１７】
　次に、図４と図５を用いて、二次粒子に含まれる高速成分と低速成分を分離し、かつそ
の分離比率を制御する手法について説明する。
【００１８】
　図４は、二次粒子の高速成分と低速成分の分離が十分でない電子光学系における二次粒
子の軌道を示す図である。簡単のため、電子ビームの光軸３３は試料３２に対して垂直で
あるものとする。試料３２に対向して電磁重畳型対物レンズ３１が設置される。電磁重畳
型対物レンズ３１は、コイル３４と電極３５で構成される。試料３２と電極３５との電位
差は、＋１ｋＶから＋５０ｋＶに保たれる。電磁重畳型対物レンズ３１を挟んで試料３２
と反対側に、左反射板３６と右反射板３７とが設置される。左反射板３６と右反射板３７
の両側には、ＢＳＥ用の左側検出器４２と右側検出器４３とが配置されている。図示され
ていないが、左反射板３６と右反射板３７の上方には、ＳＥ検出用の検出器とが配置され
ている。左反射板３６と右反射板３７には負電位が印加され、電極３５に対する左反射板
３６および右反射板３７の電位差は、０Ｖから－５０ｋＶである。
【００１９】
　一次ビーム照射により発生した二次粒子は、電磁重畳型対物レンズ３１を通過する際に
、電極３５の電界により加速される。この際、二次粒子に含まれるＳＥは、高角・低角成
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分の両方とも、反射板に設けられた開口を通過する。一方、ＢＳＥの低角成分については
、光軸からそれた軌道３９を通過する。ＢＳＥの高角成分については、ＢＳＥがもともと
持っているエネルギーが大きい（つまり速度が大きい）ため、ＸＹ面内方向へ十分移動す
る前に（つまり横方向へは軌道が広がらずに）反射板の開口を通過してしまう。すなわち
、ＢＳＥの高角成分が、本来検出されるべきＢＳＥ検出器４２ないし４３では検出されな
いことになる。ＳＥの低角成分の軌道３８が、ＢＳＥの高角成分の軌道４０と重なってし
まうとＳＥとＢＳＥの分離が不可能となる。
【００２０】
　一方、左反射板３６と右反射板３７に衝突したＢＳＥは、左反射板３６ないし右反射板
３７に衝突して再放出二次電子４１を発生する。再放出二次電子４１は左検出器４２と右
検出器４３で検出されるが、一部の再放出二次電子４１は、電極３５に引き込まれるため
検出されないことがある。
【００２１】
　以上、従来の電子光学系においては、ＢＳＥの仰角の高角成分４０と再放出二次電子４
１の一部が失われた二次粒子が、最終的に各検出器に到達することになる。その結果、左
検出器４２と右検出器４３の信号により形成する画像において、陰影コントラストを強調
することができなくなる。
【００２２】
　図５は、二次粒子の高速成分と低速成分との分離手段、より具体的には、ＳＥとＢＳＥ
の軌道分離手段を備えた電子光学系内における二次粒子軌道を示す図である。図４と機能
が同じ構成要素については説明を省略するが、図５に示される電子光学系においては、Ｓ
ＥとＢＳＥの軌道分離手段として、電磁重畳型対物レンズ５１と２対の左反射板５２と右
反射板５３との間に一次電子ビームの光軸５９を環状に囲むアシスト電極５０が設置され
ている。アシスト電極には、左反射板５２と右反射板５３とほぼ同電位の電圧が印加され
る。好ましくは、左反射板５２と右反射板５３とアシスト電極５０間の電圧差ないし電圧
変動は±１００Ｖ以内に保たれる。アシスト電極５０は、一次ビームの通過する開口を備
えた導体板により構成される。また、ＢＳＥの発生箇所における仰角のうち検出が可能な
範囲の上限は、上記左反射板５２と上記右反射板５３との間の光軸上の穴により制限され
る。ここで、開口の淵にテーパーを設けると、アシスト電極５０による電子ビームへの影
響（開口部の静電レンズ効果）が抑制され、対物レンズによる集束効率を高めることがで
きる。
【００２３】
　一次ビーム照射により発生する二次粒子は、対物レンズ底面の電極により上方（一次電
子ビームの入射方向と逆の方向）へ加速されるが、図５の電子光学系においては、対物レ
ンズを通過した二次粒子に対して、アシスト電極によりＺ方向への減速電界が印加される
。この際、ＢＳＥのＸＹ面内方向の速度成分は減速されない。その結果、ＢＳＥの高角成
分５６は、反射板の開口部に達する前に十分に横方向へ広がり、よってＢＳＥとＳＥの低
角成分・高角成分の軌道とが分離される。同様に、ＢＳＥの低角成分もＺ方向の減速電界
を受け、ＸＹ面内方向に軌道が広がる。従って、反射板へは、ＢＳＥの高角成分とは分離
された状態で到達する。一方、ＳＥのＸＹ面内方向の速度成分は非常に小さいために、反
射板の開口部に達する前に横方向へ広がりにくい。
【００２４】
　なお、ＢＳＥの横方向への広がりは、二次粒子に印加するＺ方向の減速電界の大小によ
り制御できる。従って、反射板の開口を通過するＢＳＥの数は、アシスト電極５０への供
給電圧により制御でき、よって、アシスト電極５０を設けることにより、ＳＥとＢＳＥの
分離比率まで制御可能となる。以上、図５の電子光学系においては、ＢＳＥを左検出器５
７と右検出器５８により検出されるＢＳＥが、図４ではＳＥと重なるために取りこぼして
いた分だけ増加すし、よって陰影コントラストを強調することができる。
