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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子光学系と処理部を備えた荷電粒子線装置の荷電粒子ビームを用いた微細パター
ン評価方法であって、
　少なくとも２つの異なる方向から荷電粒子ビームを試料に照射するための光学系条件に
基づき、前記試料上に前記荷電粒子ビームを照射し、
　少なくとも２つの異なる方向から前記荷電粒子ビームを試料に照射して得られた画像を
比較して画像間のパターン位置ずれ量を測定し、
　前記処理部は、前記試料上の画像取得位置を移動するための前記荷電粒子ビームのビー
ム偏向に依存した前記パターン位置ずれ量の補正量に基づき、前記少なくとも２つの異な
る方向への傾斜の前後に生じた前記パターン位置ずれ量を補正する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項２】
　荷電粒子光学系と処理部を備えた荷電粒子線装置の荷電粒子ビームを用いたパターン評
価方法であって、
　少なくとも２つの異なる方向から荷電粒子ビームを試料に照射するための光学系条件に
基づき、前記試料上に前記荷電粒子ビームを照射し、
　少なくとも２つの異なる方向から前記荷電粒子ビームを試料に照射して得られた画像を
比較して画像間のパターン位置ずれ量を測定し、
　前記処理部は、前記試料上の画像取得位置を移動するための前記荷電粒子ビームのビー
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ム偏向に依存した前記パターン位置ずれ量の補正量に基づき、前記パターン位置ずれ量を
補正し、
　前記処理部は、前記補正量で補正したパターン位置ずれ量から非点較差量、もしくは焦
点位置ずれ量、またはその両方を算出する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のパターン評価方法であって、
　前記処理部は、前記補正量で補正したパターン位置ずれ量から非点較差量、もしくは焦
点位置ずれ量、またはその両方を算出する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のパターン評価方法であって、
　前記処理部は、前記補正量を、前記荷電粒子ビームの加速電圧や試料高さに応じて算出
する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項５】
　請求項３に記載のパターン評価方法であって、
　前記処理部は、前記補正量を、照射する前記荷電粒子ビームの傾斜方向と傾斜角度に応
じて算出する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項６】
　請求項１または２に記載のパターン評価方法であって、
　前記パターン位置ずれ量の前記補正量を前記光学系条件にフィードバックして前記荷電
粒子ビームを照射する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項７】
　請求項１または２に記載のパターン評価方法であって、
　前記処理部は、前記パターン位置ずれ量の前記補正量を、照射する前記荷電粒子ビーム
の傾斜方向と傾斜角度に応じて算出する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項８】
　請求項１または２に記載のパターン評価方法であって、
　前記補正量を前記荷電粒子ビームのビーム偏向量に依存した多項式により求める、
ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項９】
　請求項１または２に記載のパターン評価方法であって、
　前記処理部は、４つの異なる方向から荷電粒子ビームを試料に照射することにより得ら
れた前記画像を比較して画像間の前記パターン位置ずれ量を測定し、前記補正量で補正し
た前記パターン位置ずれ量から前記非点較差量を算出する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項１０】
　請求項１または２に記載のパターン評価方法であって、
前記補正量を算出可能な前記光学系条件に関する情報を前記荷電粒子線装置の表示部に表
示する、
　ことを特徴とするパターン評価方法。
【請求項１１】
　荷電粒子ビームを用いたパターン評価装置であって、
　試料上に荷電粒子ビームを照射する荷電粒子光学系と、
少なくとも２つの異なる方向から前記荷電粒子ビームを照射するための前記荷電粒子光学
系の光学系条件を登録保持する記憶部と、
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　前記光学系条件に基づき、少なくとも２つの異なる方向からの前記荷電粒子ビームの照
射で得た画像を比較して画像間のパターン位置ずれ量を算出する処理部と、
　前記荷電粒子ビームを偏向するビーム偏向部を備え、
　前記処理部は、前記ビーム偏向部の前記試料上の前記画像の取得位置を移動するための
ビーム偏向に基づき、前記少なくとも２つの異なる方向への傾斜の前後に生じた前記パタ
ーン位置ずれ量の補正量を算出し、前記補正量を用いて前記パターン位置ずれ量を補正す
る、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１２】
　荷電粒子ビームを用いたパターン評価装置であって、
　試料上に荷電粒子ビームを照射する荷電粒子光学系と、
少なくとも２つの異なる方向から前記荷電粒子ビームを照射するための前記荷電粒子光学
系の光学系条件を登録保持する記憶部と、
　前記光学系条件に基づき、少なくとも２つの異なる方向からの前記荷電粒子ビームの照
射で得た画像を比較して画像間のパターン位置ずれ量を算出する処理部と、
　前記荷電粒子ビームを偏向するビーム偏向部を備え、
　前記処理部は、前記ビーム偏向部の前記試料上の前記画像の取得位置を移動するための
ビーム偏向に基づく前記パターン位置ずれ量の補正量を算出し、前記補正量を用いて前記
パターン位置ずれ量を補正し、
　前記処理部は、前記補正量で補正した前記パターン位置ずれ量から、前記荷電粒子ビー
ムの非点較差量、もしくは焦点位置ずれ量、またはその両方を算出する、
ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のパターン評価装置であって、
　前記処理部は、前記補正量で補正した前記パターン位置ずれ量から、前記荷電粒子ビー
ムの非点較差量、もしくは焦点位置ずれ量、またはその両方を算出する、
ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１４】
　請求項１１乃至１３のいずれか一項に記載のパターン評価装置であって、
　前記処理部は、前記補正量を、前記荷電粒子ビームの加速電圧、あるいは前記試料の高
さに応じて算出する、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のパターン評価装置であって、
　前記処理部は、前記補正量を、照射する前記荷電粒子ビームの傾斜方向と傾斜角度に応
じて算出する、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１６】
　請求項１１または１２に記載のパターン評価装置であって、
　前記パターン位置ずれ量の前記補正量を前記光学系条件にフィードバックして前記荷電
粒子ビームを照射するよう制御する制御部を更に備える、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１７】
　請求項１１または１２に記載のパターン評価装置であって、
　前記処理部は、前記パターン位置ずれ量の前記補正量を、照射する前記荷電粒子ビーム
の傾斜方向と傾斜角度に応じて算出する、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１８】
　請求項１１または１２に記載のパターン評価装置であって、
　前記処理部は、前記補正量を前記ビーム偏向部のビーム偏向量に依存した多項式により
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求める、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項１９】
　請求項１１または１２に記載のパターン評価装置であって、
　前記記憶部は、少なくとも４つの異なる方向から照射するための前記荷電粒子光学系の
光学系条件を登録して保持する、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項２０】
　荷電粒子ビーム装置によるパターン評価装置であって、
　試料を搭載するステージと、
　前記ステージ上の前記試料に荷電粒子ビームを照射し、前記試料から発生する二次荷電
粒子を検出する荷電粒子光学系と、
　前記荷電粒子光学系の光学系条件を定めて前記荷電粒子光学系を制御し、検出した前記
二次荷電粒子から前記試料の画像を得るよう制御する制御部と、
　前記試料の画像の取得位置を移動するため、前記荷電粒子ビームを偏向するビーム偏向
部と、
　前記画像を表示する表示部とを備え、
　前記制御部は、少なくとも２つの異なる方向から前記荷電粒子ビームを前記試料上に照
射するための前記光学系条件を保持する記憶部と、前記光学系条件に基づき、少なくとも
２つの異なる方向からの前記荷電粒子ビームの照射で得た、前記試料の画像を比較して画
像間のパターン位置ずれ量を算出し、且つ前記ビーム偏向部のビーム偏向に基づく前記パ
ターン位置ずれ量の補正量を算出し、算出した前記補正量を用いて前記パターン位置ずれ
量を補正し、補正した前記パターン位置ずれ量から、前記荷電粒子ビームの非点較差量、
もしくは焦点位置ずれ量、またはその両方を算出する処理部を有する、
　ことを特徴とするパターン評価装置。
【請求項２１】
　電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器と、前
記電子源、前記ステージ、前記検出器を制御すると共に前記検出器により検出された電気
信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線装置において、
　前記制御演算部は、
