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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次イオン・ビームを発生するイオン・ビーム・カラムと、
　静電偏向器と磁気対物レンズを有し、前記静電偏向器を使用して焦点を変化させること
によりエネルギー放散が時間的に略一定である電子ビーム・カラムと、
　を備える二重ビーム装置であって、
　前記一次イオン・ビームによって発生した二次電子を収集する二次電子収集デバイスを
さらに備え、
　前記電子ビーム・カラムの磁界が二次電子を前記二次電子収集デバイスへ操縦すること
を助けるように前記二次電子収集デバイスが配置されている二重ビーム装置。
【請求項２】
　荷電中和電子を提供する電子銃をさらに備え、
　前記電子銃は、前記電子ビーム・カラムの磁界が、合焦された前記イオン・ビーム・カ
ラムの目標点に向けて、前記荷電中和電子を加速するように、配置と向きが設定され、
　前記電子銃は、前記荷電中和電子の通路を調節して前記電子ビーム・カラムの磁界の変
化による影響を補正するための操縦電極を有する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記電子銃が、電子ビームを合焦し操縦する４個の電極要素を有する請求項２に記載の
装置。
【請求項４】
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　合焦した前記イオン・ビーム・カラムが、単一同位元素のガリウム・イオン源を有する
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記イオン・ビーム・カラムが、集束したイオン・ビーム・カラムである請求項１に記
載の装置。
【請求項６】
　前記イオン・ビーム・カラムが、成形したイオン・ビーム・カラムである請求項１に記
載の装置。
【請求項７】
　前記イオン・ビーム・カラムが、磁気浸漬対物レンズおよび静電偏向器を有する請求項
１に記載の装置。
【請求項８】
　前記イオン・ビーム・カラムおよび前記電子ビーム・カラムがその上に搭載される浮遊
部分と、
　前記浮遊部分に搭載されるエアロックと、
　固定部分の上に搭載されたロボット搬送腕と、
　前記浮遊部分が上昇するときに、嵌合表面が前記浮遊部分を前記固定部分に位置決めし
て前記ロボット搬送腕が試料を前記エアロックへ、あるいは、前記エアロックから移動可
能なように前記嵌合表面が配向された、前記固定部分上の第１の嵌合い構造および前記浮
遊部分上の第２の嵌合い構造と、
　前記浮遊部分を上昇させ、前記固定部分に位置決めして合体させる手段とをさらに含む
請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記磁気対物レンズは、水で冷却される請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　焦点を変化させたときに、前記磁気対物レンズに流れる電流が実質的に一定に保たれる
請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記イオン・ビーム・カラムがイオンの衝突点を有し、前記電子ビーム・カラムが電子
の衝突点を有し、前記イオンの衝突点および前記電子の衝突点がオフセットされており、
試料上の目標点を前記二つの衝突点の間で正確に移動させる移動可能な台をさらに備える
請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記目標点が複数の前記二つの衝突点の間で移動したときに、前記試料の表面の高さの
変化を検出し、前記試料に合焦するように前記台を上昇あるいは降下させる高さセンサを
さらに備える請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記イオン・ビーム・カラムおよび前記電子ビーム・カラムが搭載されたターレットを
さらに含み、
　前記ターレットは、構成要素を搭載可能な複数の開口部を有し、
　前記開口部は、不使用時に封止可能である請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ターレットに搭載されたガス注入装置をさらに備える請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記電子銃は非磁性材料からなる請求項２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記電子ビーム・カラムは、第１の垂直面に配置され、前記電子銃は第２の垂直面に配
置されており、下方から見て前記第２の垂直面は、前記第１の垂直面から時計回り方向に
９０°向いており、
　前記電子ビーム・カラムの対物レンズの磁界が、前記電子銃からの前記電子を前記試料