　なお、本例では、一対の左反射板５２および右反射板５３を、光軸に対して左右対称に
配置したが、これに限らず、２種類以上の方位角成分に分離して検出するよう構成しても
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よい。また、以上の説明では、対物レンズが電磁重畳型である場合を例にして説明したが
、それ以外の電磁レンズを用いても原理は同じである。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、回路パターンを有する半導体装置等の検査において、陰影コントラス
トの強調された像を取得することが可能となり、浅い凹凸の微細な異物等を高感度に検出
することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（実施例１）
　本実施例では、走査電子顕微鏡への実施例について説明する。
【００２７】
　図６には、第１の実施例である荷電粒子ビーム装置の基本構成を示す。本実施例の荷電
粒子ビーム装置は、真空筺体１２５内に形成された電子光学系、その周囲に配置された電
子光学系制御装置１２４、制御電源１２４に含まれる個々の制御ユニットを制御し、装置
全体を統括制御するホストコンピュータ１２１、制御装置に接続された操作卓１２２、取
得画像を表示されるモニタを備える表示手段１２３などにより構成される。電子光学系制
御装置１２４は、電子光学系の各構成要素に電流、電圧を供給するための電源ユニットや
、各構成要素に対して制御信号を伝送するための信号制御線などにより構成される。
【００２８】
　電子光学系は、電子ビーム（一次荷電粒子ビーム）１００を生成する電子銃１０１、電
子ビーム１００を偏向する偏向器１０２、電子ビーム１００を集束する電磁重畳型対物レ
ンズ１０３、ステージ１０５上に保持された試料１０４から放出される二次粒子（二次粒
子）を集束発散するアシスト電極１０６、二次粒子が衝突するための反射部材、当該衝突
により再放出される副次粒子（三次粒子）を検出する左検出器１１０と右検出器１１１と
中央検出器１１２などにより構成される。アシスト電極１０６は、電磁重畳型対物レンズ
１０３の上面とほぼ一致する位置に配置されている。また、上記の反射部材は、対物レン
ズ１０３と走査偏向器１０２の間に配置される下段側反射部材と、電子銃１０１と走査偏
向器１０２との間に配置される上段側反射部材とに分かれており、下段側反射部材は、円
錐形状の金属部材により構成され、その円錐面には、二次粒子が衝突するための左衝突面
１０７と右衝突面１０８とが形成されている。上段側反射部材は、一次ビームの通過開口
が形成された円盤状の金属部材により構成され、その底面が二次粒子反射面１０９を形成
している。
【００２９】
　電子銃１０１から放出された電子ビーム１００は、引き出し電極と加速電極（いずれも
図示しないが、電子銃の構成要素）との間に形成される電位差により加速され、電磁重畳
型対物レンズ１０３に達する。電磁重畳型対物レンズ１０３の下部電極には、電極電源１
１３によって、上記加速電極の電位に対する電位差が正になるような電位が供給されてお
り、電子ビーム１００は、加速電極と下部電極との間の電位差によって加速された状態で
、下部電極を通過する。一方、ステージ１０５には、ステージ電源１１４によって、下部
電極との電位差が負になるような電位が印加されており、下部電極を通過した電子ビーム
１００は、急激に減速され、一次ビームとして試料表面に達する。一次ビーム照射により
発生した二次粒子は、極性が負であるため、試料表面と下部電極との間の電位差によって
加速され、電磁重畳型対物レンズ１０３の上面に達する。
【００３０】
　アシスト電極１０６の近傍には、アシスト電極電源１１５から印加される電位により、
二次粒子のＺ方向への減速電界が形成されている。これにより、アシスト電極１０６を通
過する二次粒子に含まれる高速成分（ＢＳＥ）は、低速成分とは軌道分離され、反射部材
の左衝突面１０７ないし右衝突面１０８とに衝突する。左衝突面１０７ないし右衝突面１
０８には、二次粒子の高速成分の衝突により発生する三次粒子を、左検出器１１０ないし
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右検出器１１１に誘導するための電界形成用の電位が、左電源１１６と右電源１１７から
電位がそれぞれ供給される。更に、上記左検出器１１０と上記右検出器１１１とには、誘
導されたＢＳＥを検出器に取り込むための電界形成用電位が、左取り込み電源１１８と右
取り込み電源１１９がそれぞれ供給される。
【００３１】
　ＢＳＥ（厳密には、二次粒子の高速成分）が分離された二次粒子は、上段側反射部材に
到達し、二次粒子衝突面１０９と衝突して三次粒子を発生する。上段側反射部材の側方に
配置された中央検出器１１２の本体には、中央取り込み電源１２０により引き込み電界が
形成されており、上記再放出された三次粒子を強力な電界で検出器内に取り込む。
【００３２】
　以上説明した基本構成により、二次粒子の高速成分について、高仰角成分と低仰角成分