　前記電子源から放出される電子線の走査と前記試料への入射角とを制御する入射角・走
査連動制御部と、
　前記入射角・走査連動制御部により、前記試料への入射角を変更しながら指定した走査
領域を走査された前記電子線により生じる前記試料からの電気信号に基づき作成される画
像用データを用いて前記試料の表面の凹凸を判定する凹凸判定演算部と、
　を含むことを特徴とする電子線装置。
【請求項２２】
　請求項２１記載の電子線装置において、
　前記制御演算部は、前記凹凸判定演算部で凹凸判定後、前記試料の指定されたパターン
の寸法を自動で計測する機能を有する
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項２３】
　電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器と、前
記電子源から放出される電子線の前記試料への入射角を変える偏向手段と、前記電子線を
加速する加速手段と、前記電子線の照射範囲を変えるイメージシフト偏向器と、前記電子
線を収束させる対物レンズと、これらを制御する制御部を制御すると共に前記検出器によ
り検出された電気信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線装置に
おいて、
　前記制御演算部は、
　前記偏向手段により変えられる電子線の前記試料に対する入射角、前記加速手段により
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加速される前記電子線の加速電圧、前記イメージシフト偏向器により変えられる偏向量、
および前記対物レンズの励磁に応じて、前記試料表面における前記電子線照射位置のずれ
量を推定する位置ずれ推定演算部と、
　前記位置ずれ推定演算部により推定された位置ずれ量を補正する位置ずれ補正制御部と
、
　前記位置ずれ補正制御部により位置ずれが補正された複数枚の画像用データのうち、同
一走査領域内において前記電子線の入射角の異なる画像用データから前記試料の特定パタ
ーンの凹凸判定を行う凹凸判定演算部と、を含む
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項２４】
　請求項２３記載の電子線装置において、
　前記制御演算部は、前記凹凸判定演算部で凹凸判定後、前記試料の指定されたパターン
の寸法を自動で計測する機能を有する
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項２５】
　電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器と、前
記電子源から放出される電子線の前記試料への入射角を変える偏向手段と、前記電子線を
加速する加速手段と、前記電子線の照射範囲を変えるイメージシフト偏向器と、前記電子
線を収束させる対物レンズと、これらを制御する制御部を制御すると共に前記検出器によ
り検出された電気信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線装置に
おいて、
　前記制御演算部は、
　前記偏向手段により変えられる電子線の前記試料に対する入射角、前記加速手段により
加速される前記電子線の加速電圧、前記イメージシフト偏向器により変えられる偏向量、
および前記対物レンズの励磁に応じて、前記試料表面における前記電子線照射位置のずれ
量を推定する位置ずれ推定演算部と、
　前記位置ずれ推定演算部により推定された位置ずれ量を考慮して前記電子線の入射角が
異なる複数枚の画像用データを補正し、前記補正された画像用データから前記試料の特定
パターンの凹凸判定を行う凹凸判定演算部と、
　を含むことを特徴とする電子線装置。
【請求項２６】
　請求項２５記載の電子線装置において、
　前記制御演算部は、前記凹凸判定演算部で凹凸判定後、前記試料の指定されたパターン
の寸法を自動で計測する機能を有する
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項２７】
　電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器と、前
記電子源から放出される電子線の前記試料への入射角を変える偏向手段と、前記電子線を
加速する加速手段と、前記電子線の照射範囲を変えるイメージシフト偏向器と、前記電子
線を収束させる対物レンズと、これらを制御する制御部を制御すると共に前記検出器によ
り検出された電気信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線装置に
おいて、
　前記制御演算部は、
　前記偏向手段により変えられる電子線の前記試料に対する入射角、前記加速手段により
加速される前記電子線の加速電圧、前記イメージシフト偏向器により変えられる偏向量、
および前記対物レンズの励磁に応じて、前記試料表面における前記電子線照射位置のずれ
量を推定する位置ずれプロファイル推定演算部と、
　前記電子源から放出される電子線の走査、前記試料への入射角、および前記位置ずれプ
ロファイル推定演算部により推定された位置ずれ量を補正する入射角・イメージシフト・
走査連動制御部と、
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　前記入射角・イメージシフト・走査連動制御部により前記試料への入射角を変更しなが
ら、かつ位置ずれを補正しながら走査された前記電子線により生じる前記試料からの電気
信号に基づき作成される画像用データを用いて前記試料の表面の凹凸を判定する凹凸判定
演算部と、を含む
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項２８】
　電子線装置において、
　１枚の画像を取得する際に、試料に対する電子線の入射角を変更しながら画像を取得し
、前記画像から、前記試料に対する前記電子線の入射角と前記試料表面における電子線照
射位置のずれ量の関係を求める手段を有する
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項２９】
　電子線装置において、
　電子線の入射角を変更して複数枚の画像を取得し、試料表面に形成されたパターンの中
で、前記電子線を傾斜させて入射したときに前記パターンの側壁に前記電子線が照射され
ないパターンの形状を他の画像から検出することで、記録された前記試料形状の同定を行
い、前記画像から前記試料の特定パターンの凹凸判定を行う制御部を備えた
　ことを特徴とする電子線装置。
【請求項３０】
　電子線装置において、
　電子線の入射角を変更しながら取得した画像を用いて、試料の特定パターンの凹凸判定
と焦点位置ずれ量の算出を視差法を用いて行う制御部を備えた
　ことを特徴とする電子線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料（半導体ウエハやレチクル等）表面に荷電粒子ビームを走査し、試料か
ら発生する２次荷電粒子または反射粒子を検出することで、試料表面に形成された微細パ
ターンの形状やその寸法を表す２次元走査の画像を得たり、試料表面の凹凸を簡便に判定
することが出来る荷電粒子ビームを用いたパターン評価技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体デバイスパターンの寸法測定には測長ＳＥＭ（Critical Dimension Scann
ing Electron Microscope、以下ＣＤＳＥＭと略す）を用いるのが主流である。ＣＤＳＥ
Ｍの構造は基本的に走査型電子顕微鏡と同じである。まず、加熱型や電界放出型の電子源
から放出した電子を加速する。その後、レンズによって電子ビームのビーム径を細くしぼ
った電子ビームを形成する。その電子ビームを試料（例えば、半導体ウエハやレチクル等
）上に２次元的に走査し、発生する２次電子や反射電子を検出することで、試料上の微細
パターンの走査画像を得ることができる。
【０００３】
　近年新しくプロセス工程に導入される材料の中には電子ビームに対する耐性が弱いもの
もあり、入射電子の低エネルギー化によるダメージ低減が必要となっている。しかし、電
子ビームは低エネルギーになるほど分解能が劣化するため、低エネルギー化は回路パター
ンの微細化に伴い要求されるＣＤＳＥＭの高分解能化のトレンドと相反する。このため、
電子源から電子が発生した後の加速電圧を高めに設定し、その後、試料に電子が入射する
前に、減速電界をかける（リターディング電圧の印加）という機構が設けられている。こ
れによって取得する画像の高分解能化と低ダメージ化が両立出来る。
【０００４】
　一方、測定する試料の中には表面が絶縁材料で構成されているものがあり、試料表面の
帯電やその分布によって減速後の電子ビームの軌道が曲げられて、ＣＤＳＥＭの焦点位置
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ずれや非点収差などを引き起こすことが明らかにされている。試料が帯電する原因として
は二つあり、元々試料が帯電している場合と、ＣＤＳＥＭによる電子ビーム照射で帯電す
る場合である。搬入される試料が帯電している原因として、レジスト塗布工程時の摩擦に
よるレジストを構成する有機材料の分極化とその固定化などが予想されているが、全ての
帯電の原因を説明する事は出来ない。このような帯電は、試料を接地させても残留してし
まう固定的な電荷による帯電と考えられている。
【０００５】
　電子ビーム照射による帯電では、試料観察時や自動レシピの測長用画像の取得時の1次
電子の入射によって帯電を発生させることが挙げられる。これらの帯電が存在すると、試
料に入射する荷電粒子の軌道変化により入射電子ビームの収束位置が試料表面からずれ、
焦点位置のずれや非点収差が発生し、焦点位置の調整や非点較差の補正が必要になり、ス
ループットが低下する。また、帯電が面内分布を持ち、試料上のチップ間で帯電量が異な
ると、測定チップを変更するごとに、上記のような焦点調整や非点収差補正が必要になっ
てスループットが低下する。
【０００６】
　これに対し、特許文献１では、画像処理により、異なる焦点位置での直交する方位の微
分画像のコントラストが最大になる焦点間の距離から非点較差を測定する技術が開示され
ている。また特許文献２では、視差法の考え方を用いて、軸上ビームの1部分を絞りで遮
