
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
荷電粒子ビームの照射光学系と、
前記荷電粒子ビームの照射によって 二次粒子を検出する二次粒子検出器と、
前記試料を載置する試料ステージと、
前記試料に必要に応じて接触 プローブと、

、
、

移動量に応じて前記プローブ制御部を動作させて、前記プローブを前記移動目標位置に
移動させることを特徴とするプローブ装置。
【請求項２】
請求項１に記載のプローブ装置において、
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発生する

させる
該プローブを前記試料の任意の位置に移動させるためのプローブ制御部と
前記試料ステージおよび前記プローブを格納する真空試料室と
前記プローブ及び前記試料の二次粒子画像を表示するディスプレイと、
前記プローブ制御部を制御する計算処理部と、
該計算処理部に情報を入力するための入力手段とを有し、
前記計算処理部は、
前記ディスプレイに表示されたプローブ像に対して前記入力手段を介して指定されるプロ
ーブ点の座標と、略二次粒子像に対して前記入力手段を介して指定される移動目標点の座
標とから、プローブの移動量を計算し、
該

前記ディスプレイは、必要に応じて前記プローブに所望の動作をさせる指示をおこなうた



。
【請求項３】
請求項１に記載のプローブ装置において、

プローブ装置。
【請求項４】
請求項１に記載のプローブ装置において、
前記プローブ情報画面領域は、少なくとも必要に応じて前記プローブに所望の動作をさせ
るための指示をするプローブ操作画面領域を有することを特徴とするプローブ装置。
【請求項５】
請求項１に記載のプローブ装置において、
前記計算処理部は、前記プローブ点と前記移動目標点の距離が予め設定した移動誤差範囲
に入れば、前記プローブ制御部に対してプローブ移動の停止信号を出力することを特徴と
するプローブ装置。
【請求項６】
請求項１から３のいずれか１項に記載のプローブ装置において、
前記二次粒子像画面領域に表示された前記プローブ点と、前記プローブの移動目標点とが
、異なる印で画面上に表示されることを特徴とするプローブ装置。
【請求項７】
請求項１に記載のプローブ装置において、
上記プローブ操作画面領域は、特に、上記プローブの移動目標位置、プローブ移動速度指
示部、プローブと他の部材との接触表示部、移動方向指示部のうちの少なくともいずれか
を有することを特徴とするプローブ装置。
【請求項８】
請求項１から４のいずれかに１項に記載のプローブ装置において、
前記ディスプレイには、装置の操作手順を示す操作手順指示部が表示されることを特徴と
するプローブ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プローブを装備した装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
プローブを用いたウエハチップ上の動作試験や不良解析において、プローブを所望の位置
へ簡単に移動できるような機能を持つことは、スループットの向上、およびユーザの操作
負担を軽減する上で、きわめて重要となる。特に大型の試料では解析面積も増加するので
、ますます重要となる。
【０００３】
従来、プローブを所望の位置へ移動させるには、解析装置の試料ステージへ試料をセット
したのち、解析領域を画像化して表示するディスプレイを観察しながら、まず試料とプロ
ーブ先端を解析領域へ移動して焦点を合わせた後、領域内でおおよその所望位置へ手動で
プローブを移動させ、その後、画像の倍率を上げて、さらに所望位置へ近づくようにプロ
ーブを移動させる。この画像の倍率を上げる操作と所望位置へ近づく操作を繰り返して、
最終的に目標位置へ到達させる。ウエハチップ上の動作試験や不良解析では、μｍ単位の
精度が必要で、この精度を満たすアクチュエータとして、ピエゾ素子などが用いられ、そ
の中でも動作範囲が比較的大きくとれるバイモルフ素子を使用する場合がある。
【０００４】
ところで、近年ではウエハが大径化しているため、プローブを用いたウエハチップの動作
試験装置や不良解析装置も大径化に対応したものが必要となっているが、従来の装置では