とを弁別検出し、コントラストを強調させた陰影像の取得を上記左検出器と上記右検出器
で可能にする。
【００３３】
　次に、アシスト電極１０６に供給する電位の制御方法について説明する。本実施例の走
査電子顕微鏡は、試料表面の凹凸強調像を表示する動作モード（観察モード）と試料表面
の材料の相違に起因するコントラストを強調した画像を表示する動作モード（検査モード
）の２つの動作モードで動作できるようになっている。
【００３４】
　表示手段１２３の表示画面には、常に、「検査モード」／「観察モード」の２つの切り
替えボタンと「帯電除去」というボタンが表示されており、装置ユーザは、操作卓１２２
を介していずれかのボタンを選択できるようになっている。ホストコンピュータ１２１に
は、各動作モードに応じた、アシスト電極１０６及び対物レンズ下部電極に印加されるべ
き電圧の情報が格納されている。図７には、動作モードに対応する供給電圧を格納したデ
ータテーブルを用いて、各動作モードの制御を行った構成例について示す。図７に示され
たデータテーブルには、各動作モードに対応する引数の情報が格納されたビームモード切
替条件フィールドと、アシスト電極１０６および対物レンズ下部電極への印加電圧を格納
した電圧設定値フィールドにより構成される。ビームモード切替条件フィールドは、更に
大分類フィールドと小分類フィールドに別れ、それぞれ「検査モード」、「観察モード」
、「通常モード」、「帯電モード」に対応する引数の情報が格納されている。「電圧設定
値フィールド」には、大分類フィールドと小分類フィールドに格納された引数情報の組合
せにより構成される各条件に対応するアシスト電極１０６および対物レンズ下部電極への
印加電圧値が格納されている。
【００３５】
　装置ユーザが、「検査モード」のボタンを選択すると、ホストコンピュータ１２１が、
電子光学系制御装置１２４内の信号接続を制御して、中央検出器１１２の検出信号を読み
出す。ホストコンピュータ１２１は、画像演算ユニットを備えており、中央検出器１１２
の検出信号をもとに、二次粒子の低速成分像を形成する。形成された画像は、表示手段１
２３に表示される。装置ユーザが、「観測モード」を選択した場合には、ホストコンピュ
ータ１２１は、左検出器１１０または右検出器１１１の検出信号を読み出して画像形成処
理を実行し、二次粒子の高速成分像を表示する。また、試料が帯電している場合、表示画
像に輝度斑（シェーディング）が現れることがある。シェーディングは、環状検出器の配
置が二次粒子の軌道に対して軸対称からずれることにより発生する。一方、本実施例の装
置構成では、二次粒子の方位角選別のために、二次粒子検出器を一次電子ビーム光軸に対
して軸対称に配置している。試料の帯電により、二次粒子軌道の光軸が、検出器の中心軸
から、相対的にずれる場合があり、そのような場合にシェーディングが発生する。
【００３６】
　シェーディング発生時には、装置動作を帯電除去モードに切り替えることにより、シェ
ーディングを除去することができる。装置ユーザが「帯電除去」ボタンを押すと、アシス
ト電極１０６および対物レンズ下部電極への印加電圧が、図７に従って再設定される。こ
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れにより、試料の帯電状態に応じた二次粒子検出条件が実現され、シェーディングの除去
された画像を得ることができる。
【００３７】
　以上説明した構成は、本実施例を実現する荷電粒子ビーム装置の最小構成である。例え
ば、電子ビームの集束を助けるコンデンサレンズやビーム電流を測定するファラデーカッ
プなどを設けても本実施例の機能を達成することができる。また、上記偏向器は、一般に
静電型と電磁型のタイプがある。二次粒子放出の発生箇所における方位角を複数に選別し
て検出するために、左反射板と右反射板を複数に分割し、それぞれの反射板に対して新規
の検出器を設けることも可能である。
【００３８】
　電子銃１０１と二次粒子反射面１０９の間にコンデンサレンズを設けることにより、電
子ビームの集束を助けることができる。さらにコンデンサレンズを２段として、その間に
電流制限絞りを設けると、ビーム電流と対物レンズでのビームの開きを独立に制御できる
ようになり電子ビームの集束を助けることができる。
【００３９】
　図８には、本実施例の効果を示すため、左検出器１１０で検出される二次粒子の仰角成
分のエネルギー分布を、アシスト電極がある場合とない場合とで対比して示した。図の縦
軸は、左反射板に衝突する二次粒子の仰角成分であり、０度から９０度まである。横軸は
二次電子のエネルギーであり、０から一次電子ビームの照射エネルギー（Ｖｐ）まである
。図中、打点によるハッチングを付した部分が、左反射板にあたる二次粒子に相当する。
また、横線によるハッチングを付した部分が本実施例で言う「二次粒子の低速成分」に相
当するエネルギーの範囲、ＶＣＦが、「二次粒子の高速成分」の低エネルギー側の裾にそ
れぞれ相当する。
【００４０】
　アシスト電極が無い場合（図８(a)）、ＶＣＦが、低速成分領域内に存在しており、本
来上段側検出器で検出されるべき低エネルギーの二次粒子が、下段側検出器で検出されて