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の方へと誘導し、
　前記第１および第２の垂直面は、試料表面に対して垂直な面である請求項２に記載の装
置。
【請求項１７】
　二次電子検出器をさらに備えており、
　前記二次電子検出器は、前記電子銃を含む垂直面であって、前記電子銃からは前記電子
ビーム・カラムの反対側に配置されており、
　前記電子銃を含む垂直面は、試料表面に対して垂直な面である請求項１６に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は荷電粒子ビーム装置に関し、詳細には磁気対物レンズを使用するイオン・ビー
ム・カラムおよび電子ビーム・カラムを含む装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　荷電粒子ビーム装置は、集積回路や磁気記録ヘッド、フォトリソグラフ・マスクなどの
微小デバイスの製造、修理、検査を含んで、多くの用途に使用される。二重ビーム装置は
、目標物の損傷を最小にしながら高い解像度を提供することのできる走査電子顕微鏡（Ｓ
ＥＭ）、および基板の改質や像を形成できる、集束または成形ビーム装置などのイオン・
ビーム装置をしばしば含む。
【０００３】
　二重ビーム装置の１つの通常の用途は、基板の埋め込まれた部分を露出し、次いで露出
表面の像を形成することである。例えば、集束または成形イオン・ビームは、基板を垂直
に切断して表面の断面を露出し、次いで電子ビームは新たに露出した表面を走査してその
像を形成することができる。
【０００４】
　それらの装置の１つの困難性は、走査電子顕微鏡の最終レンズが磁界を生成し、それが
イオン・ビームの軌道を変化させ、また、二重ビーム装置の他の様々な機能を妨害するこ
とである。例えば、基板の組成に関する像または情報は、一次イオン・ビームが目標物を
叩くときに放出される二次粒子を集めることによって得ることができる。しかし、ＳＥＭ
の磁界は二次粒子の通路を変化させ、それらを収集するのが難しくなる。
【０００５】
　荷電粒子ビーム装置中の試料が、石英などの絶縁材料からなるとき、試料は電荷を累積
する傾向があり、一次ビームおよび二次粒子に有害な影響を与える。変化を緩和する１つ
の方法は、電子を試料に導いて正の荷電を中和する、電子フラッド銃（ｆｌｏｏｄ　ｇｕ
ｎ）の使用を伴う。電子フラッド銃は、フラッド銃が精密な光学系を選択する自由がなく
、比較的広い低エネルギーの電子を生成する点で、電子顕微鏡とは異なる。ＳＥＭの磁界
はフラッド銃からの緩和電子の通路を変化させ、それを正確に試料に導くことが困難にな
る。
【０００６】
　磁界妨害のこの問題の通常の解決策は、イオン・ビームを使用するとき、またはイオン
・ビーム装置のある種の機能を使用するとき、ＳＥＭを停止することである。例えば、イ
オン・ビームで誘起された二次粒子の収集を可能にするため、または荷電中和フラッド銃
を使用するとき、ＳＥＭは停止することができる。ＳＥＭのレンズを起動・停止させるこ
とによってその自らの問題が発生する。
【０００７】
　ＳＥＭの磁気対物レンズは多くの電流を使用し、したがって多大の熱を発生し、熱は電
流の二乗に比例する。ＳＥＭから放散される熱は二重ビーム装置の構成要素を膨張させる
。ＳＥＭの解像度はナノメートル程度の大きさであり、物理的に非常に安定な積載台を必
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要とし、したがって、装置は起動の後熱平衡に達して安定になるまで多大の時間を必要と
する。装置の解像度が高くなると、安定性はより重要になり、より長く待つ必要がある。
荷電粒子ビーム装置は、元来サンプルを分析するために実験室で使用されるだけであり、
熱平衡に達する時間は許容できるものであった。装置は今や生産装置として使用され、そ
の遅れは許容できない。
【０００８】
　逆方向に同じ巻き数を有する２個のコイルを使用する「磁気レンズ」が知られてくる（
例えば、特許文献１参照。）。２個のコイルの電流配分を変えることによって、電流の総
計、したがって熱出力を一定に保ちながら、磁界を調節して電子ビームを集束させること
ができる。巻き数の同じ２個のレンズを使用することによって、レンズの電流総計を変化
させることなく磁界を変化させる、または相殺することが可能になる。したがって、レン
ズの熱出力を変化させることなく磁界を排除することができる。
【０００９】
　ＳＥＭで観察される表面はしばしばＳＥＭの軸に対して垂直の角度ではなく、試料の一
部は他の部分よりもレンズにより近い。距離の相違を補正するために、いくつかのＳＥＭ
は走査中に対物レンズの焦点を変化させており、これによって、より鮮明な像を形成させ
ることができる。これは、しばしば「動的合焦」と呼ばれる。動的合焦には磁界を急速に
変化させる能力が必要とされ、対物レンズのコイル中の電流を急速に変化させることが必
要である。巻き数に関係するコイルのインダクタンスは電流変化に抵抗する。