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めの画面もしくは操作部を有するプローブ情報画面領域を表示することを特徴とするプロ
ーブ装置

前記プローブ情報表示領域は、少なくとも前記試料もしくは前記プローブの二次粒子画像
を表示する二次粒子画像画面領域を有することを特徴とする



この大径化に十分対応していない。そこで、大径ウエハの解析では、装置に導入できる大
きさにウエハを割断してから解析を行っている。しかし、わずかな不良部分の解析のため
にウエハを割断するのは、非常に不経済である。
【０００５】
そこで考案されたのが、特願平９－１９６２１３の「試料作製方法および装置」である。
この装置のプローブを駆動するアクチュエータにも、バイモルフ素子が採用されている。
その他、プローブ装置の具体例としては、半導体集積回路の電気特性を計測する四探針計
測装置があり、また別のプローブ装置の従来例として特開平９－３２６４２５号公報「不
良検査方法および装置」が開示されている。これらのプローブ装置においては、プローブ
を所望の位置に移動させ、試料の所望に位置に接触させる等の動作は、光学顕微鏡で試料
とプローブを観察しながらプローブに連結した機械的機構を駆動するためのツマミなどを
人手で調整したり、プローブにつながったプローブ駆動制御回路の出力調整用のツマミを
調整していた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
プローブの移動手段がピエゾ素子等の非線形アクチュエータの場合、移動量によって移動
速度が異なり、また、それに加えてバイモルフ素子は一片を固定した状態で、固定した一
片を中心に、反対側の一片が円弧を描くように動作するので、手動で所望の位置に移動さ
せる操作は時間と熟練を要するという問題がある。
【０００７】
前述の四探針計測装置や上記特開平９－３２６４２５号公報における方法では、プローブ
操作は機械的機構や電気回路を介して操作者の人手によって行なわれるため、作業の効率
や正確性は操作者の器用さに大きく影響を受ける。また、操作者が多くの試料の同じ場所
を計測したり、多くの同じ微粉末を移動させるなど、集中力と時間を要する作業を繰り返
し行なうことは、操作者に精神的、体力的苦痛を与え、ひいては作業結果の信頼性が損な
われるなどの問題を伴う。
【０００８】
さらに、ユーザはあらかじめ装置の操作手順を十分に習得し、かつ前述の熟練作業に慣れ
ていないと、容易にはプローブ装置を操作することができないという問題がある。
【０００９】
本発明の目的は、上記問題点に鑑み、プローブ先端を目的に応じて所望の位置に移動させ
たり接触させるなどの神経を要する作業を、人手の器用さや熟練度に影響されずに容易に
行なえる手段を提供することにある。特に本発明は、透過型電子顕微鏡、走査型透過電子
顕微鏡、走査型電子顕微鏡など、電子顕微鏡内でプローブを所望の位置に移動させたり、
所望の動作をさせたりするのに好適なプローブ装置を提供することにある。
【００１０】
また、本発明は、本プローブ装置を操作するユーザが、あらかじめ装置の操作手順や知識
を習得することなしに、プローブ操作を行える機能を付することを目的とするものである
。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記本発明の目的を達成するために、本発明においては以下のような装置構成とする。
【００１２】
（１）荷電粒子ビームの照射光学系と、前記荷電粒子ビームの照射によって試料から発生
する二次粒子を検出する二次粒子検出器と、前記試料を載置する試料ステージと、前記試
料に必要に応じて接触できるプローブと、前記プローブを移動させるプローブ制御部とを
少なくとも有し、必要に応じてプローブに所望の動きをさせるための情報を示すプローブ
情報画面を表示する表示部を有するプローブ装置を基本とし、プローブ情報画面は、前記
試料および前記プローブを表示し、また、前記表示部に前記プローブを移動させるための
プローブ操作画面領域を表示し、さらに前記プローブ操作画面領域の操作信号により、前
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記プローブ制御部を介して前記プローブを移動させる機能を設ける構成とし、前記プロー
ブの前記プローブ情報画面内に表示された前記プローブ先端部の現在位置と、前記プロー