いることが分かる。一方、アシスト電極がある場合（図８(b)）では、ＶＣＦが、低速成
分領域とは離れた場所に存在しており、下段側検出器で検出された二次粒子には、低速成
分の混入が無いことが分かる。
【００４１】
　以上、本実施例で説明した構成により、二次粒子の高速成分と低速成分との分離の程度
が従来よりも高い電子光学系が実現され、その効果は、走査電子顕微鏡を応用した欠陥検
査装置や測長装置に適用した場合に特に大きい。
【００４２】
　（実施例２）
　図９は、第２の実施例である荷電粒子ビーム装置の基本構成を示す。本実施例の荷電粒
子ビーム装置は、反射部材を持たない構成であって、実施例１で説明した装置構成に比べ
て、単純な構成で同じ機能を実現することを目的としたものである。以下、図９に従って
装置の各構成を説明するが、動作・機能あるいは配置などが同じ構成要素については説明
を省略する。
【００４３】
　本実施例の荷電粒子ビーム装置は、真空筺体１７０内に形成された電子光学系、電子光
学系制御装置１６９、装置全体を統括制御するホストコンピュータ１６６、制御装置に接
続された操作卓１６７、取得画像を表示されるモニタを備える表示手段１６８、ステージ
１５５などにより構成される。電子光学系制御装置１６９は、電子光学系の各構成要素に
電流、電圧を供給するための電源ユニットや、各構成要素に対して制御信号を伝送するた
めの信号制御線などを含む。電子光学系は、電子ビーム１５０を生成する電子銃１５１、
試料１５４上に電子ビームを走査する走査偏向器１５２、電磁重畳型対物レンズ１５３、
試料１５４から放出される二次粒子を集束発散するアシスト電極１５６、二次粒子が衝突
する左検出器１５７と右検出器１５８と中央検出器１５９とにより構成される。
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【００４４】
　電磁重畳型対物レンズ１５３は、一次ビーム光軸に磁界を漏洩させる為の磁極と、磁極
に磁界を発生させるための励磁コイル、対物レンズ底面に配置された下部電極とを備える
。電極電源１６０から下部電極に電位が供給され、その結果発生する電界により電子ビー
ム１５０と二次粒子が加速される。ステージ１５５には、ステージ電源１６１からリター
ディング電位が供給され、当該電位により二次粒子が加速される。アシスト電極電源１６
２は、アシスト電極１５６にＢＳＥ減速電界形成用の電位を供給する。左検出器１５７と
右検出器１５８と中央検出器１５９では、左取り込み電源１６３と右取り込み電源１６４
と中央取り込み電源１６５により、二次粒子をそれぞれの検出器内に取り込む。本実施例
の装置は、反射部材を持たないため、実施例１の装置における左衝突面１０７と右衝突面
１０８がない。よって実施例１の装置と比較して、左検出器１５７と右検出器１５８の電
位が相対的に高くなりやすいため、実施例１の装置よりもアシスト電極１５６の電位の絶
対値を高くする必要がある。
【００４５】
　かかる基本構成により、二次粒子放出の発生箇所における速度成分と方位角を選別して
検出し、コントラストを強調させた陰影像の取得を上記左検出器と上記右検出器で可能に
する。
【００４６】
　上記基本構成は、本実施例を実現する荷電粒子ビーム装置の最小構成である。例えば、
電子ビームの集束を助けるコンデンサレンズやビーム電流を測定するファラデーカップな
どを設けても、本実施例の機能を達成することができる。また、上記偏向器は電磁型より
も静電型のタイプの方が使いやすい。これは、静電型は小型であることと二次粒子の軌道
への影響が少ないために検出器をスペースのある電子銃側に配置しやすい。二次粒子放出
の発生箇所における方位角を複数に選別して検出するために、左検出器と右検出器を複数
の検出器に分割しなおすことも可能である。
【００４７】
　（実施例３）
　図１０に、本実施例の第３の実施例である荷電粒子ビーム装置の基本構成を示す。本実
施例の荷電粒子ビーム装置は、反射部材に加えてＥ×Ｂ偏向器を供え、かつＳＥとＢＳＥ
との軌道分離手段として、アシスト電極に換えて磁極を用いた装置構成である。以下、図
１０に従って装置の各構成を説明するが、動作・機能あるいは配置などが実施例１と同じ
構成要素については説明を省略する。
【００４８】
　本実施例の荷電粒子ビーム装置は、真空筺体２２５内に形成された電子光学系、電子光
学系制御装置２２４、装置全体を統括制御するホストコンピュータ２２１、制御装置に接
続された操作卓２２２、取得画像を表示されるモニタを備える表示手段２２３、ステージ
２０５などにより構成される。電子光学系制御装置２２４は、電子光学系の各構成要素に
電流、電圧を供給するための電源ユニットや、各構成要素に対して制御信号を伝送するた
めの信号制御線などを含む。電子光学系は、一次電子ビーム２００を生成する電子銃２０
１、一次ビーム照射により発生する二次粒子を一次ビーム光軸から分離するＥ×Ｂ偏向器
（ウィーンフィルタ）２０２、電磁重畳型対物レンズ２０３、電磁重畳型対物レンズ２０
３の下部電極とＥ×Ｂ偏向器２０２の間に配置されたアシスト磁場印加装置２０６、二次
粒子が衝突する左衝突面２０７と右衝突面２０８を備えた一段目反射部材、当該反射部材