【００１０】
　特許文献１の２個のコイルはインダクタンスが高く、電流を急速に変化させることがで
きない。また、動的合焦用に個別の小さなレンズを使用する方法も知られている。それら
のレンズは低いインダクタンスを有するが、レンズの電流変化はレンズのエネルギー放散
を変化させ、装置の熱平衡を乱し、それによって解像度が低下する。
【００１１】
　ＳＥＭの対物レンズからの一定磁界の影響を補正するための装置を設計しても、磁界が
一定ではないので問題は完全には解決されないであろう。ＳＥＭを合焦に保つには、対物
レンズの磁界を、試料の高さ、倍率、および電子エネルギーによって変化させる必要があ
る。ある装置では、電子ビームの焦点を変化させるために対物レンズの磁界を変化させる
ことよりも、試料の電圧を変化させる「遅延磁界光学系」を用いて、磁界の動作変動を低
減することが可能である。多くの二重ビーム装置では、ＦＩＢが垂直に搭載され、ＳＥＭ
はＦＩＢによる垂直な切断面を観察する角度に搭載される。ＳＥＭが傾斜した装置では、
傾斜によって遅延電界の対称性がなくなり、一次電子ビームに望ましくない収差が生じ、
二次電子の収集が困難になるので、遅延磁界光学系の選択肢を用いることが容易ではない
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第４，３４５，１５２号
【特許文献２】特開平１１－３２９３３１号公報
【特許文献３】特開平０６－２０８８３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、ＳＥＭレンズに
電流を流しながらイオン・ビームを操作することのできる二重ビーム装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様は、装置の他の機能を使用しながら、ＳＥＭの対物レンズを励起するこ
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とのできる二重ビーム装置を含む。好ましい実施形態は、いくつかの発明態様を含み、こ
れらは個別に特許取得が可能であると考えられる。ＳＥＭが一定の熱を発生するので、磁
界強度を変化させてビームを合焦させるとき、装置は熱平衡に達するまで余分な時間待つ
必要がない。いくつかの実施形態では、荷電中和フラッド銃は、磁界が中和電子を目標物
に導くのを助けるように配置される。いくつかの実施形態では、フラッド銃の電極の操縦
によってビームの方向を変え、磁界の変動が補正される。
【００１５】
　いくつかの実施形態は、ＳＥＭレンズの磁界が二次粒子の収集を助けるように配置され
た二次粒子検出器を含む。他の実施形態は、単一同位元素のガリウムを使用し、異なるガ
リウム同位元素によるＳＥＭ磁界の異なる効果に起因するイオン・ビームのぼけを除去す
る。
【００１６】
　上記は、以下の発明の詳細説明をより良く理解するために、本発明の特徴および技術的
な利点をやや広範囲に概説した。本発明の他の特徴および利点は以下に説明する。当業者
であれば、本発明の同じ目的を実施するために、開示された概念および特定の実施形態を
他の構造の修正または設計の基礎として容易に使用できることを認識するはずである。ま
た、当業者であれば、それらの同等の構造が従属の請求項に記載された本発明の精神と範
囲から逸脱しないことを認識するはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の態様を実施する二重ビーム装置の部分を示す図である。
【図２】図１に示した装置の部分の底部を示す俯瞰図である。
【図３】磁界の中和電極の望ましい軌道を示す図である。
【図４】図１の装置に使用することのできる電子フラッド銃を示す図である。
【図５】図４のフラッド銃に使用される電子光学要素を示す図である。
【図６】図１の装置の底部を示す図である。
【図７】図１の装置の部分の断面を示す図である。
【図８】磁界の存在下、イオン・ビームで誘起された二次電子の軌道を示すシミュレーシ
ョン図である。
【図９】磁界の存在下、二次電子の望ましい軌道を示す図である。
【図１０】磁界の存在下、二次荷電粒子の好ましい軌道を示すシミュレーション図である
。
【図１１】図１の装置に使用される好ましい走査電子顕微鏡カラムを示す図である。
【図１２】天然産出ガリウムからなる原料を用いる合焦イオン・ビーム中のガリウム・イ
オンの軌道を示す図である。
【図１３Ａ】近傍の走査電子顕微鏡の磁気対物レンズで形成された最小の磁界の存在下、
二重ガリウム同位元素を用いて形成された合焦イオン・ビーム像を示す図である。
【図１３Ｂ】近傍の走査電子顕微鏡の磁気対物レンズで形成された最大の磁界の存在下、
二重ガリウム同位元素を用いて形成された合焦イオン・ビーム像を示す図である。
【図１４】単一同位元素のガリウムを用いる合焦イオン・ビーム中のガリウム・イオンの
軌道を示す図である。
【図１５Ａ】近傍の走査電子顕微鏡の磁気対物レンズで形成された最小の磁界の存在下、