ブ先端部の移動目標位置を前記プローブ情報画面内でそれぞれ指定する操作を行なうこと
により、前記プローブ先端部の現在位置から前記移動目標位置までの移動量を計算し、前
記移動量だけ前記プローブ制御部を動作させて、前記プローブを前記移動目標位置に移動
させる機能を設ける。
【００１３】
（２）上記（１）の装置において、前記プローブ情報画面内に表示された前記プローブ先
端部の現在位置と、前記プローブ先端部の移動目標位置を前記プローブ情報画面内でそれ
ぞれ指定する操作を行なうことにより、各々異なるシンボルで表示するプローブ装置とす
る。
【００１４】
（３）上記（１）または（２）の手段を持つプローブ装置において、前記プローブ先端部
の現在位置もしくは前記移動目標位置のうちの少なくともいずれかを前記プローブ情報画
面内で指定する操作を、マウス、トラックボール、タッチペン等のポインティングデバイ
スにより前記プローブ情報画面内で実行することを有するプローブ装置とする。
【００１５】
（４）上記（１）ないし（３）の手段を持つプローブ装置において、上記プローブ情報画
面は、少なくとも上記二次粒子検出器からの信号を二次粒子像として表示する二次粒子像
画面領域を表示するようにする。
【００１６】
（５）上記（１）ないし（４）において、のプローブ情報画面は、少なくとも二次粒子検
出器からの信号から表示した二次粒子像の拡大縮小、シフト、回転などを行なう二次粒子
像操作領域を有する構成とし、上記プローブ操作画面領域が、少なくとも上記プローブの
移動速度を指示する速度指示部、上記プローブの移動速度を変える変速指示部を有するか
、またはプローブの現状の移動速度を指示する速度指示部または上記プローブの移動速度
を変える変速指示部のうちの少なくともいずれかを有するか、または上記二次粒子像画面
領域における二次粒子像の像倍率または上記二次粒子像に対応する上記試料の縦横の実寸
法情報を示す寸法表示部のうちの少なくともいずれかを有するか、または上記二次粒子像
画面領域における二次粒子像の像倍率を切り換えるための倍率切り換え部を有するか、ま
たは上記プローブ操作画面領域は、上記プローブと上記試料との接触を示す接触表示部を
有している。
【００１７】
（６）上記（１）ないし（５）において、荷電粒子ビームが特に集束電子ビームであって
、上記二次粒子像が二次電子像であるプローブ装置、または上記プローブは上記試料の少
なくとも一部に電位を与える電位供給源であるプローブ装置、または上記荷電粒子ビーム
が集束イオンビーム（ＦＩＢ）であって、さらに上記荷電粒子ビームの照射領域にデポジ
ション膜を形成するデポジション用ガス供給源を有し、上記プローブは上記試料を上記プ
ローブに付着させて移動させる操作もしくは上記試料の一部を分離した摘出試料を別の部
材に移動させる操作の少なくともいずれかの操作を行なう移送手段の一部であるプローブ
装置、特に、上記別の部材が上記試料ステージと透過型電子顕微鏡、走査型透過電子顕微
鏡、走査型電子顕微鏡に搭載可能な形状の試料ホルダであるプローブ装置とする。
【００１８】
（７）上記（１）ないし（６）のプローブ装置において、上記プローブは複数本有し、か
つ、上記プローブ情報画面は上記プローブの各々を独立に操作するための各プローブに対
応する上記プローブ情報画面を有するプローブ装置、特に、上記プローブ情報画面は、二
次粒子像画面領域と、二次粒子像操作領域と、上記複数本のプローブの各々に対応するプ
ローブ操作画面領域を有するか、または、上記プローブ情報画面は、二次粒子像画面領域
と、二次粒子像操作領域と、上記複数本のプローブの各々に対応するプローブ操作画面領
域を有し、上記二次粒子像画面領域で、制御すべきプローブを指示することで上記プロー
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ブに対応するプローブ操作画面領域が活性化する画面であるか、または、上記二次粒子像
画面領域は、二次粒子像画面領域内の複数本のプローブに対してそれぞれ区別する識別子
が記された画面であるプローブ装置とする。
【００１９】
（８）上記（１）ないし（７）のプローブ装置において、上記表示部に順次操作手順を示
し、前記プローブ装置を操作するユーザが前記操作手順に従って操作を行える機能を有す