断し、焦点位置をずらした時の試料上でのビームの移動量が最小になるように非点収差補
正を行う技術が開示されている。
【０００７】
　上述の走査電子顕微鏡は、電子源から放出された一次電子を加速し、静電または電磁レ
ンズによって収束させて試料表面上に照射する。この一次電子の照射によって試料からは
二次電子が発生する。照射した電子線を試料表面上で走査して二次電子信号強度を取得す
ると、試料表面に形成された様々なパターンのエッジ部分で二次電子の発生量が多くなる
ため、試料の形状を反映した電子顕微鏡画像（ＳＥＭ画像）が得られる。この画像に表れ
る試料形状のエッジ部分に対応した明部をホワイトバンドという。なお、走査電子顕微鏡
に関しては、例えば特許文献３～６に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１６９８３号公報
【特許文献２】特開２００２－１３４０５９号公報
【特許文献３】特開平０５－４１１９５号公報
【特許文献４】特開２００６－３３２０６９号公報
【特許文献５】特開２００６－０１０３７５号公報
【特許文献６】特許２００４－１２７９３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１では、非点較差を測定するためには、数１０枚の画像を取得して比較するこ
とが必要である。そのため、１０ｐＡ前後で観察する走査電子顕微鏡では、非点収差補正
に１０数秒必要となる。一方、特許文献２では、焦点位置をずらした時の試料上でのビー
ムの移動量に限界があり、特許文献１の補正方法に比べて高速化が期待できるものの、精
度が不足する。
【００１０】
　本発明者等の検討によれば、荷電粒子ビームを試料上の法線から傾斜させた、傾斜ビー
ムを照射する電子光学系設定条件を登録・保持し、傾斜ビームで得た観察像と傾斜前のビ
ームで得た観察像を比較して移動量と方向を測定し、この像の移動量と移動方向から焦点
位置ずれや非点較差の量を算出する手法が有効であることが判明した(特願２００８－２
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４７００１号、平成２０年９月２６日出願済み)。
【００１１】
　この出願の開示によると、ビームの傾斜は荷電粒子光学系の複数の偏向器に適切な設定
をすることで実現することが可能としている。これらの設定値は、荷電粒子線光学系制御
装置に設けた記憶部の記憶領域に傾斜軌道として登録され、傾ける方位角ごとに複数点登
録されている。基準となる入射ビームに対して、焦点位置ずれ測定では傾斜方位は１方位
、非点較差測定では傾斜方位は４方位が望ましく、２～５枚の画像で非点較差や焦点位置
ずれ測定が可能になる。したがって、この技術は、特許文献２と比較すると、焦点位置を
ずらした時の試料上でのビームの移動量を大きくすることが可能であり、精度と速度の両
立が期待できる。
【００１２】
　一方、通常のＣＤＳＥＭでは所望のパターン上に画像取得位置を移動するための電気的
なビーム偏向部（例えば電磁偏向器や静電偏向器などの、ビーム偏向手段）を備えており
、ステージ移動量の誤差補正や画像取得位置以外での焦点補正に必須な機能である。しか
し、この電気的なビーム偏向の量に依存して傾斜前後の画像間のパターン位置ずれ量（す
なわち視差）の値が異なることが、われわれの検討で判明した。これは、画像取得位置を
移動するビーム偏向手段に起因した誤差が、特願２００８－２４７００１号に記載の、高
速でドーズ量の少ない非点もしくは焦点補正技術に存在してしまうことを意味している。
【００１３】
　同様に試料高さが異なると、上記のビーム偏向量に依存するパターン位置ずれ量の値が
異なることも、われわれの検討で判明した。また、このパターン位置ずれ量の値がビーム
を傾斜する方位、角度、ビームの加速電圧や光学系モード（ビームの開き角度が異なるモ
ードで解像度優先モードか焦点深度優先モードかを選択）に依存することも確認している
。
【００１４】
　さて上述した走査電子顕微鏡においては、一般的に、一次電子は試料表面に対してほぼ
垂直に入射させる。しかし、一次電子を垂直に入射させて取得した１枚のＳＥＭ画像から
は、試料のエッジ位置は分かるが、形状が窪んでいるのか、盛り上がっているのかの判定
（以降、凹凸判定と呼ぶ）が困難である。
【００１５】
　例えば、半導体回路で配線が一定間隔で並んだラインアンドスペースパターンのように
凹部と凸部が規則的に配列しているパターンの場合、一次電子を垂直に入射させて取得し
たＳＥＭ画像からの凹凸判定は困難である。
【００１６】
　実際には、一次電子の入射は垂直から±０．１°程度ずれることがあるが、ホワイドバ
ンド幅が変わらない角度範囲であれば、上記と同様に、凹凸判定は困難である。
【００１７】
　図１５Ａ、図１５Ｂに、一次電子入射角１５０４が異なる２枚の画像を用いてラインア
ンドスペースパターンの凹凸判定を行う原理を示す。図１５Ａは一次電子１５１を試料に
対して垂直に入射させた場合、図１５Ｂは一次電子を試料に対して入射角１５０４傾斜さ
せて入射させた場合である。
【００１８】
　それぞれの図の上部には、表面にラインアンドスペースパターンが形成された試料の断
面１５０２と、試料に対して一次電子１５０１が入射する様子を模式的に示し、下部には
得られるＳＥＭ画像１５０３を示した。ＳＥＭ画像中で白い部分１５０５がホワイトバン
ドであり、試料表面形状のエッジ部分に対応する。
【００１９】
　これら２枚のＳＥＭ画像の中の一番右のホワイトバンド１５０５に注目すると、一次電
子入射角１５０４を垂直から斜めに変更したときに、ホワイトバンド幅が太くなっている
ことが分かる。この変化は、一次電子入射角を傾斜させたことにより、そのホワイトバン
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ド１５０５に対応するエッジの側面に一次電子が当たるようになったためである。
【００２０】
　したがって、ホワイトバンド幅が太くなった場合には、そのホワイトバンドに対応する
エッジから見て、入射角を傾けた側が凹部であると判定することができる。
【００２１】
　特許文献３には、一次電子入射角の異なる２枚の画像を取得して立体視を行い、試料の
３次元的な形状を測定する方法が開示されている。また、特許文献４には、一次電子入射
角の異なる複数の画像のホワイトバンド幅の変化から凹凸の判定を行う方法が開示されて
いる。しかしながら、一次電子の入射角を変更すると、一次電子の照射位置が移動するこ
とがある。位置ずれが発生すると、周期的なパターンの凹凸判定に障害となる。
【００２２】
　図１６は、位置ずれが発生する場合に、ラインアンドスペースパターンのような周期的
なパターンに対して、一次電子入射角を垂直にして取得したＳＥＭ画像１６０１と、傾斜
させて取得したＳＥＭ画像１６０２を比較したものである。この図に示したように、パタ
ーンの周期１６０３の１／４程度以上の位置ずれが発生すると、入射角の異なる２枚の画
像中で同一エッジに対応するホワイトバンドを正しく同定できず、ＳＥＭ画像１６０１に
おける凹凸判定はできない。
【００２３】
　なお、このような位置ずれは、孤立パターンなど非周期的なパターンの場合には、その
パターン形状の特徴から画像上のホワイトバンドの同定が可能であり、問題とならない。
また、形状の特徴から設計データのどの部分に対応するか判断できる場合には、そもそも
ＳＥＭ画像を用いて凹凸判定する必要がない。
【００２４】
　特許文献５に、一次電子入射角を少しずつ段階的に変化させて得られたそれぞれの位置
ずれの小さい画像同士を比べることで、パターンの同定を行い、凹凸判定を行う方法が開
示されており、一次電子の入射角の変更に伴う位置ずれの問題に対して原理的には対応が
可能である。しかしながら、特許文献５に開示されている一次電子入射角を段階的に変化
させて取得した画像をマッチングする方法では複数の画像が必要になり、凹凸の判定に時
間がかかる。
【００２５】
　特に、微細なパターンの凹凸判定を行う際には、一次電子入射角を変化させるステップ
幅を細かくして、１ステップの一次電子入射角変化で発生する位置ずれがパターンの周期
の１／４より十分小さくなるようにせねばならず、画像取得枚数が増大し、測定時間の問
題が深刻になる。近年の半導体回路の微細化に伴って、微細なパターンの観察が必要にな
っている。
【００２６】
　例えばパターンの周期が５０ｎｍ以下の回路の観察も必要になっており、上記条件を考
慮すると、位置ずれ量は約１０ｎｍ以下に抑えなければならない。一方で一次電子入射角
を２°変更すると５００ｎｍ以上もの位置ずれが発生する場合がある。
【００２７】
　１ステップの一次電子入射角変化で発生する位置ずれ量を１０ｎｍ以下にするためには
、入射角２°の変化を５０ステップ以上に分割しなくてはならず、５０枚以上の画像取得
が必要になってしまう。一枚の画像取得にかかる時間を３０ｍｓと見積もれば、１点の凹
凸判定に１．５秒の時間がかかる。半導体検査装置に利用される電子顕微鏡では、１点の
検査を数秒で行っており、この方法で凹凸判定を行うとスループットを大きく悪化させる
。
【００２８】
　一方、特許文献６には、一次電子入射角と位置ずれ量の関係をあらかじめ求めておき、
補正する方法が開示されている。この位置ずれ補正法は、一次電子入射角のみから位置ず
れ量を予想し補正量を求める方法である。しかしながら、位置ずれ量は一次電子の入射角
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のみに依存するのではなく、一次電子の加速電圧、対物レンズの励磁、イメージシフト偏
向器の偏向量にも依存する。
【００２９】
　例えば、入射角の変更量が２°の場合の位置ずれ量をみると、一次電子加速電圧の変化
（３００Ｖから８００Ｖ）の違いで１００ｎｍ程度、対物レンズの励磁の変化（焦点距離
２．９ｍｍから３．０ｍｍ）で５０ｎｍ程度、イメージシフト偏向器の偏向量の変化（０
μｍから１５μｍ）で１００ｎｍ程度、位置ずれ量が変化している。
【００３０】
　つまり、入射角のみから位置ずれ量を予想して補正するだけでは、電子光学系の条件に
よっては１００ｎｍ以上の位置ずれが残る。特にイメージシフト偏向器はステージ移動量
のランダムなばらつきを補正して試料上の画像取得領域を決めるために用いられるので、
偏向量がランダムで予測が困難である。従って、この補正法では、上記の電子光学系の条
件変化に対応することが出来ない。
【００３１】