に衝突する二次粒子によって発生する三次粒子を検出する左検出器２１０と右検出器２１
１を備えた下段側検出器、一段目反射部材と電子銃との間に配置される二段目反射部材２
０９、上段側検出器２１２とにより構成される。なお、図示されてはいないが、図１０の
電子光学系は、一次ビーム２００を走査するための走査偏向器も備えている。
【００４９】
　一段目反射部材の左衝突面２０７と右衝突面２０８には、左電源２１６及び右電源２１
７から、三次粒子の誘導電界形成用の電力が供給される。上段側検出器、下段側検出器に
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は、左取り込み電源２１８、右取り込み電源２１９および中央取り込み電源２２０から、
三次粒子取り込み用の電界形成用の電力が供給される。
【００５０】
　電磁重畳型対物レンズ２０３の下部電極には、電極電源２１３により電子ビーム２００
と二次粒子の加速電界形成用電力が供給される。ステージ２０５には、ステージ電源２１
４によりリターディング電界形成用電力が供給される。
アシスト磁場印加装置２０６は、軟磁性材料の磁極とコイルにより構成されており、コイ
ルの励磁電流がアシスト磁場電源２１５から供給されている。左右の磁極から発生する磁
界によりＢＳＥを曲げて、ＳＥとの軌道分離を実現する。磁界を用いることにより、直接
ＸＹ面内方向の速度成分を加速することが可能となり、ＳＥとの軌道分離が効率的になる
。
【００５１】
　かかる基本構成により、二次粒子放出の発生箇所における速度成分と方位角を選別して
検出し、コントラストを強調させた陰影像の取得を左検出器２１０と右検出器２１１で可
能にする。
【００５２】
　（実施例４）
　本実施例は、欠陥レビュー用の検査装置の構成例について説明する。欠陥レビュー装置
においては、試料の帯電により発生するシェーディングが問題となる場合が多い。そこで
本実施例では、初めにシェーディングの発生原因について説明する。
【００５３】
　まず、図１１を用いて、試料の帯電とシェーディングの関係について説明する。図１１
は、電流量を一定にした電子ビームを絶縁物試料に対して照射した場合の、試料の帯電量
を示す図である。縦軸は電磁重畳型対物レンズ内の下部電極の電圧Ｖｂ（ｋＶ）、横軸は
電子ビームの走査範囲の長さＦＯＶ（μｍ）である。帯電量は等高線９３の高さで示す。
電磁重畳型対物レンズにおいては、電極の電圧が高いほど分解能が向上するが、帯電量は
増大する。帯電量が増大すると、試料の破壊、二次電子の軌道ずれに起因するシェーディ
ングなどの問題が発生する。このような問題を回避するためには、電磁重畳型対物レンズ
内の電極電圧を適宜制御する必要がある。対物レンズ内の電極電圧が変化すると二次電子
の軌道も変化するので、陰影像のコントラストを落とさないためには、対物レンズ内の電
極電圧制御と同時に、軌道分離手段の制御も行う必要がある。
【００５４】
　次に、図１２を用いて、陰影像のコントラストを落とさないために必要な仰角成分につ
いて、定性的に説明する。図１２は、陰影コントラストの傾斜角度依存性を示す図である
。縦軸は、規格化した陰影コントラストであり、試料表面の傾斜角度５（図１）により平
坦な試料表面との間に生じる陰影コントラストを電子ビームの観察像中に含まれるノイズ
で規格化したものである。横軸は、異物などの凹凸により生じた二次電子の発生箇所にお
ける試料表面の傾斜角度５である。凡例７０は、ＢＳＥの発生箇所における仰角のうち検
出が可能な上限値を示す。上記上限値が７０度の曲線７１は、７０度未満の曲線に比べて
相対的に陰影コントラストが強い。一方、上記上限値が７０度以上の曲線は、図中全域で
ほぼ重なっている。したがって、ＢＳＥの仰角成分のうち９０度から７０度の成分がＳＥ
の軌道と重なり、残りの７０度から０度の成分を検出することにより、すべてのＢＳＥを
左右分別検出する場合の陰影コントラストとほぼ同等の強度を得ることができる。
【００５５】
　次に、図１３及び図１４を用いて、本実施例の欠陥レビュー検査装置の電子光学形の名
部構成と全体構成について説明する。本実施例の荷電粒子ビーム装置は、真空筺体３２８
内に形成された電子光学系、その周囲に配置された電子光学系制御装置３２７、電子光学
系制御装置３２７に含まれる個々の制御ユニットや電源ユニットを制御し、装置全体を統
括制御する情報処理装置３２４、制御装置に接続された操作卓３２５、取得画像を表示さ
れるモニタを備える表示手段３２６、試料３０４を保持するステージ３０５などにより構
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成される。電子光学系制御装置３２７は、電子光学系の各構成要素に電流、電圧を供給す
るための電源ユニットや、各構成要素に対して制御信号を伝送するための信号制御線など
により構成される。
【００５６】
　電子光学系は、一次電子ビーム３００を生成する電子銃３０１、一次ビーム照射により
発生する二次粒子を一次ビーム光軸から分離するＥ×Ｂ偏向器（ウィーンフィルタ）３０
２、電子ビーム３００を集束する電磁重畳型対物レンズ３０３、電磁重畳型対物レンズ３
