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(57)【要約】
【課題】荷電粒子ビーム照射装置における荷電粒子ビー
ムの軸調整の操作性を向上し、また、その精度を向上さ
せる。
【解決手段】荷電粒子ビームを射出するビーム源１０１
と、開口部１３０を有するアパーチャ板１０３ａと、荷
電粒子ビームを偏向させる偏向部１０２と、アパーチャ
板１０３ａ上で開口部１３０よりも広い範囲である走査
範囲において荷電粒子ビームを偏向部１０２に走査させ
る制御部１１０と、ビーム源１０１と開口部１３０の中
心を通る軸上に挿入可能に設けられ、且つ、偏向された
荷電粒子ビームの開口部１３０の通過を検出する検出部
１４０と、走査範囲における開口部１３０を通過した荷
電粒子の領域の重心位置を求めるビーム位置抽出部１４
１と、重心位置が走査範囲の中心となる、偏向部１０２
に供給する電流量を決定する補正部１４２とを備える、
荷電粒子ビーム照射装置１００を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　a)荷電粒子ビームを射出するビーム源と、
　b)開口部を有するアパーチャ板と、
　c)前記荷電粒子ビームを偏向させる偏向部と、
　d)前記アパーチャ板上で前記開口部よりも広い範囲である走査範囲において前記荷電粒
子ビームを前記偏向部に走査させる制御部と、
　e)前記ビーム源と前記開口部の中心を通る軸上に挿入可能に設けられ、且つ、偏向され
た前記荷電粒子ビームの前記開口部の通過を検出する検出部と、
　f)前記走査範囲における、前記開口部を通過した荷電粒子の領域の重心位置を求めるビ
ーム位置抽出部と、
　g)前記重心位置が前記走査範囲の中心となる、前記偏向部に供給する電流量を決定する
補正部と、
を備える、荷電粒子ビーム照射装置。
【請求項２】
　前記重心位置は、前記開口部を通過した荷電粒子の領域における前記検出部による測定
値を重みとした、前記走査範囲の中心を原点とする前記走査範囲の走査位置の加重平均を
計算して求める、請求項１に記載の荷電粒子ビーム照射装置。
【請求項３】
　前記検出部はファラデーカップを備え、該ファラデーカップで検出されたビーム電流量
を前記測定値とする、請求項２に記載の荷電粒子ビーム照射装置。
【請求項４】
　a)ビーム源から荷電粒子ビームを射出する射出ステップと、
　b)アパーチャ板上で該アパーチャ板が有する開口部よりも広い範囲である走査範囲にお
いて前記荷電粒子ビームを走査させるように偏向部に前記荷電粒子ビームを偏向させる偏
向ステップと、
　c)前記ビーム源と前記開口部の中心を通る軸上に検出部を挿入し、偏向された前記荷電
粒子ビームの前記開口部の通過を検出する検出ステップと、
　d)前記走査範囲における、前記開口部を通過した荷電粒子の領域の重心位置を求めるビ
ーム位置抽出ステップと、
　e)前記重心位置が前記走査範囲の中心となる、前記偏向部に供給する電流量を決定する
決定ステップと、
を備える、荷電粒子ビーム軸調整方法。
【請求項５】
　前記重心位置は、前記開口部を通過した荷電粒子の領域における前記検出部による測定
値を重みとした、前記走査範囲の中心を原点とする前記走査範囲の走査位置の加重平均を
計算して求める、請求項４に記載の荷電粒子ビーム軸調整方法。
【請求項６】
　ファラデーカップで検出されたビーム電流量を前記測定値とする、請求項５に記載の荷
電粒子ビーム軸調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走査電子顕微鏡、電子線微小部分析装置等の分析装置・観察装置や、電子ビ
ーム描画装置、電子ビーム加工機、イオンビーム微細加工装置等の加工装置など、電子ビ
ームやイオンビームなどの荷電粒子を利用する各種装置において荷電粒子ビームを試料等
の対象物に照射する荷電粒子ビーム照射装置、及び、そうした荷電粒子ビーム照射装置に