　本発明の第一の課題は、荷電粒子ビームの傾斜を利用した、高速でドーズ量の少ない非
点もしくは焦点補正技術において、測定精度を劣化させることのないパターン評価方法、
および装置を提供することにある。
【００３２】
　本発明の第二の課題は、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能
な電子線装置を提供することにある。また、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電
子線装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　上記の第一の課題を解決するため、本発明においては、荷電粒子光学系と処理部を備え
た荷電粒子線装置の荷電粒子ビームを用いた微細パターン評価方法として、少なくとも２
つの異なる方向から荷電粒子ビームを試料に照射するための光学系条件に基づき、試料上
に荷電粒子ビームを照射し、少なくとも２つの異なる方向から荷電粒子ビームを試料に照
射して得られた画像を比較して画像間のパターン位置ずれ量を測定し、処理部において、
試料上の画像取得位置を移動するための荷電粒子ビームのビーム偏向に依存したパターン
位置ずれ量の補正量に基づき、パターン位置ずれ量を補正することを特徴とするパターン
評価方法、更にはこの補正されたパターン位置ずれ量から非点較差量、もしくは焦点位置
ずれ量、またはその両方を算出することを特徴とするパターン評価方法を提供する。
【００３４】
　また、本発明においては、上記の課題を解決するため、荷電粒子ビームを用いたパター
ン評価装置として、試料上に荷電粒子ビームを照射する荷電粒子光学系と、少なくとも２
つの異なる方向から荷電粒子ビームを照射するための荷電粒子光学系条件を保持する記憶
部と、この荷電粒子光学系条件に基づき、少なくとも２つの異なる方向から荷電粒子ビー
ムを照射して得た画像を比較し、画像間のパターンの位置ずれ量を算出する処理部と、荷
電粒子ビームを偏向するビーム偏向部を備え、処理部は、試料上の画像の取得位置を移動
するためのビーム偏向に基づくパターン位置ずれ量の補正量を算出し、算出した補正量を
用いてパターン位置ずれ量を補正する構成、更に、処理部が、この補正量で補正したパタ
ーン位置ずれ量から、荷電粒子ビームの非点較差量、もしくは焦点位置ずれ量、またはそ
の両方を算出する構成を提供する。
【００３５】
　すなわち、上記の第一の課題を解決するため、本発明においては、画像取得位置を移動
するビーム偏向に依存した画像間のパターン位置ずれ量の補正量を算出し、非点較差量や
焦点位置ずれ量の計算時にパターン位置ずれ量の補正を行う処理部を有することで、上記
の誤差の補正を可能とする。更に、処理部は、入射電子の加速電圧や試料高さ、照射荷電
粒子ビームの傾斜方向と傾斜角度等のパラメータに応じて算出することで、種々の使用条
件でも誤差が生じないように出来る。また、この補正量をもとにビーム偏向部にフィード
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バックする制御部を有することでも上記課題は解決出来る。
【００３６】
　更に上記の第二の課題を達成するための一形態として、電子源と、試料を載せるステー
ジと、前記試料からの電気信号を検出する検出器と、前記電子源、前記ステージ、前記検
出器を制御すると共に前記検出器により検出された電気信号により画像用データを作成す
る制御演算部とを有する電子線装置において、前記制御演算部は、前記電子源から放出さ
れる電子線の走査と前記試料への入射角とを制御する入射角・走査連動制御部と、前記入
射角・走査連動制御部により、前記試料への入射角を変更しながら走査された前記電子線
により生じる前記試料からの電気信号に基づき作成される画像用データを用いて前記試料
の表面の凹凸を判定する凹凸判定演算部と、を含むことを特徴とする電子線装置とする。
【００３７】
　また、電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器
と、前記電子源から放出される電子線の前記試料への入射角を変える偏向手段と、前記電
子線を加速する加速手段と、前記電子線の照射範囲を変えるイメージシフト偏向器と、前
記電子線を収束させる対物レンズと、これらを制御する制御部を制御すると共に前記検出
器により検出された電気信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線
装置において、前記制御演算部は、前記偏向手段により変えられる電子線の前記試料に対
する入射角、前記加速手段により加速される前記電子線の加速電圧、前記イメージシフト
偏向器により変えられる偏向量、および前記対物レンズの励磁に応じて、前記試料表面に
おける前記電子線照射位置のずれ量を推定する位置ずれ推定演算部と、前記位置ずれ推定
演算部により推定された位置ずれ量を補正する位置ずれ補正制御部と、前記位置ずれ補正
制御部により位置ずれが補正された前記電子線の入射角の異なる複数枚の画像用データか
ら前記試料の特定パターンの凹凸判定を行う凹凸判定演算部と、を含むことを特徴とする
電子線装置とする。
【００３８】
　また、電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器
と、前記電子源から放出される電子線の前記試料への入射角を変える偏向手段と、前記電
子線を加速する加速手段と、前記電子線の照射範囲を変えるイメージシフト偏向器と、前
記電子線を収束させる対物レンズと、これらを制御する制御部を制御すると共に前記検出
器により検出された電気信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線
装置において、前記制御演算部は、前記偏向手段により変えられる電子線の前記試料に対
する入射角、前記加速手段により加速される前記電子線の加速電圧、前記イメージシフト
偏向器により変えられる偏向量、および前記対物レンズの励磁に応じて、前記試料表面に
おける前記電子線照射位置のずれ量を推定する位置ずれ推定演算部と、前記位置ずれ推定
演算部により推定された位置ずれ量を考慮して前記電子線の入射角が異なる複数枚の画像
用データから前記試料の特定パターンの凹凸判定を行う凹凸判定演算部と、を含むことを
特徴とする電子線装置とする。
【００３９】
　また、電子源と、試料を載せるステージと、前記試料からの電気信号を検出する検出器
と、前記電子源から放出される電子線の前記試料への入射角を変える偏向手段と、前記電
子線を加速する加速手段と、前記電子線の照射範囲を変えるイメージシフト偏向器と、前
記電子線を収束させる対物レンズと、これらを制御する制御部を制御すると共に前記検出
器により検出された電気信号により画像用データを作成する制御演算部とを有する電子線
装置において、前記制御演算部は、前記偏向手段により変えられる電子線の前記試料に対
する入射角、前記加速手段により加速される前記電子線の加速電圧、前記イメージシフト
偏向器により変えられる偏向量、および前記対物レンズの励磁に応じて、前記試料表面に
おける前記電子線照射位置のずれ量を推定する位置ずれプロファイル推定演算部と、前記
電子源から放出される電子線の走査、前記試料への入射角、および前記位置ずれプロファ
イル推定演算部により推定された位置ずれ量を補正する入射角・イメージシフト・走査連
動制御部と、前記入射角・イメージシフト・走査連動制御部により前記試料への入射角を
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変更しながら、かつ位置ずれを補正しながら走査された前記電子線により生じる前記試料
からの電気信号に基づき作成される画像用データを用いて前記試料の表面の凹凸を判定す
る凹凸判定演算部と、を含むことを特徴とする電子線装置とする。
【００４０】
　また、電子線装置において、１枚の画像を取得する際に、試料に対する電子線の入射角
を変更して１枚あるいは複数枚の画像を取得し、前記画像から、前記試料に対する前記電
子線の入射角と前記試料表面における電子線照射位置のずれ量の関係を求める手段を有す
ることを特徴とする電子線装置とする。
【００４１】
　また、電子線装置において、電子線の入射角を変更して複数枚の画像を取得し、試料表
面に形成されたパターンの中で、前記電子線を傾斜させて入射したときに前記パターンの
側壁に前記電子線が照射されないパターンの形状を他の画像から検出することで、記録さ
れた前記試料形状の同定を行い、前記画像から前記試料の特定パターンの凹凸判定を行う
制御部を備えたことを特徴とする電子線装置とする。
【００４２】
　また、電子線装置において、電子線の入射角を変更して取得した画像を用いて、試料の
特定パターンの凹凸判定と焦点位置ずれ調整を行う制御部を備えたことを特徴とする電子
線装置とする。
【発明の効果】
【００４３】
　上述した構成の本発明により、視差法における焦点位置ずれ量や非点較差量の測定精度
を向上することにより、焦点合わせや非点収差補正の精度を向上させることができる。そ
の結果、測定再現性の良いパターン寸法測定のスピードを従来のコントラストを用いた方
法より向上させることができる。
【００４４】
　また、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な電子線装置を提
供することができる。また、加速電圧、対物レンズの励磁、一次電子線の偏向量が変化し
た場合の位置ずれを含め、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電子線装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】各実施例に係わる荷電粒子ビームを用いた微細パターン評価装置の鏡体部関連の
概要構成図である。
【図２Ａ】第１の実施例に係わる、ビーム傾斜を利用した非点もしくは焦点補正方法の原
理を示す、焦点が合った基準状態の模式図である。
【図２Ｂ】図２Ａの場合の傾斜前後の視差を示す模式図である。
【図２Ｃ】第１の実施例に係わる、ビーム傾斜を利用した非点もしくは焦点補正方法の原
理を示す、焦点がずれた状態の模式図である。
【図２Ｄ】図２Ｃの場合の傾斜前後の視差を示す模式図である。
【図３】第１の実施例に係わる、異なる４方位に傾斜したビームのＸＹ平面への投影図で
ある。