るプローブ装置とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明によるプローブ装置の実施の形態は、荷電粒子ビームの照射光学系と、上記荷電粒
子ビームの照射によって試料から発生する二次粒子を検出する二次粒子検出器と、上記試
料を載置する試料ステージと、上記試料の一部の所望の位置に移動可能なプローブと、上
記プローブを移動させるプローブ制御部とを少なくとも有するプローブ装置であって、上
記プローブを制御するために必要な画像もしくは操作部を有する画面を表示する表示部を
有する構成とする。
【００２１】
（実施例１）
図１は本発明によるプローブ装置を応用した試料作製装置の一例を示す概略構成図である
。この試料作製装置は、半導体チップや薄片試料、断面試料などの試料から所望の領域か
らμｍレベルの微小試料を摘出したり、基板上に点在する微小試料を選択して取り上げて
、ＴＥＭや各種分析装置の試料ホルダに移設して、ＴＥＭ観察や分析など解析に適する試
料形状に加工する装置である。
【００２２】
試料作製装置は、半導体チップや薄片試料や断面試料などの試料２の加工や観察をするＦ
ＩＢ照射光学系３、このＦＩＢ照射によって照射部から放出する二次電子や二次イオンを
検出する二次粒子検出器４、ＦＩＢ照射領域にデポジション膜を形成するための材料ガス
を供給するデポジションガス源５、試料２を載置する試料ステージ６、試料２の一部を摘
出して形成した微小試料や基板上に点在する微小試料を固定する試料ホルダ７、試料ステ
ージ６上にあって試料ホルダ７を保持する固定具８、微小試料を試料ホルダ７に移し変え
るアクチュエータ９などを少なくとも有した構成である。さらに、試料ステージ６の位置
を制御するためのステージ制御部１０、アクチュエータ９を試料ステージ６と独立に駆動
するためのプローブ制御部１１、二次粒子検出器制御部１２、デポジションガス源制御部
１３、ＦＩＢ照射光学系２のＦＩＢ制御部１４なども含む。この他、ステージ制御部１０
、プローブ制御部１１、ＦＩＢ制御部１４、などを制御する計算処理部１５は、さらには
ＳＩＭ画像情報やＴＥＭからの画像情報の記憶や処理もできる。また、試料ホルダ７や試
料２やアクチュエータ９などを表示するディスプレイ１６も有している。
【００２３】
ＦＩＢ照射光学系３は、液体金属イオン源や電界電離ガスイオン源から放出したイオンを
ビーム制限アパチャ、集束レンズ、対物レンズなどから構成され、直径１０数ｎｍから数
μｍのＦＩＢ１７を形成する。ＦＩＢ１７を偏向器により試料２上で走査させ、走査形状
に対応したμｍからサブμｍレベルの加工ができる。ここでの加工とは、スパッタリング
による凹部や、ＦＩＢアシストデポジションによる凸部、もしくは、それらを組み合わせ
て試料形状を変形させる操作を指す。
【００２４】
デポジションガス源５は、ガスを先端のノズル１９から有機金属ガスなどを試料に噴射し
つつＦＩＢ走査することで走査領域にガス成分のデポジション膜を形成することができる
。このデポジション膜は試料の表面保護や、移送手段９の先端にあるプローブ１８と試料
２を接続したり、微小試料を試料ホルダ７に固定するための接着剤の役割を果たす。
【００２５】
微小試料のアクチュエータ９はＸＹＺ３軸に動く粗動機構と微動機構から構成され、長ス
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トロークで必要に応じて高分解能で移動でき、これらはプローブ制御部１１によって動作
する。先端には微小試料と直接接触するプローブ１８が設置されていて、試料２の所望の
箇所にサブμｍレベルの正確さで接触して、微小試料を摘出したり点在する微小試料を接
着して移動させることができる。同様に、接着した微小試料を試料ホルダ７に正確に固定
できる。なお、微小試料の摘出の仕方についての詳細な説明は、特願平９－２６３１８５
号「試料作製装置および方法」に記載されている。
【００２６】
ディスプレイ１６はＳＩＭ像の表示や、ＳＩＭ像の拡大や縮小、移動、回転などをさせる
ためのＳＩＭ像操作や、アクチュエータ９の先端にあるプローブ１８の移動速度の変更、
所望場所への接触、ＦＩＢ走査範囲外への退避などの操作をするための画面を表示でき、
ディスプレイ１６上に表示されたプローブに対して移動先の位置やプローブ移動速度の変
更、試料ホルダの選択などを指定することができる。各操作の指示に当たっては、計算処