単一同位元素のガリウムのビームを用いて形成された合焦イオン・ビーム像を示す図であ
る。
【図１５Ｂ】近傍の走査電子顕微鏡の磁気対物レンズで形成された最大の磁界の存在下、
単一同位元素のガリウムのビームを用いて形成された合焦イオン・ビーム像を示す図であ
る。
【図１６Ａ】図１の装置に使用することのできる分離モードでの連結機構を示す図である
。
【図１６Ｂ】図１の装置に使用することのできる連結モードでの連結機構を示す図である
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。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明およびその利点をより完全に理解するために、付随する図面と共に以下の説明に
参照を加える。
【００１９】
　図１は、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）１００が搭載されたターレット（ｔｕｒｒｅｔ）９
８と、イオン・ビーム・カラム（ＦＩＢ）１０２と、光学顕微鏡１０５と、１個または複
数のガス注入装置（ＧＩＳ）１１０と、およびＳＥＭ１００のレンズによって収集された
電子および一次電子ビーム軸から偏向する電子を検出する電子検出器１１４とを含む二重
ビーム装置９６の部分を示している。イオン・ビーム・カラム１０２は、磁気浸漬対物レ
ンズおよび静電偏向器を有する。図２は、下から見た、すなわち試料表面から見た同じ構
成要素を示している。図２には、荷電中和フラッド銃（電子銃、電子フラッド銃）２０４
、およびイオン・ビーム・カラム１０２からのイオン・ビーム（一次イオン・ビーム）の
衝突によって試料から発生する粒子を検出するチャンネル検出器の電子乗算器（ＣＤＥＭ
）などの二次粒子検出器２０５を見ることができる。
【００２０】
　イオン・ビームと電子ビームが試料の同一点に向かうことが理想的であるが、イオン・
ビーム・カラムと電子ビーム・カラム（ＳＥＭ１００）の物理的なサイズのため、それら
を表面に非常に近接して配置し、同じ目標物の点に導くことができない。両方のビームが
同じ点に向かうためには、一般に１つまたは両方のビームが表面から後退しなければなら
ない。カラムを表面から後退させると、仕事距離、すなわち、カラムの最終レンズから試
料表面への距離が増加する。仕事距離の増加はカラムの解像度を低下させる。
【００２１】
　両方のカラムに短い仕事距離を提供する好ましい実施形態では、ＳＥＭ１００およびＦ
ＩＢ１０４からの衝突点は、例えば、約５０ｍｍ互いにオフセットされる。試料は、どち
らのビームが使用されているかによって試料を急速かつ正確に２つの点の間で動かす試料
保持器または台（図示されていない）に搭載される。台が試料を適切なビーム・カラムの
下に配置するためにＸ－Ｙ面で動くとき、台は試料の表面高さの変動を補正するために垂
直にも動く。それらの表面高さの変動は、例えば、半導体ウェハのねじれに起因すること
がある。
【００２２】
　容量センサ２０６（図２）などの高さセンサは、台が動くと試料表面の高さの変化を検
出し、試料が真空チャンバ内のいかなる器具にも衝突しないよう、かついずれのビームが
試料に用いられていようとも試料に合焦するように、台を上昇または降下させる。一実施
形態では、容量センサ２０６は任意選択的な顕微鏡１０５の上に従来通りに搭載されまた
は展延する。光学顕微鏡１０５は試料の一次配列に使用することができる。
【００２３】
　ＳＥＭ１００、ＦＩＢ１０２、およびＧＩＳ１１０などの装置の様々な構成要素はター
レット９８の上に搭載され、このターレット９８はサンプル真空チャンバの上部に含まれ
る。ターレットは、様々な開口部を含み、その上に器具を搭載することができ、または不
要であれば容易に封止することができる。そのターレットを使用することによって、異な
る荷電粒子ビーム装置を同じ基本装置から容易に構成することができる。例えば、異なる
種類の検出器または異なる数のガス注入装置をターレットに搭載して、ゼロから完全に装
置設計するまでもなく、特殊なまたは汎用性の荷電粒子ビーム装置を作製することができ
る。
【００２４】
　フラッド銃
　フラッド銃からの中和電子は、電荷が累積される点、すなわち一次イオン・ビームの衝
突点の近くで試料に到達することが好ましい。また、荷電中和電子は最小のエネルギーで
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試料に到達することが好ましい。ＳＥＭ対物レンズが励起された状態に保たれる好ましい
装置では、対物レンズからの磁界はフラッド銃２０４からの電子軌道を歪曲し、電子が中
和すべき領域を見失うことがある。ＳＥＭ対物レンズからの磁界は、一般に試料のビーム
衝突点の近傍で約２０ガウスである。ＳＥＭ対物レンズの動作中に、レンズが異なる条件
で合焦するように調節されるので、磁界は２倍またはそれ以上の率で変動することがある
。
【００２５】