０３の上面とほぼ一致する位置に配置されたアシスト電極３０６、二次粒子が衝突するた
めの第一反射部材、当該衝突により再放出される副次粒子（三次粒子）を検出する左検出
器１１０と左検出器３１０と右検出器３１１、第一反射部材の上段側（電子源側）に設け
られた第二反射部材３０９、当該第二反射部材に衝突した二次粒子により生成される副次
粒子（三次粒子）を検出する中央検出器３１２、第１コンデンサレンズ３１３と第２コン
デンサレンズ３１４とビーム制限絞り３１５とスティグマ３２９とアライナ３３０、電磁
重畳型対物レンズ３０３の下部電極への電圧供給用電源３１６、試料台にリターディング
電位を供給するリターディング電源３１７、アシスト電極電源３１８、各検出器に二次粒
子の誘導電界を形成する電力を供給する左電源３１９及び右電源３２０、左取り込み電源
３２１と右取り込み電源３２２と中央取り込み電源３２３などにより構成される。電子銃
としては、拡散補給型電子源、冷電界放出型電子源あるいは熱電子放出型電子源などを用
いることができる。上記の第一反射部材は円錐形状の金属部材により構成され、その円錐
面には、二次粒子が衝突するための左衝突面３０７と右衝突面３０８とが形成されている
。また、第二反射部材は、一次ビームの通過開口が形成された円盤状の金属部材により構
成され、その底面が二次粒子反射面３０９を形成する。反射部材を複数に分割し、分割さ
れた複数の反射部材に応じて検出器を設けることも可能である。これにより、二次粒子の
方位角をより細かく弁別することができる。また、第１コンデンサレンズ３１３と第２コ
ンデンサレンズ３１４とビーム制限絞り３１５により、ビーム電流を切り替えることがで
きる。本実施例ではＥ×Ｂ偏向器（ウィーンフィルタ）３０２を搭載することにより、二
次粒子を効率的に収集することがきる。さらに、第１コンデンサレンズ３１３と第２コン
デンサレンズ３１４の間にビーム制限絞り３１５を設けることにより、ビーム電流の制御
と電磁重畳型対物レンズ３０３での一次電子ビーム３００の広がりの制御を独立に制御す
ることができる。その結果、本実施例の装置は、他実施例の装置と比較して、各ビーム電
流で最も効率よく一次電子ビーム３００を集束することできる。
【００５７】
　図１４には、本実施例の欠陥レビューシステムの全体構成を示した。本実施例の欠陥レ
ビューシステムは、情報処理装置３２４、表示手段３２６の他、被検査試料である試料基
板に対して荷電粒子ビーム装置を照射して二次粒子信号あるいは二次粒子信号に起因する
二次元強度分布データを検出する電子光学カラム３５１、試料基板を格納する試料室、当
該試料室内に試料基板を搬送・搬出するための予備室３５２、格納する試料基板ケース、
試料基板ケースから予備室に試料基板を搬送するためのロボット３５３、などを備え、試
料室内の試料基板を自動的に交換することができる。
【００５８】
　制御装置５００は、表示制御部５０１、電子顕微鏡の各構成ユニットの制御を実行する
電子顕微鏡制御部５０２、表示制御部５０１で処理される各種表示用データの演算処理を
行なう表示データ演算部５０３などの機能ブロックにより構成される。
【００５９】
　電子顕微鏡制御部５０２は、更にビーム走査制御部、カラム制御部、ステージ制御部、
真空ポンプ制御部、ロボット制御部などの複数の機能ブロックにより構成されている。ビ
ーム走査制御部は、電子光学カラムのビーム走査を制御し信号を取得する。また、ビーム
走査制御部とカラム制御部とステージ制御部とは、同期を取りながら並行して制御を検査
完了まで実行する。表示データ演算部５０３は、レシピ画面のＧＵＩ処理などを実行する
レシピ制御部、欠陥部の高解像度観察像形成処理、欠陥・異物の抽出、欠陥分類あるいは
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その他の検査処理を、画像比較や画像解析などの演算処理により実行する画像処理部、画
像処理部での欠陥座標抽出処理あるいは他の検査装置から得られた欠陥位置情報を基に一
次電子ビームの照射位置を決定し、ステージ制御部に伝送する欠陥座標制御部などにより
構成される。以上の機能ブロックは、制御装置５００内に設けられた演算手段と、当該演
算手段で実行されるソフトウェアと、当該ソフトウェアを格納する記憶手段と、制御命令
を発信する手段、および信号を受信する手段により実現される。
【００６０】
　装置オペレータは、表示制御部を通してレシピ制御部に検査システムの検査レシピを登
録する。レシピ制御部は検査レシピに基づき、表示制御部、画像処理部、欠陥座標制御部
、ビーム走査制御部、カラム制御部、ステージ制御部、真空ポンプ制御部、ロボット制御
部と高速に通信をおこなう。ビーム走査制御部、カラム制御部、ステージ制御部、真空ポ
ンプ制御部、ロボット制御部は、荷電粒子ビーム制御装置との間で制御や信号の通信を行
う。表示手段３２６に設けられた表示画面には、形成画像、観察倍率の切り替えボタン、
ビームモードの切り替えボタン、検査レシピ、欠陥の分類結果等の情報が表示される。こ
れにより、オペレータは観察倍率とビームモードとを選択できる。ここで、ビームモード
とは、検査モードおよび観測モード（後述）、これらに付随する通常モード及び帯電除去