おいて荷電粒子ビームの光軸を調整する軸調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　特許文献１には、このような荷電粒子ビーム照射装置とその軸調整方法が開示されてい
る。図４に、従来の荷電粒子ビーム照射装置の概略構成図を示す。図４に示す荷電粒子ビ
ーム照射装置４００は、荷電粒子ビームとして電子ビームを試料に照射する装置であり、
電子ビームＥを射出する電子銃で成るビーム源４０１と電子ビームが照射される試料ステ
ージ４０９上に設置された試料４０８との間に、それらビーム源４０１と試料４０８とを
結ぶ軸Ｃに沿って、第１アパーチャ板４１４、第１集束レンズ４１９、Ｘ方向、Ｙ方向偏
向器４２１、４２２から成るビーム偏向部４０２、第２集束レンズ４０３、第２アパーチ
ャ板４０５、走査コイル４０６、及び対物レンズ４０７を備えている。また、これら各部
を制御するための、制御部４１０、レンズ電源部４１１、偏向電源部４１２、ビーム走査
電源部４１３、二次電子計測部４１５、画像処理部４１６、操作部４１７、及び表示部４
１８を備えている。ビーム源４０１から射出され、第１アパーチャ板４１４を通過した電
子ビームは、第１集束レンズ４１９で集束され、ビーム偏向部４０２により第２集束レン
ズ４０３のアパーチャ板（コンデンサ用アパーチャ板）４０３ａの第１開口部４３０を通
過するように調整される。第２集束レンズ４０３を通過した集束電子ビームは第２アパー
チャ板４０５を通過した後、走査コイル４０６により試料４０８上を走査するように偏向
される。その後、対物レンズ４０７により試料４０８の表面上に集束される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2011-054426号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような荷電粒子ビーム照射装置において、ビーム源４０１の電子ビームが射出され
る位置、第２集束レンズ４０３の電子ビームの通過領域を制限するコンデンサ用アパーチ
ャ板４０３ａの第１開口部４３０の中心位置、第２アパーチャ板４０５の第２開口部４５
０の中心位置、及び対物レンズ４０７の中心位置がいずれも一直線上にあって、これらの
位置が動かないものであれば理想的である。しかし、実際には、各位置のずれが全くない
ように各構成要素を配置することは困難であり、また、理想的な配置をしたとしても、装
置に加わる衝撃や振動などによって各位置のずれが生じてしまう。このような荷電粒子ビ
ーム照射装置において、微小径の荷電粒子ビームを試料や加工物上の所定位置に正確に照
射するためには、荷電粒子ビームがビーム源４０１から試料４０８に進む際に通過する軌
道を軸Ｃと合わせる調整（以下、軸調整と呼ぶ）を高精度に行っておく必要がある。
【０００５】
　従来の荷電粒子ビーム照射装置４００における荷電粒子ビームの軸調整は、次のように
行われていた。まず、軸調整用試料４０８ａを試料ステージ４０９上に載置する。軸調整
用試料４０８ａは、荷電粒子ビームが照射された際に二次電子を放出する試料であり、例
えば、酸化ジルコニウムが用いられる。
【０００６】
　次に、ビーム源４０１から電子ビームを射出し、第１集束レンズ４１９を調整して該電
子ビームをコンデンサ用アパーチャ板４０３ａの第１開口部４３０に集束させる。制御部
４１０は、偏向電源部４１２に走査信号を与え、ビーム偏向部４０２のＸ方向、Ｙ方向偏
向器４２１、４２２を用いて電子ビームをコンデンサ用アパーチャ板４０３ａ上で走査す
る。電子ビームが第１開口部４３０を通過した場合には、電子ビームが軸調整用試料４０
８ａに入射し、そこから二次電子が放出されるが、電子ビームがコンデンサ用アパーチャ
板４０３ａで遮蔽された場合には軸調整用試料４０８ａから二次電子が放出されない。