理機に付属したマウスやジョイスティックなどのポインティングデバイス（図示せず）に
よって行なえる。
【００２７】
このように本発明によれば、プローブをディスプレイ上で操作できるため、ＦＩＢ照射光
学系や試料ステージの操作とともにディスプレイ画面上のマルチウインドウを選択するこ
とで実行できる。このことは、試料作製装置を遠隔操作できることを意味し、試料作製装
置をクリーンルーム内に設置し、操作者はクリーンルーム外の居室でディスプレイを見な
がら試料作製することができる。
【００２８】
このような試料作製装置１によって、ウェーハなど元の試料を割断することなく一部分を
摘出したり、点在する微小試料から注目する微小試料のみを選択して各種解析に適した試
料片に加工することができるため、半導体デバイスの不良部の解析などに非常に有効であ
る。
【００２９】
なお、この試料作製装置に関連する装置として、ウェーハなど元の試料を割断することな
く上記試料の一部分を分離する方法について、特開平５－５２７２１号公報「試料の分離
方法及びこの分離方法で得た分離試料の分析方法」が開示されている。
【００３０】
次に、図１に示した装置で、プローブ１８を所望の位置へ移動させるための装置の構成例
を図２に示す。この装置の動作は、（Ａ）試料ステージ６に試料２を載置して位置決め、
（Ｂ）試料２の微小部分の周辺を、照射光学系３から出力されるイオンビームで一部を残
して切断、（Ｃ）プローブ１８を微小部分へ接触、（Ｄ）デポジション用ガス供給源５よ
り供給されるデポジション用ガスでプローブ１８と微小部分を接着、（Ｅ）上記（Ｂ）で
残した部分をイオンビームで完全に切断、（Ｆ）微小部分が接着されたプローブ１８を試
料ホルダ７へ移動および接触、（Ｇ）プローブ１８と微小部分が接着されたところをイオ
ンビームで切り離して、試料ホルダ７上に微小部分を載置、（Ｈ）試料ホルダ７を本装置
から取り出して、微小部分を解析する装置へ導入、となる。
【００３１】
上記動作のうち、プローブ１８の移動を行うために、プローブ制御部１１、オペボックス
２１、パーソナルコンピュータ２７、ディスプレイ１６を設ける。なお、パーソナルコン
ピュータ２７は、図１の計算処理部１５の役割の一部であるプローブ制御部１１の制御を
司る。また、プローブ１８と試料２の微小部分の接触検出、および微小部分が接着された
プローブ１８の試料ホルダ７への接触検出を行うための接触検出部２０を設ける。なお、
本例では、オペボックス２１とプローブ制御部１１の組み合わせでは、オペボックス２１
の操作による完全手動とし、パーソナルコンピュータ２７、ディスプレイ１６とプローブ
制御部１１の組み合わせでは、専用ソフトウエアによる複合動作とした。
【００３２】
パーソナルコンピュータ２７には、あらかじめこの装置の上記動作を行わせるソフトウエ
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アをインストールしておく。このソフトウエアを起動させると、ディスプレイ１６にこの
装置を動作させるための表示が現れる。ディスプレイ１６の詳細表示内容は後述するが、
ここでは概要を説明する。まず、上記動作をモニタするために、二次粒子を二次粒子検出
器４にて検出し、検出された信号を二次電子検出器制御部１２で画像信号に変換し、この
信号を画像入力ボード２２を介して二次粒子像として表示する。また、二次粒子像と別に
プローブ操作画面領域、および操作手順指示部を表示し、これをマウス２５やキーボード
２６で操作することで、操作信号をデジタル出力ボード２３とプローブ制御部１１を介し
て、アクチュエータ９を動作させ、アクチュエータ９に取り付けられたプローブ１８を移
動させる機能も持つ。なお、デジタル入力ボード２４は、プローブ１８の移動状態をプロ
ーブ制御部１１を介して読み取るもので、読み取った内容により前述のプローブ操作画面
領域と操作手順指示部の表示を変更する。
【００３３】
図３はディスプレイ１６の表示内容を示す。３０は二次粒子検出器４の信号を画像化した
二次粒子像である。ここに、プローブ１８と試料２の状態が表示される。二次粒子像の表
示領域は画像領域距離入力欄３１で設定する。この実施例では、二次粒子像３０の縦、お
よび横の距離である。３２はプローブ１８を試料２の所望の位置へ移動させるためのプロ
ーブ操作画面領域である。この例では、プローブ１８をＸ、Ｙ、Ｚそれぞれの＋／－方向