　ＳＥＭの対物レンズから発生する磁界は、中和電子がフラッド銃から出た後だけではな
く、フラッド銃の内部で電子ビームが生成されているときも電子に影響を与える。フラッ
ド銃は「ミュー金属（ｍｕ－ｍｅｔａｌ）」材料と呼ばれる高磁化材料を用いて遮蔽する
ことが可能であるが、それらの磁気遮蔽は真空チャンバ内の磁界を変化させ、ＳＥＭの合
焦に悪い影響を与える。１つの解決はＦＩＢビームで荷電中和を使用するときにＳＥＭレ
ンズを停止することであるが、上記のように、ＳＥＭ対物レンズの起動、停止は装置の熱
平衡を乱し、装置が熱平衡に達するまで待機する必要がある。
【００２６】
　好ましい実施形態は、ＳＥＭ対物レンズの変動する磁界の存在下で荷電中和を可能にす
る２個の組合せ対策を用いてこの問題を克服する。第１の態様は磁界の影響を考慮したフ
ラッド銃の配置と配向を含む。言い換えれば、磁界が中和電子を目標物から逸らすのでは
なく、目標物に向けて加速するように、フラッド銃が配置し配向される。図３は、紙面の
中の方に向けた磁界３０２に影響されたフラッド銃２０４からの電子の軌道３０４を示し
ている。フラッド銃２０４を好ましい配置と配向に配置することによって、フラッド銃か
らの電子は試料表面３０６に正しい位置、かつ角度９０°で衝突する。
【００２７】
　磁界を補正する第２の態様は、フラッド銃を磁界の中で動作させるように設計すること
を含む。図４は、本発明に関して有用なフラッド銃２０４を示している。フラッド銃２０
４は、加熱して電子を放出するタングステン線を含む発射ユニット４０４と、電子を加速
し、操縦し、合焦させる操縦電極等の電子光学部品を含む加速／操縦／合焦ユニット４０
６の２つの主要部分を含む。この操縦電極は、電子の通路を調節して磁界の変化による影
響を補正するために用いられる。両方のユニットは真空チャンバ上に搭載されたブラケッ
ト４０８の上で支持される。フラッド銃２０４は、対物レンズの磁界の歪曲を低減するた
めに非磁性材料からなることが好ましい。
【００２８】
　フラッド銃２０４は電子のビームを誘導することの可能な操縦電極を含む。ビームは平
均磁界の存在で荷電中和が最大になるように最初に配向される。配向は経験的に決定する
ことができる。磁界がＳＥＭレンズ上で変化すると、中和ビーム中の電子軌道が変化する
。次いで操縦電極の電圧を調節し、荷電中和が行われるように目標物からわずかに電子を
後退させる。操縦は理想的なフラッド銃の配置と配向からの偏りを補正する。
【００２９】
　好ましい実施形態では、電子ビームの合焦と操縦の両方に同じ光学構成要素を使用する
ことができる。好ましい構成は、図５に示すように４つの部分に分割される円筒形の電極
要素としての静電レンズ５０２を含む。合焦電圧は４つの部分に等しく印加することがで
き、操縦電圧は対向する要素の合焦電圧の頂部に重ね合わせることができる。ビームの操
縦と加速のために同じ要素を使用することによって、フラッド銃内部の電子の通路は構成
要素の数を少なくすることによって短く保たれる。フラッド銃内部の電子の通路を短く保
つことによって、磁界がフラッド銃のビーム中の電子に働く時間が短くなる。他の実施形
態では、湾曲したフラッド銃を磁界によって湾曲したフラッド銃内の電子軌道の補正に用
いることができる。
【００３０】
　また、フラッド銃は、フラッド銃を出る電子が目標物から逸れるよりも磁界によって目
標物に向かって動くように配置されることが好ましい。フラッド銃の好ましい配置は特定
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の用途によって変動する。フラッド銃の好ましい配置はＳＥＭ対物レンズによって発生す
る磁界の三次元シミュレーションを行うこと、およびその磁界をフラッド銃内部の静電界
の三次元シミュレーションと組み合わせることによって決定することができる。例えば、
出願人はＬｏｎｄｏｎ、ＵＫ（英国、ロンドン）のＭＥＢＳ　Ｌｔｄ．から入手可能なＭ
ｕｎｒｏ電子ビーム・シミュレーション・ソフトウェアを用いて、様々な磁界の電子軌道
をシミュレートした。ＳＥＭ対物銃レンズの構成をＭＥＢＳのプログラムにインプットし
、次いでプログラムは磁界を求め、フラッド銃からの電子の軌道を計算する。シミュレー
ションにおけるフラッド銃の配置と配向は、電子が望ましい場所に到達するまで変更する
ことができる。
【００３１】
　図６および７は、垂直ＦＩＢカラム１０２および試料６００、例えば３００ｍｍシリコ
ン・ウェハ上のＦＩＢ目標物から約５０ｍｍの点に向けられた４５°に配向されたＳＥＭ
カラム１００を有する、一実施形態におけるフラッド銃２０４および他の構成要素の好ま
しい配向を示している。ＳＥＭカラム１００の対物レンズは目標点から約１．４ｍｍに配
置される。図６は、下方から、すなわち頁の中に向かって展延するイオン・ビーム・カラ
ム１０２の軸で見た様々な構成要素を示している。図７は、図６の装置の部分断面図を示
している。図６は、フラッド銃２０４が、垂直面、すなわち下方から見て、ＳＥＭ１００