【０００７】
　二次電子計測部４１５は電子ビームの各走査位置において、軸調整用試料４０８ａから
放出される二次電子を検出する。画像処理部４１６は、制御部４１０が有する電子ビーム
の走査位置の情報と二次電子計測部４１５が検出した二次電子の情報からアパーチャ像を
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作成し、表示部４１８に該アパーチャ像を表示する。
【０００８】
　アパーチャ像の一例を図５に示す。図５において、枠線５７は電子ビームをコンデンサ
用アパーチャ板４０３ａ上で走査させた範囲を示す。十字で示された走査中心位置５６は
ビーム偏向部４０２が電子ビームをコンデンサ用アパーチャ板４０３ａ上で走査させた範
囲の中心に相当し、アパーチャ像の円形パターン５５は、電子ビームが軸調整用試料４０
８ａに入射する範囲、つまり、第１開口部４３０を通過した領域に相当する。走査中心位
置５６と円形パターン５５の中心位置のずれは、電子ビームが軸Ｃからずれていることを
反映している。
【０００９】
　ユーザは表示部４１８の画面に表示されたアパーチャ像を見ながら、図６のようにアパ
ーチャ像の円形パターン５５の中心が、十字で表示された走査中心位置５６に来るように
、操作部４１７を用いてアパーチャ像を移動させる。制御部４１０は、このような画像上
の操作による移動量のデータから走査中心位置５６に対応する電子ビームの偏向方向を決
定すると共に、該偏向方向が走査範囲の中心と対応するようにＸ方向、Ｙ方向偏向器４２
１、４２２への供給電流等の制御パラメータを調整する。
【００１０】
　このような手順で行われる従来の荷電粒子ビーム照射装置における荷電粒子ビームの軸
調整は、軸調整用試料４０８ａを試料ステージ４０９上に載置したり、制御パラメータを
調整するためにユーザが表示部４１８の画面を見ながら手動で画像を操作したりする必要
があるなど、操作性が悪い。また、軸調整用試料４０８ａおよびユーザ依存の調整である
ため、荷電粒子ビームの軸調整の精度は調整毎にばらついてしまう。
【００１１】
　本発明は上記の点に鑑みて成されたものであり、その目的とするところは、荷電粒子ビ
ーム照射装置における荷電粒子ビームの軸調整の操作性を向上し、また、その精度を向上
させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために成された本発明に係る荷電粒子ビーム照射装置は、
　a)荷電粒子ビームを射出するビーム源と、
　b)開口部を有するアパーチャ板と、
　c)前記荷電粒子ビームを偏向させる偏向部と、
　d)前記アパーチャ板上で前記開口部よりも広い範囲である走査範囲において前記荷電粒
子ビームを前記偏向部に走査させる制御部と、
　e)前記ビーム源と前記開口部の中心を通る軸上に挿入可能に設けられ、且つ、偏向され
た前記荷電粒子ビームの前記開口部の通過を検出する検出部と、
　f)前記走査範囲における、前記開口部を通過した荷電粒子の領域の重心位置を求めるビ
ーム位置抽出部と、
　g)前記重心位置が前記走査範囲の中心となる、前記偏向部に供給する電流量を決定する
補正部と、
を備える。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために成された本発明に係る荷電粒子ビーム軸調整方法は、
　a)ビーム源から荷電粒子ビームを射出する射出ステップと、
　b)アパーチャ板上で該アパーチャ板が有する開口部よりも広い範囲である走査範囲にお
いて前記荷電粒子ビームを走査させるように偏向部に前記荷電粒子ビームを偏向させる偏
向ステップと、
　c)前記ビーム源と前記開口部の中心を通る軸上に検出部を挿入し、偏向された前記荷電
粒子ビームの前記開口部の通過を検出する検出ステップと、
　d)前記走査範囲における、前記開口部を通過した荷電粒子の領域の重心位置を求めるビ