へ移動させるためのジョグボタン３２１を設けた。ジョグボタン３２１を図２のマウス２
５でクリックすることにより、プローブ１８が移動する。３３は前記（Ａ）～（Ｈ）に示
した動作手順に沿って、操作手順内容を示す操作手順指示部である。プローブ操作画面領
域３２の操作でも前記（Ａ）～（Ｈ）の動作手順は実現できるが、そのためには、あらか
じめこの装置を操作するユーザが（Ａ）～（Ｈ）の動作手順を知っておく必要がある。操
作手順指示部３３では、ユーザが表示された指示に従って操作手順指示部内に表示された
ボタンをマウス２５でクリックしていけば、前記（Ａ）～（Ｈ）の動作手順が可能となる
。このように、ユーザが操作手順指示部に表示された指示に従って操作していくことで、
装置の操作を行えるところに特徴がある。
【００３４】
図４は、前記（Ａ）～（Ｈ）に述べた動作手順の一部の表示内容を示したものであり、Ｘ
－Ｙ軸上でプローブ１８を試料２の所望の位置へ移動させる手順を示した。
【００３５】
まず、同図（ａ）の指示でユーザがプローブ１８の移動目標位置をマウス２５でダブルク
リックして、操作手順指示部内のＯＫボタンをクリックすると、同図（ｂ）の表示に移り
、ダブルクリックした位置に移動目標点４０を表示する。次に、上記（ｂ）の指示でユー
ザがプローブ１８の位置をマウス２５でダブルクリックして、操作手順指示部内のＯＫボ
タンをクリックすると、同図（ｃ）の表示に移り、ダブルクリックした位置にプローブ点
４１を表示する。ここで、移動目標点４０およびプローブ点４１をマウス等のポインティ
ングデバイスで指定したところに特徴がある。さらに、プローブ点４１は、移動目標点４
０の表示と区別できるような表示を行うところに特徴がある。同じ表示であると、特にプ
ローブ点と移動目標点の位置が接近していた時にわかりにくいからである。区別できる例
としては、移動目標点４０が緑色の丸印の表示ならば、プローブ点４１は赤色の丸印で表
示する等である。
【００３６】
次に、上記（ｃ）の指示でユーザが操作手順指示部内のＯＫボタンをクリックすると、同
図（ｄ）の表示に移る。ここで、ソフトウエアでは移動目標点４０の座標とプローブ点４
１の座標から、プローブ１８の移動量を計算し、この移動量だけプローブ１８を移動させ
るところに特徴がある。移動量の計算は、二次粒子像３０の解像度をｐドット×ｐドット
、画像領域距離入力欄３１で設定した二次粒子像の表示領域をｑμｍ、アクチュエータ９
やその他駆動系の定数をＫ、移動目標点４０の座標を（ｘ１，ｙ１）、プローブ点４１の
座標を（ｘ２，ｙ２）とすると、Ｘ軸方向はＫ×ｑ×（ｘ１－ｘ２）／ｐ、Ｙ軸方向はＫ
×ｑ×（ｙ１－ｙ２）／ｐとなる。この式で求めた移動量だけ、デジタル出力ボード２３
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を介してプローブ制御部１１に移動信号を出力する。
【００３７】
プローブ制御部１１では、移動信号を元にアクチュエータ９の動力信号を生成してアクチ
ュエータ９を動作させ、アクチュエータ９に取り付けられたプローブ１８が移動する。ま
た、プローブ制御部１１はプローブ１８の移動終了を検出し、検出信号をデジタル入力ボ
ード２４へ出力する。ソフトウエアはこの検出信号を受けて、プローブ１８の停止信号を
デジタル出力ボード２３を介してプローブ制御部１１に出力、プローブ１８を停止させて
同図（ｅ）の表示に移る。上記（ｅ）では、ユーザにプローブ１８停止の通知と、再度確
認する意味で移動終了後のプローブ点をダブルクリックしてもらうよう、要請している。
ユーザがここでプローブ点をダブルクリックすると、ソフトウエアでは移動目標点４０の
座標とプローブ点の座標から、プローブ１８の移動目標点４０からのずれを計算し、あら
かじめ設定しておく移動誤差範囲４２の中に入っていれば、プローブ１８のＸ－Ｙ軸上で
の移動は完了となる。
【００３８】
（実施例２）
本実施例は本発明によるプローブ装置に関わる回路検査装置である。回路検査装置は複数
本の尖鋭化したプローブを独立に駆動させ、半導体デバイスなどの配線に接触させ、プロ
ーブ間の電気的特性を計測してデバイス電気回路の良不良を計測する装置である。試料や
プローブは電子ビーム照射による二次電子像によって観察する。この装置のプローブを動
作させる手段として前記実施例１に示したプローブ装置を用いた。