【図４】第１の実施例に係わる自動レシピのフローチャート（前半）図である。
【図５】第１の実施例に係わる自動レシピのフローチャート（後半）図である。
【図６Ａ】第１の実施例に係わる、ビーム傾斜前の偏向量と傾斜方位に依存する、ビーム
傾斜前後の試料照射位置の違いを示す模式図である。
【図６Ｂ】第１の実施例に係わる、ビーム傾斜前の偏向量に起因するビーム傾斜前後の画
像間のパターン位置ずれを示す模式図である。
【図７Ａ】第１の実施例に係る、ビーム傾斜前の偏向量に依存する、０度方位のビーム傾
斜前後の画像間のパターン位置ずれ量（視差）を示す図である。
【図７Ｂ】第１の実施例に係る、ビーム傾斜前の偏向量に依存する、１３５度方位のビー
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ム傾斜前後の画像間のパターン位置ずれ量（視差）を示す図である。
【図８】第１の実施例に係わる、荷電粒子線を用いた測定装置の記録部に格納されている
表の一例を示す模式図である。
【図９Ａ】第１の実施例に係わる、画面表示の使用可能条件の表示の一例を示す図である
。
【図９Ｂ】第１の実施例に係わる、画面表示の使用不可の警告の表示の一例を示す図であ
る。
【図１０】第２の実施例に係わる自動レシピのフローチャート（前半）図である。
【図１１】本発明の第２の実施例に係わる自動レシピのフローチャート（後半）図である
。
【図１２】第３の実施例に係わる、１方位に傾斜したビームのＸＹ平面への投影図である
。
【図１３】第３の実施例に係わる自動レシピのフローチャート（前半）図である。
【図１４】第３の実施例に係わる自動レシピのフローチャート（後半）図である。
【図１５Ａ】一次電子入射角が異なるＳＥＭ画像を利用した凹凸判定の例で、垂直入射を
示す図である。
【図１５Ｂ】一次電子入射角が異なるＳＥＭ画像を利用した凹凸判定の例で、斜め入射を
示す図である。
【図１６】一次電子照射位置の移動により凹凸判定が不可能なＳＥＭ画像の例を説明する
ための図である。
【図１７】第４の実施例に係わる電子顕微鏡の鏡体部の構成図である。
【図１８Ａ】第４の実施例に係わる電子顕微鏡の画像取得方法の模式図であり、電子線を
照射している状態を示す。
【図１８Ｂ】第４の実施例に係わる電子顕微鏡の画像取得方法の模式図であり、ＳＥＭ画
像を示す。
【図１９】第４の実施例に係わる試料パターンの自動寸法計測のフローチャート図である
。
【図２０Ａ】実施例４、５、８に係わる説明図で、走査位置と一次電子入射角の関係を示
したグラフを示す。
【図２０Ｂ】実施例４、５、８に係わる説明図で、得られるＳＥＭ画像の例を示す。
【図２１】実施例４、５、８にて得られたＳＥＭ画像において、試料表面の同一エッジに
対応するホワイトバンドを同定する方法を説明するための模式図である。
【図２２】実施例５に係わる試料パターンの自動寸法計測のフローチャート図である。
【図２３】実施例６に係わる電子顕微鏡の記憶部、制御演算部の構成の概略図である。
【図２４】実施例６に係わる試料パターンの自動寸法計測のフローチャート図である。
【図２５】実施例７に係わる電子顕微鏡の記憶部、制御演算部の構成の概略図である。
【図２６】実施例７に係わる試料パターンの自動寸法計測のフローチャート図である。
【図２７】実施例８に係わる電子顕微鏡の記憶部、制御演算部の構成の概略図である。
【図２８】実施例８に係わる説明図で、走査位置と一次電子入射角の関係と、走査位置の
推定された位置ずれ量の関係を示したグラフである。
【図２９】実施例９に係わる説明図で、模式的なラインエッジラフネスとラインエッジラ
フネスを反映したＳＥＭ画像の例を示す。
【図３０】実施例９に係わる試料パターンの自動寸法計測のフローチャート図である。
【図３１】実施例１０に係わる焦点ずれと位置ずれの関係の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００４７】
　第１の実施例においては、異なる２つの方向以上で取得した画像から非点収差補正と焦
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点合わせを行う場合において、ビーム偏向量と傾斜方位に依存したパターン位置ずれ誤差
の補正量を、得られた視差の値に反映して非点較差と焦点ずれ量の計算を行う。これによ
って精度の高い高速な非点収差補正と焦点合わせが可能になる。
【００４８】
　図１は、第１の実施例に係わる荷電粒子ビームを用いたパターン寸法測定用の微細パタ
ーン評価装置の鏡体部関連の概要構成図である。試料であるウエハ１１が鏡体１２ａの直
下の真空試料室１２ｂ内の所定位置に搬送された状態にある。真空試料室１２ｂ内のステ
ージとして機能するウエハホルダ１３上に設置されたウエハ１１を観察するため、電子銃
１４から放出された１次電子線１５は収束レンズ１６、非点補正器１９、偏向器９ａ、偏
向器９ｂ、対物レンズ１０を通ってウエハホルダ１３上のウエハ１１に照射される。ウエ
ハ１１を保持するウエハホルダ１３には、焦点制御部３から出力された所定値のリターデ
ィング電圧２が印加されていて電子ビームの試料ウエハ１１への入射エネルギーを所望の
値に調整することができる。入射電子がウエハ上の微細パターンを照射したときに前記試
料ウエハ１１から発生する２次電子１７が検出器１８に入り、信号として検出される。な
お、検出器１８の出力の接続先の図示を省略したが、検出器１８の出力である検出信号は
、電気的接続により処理部５や制御部８などに入力され、画像作成などの処理に用いられ
る。
【００４９】
　すなわち、この状態で試料に入射する1次電子を２段からなる第１の偏向器９ｂにより
２次元的に走査することで、検出信号から２次元画像を得ることができる。この第１の偏
向器において走査する位置は２段からなる第２の偏向器９ａ（画像取得位置を移動するビ
ーム偏向のための偏向器）によって電気的に移動することが可能である。ウエハ内の画像
取得位置によって試料高さの違いの影響などを調整するために、焦点合わせに関しては対
物レンズ１０もしくはリターディング電圧２の制御を焦点制御部３にて、また非点収差補
正は非点補正器１９の調整を非点補正器制御部４にて行い、微細パターン形状の正確な評
価に必要な２次電子像を得ることが出来る。このような微細パターン評価装置は半導体デ
バイスの製造ラインに用いられており、多くはあらかじめプログラミングした自動レシピ
を、装置全体の制御部８から実行することで、レシピ内で指定したウエハ上の測定箇所に
存在する、指定したパターン画像を自動的に取得することが出来る。
【００５０】
　なお、図１の微細パターン評価装置において、５は処理部、後で詳述する補正量算出等
を行う中央処理部（Central Processing Unit：ＣＰＵ）などの処理部、６はメモリなど
の記録部、７は電子銃１４などの光源光学系制御部、９ｃ、９ｄはそれぞれ偏向器９ａ、
偏向器９ｂを制御する偏向制御部、７０は試料の画像等を表示する表示部である。適宜、
必要に応じて、プリンタなどの出力部、キーボード、マウス等の入力部が制御部８に接続
される。また、本明細書において、制御部８に処理部５を含め、あるいは焦点制御部３、
非点補正器制御部４、光源光学系制御部７、第１、第２の偏向制御部９ｃ、９ｄを含め、
更にはそれらに処理部５、記録部６を含めて制御部と呼ぶ場合がある点に留意されたい。
これらの処理部５、記録部６、制御部８、表示部７０は、ＣＰＵ、メモリ、表示デバイス
などを備えたパーソナルコンピュータ（Personal Computer：ＰＣ）などの通常のコンピ
ュータで実現でき、ＣＰＵはメモリに記憶された各種の計算処理や制御処理などのプログ
ラムを実行する。
【００５１】
　次に、ビームを傾斜した場合の視差を利用する、非点もしくは焦点の補正方法について
図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄを用いて説明する。図２Ａ中のビームの試料表面２０における
照射位置を、試料面上の直交する２つの軸、Ｘ軸、Ｙ軸（Ｘ，Ｙはウエハステージ移動軸
と同じ）を用いて表現するとし、基準位置とした点Ａに対して傾斜前のビーム２１につい
て焦点や非点を合わせたものとする。次に、第２の偏向器９ａの２段の偏向器のそれぞれ
に異なる偏向量を重畳することで、ビーム２１に対しＸ方向に傾斜し、傾斜前と同じ位置
点Ａを照射する傾斜ビーム２２を形成する。この時、ビームを傾斜した角度量は２５であ
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り、Ｘ方向およびＹ方向それぞれの偏向量は装置の記録部６に記録しておく。この場合、
ビームは傾斜前後で試料表面の同じ位置点Ａを照射している。
【００５２】
　例として、４つのホールを含むパターンを傾斜前のビーム２１で走査して得られる画像
２１ａ、傾斜後のビーム２２を走査して得られる画像２２ａとして図２Ｂの画像２１ａと
画像２２ａを比較した場合の視差はゼロ（画像内にある４つのホールパターンの位置は全
く同じ）である。
【００５３】
　次にこの状態から、同じウエハ内の別の場所にある点Ｂの近傍を観察するためにステー
ジを動かした結果、試料高さがΔｄだけ高くなった場合を考える。図２Ｃのように試料高
さがΔｄだけ高く変化した結果、ウエハから見ると焦点位置がΔｄだけ下方に移動したこ
とになる。この場合、傾斜しない場合のビームを点Ｂに合わせたとすると、図２Ａと同じ
条件で傾斜したビームはウエハ上の点Ｃの位置に照射されることになる。傾斜しないビー
ム２３と傾斜ビーム２４を用いて走査した画像はそれぞれ図２Ｄの画像２３ａと画像２４
ａのようになり、視差ΔＸが画像２１ｂと画像２２ｂのパターン間に発生する。このよう
に傾斜しないビームと傾斜したビームの二枚の画像間の視差ΔＸを測定すれば、ビームの
傾斜角と視差ΔＸから焦点位置ずれの量Δｄが計算できる。これが視差法による焦点位置
ずれの検出の基本原理である。
【００５４】
　例えば、ビームの傾斜した角度である傾斜角を例えば、３０ｍｒａｄに設定しておけば
、焦点位置ずれ量Δｄは、
  Δｄ＝視差×(１０００/傾斜角(ｍｒａｄ))　　　　　　- - - 　（式１）
      ≒視差×３３
で求めることができ、この値を焦点制御部３にフィードバックすることで焦点合わせをす
ることができる。焦点位置ずれは、合焦面がＺ方向（Ｘ、Ｙに垂直な方向）にのみ変化す
るので、少なくとも２つの方位から照射して得られた観察画像、この場合は垂直方向と１