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ーム位置抽出ステップと、
　e)前記重心位置が前記走査範囲の中心となる、前記偏向部に供給する電流量を決定する
決定ステップと、
を備える。
【００１４】
　前記重心位置は、前記開口部を通過した荷電粒子の領域における前記検出部による測定
値を重みとした、前記走査範囲の中心を原点とする前記走査範囲の走査位置の加重平均（
重み付き平均）を計算して求める構成にしてもよい。ここで、前記検出部がファラデーカ
ップを備え、該ファラデーカップで検出されたビーム電流量（荷電粒子ビームの絶対強度
）を測定値として用いてもよいし、該ファラデーカップで検出されたビーム電流量の所定
の電流との差（荷電粒子ビームの相対強度）を測定値として用いてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る荷電粒子ビーム照射装置及び荷電粒子ビーム軸調整方法によれば、試料や
ユーザに依らず荷電粒子ビームの軸調整を行うことができるため、荷電粒子ビームの軸調
整の操作性を向上し、またその精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例に係る荷電粒子ビーム照射装置の概略構成図。
【図２】実施例に係る荷電粒子ビーム照射装置における荷電粒子ビームの軸調整の手順を
示すフローチャート。
【図３】実施例に係る荷電粒子ビーム照射装置における（ａ）微調整の場合、（ｂ）粗調
整の場合の軸調整を説明する図。
【図４】従来の荷電粒子ビーム照射装置の概略構成図。
【図５】従来の荷電粒子ビーム照射装置における荷電粒子ビームの軸調整を説明する図。
【図６】従来の荷電粒子ビーム照射装置における荷電粒子ビームの軸調整を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態を図１～図３を参照しつつ実施例を用いて説明する
。
【００１８】
　本実施例の荷電粒子ビーム照射装置１００の概略構成図を図１に示す。図１に示す荷電
粒子ビーム照射装置１００は、荷電粒子ビームとして電子ビームを試料に照射する装置で
あり、電子ビームＥを射出する電子銃で成るビーム源１０１と電子ビームが照射される試
料ステージ１０９上に設置された試料１０８との間に、それらビーム源１０１と試料１０
８とを結ぶ軸Ｃに沿って、第１アパーチャ板１１４、第１集束レンズ１１９、Ｘ方向、Ｙ
方向偏向器１２１、１２２から成るビーム偏向部１０２、第２集束レンズ１０３、検出部
１４０、第２アパーチャ板１０５、走査コイル１０６、及び対物レンズ１０７を備えてい
る。また、これら各部を制御するための、制御部１１０、レンズ電源部１１１、偏向電源
部１１２、ビーム走査電源部１１３、操作部１１７、ビーム位置抽出部１４１、及び補正
部１４２を備えている。
【００１９】
　本実施例の荷電粒子ビーム照射装置１００は、検出部１４０、ビーム位置抽出部１４１
、及び補正部１４２を用いて、荷電粒子ビームの軸調整を行う構成であることに特徴を有
している。検出部１４０がファラデーカップを備え、このファラデーカップが、コンデン
サ用アパーチャ板１０３ａを有する第２集束レンズ１０３と第２アパーチャ板１０５の間
に、ビーム源１０１と試料１０８とを結ぶ軸Ｃから外れた位置１４０ａから軸Ｃ上に挿入
可能に設けられている場合を説明する。
【００２０】
　ここで、「軸Ｃ」は、ビーム源１０１から電子ビームが射出される位置と、ビーム源１
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０１の直下であって、電子ビームが何ら外乱を受けなかった場合に試料１０８上に到達す
る位置とを結ぶものである。また、「ファラデーカップ」は金属製のカップであって、そ
の金属の部分に荷電粒子ビームが当たると、金属には電荷が蓄積される。ファラデーカッ