【００３９】
図５は本発明による回路検査装置の概略構成図である。本回路検査装置は、集束電子ビー
ム照射光学系１０１、集束電子ビーム１０２の照射によって試料１０３から発生する二次
電子を検出する二次電子検出器１０４と、試料１０３を載置する試料ステージ１０５と、
試料１０３に必要に応じて接触できるプローブ１０６と、プローブ１０６をＸＹＺ方向に
移動させるプローブ駆動部１０７と、プローブ１０６を制御するために必要な画像もしく
は操作部を表示するプローブ情報画面を表示するディスプレイ１０８等から構成され、さ
らには、集束電子ビーム照射光学系１０２や二次電子検出器１０４やプローブ駆動部１０
７Ａ、１０７Ｂを制御するための計算処理部１０９を有する。また、本実施例の場合、プ
ローブ１０６およびプローブ駆動部１０７は独立して２組が設置され（ここではプローブ
１０６Ａ、プローブ１０６Ｂとする）、それぞれ独立に駆動して、試料１０３の所望の位
置に接触させることができる。
【００４０】
ディスプレイ１０８にはプローブ１０６に所望の動作をさせるためのプローブ情報画面が
表示でき、このプローブ情報画面は二次電子検出器１０４からの試料１０３やプローブ１
０６の表面形態の二次電子像を表示する二次電子像画面領域と、二次電子像の少なくとも
拡大縮小やシフト、回転を行なう二次電子像操作画面領域と、プローブ１０６の３次元方
向の移動を指示するプローブ操作画面領域とから構成されている。特に本実施例の場合、
プローブは２本あるため、それぞれのプローブに対応したプローブ情報画面がマルチウィ
ンドウ形式で表示され、注目するプローブに対応するプローブ操作画面をプローブ操作画
面領域で選択するか、二次電子像画面領域で注目するプローブを指定することで、対応す
るプローブ操作画面領域が活性化して、各種の指示を与えることができる。
【００４１】
この時、二次電子像画面上のプローブ像には各々を区別するための識別子１１３が付され
ている。識別子１１３の例としては数字やアルファベットで、対応するプローブ操作画面
に対応する記号もしくは符号が表示され、プローブ１８が移動しても、それに伴って識別
子１１３も移動して離れないため、注目するプローブを動作させる時には間違いなくプロ
ーブの制御を切り換えることができる。
【００４２】
プローブ１０６Ａ、プローブ１０６Ｂは共にＸＹ軸方向（回路面内方向）とＺ方向（回路
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面に垂直な方向）に圧電素子を用いて微動できる。プローブ１０６は試料ステージ１０５
を含む真空容器である試料室１１０内にあり、測定すべき半導体デバイスなどは試料室１
１０内に設置できる。
【００４３】
ここでの測定例を簡単に説明する。図６はプローブ１０６Ａ、プローブ１０６Ｂによって
回路を検査する様子を説明するための図である。回路面上のパッド１１２Ａ、１１２Ｂは
ある回路の途中に設けられたもので、１μｍ平方の大きさで、両パッドの間隔は２μｍで
ある。回路が正常ならば両パッド間は導通状態になり予め定めた抵抗値となる。そこで、
パッド１１２Ａ、１１２Ｂにそれぞれプローブ１０６Ａ、プローブ１０６Ｂを接触させて
導通状態を測定する。
【００４４】
回路検査に際しては、回路面１１１を二次電子像画面で拡大して観察しながら、同一視野
内にプローブ１０６Ａ、１０６Ｂが入るようにプローブ操作画面で制御する。二次電子像
画面が高倍率であると、両プローブ１０６Ａ、１０６Ｂを画面内に移動させるのに時間が
かかるので、二次電子像操作画面で低倍率に設定して両プローブ１０６Ａ、１０６Ｂが画
面内に入るように移動させ、順次倍率を高めるとともに、プローブ１０６Ａ、１０６Ｂも
移動させることで、容易にプローブ１０６Ａ、１０６Ｂをパッド１１２Ａ、１１２Ｂの直
上に移動させることができる。
【００４５】
それぞれのパッドとプローブ先端部が重なった状態で一方のプローブ１０６Ａをパッド１
１２Ａに近づけて接触させる。ここで、プローブ駆動系はプローブと試料の接触検知手段
を有していて、接触を感知すればプローブ移動を停止すると共にプローブ操作画面のプロ
ーブ接触表示を明示する。他方のプローブ１０６Ｂをパッド１１２Ｂに接触させる。
【００４６】
この状態で注目する回路の導通を計測できる。導通の計測に当たっては、プローブ操作画