を含む垂直面から時計方向に９０°の面に配置されるのが好ましいことを示している。
【００３２】
　図７は、フラッド銃２０４が水平から好ましくは約４０°の角度７０２で配向され、フ
ラッド銃の末端部が目標物から約８ｍｍの距離７０４に配置されていることを示している
。また図６は、ＳＥＭの対物レンズによって収集され、次いで軸から逸れてシンチレータ
ー（ｓｃｉｎｔｉｌｌａｔｏｒ、蛍光体）へ向かう電子を検出する二次電子収集デバイス
としての二次粒子検出器２０５の部分を示しており、シンチレーターは次いで電子を光に
変換し、次いで光は真空チャンバから光導管を経由して検出器へ導出される。
【００３３】
　ＦＩＢ用二次粒子検出器
　ＦＩＢ装置は一般に一次イオン・ビーム中のイオンが試料に衝突するときに発生する二
次粒子を検出する、チャンネル検出電子乗算器（ＣＤＥＭ）などの二次粒子検出器２０５
を含む。一般に、それらの粒子検出器は、収集器に印加された電圧次第で電子またはイオ
ンのいずれも検出することができる。
【００３４】
　ＳＥＭの対物レンズの磁界に起因する他の問題は、目標物から放射された二次粒子のい
くつかが二次粒子検出器の入力から逸れることである。図８は、イオン・ビーム・カラム
１０２、粒子検出器２０５、および二次電子の軌道８０２を示す荷電粒子のシミュレーシ
ョンである。粒子検出器２０５は、電子を誘引するために正の電位に保持されたスクリー
ン８０４、および電子が検出器２０５に入る導入部８０６を含む。図８は、ＳＥＭ対物レ
ンズからの磁界の存在下、一次ビームのイオンの衝突によって試料表面で発生する電子の
大部分が導入部８０６に入らず、したがって検出されないことを示している。
【００３５】
　問題は、対物レンズの磁界が二次粒子の軌道を検出器の導入部の方へ曲げるように、二
次粒子検出器を効果的に配置することによって解決される。検出器の理想的な配置および
配向は、上記のフラッド銃の位置を配置したのと同じようにシミュレーションを用いて決
定することができる。図９は、検出器を適切に配置し配向することによって、一次イオン
・ビーム９０２によって発生した二次粒子が軌道９０４に追随して、二次粒子を磁界３０
２の存在下で検出器２０５の導入部に導くことを示している。図１０はＦＩＢ１０２から
の一次イオン・ビームの衝突によって発生した電子の軌道１００２を示すシミュレーショ
ンである。図１０は、粒子のすべてが粒子検出器の導入部８０６に入ることを示している
。
【００３６】
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　図６は、二次粒子検出器２０５が、ＳＥＭの光学軸を含む縦の面に直角な縦の面に配置
されるのが好ましいことを示している。フラッド銃が存在する場合、粒子検出器はフラッ
ド銃と同じ縦の面ではあるが装置の反対側に配置される。すなわち、粒子検出器はＳＥＭ
を含む半分の面から９０°（上方から見て）時計回り方向に回転した半分の面にある。図
７は粒子検出器が試料表面から約３０°の角度７１０に配向され、検出器が試料６００の
表面の上約０．６ｍｍの距離７１２に配置されることを示している。ＦＩＢカラム１０２
は表面６００の上約１６ｍｍの距離７２０に配置される。
【００３７】
　他の実施形態では、二次粒子検出器８１０（点線の外形で示されている）は、図８に示
すように二次粒子が検出器に入るであろう場所に配置することができるが、一方この配置
は、フラッド銃が装置に存在する場合に物理的にそれの妨げになることがある。
【００３８】
　ＳＥＭ
　好ましい実施形態の一態様は、焦点を変化させるために磁界を調節しても熱の徴候（ｓ
ｉｇｎａｔｕｒｅ）が比較的一定のＳＥＭ対物レンズを使用することである。一定の熱の
徴候とは、全エネルギーの放散が時間的に略一定であるばかりでなく、レンズのすべての
空間的な配置での出力放散も時間的に略一定であることを意味する。それらのＳＥＭ対物
レンズは、Ｂｉｅｒｈｏｆｆ等の「改善された磁気レンズ（Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｍａｇｎ
ｅｔｉｃ　Ｌｅｎｓ）」の名称で２００３年７月１４日出願された譲受人の共出願に記載
されており、これは参照して本明細書に組み込まれている。対物レンズは、どのビームを
使用するかにかかわらず、ＳＥＭ対物レンズを通って流れる電流を略一定にして励起状態
を維持し、冷やされた冷却水を常に流してレンズを冷却することが好ましい。装置は熱平
衡状態に保たれ、装置が安定化するのを待機することが省かれる。
【００３９】
　図１１は好ましいＳＥＭカラム１００を示す。ＳＥＭは上記で参照した特許出願の磁気
対物レンズ１１０４を含み、静電偏向器１１０６を使用することが好ましい。静電偏向器
を使用することによって電子ビームおよびイオン・ビームの両方を同じ機構を用いて制御
することが可能になり、装置の運転がより容易になる。また、静電偏向器は高速走査を可
能にし、磁気偏向器の熱変動が起きない。磁気偏向器を使用する場合、顕微鏡の倍率を変