プに電流計を接続すると、金属の部分に当たった荷電粒子の数に応じた電流が流れるため
、ファラデーカップを備える検出部１４０は、電流値として荷電粒子ビームの強度を検出
することができる。
【００２１】
　荷電粒子ビームの軸調整は、試料の測定前に予め行っておくものであり、以下、この軸
調整の手順を図２を参照して説明する。
【００２２】
　まず、ユーザが操作部１１７を構成するマウスやキーボード等を操作して軸調整を荷電
粒子ビーム照射装置１００に指示する。荷電粒子ビーム照射装置１００の制御部１１０が
、この指示を受け取ると、制御部１１０は、図示しないモータ等の動力源を制御して、フ
ァラデーカップで成る検出部１４０をコンデンサ用アパーチャ板１０３ａの下であって、
ビーム源１０１とコンデンサ用アパーチャ板１０３ａの第１開口部１３０の中心を通る軸
（軸Ｃ）上に移動させる。また、ビーム源１０１は、電子ビームＥを射出する（ステップ
Ｓ２１）。
【００２３】
　次に、制御部１１０は第１集束レンズ１１９を調整する信号をレンズ電源部１１１に送
り、レンズ電源部１１１は第１集束レンズ１１９に制御電流を供給する。第１集束レンズ
１１９は、制御電流に従って、電子ビームＥを第１開口部１３０近傍に集束させる。
【００２４】
　制御部１１０は、Ｘ方向、Ｙ方向偏向器１２１、１２２による電子ビームＥの偏向方向
を変える走査信号を偏向電源部１１２に与える。偏向電源部１１２は走査信号に従って所
定の電流をＸ方向、Ｙ方向偏向器１２１、１２２に供給する。供給された制御電流の量に
応じて、偏向器１２１は電子ビームＥをＸ方向に偏向し、偏向器１２２は電子ビームＥを
Ｙ方向に偏向する（ステップＳ２２）。ここで、Ｘ方向及びＹ方向は、軸Ｃと直交する面
（Ｘ－Ｙ面）内の方向である。走査信号は、このように電子ビームＥをＸ方向及びＹ方向
に偏向させ、電子ビームＥをＸ－Ｙ面内で第１開口部１３０よりも広い走査範囲に亘って
走査させるものである。一例として、第１開口部１３０が直径２５μｍの円である場合、
Ｘ方向に８０μｍ、Ｙ方向に８０μｍの正方形の範囲を走査範囲にすることができる。
【００２５】
　電子ビームＥを第１開口部１３０近傍に集束させた場合における、該第１開口部１３０
近傍の拡大図を図３（ａ）及び図３（ｂ）に示す。電子ビームＥを図３（ａ）のように、
第１開口部１３０が形成されたＸ－Ｙ面内に集束させると、電子ビームＥで照射されるＸ
－Ｙ面の範囲Ｒは、電子ビームＥをコンデンサ用アパーチャ板１０３ａ上で走査させた範
囲Ｓと同じ範囲になるため、軸調整の微調整ができる。一方、電子ビームＥを集束させる
位置を、図３（ｂ）のように、Ｘ－Ｙ面から軸Ｃに沿った電子ビームの進行方向である＋
Ｚ方向に数μｍ程度ずらした位置にすると、電子ビームＥで照射されるＸ－Ｙ面の範囲Ｒ
’は、電子ビームＥをコンデンサ用アパーチャ板１０３ａ上で走査させた範囲Ｓより広い
範囲になるため、軸調整の粗調整ができる。
【００２６】
　上述の走査範囲の中心を原点とした座標で上述の走査範囲を表すと、走査範囲はＸ方向
に±４０μｍ、Ｙ方向に±４０μｍの正方形の範囲となる。この範囲において、電子ビー
ムＥが第１開口部１３０を通過する領域が全くないか一部の領域だけとなる場合は軸ずれ
が大きい。この場合、例えば、走査範囲をＸ方向に±１２０μｍ、Ｙ方向に±１２０μｍ
の正方形の範囲に拡げて粗調整を行い、第１開口部１３０の全領域が走査範囲内に収まる
ような電子ビームＥの偏向方向を把握する。該偏向方向を次に行う走査範囲の中心に対応
させた後、Ｘ方向、Ｙ方向偏向器１２１、１２２への供給電流等の制御パラメータを調整
する微調整を行う。以下では、微調整を行う場合を説明する。
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【００２７】
　コンデンサ用アパーチャ板１０３ａの下であって軸Ｃ上に移動されたファラデーカップ