面領域にある測定ボタンを押すことで、両プローブ間の電流電圧特性を計測でき、計測さ
れた電流電圧特性が表示される。
【００４７】
このような構成によって、ディスプレイ１０８の画面上で、二次電子像を表示すること、
二次電子像を操作する（つまり、集束電子ビーム照射系を制御する）こと、プローブの移
動操作して所望の位置に正確に接触させること、プローブ間の電気特性を計測することな
どを実行できる。
【００４８】
この基本構成に従ってプローブの数をさらに増やして、例えばプローブが４本の場合も同
様で、各々のプローブを独立に制御する駆動部を設け、ディスプレイ上でのプローブ操作
画面で所望のプローブを選択し、所望の方向に移動するように指示をすればよく、本発明
によるプローブ装置の本質には全く問題を生じない。
【００４９】
また、本実施例では荷電粒子ビームとして集束電子ビームを用いたが、集束電子ビーム照
射光学系１０２の替わりに集束イオンビーム照射光学系を用いることで、回路面の不用な
配線を断線させたり、断線した配線を結合させたりしながら、回路の電気特性を計測する
こともできる。
【００５０】
【発明の効果】
本発明によれば、プローブの移動状態をモニタする画像とプローブの移動操作を行うため
のプローブ操作画面領域を持った表示部、およびプローブ操作画面領域の信号によりプロ
ーブを移動させるためのプローブ制御部を設け、さらに、プローブが表示された画像にお
いて、ユーザがプローブの移動目標点と現在のプローブ点を指定することで、プローブの
移動目標点と現プローブ点の各々の座標から移動量を計算して、プローブを移動目標点へ
移動させる機能を持ったことで、ユーザがプローブを所望の位置へ簡単に移動させること
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ができる。
【００５１】
本発明によるプローブ装置を用いることで、神経を要したり人手の器用さや熟練度にあま
り影響されることなく、走査型電子顕微鏡や集束イオンビーム顕微鏡などの装置内の尖鋭
化したプローブを、任意の位置に移動させたり試料に接触させるなどのプローブ操作を容
易に行うことができる。
【００５２】
また、上記表示部内に、装置の操作手順を順次表示する操作手順指示部を設けたことで、
ユーザが表示された指示に従って順次操作することで、ユーザがあらかじめ装置の操作手
順や知識を習得することなしにプローブ操作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の試料作成装置の構成を示す斜視図。
【図２】プローブを所望の位置へ移動させる手段の構成例を示すブロック図。
【図３】ディスプレイ表示の内容の一例を示す図。
【図４】ディスプレイ表示の中でプローブを所望の位置に移動させる手順の説明図。
【図５】本発明の実施例による回路検査装置の概略構成を示す斜視図。
【図６】本発明の実施例による回路検査の状況を説明するための模式図。
【符号の説明】
２…試料、３…ＦＩＢ照射光学系、４…二次粒子検出器、５…デポジションガス源、６…
試料ステージ、７…試料ホルダ、８…固定具、９…アクチュエータ、１０…ステージ制御
部、１１…プローブ制御部、１２…二次粒子検出器制御部、１３…デポジションガス源制
御部、１４…ＦＩＢ制御部、１５…計算処理部、１６…ディスプレイ、１７…ＦＩＢ、１
８…プローブ、１９…ノズル、２０…接触検出部、２１…オペボックス、２２…画像入力
ボード、２３…デジタル出力ボード、２４…デジタル入力ボード、２５…マウス、２６…
キーボード、２７…パーソナルコンピュータ、３０…二次粒子像、３１…画像領域距離入
力欄、３２…プローブ操作画面領域、３３…操作手順指示部、４０…移動目標点、４１…
プローブ点、４２…移動誤差範囲、１０２…集束電子ビーム照射光学系、１０３…試料、
１０４…二次電子検出器、１０５…試料ステージ、１０６…プローブ、１０６Ａ…プロー
ブＡ、１０６Ｂ…プローブＢ、１０７…プローブ駆動部、１０８…ディスプレイ、１０９
…計算処理部、１１０…試料室、１１１…回路面、１１２…パッド、１１２Ａ…パッドＡ
、１１２Ｂ…パッドＢ。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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