更するときに磁気偏向器の電流を変化させることが必要であろう。偏向器の電流変化は熱
出力を変化させ、装置の安定性に悪い影響を与えるであろう。
【００４０】
　イオン・ビーム
　また、ＳＥＭレンズの磁界は一次イオン・ビームのイオンの軌道にも影響を与える。従
来のようにしてイオン・ビームを操縦し、磁界による位置の移動を補正することは可能で
あるが、ビームの解像度は磁界の存在下で低下する。出願人は単一同位元素のガリウムの
液体金属イオン源を使用することによって、イオン・ビーム装置の解像度が高まることを
見出した。
【００４１】
　天然に産出するガリウムは二重同位元素である。すなわち、２種類の同位元素の混合物
であって、天然産出のガリウムの約６０パーセントの原子を含む１つの同位元素は原子量
が約６９であり、天然産出のガリウムの約４０パーセントの原子を含む第２の同位元素は
原子量が約７１である。２種類の同位元素は強い磁界の中で偏向が異なるので、異なる同
位元素は２つのビームに分離し、わずかにずれた点で目標物に衝突する。この「二重点（
ｄｏｕｂｌｅ　ｓｐｏｔ）」は像品質を低下させ、微細加工の解像度を悪くする。
【００４２】
　図１２は、ＳＥＭ対物レンズから発生する磁界３０２の中での、原子量約７１のガリウ
ム・イオン１２０２および原子量約６９のガリウム・イオン１２０４の通路を示している
。磁界３０２は紙面の中に向かう方向である。図１３Ａおよび１３Ｂは、ＳＥＭ対物レン
ズの磁界の存在下で、液体金属イオン源ガリウムからの天然産出の二重同位元素のガリウ
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ム・イオンを使用して形成したＦＩＢ像を示している。図１３Ａにおいて磁界の強度は最
小であり、像は比較的シャープである。図１３Ｂにおいて磁界の強度は最大であり、像は
明らかにボケている。
【００４３】
　図１４は図１２と似ているが、単一同位元素のガリウムの使用を示している。２種類の
同位元素のいずれも使用することができよう。単一同位元素のガリウムは飛行時間質量分
析器（ｔｉｍｅ－ｏｆ－ｆｌｉｇｈｔ　ｍａｓｓ　ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）に使用さ
れているので、容易に入手可能である。図１４は単一同位元素で単一のビームが存在する
ことを示している。図１５Ａおよび１５Ｂは、ＳＥＭ対物レンズの磁界の存在下で、ガリ
ウムの液体金属イオン源からの単一同位元素のガリウム・イオンを使用して形成したＦＩ
Ｂ像を示している。図１５Ａにおいて磁界の強度は最小であり、像は比較的シャープであ
る。図１５Ｂにおいて磁界の強度は最大であり、像はやはりシャープである。
【００４４】
　ビーム到達の位置は磁界強度の変化によって変化するが、位置の変化はイオン・ビーム
操縦光学系を使用することによって補正することができる。どちらの像にもボケはない。
単一同位元素は飛行時間質量分析器に使用されてきたが、出願人の知識によれば、ガリウ
ム・イオン・ビームに与える磁界の作用に起因する問題解決のために単一同位元素が二重
ビーム装置に使用されたことはない。図７はＦＩＢが試料６００の表面上１６ｍｍの距離
７１４に配置されることを示している。
【００４５】
　ロード・ロック装置
　製造環境の中では、作業者が試料を二重ビーム装置に迅速に出し入れできることが好ま
しい。イオンおよび電子ビームは真空チャンバ内で操作されるので、試料を取り出しまた
は挿入するためにチャンバを開き、次いで装置を再び排気することが必要である。排気プ
ロセスは時間を消費する。
【００４６】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、主真空装置１６０６から分離して封止および排気すること
のできる「エアロック（ａｉｒｌｏｃｋ）」チャンバ１６０４を使用する好ましい装置１
６０２を示している。排気された主装置の真空チャンバ１６０６で装置１６０２を運転し
ている間に、試料はエアロック・チャンバ１６０４の中に挿入することができる。エアロ
ック・チャンバ１６０４が排気された後、それを主装置の真空チャンバ１６０６に開いて
、主装置の真空チャンバ１６０６を大気に開放する必要なく、２つのチャンバの間で試料
を交換することができる。ロボット腕（ロボット搬送腕）１６０８はウェハ１６０９など
の試料をエアロック・チャンバ１６０４中のウェハ保持具（示されていない）上に装填す
る。枠１６１２は主真空チャンバおよびロボット腕１６０８を支持する。
【００４７】
　エアロック・チャンバ１６０４は、新しい試料と完成された試料を保持できるように、
少なくとも２個の試料を収容することが好ましい。エアロック・チャンバ１６０４は、そ
れを排気するのに必要な時間を短くするために小さな容積を有することが好ましい。
【００４８】
　ＳＥＭおよびＦＩＢの高い解像度は装置を振動に対して敏感にする。イオンおよび電子
ビーム・カラムが搭載される浮遊部分としての主真空チャンバ１６０６は、床からの振動