つの方位の傾斜で得られた二つの観察画像を用いることで焦点合わせが可能である。さら
に、複数方位の傾斜（例えば、Ｙ軸に平行な方向への傾斜）で得られた焦点位置ずれ量を
平均すれば、より精度の高い焦点合わせをすることができる。
【００５５】
　次にビームが傾斜した場合の視差を用いた非点収差補正の方法について簡単に説明する
。非点収差がない場合の焦点位置ずれ量は、入射電子の傾斜する方位角によらず一定であ
る。しかし非点収差がある場合は、傾斜する方位角により焦点位置ずれ量が異なっている
。この非点収差を補正するためには、複数の方位角にビームを傾斜して、各々の方位の焦
点位置ずれ量を計測する必要があり、二つの傾斜方向での焦点位置ずれ量の差を非点較差
と呼ぶ。例えば、視差法で非点収差補正を行う際には、少なくとも４方位にビームを傾斜
させることが望ましく、図３に示すようにＺ軸を上から見たときに、Ｘ方向を０度とし、
左回りの角度で傾斜方向を示すとすると、例えば既述のＸ軸方向へのビームの傾斜（０度
方位）に加えて、Ｙ軸方向への傾斜に相当する９０度方位、２２５度方位と３１５度方位
での傾斜を用いると良い。ここで、各傾斜方位の視差をＤ0、Ｄ90、Ｄ225、Ｄ315とする
と、
０度傾斜方位と９０度傾斜方位の非点較差の値は、
  Ｄ0×33－Ｄ90×33　　　　　　　　　　　　　　　　　- - -   （式２）
225度傾斜方位と315度傾斜方位の非点較差の値は、
  Ｄ225×33－Ｄ315×33　　　　　　　　　　　　　　　　- - -  （式３）
と求めることができる。
【００５６】
　この非点較差の値と、従来の非点補正法で求めることが可能な非点補正器の補正量の相
関を示すグラフをあらかじめ求めておくことによって、視差法で求めた非点較差の値から
収差補正をすることができる。
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【００５７】
　これより、第１の実施例を図４、図５に示すフローチャートにしたがって説明する。ま
ず、カセットに搭載された状態で保管されているウエハはゴミや汚れを防ぐために、ＦＯ
ＵＰ（Front-Opening Unified Pod）という密閉容器に入れられた状態で、図１に概要構
成図を示した微細パターン評価装置にセットされる。その状態で自動レシピを開始すると
、ＦＯＵＰカセットのふたが自動でオープンし、測定ウエハは搬送アームによってカセッ
トから図１のロードロック室１２ｃに移動したウエハホルダ１３へ搬送される。次に、測
定ウエハはウエハホルダ１３に搭載された状態で、真空試料室１２ｂのステージ上に導入
される（ＬＯＡＤ４０）。ステージに対するウエハ位置を微調整するため、ウエハ上のパ
ターンを用いてウエハアライメント（４１）を実行する。
【００５８】
　そして、あらかじめレシピに登録された測長パターン位置近傍にステージ移動（４２）
すると、Ｚセンサが自動作動（４３）して試料高さを計算し、その値が処理部５に転送さ
れる。同時に、レンズ主面と試料上端との距離である作動距離や試料高さ等に応じて、２
次電子像の焦点を調整（４４）するために対物レンズの電流値が自動設定される。次に、
比較的低倍率で、画像を取得し（４５）、画像からアライメントパターンの位置を読み取
る（４６）ことによりビームとウエハの相対的な位置を検出する。この情報をもとに、焦
点位置ずれや非点較差の測定するためのパターンが画面の中心に来るように第２の偏向器
９ａによりビームを偏向する（４７）。ここでの偏向量の２次元情報は処理部５に転送さ
れる。
【００５９】
　この第２の偏向器９ａの重要性をここで述べておく。まず、試料ステージは機械的に移
動するので目標移動量に対する実際の到着位置精度に限界があり、目標のパターンを高倍
率で撮像視野内に入れるには電気的なビームの移動手段との併用が必要である。また、焦
点位置ずれや非点較差の測定を測長するパターンで行うと、測長用の画像取得の前にパタ
ーンにダメージが入るため、正しい測定が出来なくなってしまう。したがって、電気的な
ビームの移動手段により、測定したいパターンの直近の別パターンで焦点位置ずれや非点
較差の測定を行う必要がある。このように、画像取得位置を移動するためのビーム偏向は
ＣＤＳＥＭにおいて必須であると言える。
【００６０】
　焦点・非点測定パターンのＳＥＭ像を取得（４８）したのち、記録部６に格納されてい
る光学系条件である傾斜条件にしたがって、第２の偏向器９ａによりビームを決められた
方向（傾斜角と方位）に傾斜し（４９）、更に画像を取得した。本実施例では同じ傾斜角
で方位を変えて４条件の傾斜像を取得している（５０）。取得した画像からそれぞれのパ
ターン位置ずれ量を算出（５１）した後、処理部５により計算された補正量（位置ずれ補
正値）にしたがってパターン位置ずれ量を補正する（５２）。これらのデータをもとに、
焦点位置ずれ量と非点較差量を算出する（５４）ことになる。
【００６１】
　得られた焦点位置ずれ量と非点較差量をもとに焦点制御部３や非点補正器制御部４にフ
ィードバック（５５）することで、焦点位置ずれと非点較差を補正することができる。こ
の補正後に測長対象のパターンの位置へビームを移動し（５６）、高倍率で画像取得（５
７）することで、精度の高い測長（パターン寸法の測定）が可能となる。画像取得後、次
の測長位置近傍へステージ移動を行う（５８）。
【００６２】
　以上が第１の実施例の全体のフローである。次に、本実施例におけるパターン位置ずれ
量の補正を図６Ａ、６Ｂを用いて詳しく説明する。
【００６３】
　図６Ａ、６Ｂにおいて、ビームの試料表面５０におけるビーム照射位置を試料面上の直
交する２つの軸、Ｘ軸とＹ軸（Ｘ，Ｙはウエハステージ移動軸と同じ）を用いて表現する
。図６Ａは焦点と非点がウエハ表面に合っていて、ビームを偏向していない状態において
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、傾斜前のビーム６１と傾斜後のビーム６２が共に基準位置とした点Ａを照射する場合を
示している。焦点位置ずれや非点較差がない状態において、傾斜前後でビームが試料表面
６０の同じ位置である点Ａを照射し、偏向器でビーム６１或いはビーム６２を走査して得
られる画像６３或いは画像６４を比較しても画像内にあるパターンの位置は同じである。
【００６４】
　図６Ａに例示した試料表面を撮影した画像においては、点Ａを中心に４つのホールが形
成されている。ところが、第２の偏向器によりビームを偏向して点Ｂを照射するような位
置にビームを移動すると、図６Ｂのように、傾斜前のビーム６５の照射点Ｂと傾斜後のビ
ーム６６の照射点Ｃの間に距離（ΔＸ，ΔＹ）の視差が生じる。したがって、ビーム６５
を走査して得られる画像６７とビーム６６を走査して得られる画像６８を比較すると、画
像内にある４つのホールパターンの位置が異なることになる。この画像上でのパターン位
置ずれ量（ΔＸ、ΔＹ）の値は偏向量に依存することがわれわれの実験で判明しており、
偏向量が大きな場合は数十ｎｍの値をとることもある。その一例を図７Ａ、７Ｂを使って
説明する。
【００６５】
　加速電圧８００Ｖで０度方位に傾斜した場合のパターン位置ずれ量（ΔＸ、ΔＹ）のビ
ーム偏向量依存性を表したのが図７Ａのグラフ７１である。図７Ａでは、ビーム偏向量（
Ｘ、Ｙ）が（±１５、±１５）の範囲（測定点の幅は２．５刻み）で発生するパターン位
置ずれ量（ΔＸ，ΔＹ）を太線の長さと向きで示している。例えば、ビーム偏向量が（１
５、―１５）の場合、パターン位置ずれ量がΔＸ＝２０ｎｍ、ΔＹ＝２０ｎｍ程度である
。この偏向量依存のパターン位置ずれ量は、視差法において焦点位置ずれや非点較差を測
定する際の誤差となる。傾斜角を３０ｍｒａｄとした場合、２０ｎｍの位置ずれ量の誤差
焦点ずれ誤差に換算すると６７０ｎｍとなり、誤差として無視できない大きさになる。
本実施例はこの位置ずれ量の誤差のビーム偏向量依存性を補正することで精度の良い焦点
位置ずれや非点較差の測定を実現するものである。
【００６６】
　今回、誤差となるパターン位置ずれ量のビーム偏向量依存性は多項式近似で行った。具
体的には、パターン位置ずれ量（ΔＸ，ΔＹ）、偏向量（Ｘ、Ｙ）として、
  ΔＸ＝ａ１*Ｘ^２＋ｂ１*Ｘ＊Ｙ＋ｃ１*Ｙ^２＋ｄ１*Ｘ+ｅ１*Ｙ＋ｆ１
                                                  - - -   （式４）
  ΔＹ＝ａ２*Ｘ^２＋ｂ２*Ｘ＊Ｙ＋ｃ２*Ｙ^２＋ｄ２*Ｘ+ｅ２*Ｙ＋ｆ２
                                                  - - -   （式５）
となる。ここでａ１、ａ２、ｂ１、ｂ２、ｃ１、ｃ２、ｄ１、ｄ２、ｅ１、ｅ２、ｆ１、
ｆ２は定数である。
【００６７】
　多項式の他に、スプライン関数やテーブルルックアップ方式を用いることも可能である
。偏向量（Ｘ、Ｙ）は測定点毎に異なる可能性があり、任意の偏向量（Ｘ、Ｙ）でパター
ン位置ずれ量（ΔＸ，ΔＹ）を算出できる必要がある。したがって、テーブルルックアッ
プ方式においても、テーブルにない偏向量（Ｘ、Ｙ）に対しては補間処理が必要となる。
なお、本実施例で２次の多項式を用いた理由は、この誤差の原因が対物レンズ内での軸外
歪に起因していると考えられ、軸外歪を３次の項まで考慮すると２次の多項式で表現でき
るためである。したがって、上記の各定数を装置の記録部６に格納しておけば、処理部５
での補正計算が可能となる。また、この定数は試料高さに依存するので、異なる高さの試
料を測定するためには複数の高さでの定数を求めておき、その間の高さの試料に対しては
内挿して定数を求め直すことで対応が可能である。上記のように補正した視差を前出の（
式１）の視差に置き換えればよい。
【００６８】
　これら偏向量に依存した誤差はビームを傾斜する方向、すなわち傾斜する角度や傾斜す
る方位に依存する。同じ加速電圧８００Ｖで１３５度方位に傾斜した場合をあらわしたの
が図７Ｂのグラフ７２である。図７Ａと同様のＸ、Ｙの多項式にしたがった依存性を示し
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ているが、明らかに図７Ａとは異なる。すなわち、本発明による補正には、画像取得位置
を移動するためのビーム偏向とビームを傾斜する条件の両方に依存することになる。した
がって、非点較差測定のように複数の傾斜ビームを用いる際には、それぞれに対応した定
数を記録部６が格納しておく必要がある。