モードにおける一次電子ビーム照射の設定条件のことである。また、上記検査レシピは、
検査の目的に合わせて適切に選別・構成される。図１４には、検査レシピの設定項目とし
て、欠陥マップ表示ボタン、検出モード／観察モードの切り替えボタン、分類マップ表示
ボタンが表示画面上に表示された例を示した。ここで、検出モード／観察モードとは、欠
陥・異物の検出に用いる観察像を取得する際の電子光学カラムの動作モードと、欠陥・異
物の詳細な観察像を取得する際の電子光学カラムの動作モードのことである。これにより
、オペレータは簡便に検査レシピを選択し、レシピ制御部に設定を登録することができる
。更にまた、上記表示画面には、欠陥の分類結果が表示され、表示された欠陥画像と分類
結果とを対比してオペレータが目視確認できるようになっている。
【００６１】
　検査レシピに基づき検査が終了すると、試料基板は予備室に搬送され、更に、ロボット
により予備室からケースに搬送する。必要な場合は、次の試料基板の搬送が開始される。
上記検査レシピ、取得された観察画像データ及び上記分類結果は、情報処理装置３２４内
の記憶手段に格納され、必要に応じて、検査データとして出力される。
【００６２】
　図１５(Ａ)には、各ビームモードでの電子光学系の各構成要素に対する電源制御値を示
す電源制御テーブルである。ここで、電源設定値のＶｓｔ、Ｖｂ、Ｖｃ、Ｖｒｅ、Ｖｓｃ
は、それぞれ、リターディング電源３１７（Ｖｓｔ）、下部電極電源３１６（Ｖｂ）、ア
シスト電極電源３１８（Ｖｃ）、左右の反射部材用電源３１９，３２０（Ｖｒｅ）と左右
の取り込み電源３２１，３２２（Ｖｓｃ）及び中央取り込み電源３２３（Ｖｓｃ）から供
給される制御電圧値である。上記電源制御テーブルは情報処理装置３２４内に格納される
。装置オペレータが、画面上に表示されたビームモード切替ボタンないしは操作卓３２５
を介してビームモードを選択すると、情報処理装置３２４内の演算手段が上記電源制御テ
ーブルを参照し、対応する電源制御値を読み出す。読み出された制御電圧値は、電子光学
系制御装置３２７に伝送され、それに従って各電源ユニットが制御される。帯電が顕著な
場合は、帯電モードが選択される。特に、検査モードでの低倍観察（走査範囲が約１０μ
ｍ以上になるような倍率）では、観察モードに比べて帯電電位が高くなりやすいため、帯
電モードが使用される場合が多い。
【００６３】
　図１５(Ｂ)は、各ビームモードに対応した電子光学系のレンズ設定値が格納されたレン
ズ設定テーブルである。電源制御テーブルと同様、情報処理装置３２４内の記憶手段に格
納されており、ビームモード切り替え時に、演算手段によって参照され、対物レンズ、ス
ティグマ、アライナの各制御電流値が読み出される。シェーディング発生時の除電モード
では、ＶｓｔとＶｂ間の電位差を小さくし、ＶｃとＶｒｅ間の電位差も小さく設定すると
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良い。読み出された制御電流値は、電子光学系制御装置３２７に伝送され、それに従って
光学系の各構成要素が制御される。
【００６４】
　以上詳述したように、本実施例の欠陥レビュー装置によれば、回路パターンを有する半
導体装置等の検査において、陰影コントラストの強調された像を取得することが可能とな
り、浅い凹凸の微細な異物等を高感度に検出することが可能となる。それにより、画質確
保のための画像積算回数が減り、よって、欠陥検出精度を落とさずに高速な欠陥検出、欠
陥レビューが実現される。更には、欠陥分類の精度も向上し、欠陥の原因特定も容易とな
る。また、本実施例では、電子ビームを用いた欠陥レビュー装置を例にとって説明してき
たが、イオンビーム等の荷電粒子ビーム一般を用いた荷電粒子ビーム応用装置に適用して
も有効である。
【００６５】
　（実施例５）
　本実施例では、図１３に示した電子光学系の変形例について説明する。図１６に、本実
施例の第５の実施例である荷電粒子ビーム装置の基本構成を示す。なお、以下の説明にお
いて、図１３の構成と共通する機能・動作については説明を省略する。
【００６６】
　本実施例の荷電粒子ビーム装置は、電子ビーム４００を生成する電子銃４０１、電子ビ
ーム４００を偏向する偏向器４０２、電子ビーム４００を集束する第１コンデンサレンズ
４２１と第２コンデンサレンズ４２２と電磁重畳型対物レンズ４０３、試料４０４を移動
させるステージ４０５、試料４０４から放出される二次電子を集束発散するアシスト電極
４０６、二次電子が衝突する左反射板４０７と右反射板４０８と中央反射板４０９、上記
衝突により再放出される二次電子を検出する左検出器４１０と右検出器４１１と中央検出
器４１２、第１コンデンサレンズ４２１と第２コンデンサレンズ４２２とにより構成され
る。
【００６７】
　電磁重畳型対物レンズ４０３では、電極電源４１３により電子ビーム４００と二次電子
を加速する。ステージ４０５では、ステージ電源４１４により電子ビーム４００を減速し
二次電子を加速する。アシスト電極４０６では、アシスト電極電源４１５により上記二次
電子を集束発散する。左反射板４０７では、左電源４１６により上記再放出される２次電