を備える検出部１４０は、Ｘ方向、Ｙ方向偏向器１２１、１２２によって偏向された電子
ビームＥの強度に応じた電流値を出力する。これにより、走査範囲内の各偏向方向につい
て、電子ビームＥの第１開口部１３０の通過を検出する（ステップＳ２３）。電子ビーム
Ｅがコンデンサ用アパーチャ板１０３ａによって遮蔽されると電流値は小さくなるが、電
子ビームＥが第１開口部１３０を通過すると電流値は大きくなる。
【００２８】
　次に、ビーム位置抽出部１４１は、検出部１４０による測定値の情報と、制御部１１０
が把握する走査位置の情報を取得し、検出部１４０による測定値を重みとした、走査範囲
の中心を原点とする走査位置の加重平均（重み付き平均）を計算して、第１開口部１３０
を通過した荷電粒子の領域の重心位置を求める（ステップＳ２４）。すなわち、iを測定
値が得られた全ての走査位置に割り当てられた変数、走査範囲の中心を原点として、測定
値が得られた走査位置をx座標についてTxi[μm]、y座標についてTyi[μm]、測定値をIiと
すると、重心位置のx座標の位置Tcxおよびy座標の位置Tcyは、それぞれ、Tcx=Σ(Ii×Txi
)/ΣIi、Tcy=Σ（Ii×Tyi）/ΣIiを計算して求める。ここで、ファラデーカップで検出さ
れたビーム電流量（荷電粒子ビームの絶対強度）を測定値として用いてもよいし、ファラ
デーカップで検出されたビーム電流量の所定の電流との差（荷電粒子ビームの相対強度）
を測定値として用いてもよい。
【００２９】
　補正部１４２は、ステップＳ２４で求めた重心位置が走査範囲の中心となる、偏向部１
０２が備えるＸ方向、Ｙ方向偏向器１２１、１２２に供給する電流量を決定する（ステッ
プＳ２５）。これにより、第１開口部１３０を通過した荷電粒子の領域の重心位置が、走
査範囲の中心（原点）になり、荷電粒子ビームの軸調整が終了する。
【００３０】
　このように、本実施例の荷電粒子ビーム照射装置及び荷電粒子ビーム軸調整方法によれ
ば、荷電粒子ビームの軸調整が、試料やユーザに依らず調整毎にばらつくことなく行える
ため、荷電粒子ビームの軸調整の精度を向上させることができる。また、ビーム位置抽出
部が強度の二次元空間分布の重心位置を定量的に求めるため、定量的な調整も可能である
。さらに、本実施例の荷電粒子ビーム照射装置が、従来はユーザが手動で行っていた操作
を行うため、操作性が向上する。
【００３１】
　本実施例では、荷電粒子ビームとして電子ビームを用いる場合を説明したが、本発明は
これに限られず、イオンビームなど、電荷を有し、その偏向方向を偏向器によって変える
ことができるものであれば、どのような荷電粒子ビームを用いてもよい。
【符号の説明】
【００３２】
５５…円形パターン
５６…走査中心位置
５７…枠線
１００、４００…荷電粒子ビーム照射装置
１０１、４０１…ビーム源
１０２、４０２…ビーム偏向部
１０３、４０３…集束レンズ
１０３ａ、４０３ａ…コンデンサ用アパーチャ板
１０５、４０５…第２アパーチャ板
１０６、４０６…走査コイル
１０７、４０７…対物レンズ
１０８、４０８…試料
１０９、４０９…試料ステージ
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１１０、４１０…制御部
１１１、４１１…レンズ電源部
１１２、４１２…偏向電源部
１１３、４１３…ビーム走査電源部
１１４、４１４…第１アパーチャ板
１１７、４１７…操作部
１１９、４１９…集束レンズ
１２１、１２２、４２１、４２２…偏向器
１３０、４３０…第１開口部
１４０…検出部
１４１…ビーム位置抽出部
１４２…補正部
１５０、４５０…第２開口部
４１５…二次電子計測部
４１６…画像処理部
４１８…表示部

【図１】 【図２】
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