【００６９】
　更に、これらの定数が光学系のモードや加速電圧によって異なることも確認されている
。したがって、記録部６には図８に示すような使用する加速電圧８１、光学モード８２、
チルト方位８３などの条件と対応する定数ａ１、ａ２、ｂ１等を設定した表８０が格納さ
れていることになる。電子源交換や絞り交換でビームの軌道が変化するとこの定数が変化
する可能性があり、定期的なメンテナンスの際にはこの定数を更新する必要が生じる。し
かし、使用可能なすべての条件に対して定数を更新することは測定時間を考慮すると現実
的ではなく、使用したい条件に絞って定数を更新することになる。
【００７０】
　その管理のために本実施例では、図９Ａに示す、測定条件によって視差法が使用可能か
どうかを示す表９０を、表示部７０に表示できるようになっている。図９Ａでは、加速電
圧９１が８００Ｖ、光学モード９２が高解像モードで係数が調整されており、調整状態９
３に示すように、焦点や非点収差補正が可能であるが、８００Ｖの焦点深度モードでは補
正が出来ないことを示している。また、５００Ｖでは両モードとも使用可能であるが、備
考欄９４に示すように、焦点深度モードでは焦点補正のみ可能であることを示している。
この表示方式や表示内容に限定されることはないが、装置の使用条件により本発明による
焦点や非点収差補正機能が可能かどうか判別できる表示機能は有効な機能である。本実施
例では更に、調整ができていない条件を選択した場合に、図９Ｂの警告表示９５が示され
るようになっている。
【００７１】
　以上のことから、ビーム偏向量と方向に依存したパターン位置ずれ量の補正計算を行う
ことで、ドーズ量の少ない非点もしくは焦点補正方法を高精度で実施することが可能とな
り、再現性の高いパターン評価（測長）を実現することができた。ドーズが少ないという
ことは、電子の照射時間が短いことなので、評価または検査に要する装置のスループット
が向上することにもなる。
【００７２】
　また、本実施例によれば、新たな機器の制御が発生することがなく、その分の誤差が増
加することがないのでより有利であると考えられる。本実施例を用いて６５ｎｍのレジス
トラインの測長を０．３ｎｍの再現性で行った。この結果、ウエハ上２００点測長した場
合のスループットを従来の１時間当たり３枚から１時間当たり６枚へと向上させることが
出来た。
【実施例２】
【００７３】
　第２の実施例においては、異なる２つの方向以上で取得した画像から非点収差補正と焦
点合わせを行う場合において、ビーム偏向量と傾斜方位に依存したパターン位置ずれ誤差
の補正量を、荷電粒子光学系条件であるビーム傾斜条件に反映させる。これにより、非点
較差と焦点ずれ量の計算で補正をすることなしに、精度の高い高速な非点収差補正と焦点
合わせが可能になる。第２の実施例に係わる荷電粒子線を用いた測定装置の鏡体部の概要
構成は、図１と同様である。
【００７４】
　図１０、図１１に第２の実施例に係わる自動測定用レシピのフローを示す。レシピのフ
ローにおいて、ビームを傾斜させる前までの工程（１００～１０８）は第１の実施例の工
程（４０～４８）と同様である。次に非点較差と焦点位置ずれ量の測定用にビーム傾ける
際に、ビーム偏向量と傾斜方位に依存したパターン位置ずれの補正量をフィードバックし
て作成した、新たな荷電粒子光学系条件であるビーム傾斜条件を使用し（１０９）、図１
の第２の偏向器９ａによりビームを決められた方向（傾斜角と方位）に傾斜して、画像を
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取得する。具体的にはこれまでの傾斜条件をもとに、パターン位置ずれの補正量に相当す
るビーム偏向量を加えた傾斜条件となる。これで、ビーム偏向量と傾斜方位に依存したパ
ターン位置ずれは補正されたことになり、この状態で画像を取得し（１１１）、ビーム傾
斜前後のパターン位置ずれ量（視差）を測定する（１１２）。
【００７５】
　ビームを傾斜する角度は全ての方位で３０ｍｒａｄなので、焦点位置のずれ量Δｄは
  Δｄ＝視差×(１０００/傾斜角(ｍｒａｄ))
      ≒視差×３３                                 - - -   （式６）
となる。これ以後の工程（１１３～１１７）については、第１の実施例（工程５４～５８
）と同様である。
【００７６】
　以上のことから、ビーム偏向量と方向に依存したパターン位置ずれ量の補正を行うこと
で、ドーズ量の少ない非点もしくは焦点補正方法を高精度で実施することが可能となり、
精度の高いパターン評価（測長）を実現することができる。また、ドーズが少ないという
ことは、電子の照射時間が短いことなので、評価または検査のために使用する装置のスル
ープットが向上することにもなる。また、本実施例のようにパターン位置ずれ量の補正を
光学系に反映させずに、焦点ズレ量や非点較差量の計算結果を補正する方法も考えられる
が、その場合使用する倍率を小さくする必要が生じる場合がある。視差法による焦点補正
、非点補正はその補正量が大きいほど視差の値が大きくなるので、倍率を小さめにする必
要がある。それにビーム偏向量などに依存したパターン位置ズレ量がさらに加わった場合
、より倍率を小さくする必要がある。倍率が制限されること自体がデメリットであり、か
つ検出器の1画素あたりの大きさは固定されているので、単純に倍率が小さい方が測定精
度は悪くなる方向にあるので、本実施例が有利であることが分かる。
【００７７】
　本実施例を用いて４５ｎｍのレジストラインの測長を０．３５ｎｍの再現性で行った。
この結果、ウエハ上１００点測長した場合のスループットを従来の１時間当たり４枚から
１時間当たり８枚へと向上させることが出来た。
【実施例３】
【００７８】
　第３の実施例においては、異なる２つの方向で取得した画像から焦点合わせを行う場合
において、ビーム偏向量と傾斜方位に依存したパターン位置ずれ誤差の補正量を、得られ
た視差の値に反映して焦点ずれ量の計算を行う。複数方位のビームの傾斜がないため、高
速かつ精度の高い焦点合わせが可能になる。第３の実施例に係わる荷電粒子線を用いた測
定装置の鏡体部の概要構成は図１と同様である。本実施例では非点収差補正は行わず、焦
点補正のみ行った。非点較差の発生しにくい導電性試料（例えばシリコンなど）には有効
な方法である。非点ずれのない焦点位置ずれは、合焦面がＺ方向（Ｘ、Ｙに垂直な方向）
にのみ変化するので、少なくとも２つの方位から照射して得られた観察画像、この場合は
垂直方向と１つの方位の傾斜で得られた二つの観察画像を用いることで焦点合わせが可能
である。
【００７９】
　したがって垂直ビームの他は、図１２の１２１に示す０度方位の傾斜ビーム９１のみで
良く、焦点位置ずれ量Δｄは、
  Δｄ＝視差×(１０００/傾斜角(ｍｒａｄ))
      ≒視差×３３                                - - -   （式７）
で求めることができ、この値を焦点制御部３にフィードバックすることで焦点合わせをす
ることができる。また、実施例３のフローチャートは図１３と図１４である。図１３、図
１４に示す各工程１３０～１４８は、工程１３７～１４５を除き、図４、図５に示した工
程４０～５８と同じである。工程１３９、１４０において、複数方位でのビーム傾斜の繰
り返し測定がないため、スループットの向上を図ることが出来る。
【００８０】
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　本実施例を用いて３０ｎｍのポリシリコンラインの測長を０．２５ｎｍの再現性で行っ
た。この結果、ウエハ上１００点測長した場合のスループットを非点収差補正込みの１時
間当たり８枚から１時間当たり９枚へと向上させることが出来た。
【００８１】
　なお、以上の各実施例ではＣＤＳＥＭに本発明を適用した例を示した。しかし、本発明
はＣＤＳＥＭに限定されることなく、ウエハ上の欠陥の同定を行うＤＲＳＥＭ（Defect R
eview Scanning Electron Microscope）や、表面計測に優れたＳＩＭ（Scanning Ion Mic
roscope）など、自動で焦点ずれや非点較差の補正を行う走査型の荷電粒子ビーム装置に
広く有効であることは明らかである。
【実施例４】
【００８２】
　さて、先に説明した他の課題を解決するための、手段のひとつは、１枚のＳＥＭ画像を
取得する際に一次電子の入射角を連続的に変化させ、同一画像内で、異なる入射角で得ら
れた領域が連続的につながっている画像を取得する画像取得方法である。
【００８３】
　この画像取得方法を用いれば、入射角の変化によって電子線の照射位置がずれたとして
も、ホワイトバンドが同一画像内で連続的につながっているため、異なる入射角で得られ
た領域において同一エッジに対応するホワイトバンドの同定が容易に可能である。この方
法では、最小で１枚の画像取得により凹凸判定が可能なので、所要時間は３０ｍｓ程度と
短い。
【００８４】
　もうひとつの手段は、一次電子の入射角に加えて、一次電子の加速電圧、静電または電
磁レンズの励磁、電子線を偏向させる偏向手段の偏向量をパラメータとして位置ずれ量を
予測する近似式、あるいは補正表を走査電子顕微鏡の記憶部に保存しておき、入射角を変
更する時に、ステージの移動、あるいはイメージシフト偏向器の制御を行って、位置ずれ
補正を行う走査電子顕微鏡である。
【００８５】
　この走査電子顕微鏡を用いて取得した入射角の異なる画像では、電子線照射位置のずれ
を数ｎｍ程度まで低減でき、同一エッジに対応するホワイトバンドの同定が可能である。
【００８６】
　第４の実施例について、図１７、図１８Ａ、１８Ｂ、図１９、図２０Ａ、２０Ｂ、図２
１を用いて説明する。
【００８７】
　図１７は、第４の実施例である走査電子顕微鏡の主要構成要素を示した構成図である。
【００８８】
　電子銃制御部１７１１によって制御された電子銃１７０１から発せられた一次電子線１
７０２は、ステージ１７１０の上に置かれた試料１７０９の表面上に収束して照射される
。一次電子線の焦点の調整は、対物レンズ制御部１７１５によって対物レンズ１７０８の
励磁を制御することにより、またはリターディング電圧制御部１７１６でステージ１７１
０の電位を制御することで行う。図では、対物レンズ以外の静電あるいは電磁レンズは省
略したが、対物レンズ以外に一次電子線を収束させる１つあるいは複数のレンズがあって
も良い。
【００８９】