の伝播を止めるため、装置枠１６１２上の空圧シリンダー１６１０の上に「浮遊（ｆｌｏ
ａｔ）」する。一般に、装置１６０２は、真空チャンバ１６０６装置が浮遊するとき水平
であるように、空圧シリンダー１６１０中の空気を調節する自動水平機（示されていない
）を含む。エアロック・チャンバ１６０４に試料を出し入れするには、ロボット腕１６０
８が試料をエアロック・チャンバ１６０４中に正確に配置しまたは持ち上げて取り出すこ
とができるように、主真空チャンバ１６０６の「浮遊を止め（ｕｎｆｌｏａｔ）」、エア
ロック・チャンバ１６０４を正確に位置決めすることが必要である。従来技術では、一般
にこの位置決めは主チャンバ１６０６を支持する空圧シリンダー１６１０の空気を抜くこ
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とを伴った。空圧シリンダー１６１０の空気を抜くには時間がかかる。
【００４９】
　好ましい実施形態では、空圧シリンダー１６１０の空気を抜いて、主チャンバ１６０６
を嵌合い位置に降下させるのではなく、嵌合い位置に上昇させる。チャンバは、例えば、
空圧または油圧シリンダー１６２０、電動機、または他の手段を用いて上昇させることが
できる。主チャンバ１６０６は、例えば、主真空チャンバ１６０６上に搭載された第１の
嵌合い構造（第２の嵌合部分）１６２２、および枠１６１２（固定部分）の上に搭載され
た第２の嵌合い構造（第１の嵌合表面）１６２４の２個の嵌合い構造を使用することによ
って位置決めされる。
【００５０】
　例えば、浮遊する主チャンバに搭載された１個または複数のエーコン・ナット（ａｃｏ
ｒｎ　ｎｕｔ）が固定装置枠に搭載された１個または複数の嵌合い孔に挿入される。他の
位置決め構造は良く知られている。浮遊部分が上昇すると、エーコン・ナットは孔に挿入
され、主チャンバを三次元で位置決めする。エアロックが主真空チャンバに位置決めされ
ると、枠に搭載されたロボット腕１６０８は試料をエアロックの中へ動かし、ウェハをエ
アロックから取り出すことができる。自動水平機を停止し、エアロックの傍の主チャンバ
の側だけを上昇させることが好ましい。一方の側だけを動かすことによる主チャンバの僅
かな角度は試料の移送を妨害しない。試料を移送した後、主チャンバはシリンダー１６２
０によって開放され、空圧シリンダー１６１０の上に戻って固定され、自動水平機を起動
し、装置の運転を継続することができる。「上方（ｕｐ）」の位置で合体することによっ
て、空圧シリンダーの空気を抜き、次いで空気を満たすことが不要になるので、大きな時
間の節約になる。
【００５１】
　本発明およびその利点を詳細に説明したが、付随する請求項で定義された本発明の精神
および範囲から逸脱することなく、様々な変形、置換、および変更を本明細書に加えるこ
とができることを理解すべきである。さらに、本出願の範囲は、本明細書に記載したプロ
セス、機械、製造、物質の組成、手段、方法および工程の特定の実施形態に制限されるも
のではない。当分野の通常の技術者であれば、本発明の開示から、現在存在しまたは後に
開発される、本明細書に記載された実施形態に対応する実質上同一の機能を実施し、また
は同一の結果が得られるプロセス、機械、製造、物質の組成、手段、方法および工程を本
発明に従って使用できることを容易に認識するであろう。したがって、付随する請求項は
それらのプロセス、機械、製造、物質の組成、手段、方法および工程をその範囲に含むも
のである。
【符号の説明】
【００５２】
　９６　二重ビーム装置
　９８　ターレット
　１００　走査電子顕微鏡
　１０２　イオン・ビーム・カラム
　１０４　ＦＩＢ
　１０５　光学顕微鏡
　１１０　ガス注入装置（ＧＩＳ）
　１１４　電子検出器
　２０４　荷電中和フラッド銃
　２０５　二次粒子検出器
　２０６　容量センサ
　３０２　磁界
　３０４　電子の軌道
　３０６　試料表面
　４０４　発射ユニット
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　４０６　加速／操縦／合焦ユニット
　４０８　ブラケット
　５０２　静電レンズ
　６００　試料
　７０２、７１０　角度
　７１２、７２０　距離
　８０２　二次電子の軌道
　８０４　スクリーン
　８０６　導入部
　８１０　二次粒子検出器
　９０２　一次イオン・ビーム
　９０４　軌道
　１００２　電子の軌道
　１１０４　磁気対物レンズ
　１１０６　静電偏向
　１２０２　原子量約７１のガリウム・イオン
　１２０４　原子量約６９のガリウム・イオン
　１６０２　好ましい装置
　１６０６　主真空装置
　１６０４　エアロック（ａｉｒ　ｌｏｃｋ）チャンバ
　１６０８　ロボット腕
　１６０９　ウェハ
　１６１０　空圧シリンダー
　１６１２　装置枠
　１６２０　シリンダー
　１６２２　嵌合い構造
　１６２４　第２の嵌合い構造
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