子を左検出器４１０に誘導し、右反射板４０８では、右電源４１７により上記右検出器４
１１に誘導する。左検出器４１０と右検出器４１１と中央検出器４１２では、左取り込み
電源４１８と右取り込み電源４１９と中央取り込み電源４２０により上記再放出される二
次電子を強力な電界でそれぞれの検出器内に取り込む。
【００６８】
　かかる基本構成により、二次電子放出の発生箇所における速度成分と方位角を選別して
検出し、コントラストを強調させた陰影像の取得を上記左検出器と上記右検出器で可能に
する。本実施例では第１コンデンサレンズ４２１と第２コンデンサレンズ４２２の間に中
央反射板４０９を設けることにより、ビーム電流の制御のためのビーム制限絞りを兼ねる
ことができる。その結果、電子ビーム４００が通過する微細穴を１つ削減でき、各ビーム
電流で最も効率よく一次電子ビーム３００を集束することできる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】陰影像が発生する原理について説明する基本原理図。
【図２】二次粒子の放出密度の二次粒子エネルギー依存性を示す図。
【図３】回転角の二次粒子の発生箇所における仰角依存性を示す図。
【図４】電磁重畳型対物レンズを備えた電子光学カラム内での二次粒子軌道を示す図。
【図５】アシスト電極を搭載した電子光学カラム内での二次粒子軌道を示す図。
【図６】実施例１の電子線応用装置の内部構成を示す図。
【図７】アシスト電極電源と対物レンズ下部電極制御電源の電源制御テーブルの構成図。
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【図８】アシスト電極の効果を示す図。
【図９】実施例２の電子線応用装置の内部構成を示す図。
【図１０】実施例３の電子線応用装置の内部構成を示す図。
【図１１】一次ビーム走査範囲と対物下部電極の印加電圧と試料の帯電量との相関図。
【図１２】陰影コントラスト／ノイズ比の試料表面の傾斜角度依存性を示す図。
【図１３】実施例４の欠陥レビュー装置に搭載される走査電子顕微鏡の内部構成図。
【図１４】実施例４の欠陥レビュー装置の全体構成図。
【図１５】実施例４の電源制御テーブルとレンズ制御テーブルの構成図。
【図１６】実施例５の電子線応用装置の内部構成図。
【符号の説明】
【００７０】
　１…凹凸、２…電子ビーム２、３…二次電子、４…検出器、５…傾斜角度、６…仰角成
分、７…陰影像、３１…電磁重畳型対物レンズ、３２…試料、３３…光軸、３４…コイル
、３５…電極、３６…左反射板、３７…右反射板、３８…ＳＥの発生箇所における仰角の
低角成分の軌道、３９…ＢＳＥの低角成分の軌道、４０…ＢＳＥの仰角の高角成分の軌道
、４１…再放出二次電子、４２…左検出器、４３…右検出器、５０…アシスト電極、５１
…電磁重畳型対物レンズ、５２…左反射板、５３…右反射板、５４…ＳＥの発生箇所にお
ける仰角の低角成分の軌道、５５…ＢＳＥの低角成分の軌道、５６…ＢＳＥの高角成分の
軌道、５７…左検出器、５８…右検出器、５９…電子ビームの光軸、８０…陰影像検出器
、８１…ＳＥ像検出器、８２…電磁重畳型対物レンズ、８３…左反射板、８４…左反射板
、８５…ＢＳＥ、８６…ＳＥ、８７…電子ビームの光軸、８８…ＳＥ反射板、８９…再放
出二次電子、１００、１５０、２００、３００、４００…電子ビーム、１０１、１５１、
２０１、３０１、４０１…電子銃、１０２、１５２、２０２、３０２、４０２…走査偏向
器、１０３、１５３、２０３、３０３、４０３…電磁重畳型対物レンズ、１０４、１５４
、２０４、３０４、４０４…試料、１０５、１５５、２０５、３０５、４０５…ステージ
、１０６、１５６、２０６、３０６、４０６…アシスト電極、１０７、２０７、３０７、
４０７…左反射板、１０８、２０８、３０８、４０８…右反射板、１０９、２０９、３０
９、４０９…中央反射板、１１０、１５７、２１０、３１０、４１０…左検出器、１１１
、１５８、２１１、３１１、４１１…右検出器、１１２、１５９、２１２、３１２、４１
２…中央検出器、１１３、１６０、２１３、３１６、４１３…電極電源、１１４、１６１
、２１４、３１７、４１４…ステージ電源、１１５、１６２、２１５、３１８、４１５…
アシスト電極電源、１１６、２１６、３１９、４１６…左電源、１１７、２１７、３２０
、４１７…右電源、１１８、１６３、２１８、３２１、４１８…左取り込み電源、１１９
、１６４、２１９、３２２、４１９…右取り込み電源、１２０、１６５、２２０、３２３
、４２０…中央取り込み電源、１２１、１６６、２２１、３２４、４２３、５００…制御
装置、１２２、１６７、２２２、３２５，４２４…表示画面、１２３、１６８、２２３、
３２６、４２５…入力システム、３１３、４２１…第１コンデンサレンズ、３１４、４２
２…第２コンデンサレンズ、３１５…ビーム制限絞り。３２９…スティグマ、３３０…ア
ライナ、３５１…電子光学カラム、３５２…予備室、３５３…ロボット、５０１…表示制
御部、５０２…電子顕微鏡制御部、５０３…表示データ演算部。
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