　一次電子の照射によって試料表面から発生する二次電子１７０４は、検出器１７０５に
よって検出される。
【００９０】
　一次電子は、走査偏向器１７０７を走査偏向器制御部１７１４によって制御することで
、試料表面上で走査を行うことができる。また、イメージシフト偏向器１７０６をイメー
ジシフト偏向器制御部１７１３によって制御することで、ステージを移動させることなく
一次電子の照射範囲を移動させることが出来る。
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【００９１】
　さらに、上記偏向器とは別に、一次電子を偏向させるアライメント偏向器１７０３が設
置されており、アライメント偏向器制御部１７１２によって偏向量を制御することで、一
次電子の入射角を変更できる。なお、アライメント偏向器以外の偏向器を用いる方法や、
ステージやカラム１７２０を傾ける方法で一次電子の入射角を変更しても良い。図では、
上記イメージシフト偏向器、アライメント偏向器、走査偏向器以外の偏向器は省略したが
、これ以外の目的で一次電子を偏向させる偏向器があっても良い。また、それぞれの偏向
器を２つ以上設けても良い。
【００９２】
　装置全体の制御演算部１７１８は、各制御部へ制御信号を送る。また、検出器１７０５
で得られた二次電子信号強度を、走査変更器制御部１７１４への制御信号に従って表示部
１７１９上に表示させる。これによりＳＥＭ画像を得ることができる。なお、符号３１７
は画像データ等を記録する記録部、符号１７２１は入射角プロファイル記録領域、符号１
７２２は入射角・走査連動制御部、符号１７２３は凹凸判定演算部を示す。
【００９３】
　以下で、ＳＥＭ画像を得る方法の詳細を説明する。図１８Ａは、試料表面上の領域(一
次電子線照射領域)１８０1を観察する際に、一次電子線１７０２を走査する方法の一例で
ある。なお、この観察領域１８０１を視野と呼ぶ。
【００９４】
　図１８Ａは、ライン１８０３、１８０４、１８０５の順に走査位置を移動させてきて、
視野内の位置（Ｘ、Ｙ）に一次電子を照射させている状態を示している。なお、図１８Ａ
では左から右への走査（Ｘ方向の走査）を上から下（Ｙ方向）に少しずつずらしながら繰
り返して視野全面を走査する走査方法を例示したが、これ以外の走査方法を用いても良い
。
【００９５】
　例えば、Ｘ方向の走査時の走査方向を逆（右から左）にしても良いし、走査方向をライ
ンごとに変えても良い。また、１８０３、１８０４、１８０５、とＹ方向に順番に走査す
るのではなく、走査するラインの順序を入れ替えても良い。これらの走査方法を用いるこ
とで、一次電子照射に起因する試料表面の帯電の影響を軽減する効果が期待できる。上記
いずれの走査方法についても、Ｘ方向とＹ方向を入れ替えてＹ方向のライン走査を行って
も良い。
【００９６】
　一次電子の照射よって試料から発生する二次電子は、検出器によって検出される。検出
された二次電子信号強度を、走査位置と対応する画像表示部中の画素の明度として表示さ
せると、図１８Ｂに示すＳＥＭ画像１８０６が得られる。
【００９７】
　ＳＥＭ画像１８０６中のライン１８０７、１８０８、１８０９は、ぞれぞれ、試料上の
走査ライン１８０３、１８０４、１８０５に対応しており、ＳＥＭ画像１８０６内の位置
（ＩＸ、ＩＹ）は視野内の位置（Ｘ、Ｙ）に対応している。なお、図１８Ｂでは、簡単の
ために少ない画総数のＳＥＭ画像を模式的に示したが、実際には一辺の画素数は任意であ
り、例えば５１２画素が用いられる。
【００９８】
　凹凸判定を行う際には、記録部１７１７内の入射角プロファイル記録領域１７２１に保
存された入射角データに従って、入射角・走査連動制御部１７２２を用いて一次電子入射
角を変更しながら画像を取得する。
【００９９】
　上記のような構成をした電子顕微鏡を用いて、ラインアンドスペースパターンが形成さ
れた半導体ウエハ上の複数の点において、パターンの凹凸判定を行い、ラインパターンあ
るいはスペースパターンの幅を自動で計測する際のフローチャートを図１９に示す。以下
、このフローチャートの各ステップについて説明する。



(22) JP 5525528 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

【０１００】
　まず、ステップ１９０１で入射角プロファイルを決定し、入射角プロファイル記録領域
１７２１に記憶させる。入射角プロファイルとは、図２０Ａに示すような、凹凸判定を行
う画像を取得する際のＹ方向の電子線走査位置と一次電子入射角の関係である。
【０１０１】
　入射角プロファイルは、計測するパターンの周期、一次電子の加速電圧、観察倍率に応
じて、最適な傾斜角度を得られるように、自動で決定されるよう設定しても良いし、最適
な傾斜角度が不明な場合には毎回同じ入射角プロファイルを用いても良い。あるいは、装
置の操作者が手動で決定しても良い。
【０１０２】
　その後、ステップ１９０２で試料の計測を行いたい箇所へ、ステージやイメージシフト
偏向器を用いて一次電子の照射位置を移動させる。
【０１０３】
　次に、ステップ１９０３で、先に記録した入射角プロファイルを参照して、入射角・走
査連動制御部１７２２によってアライメント偏向器制御部１７１２と走査偏向器制御部１
７１４に制御信号を送ることで、一次電子の入射角を変更しながら一次電子線を走査しＳ
ＥＭ画像を取得する。
【０１０４】
　例えば、図２０Ａに示す入射角プロファイルに従って一次電子入射角を変化させながら
走査を行い、ラインアンドスペースパターンが形成された試料のＳＥＭ画像を取得すると
、図２０Ｂに模式的に示すようなＳＥＭ画像が得られる。このＳＥＭ画像の上部は、一次
電子を試料表面に対して垂直(入射角度：０°)に入射して取得した画像領域であり、中央
部は入射角を変化させながら取得した画像領域であり、下部は一定の角度、本実施例では
２°傾斜させて取得した画像領域である。
【０１０５】
　画像中央部では一次電子入射角の傾斜に伴ってホワイトバンド幅が変化すると同時に、
一次電子照射位置がずれ、ホワイトバンドが斜めになっている。なお、本実施例では入射
角度の変化範囲を０°から２°としたが、これに限らない。ホワイトバンドの幅に差がつ
けばよく、最大入射角度として、例えば０．１°を越えた値とすることができる。但し、
実用上は最大入射角度として１°～２°が好適である。
【０１０６】
　上記方法で取得する凹凸判定用の画像は、寸法測定用の画像とは異なり、鮮明である必
要は無く、ホワイトバンドの変化が判別できれば十分である。したがって、画像取得は１
枚でも良い。もちろん、複数枚の画像を取得して積算することで画像のＳ／Ｎを向上させ
ても良い。
【０１０７】
　また、１枚の画像取得時間は通常１秒以下であるので一次電子入射角の制御を高速に行
う必要があるが、例えばアライメント偏向器の応答速度が十分でないなどの理由で一次電
子入射角の高速な制御が難しい場合には、走査速度を遅くして画像取得時間を長くしても
良い。
【０１０８】
　なお、ここでは記述したのは縦方向（Ｙ方向）のラインアンドスペースパターンに対し
て、一次電子線をＸ方向にライン走査する場合についてである。これ以外の任意の周期的
なパターンに対しても、周期と同じ方向に一次電子線をライン走査すれば同等なＳＥＭ画
像を得ることができる。
【０１０９】
　例えば、横方向（Ｘ方向）のラインアンドスペースパターンに対しては、一次電子線を
Ｙ方向にライン走査すれば良い。この場合、入射角プロファイルはＸ方向の走査位置と一
次電子入射角の関係になる。
【０１１０】
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　ステップ１９０４では、ステップ１９０３で得られたＳＥＭ画像を、記憶領域１７２１
に保存した入射角プロファイルを参照しながら、凹凸判定演算部１７２３によって解析す
ることで、凹凸判定を行う。
【０１１１】
　最初に、ＳＥＭ画像内で、一次電子を垂直に入射させて得られた画像領域（画像上部）
と斜めに入射させて得られた画像領域（画像下部）のホワイトバンドの中から、試料の同
一エッジに対応するホワイトバンドの同定を行う。このＳＥＭ画像では、試料の同一エッ
ジに対応するホワイトバンドがつながっており、下記の方法で、同定が可能である。まず
、図２１に示すように、得られたＳＥＭ画像の各横ラインにおける二次電子信号強度をプ
ロットする。以降、これを二次電子プロファイルと呼ぶ。図には、一部の横ラインの二次
電子プロファイルのみを示している。
【０１１２】
　そして、各ラインの二次電子プロファイルのピーク位置を求める。この作業の前に複数
のラインの二次電子プロファイルを平均化してＳ／Ｎを向上させても良い。また、すべて
のラインの二次電子プロファイルを用いるかわりに、図２１のように一部のラインを抽出
してその二次電子プロファイルのみを用いても良い。
【０１１３】
　次に、いずれかの二次電子プロファイル中のピークをひとつ選び、上下に隣接する横ラ
インの二次電子プロファイルにおいて、最も位置が近いピークを決定し、同一エッジに対
応するピークと判定する。これを繰り返すことで、図２１の丸印で示すように画像上部と
下部で同一エッジに対応するピークが決定できる。
【０１１４】
　なお、上記の過程において、いずれかの横ラインの二次電子プロファイルでピーク位置
が検出できなかった場合や、隣接する横ラインの二次電子プロファイルにおける最も近い
ピークとの距離が試料パターンの周期に対してあらかじめ定めた割合以上に大きくなった
場合には、ピークの同定に失敗したと判断し、最初に選ぶピークを別のものにして再度上
記の作業を行うよう設定しても良い。
【０１１５】
　同一エッジに対応するピークを同定した後、凹凸判定行う。具体的には、垂直入射領域
（画像上部）と斜め入射領域（画像下部）の２次電子プロファイルにおける同一エッジに
対応するピークのピーク幅を比較する。
【０１１６】
　垂直入射領域に比べて、図２１の丸印をつけたピークでは斜め入射領域の方がピーク幅
が大きくなっており、斜め入射時に側壁に一次電子が当たっていることがわかる。すなわ
ち、丸印のピークの左側（一次電子が傾斜している側）が凹部であると判定できる。
【０１１７】
　上記のようにピーク幅の増大を指標にするかわりに、ピーク強度の増大を指標にしても
良い。また、その両方を用いても良い。さらに、ＳＥＭ画像内に複数のホワイトバンドが
ある場合、ひとつのエッジに対応するピークから凹凸判定を行うかわりに、隣り合う複数
のエッジに付いて同様に凹凸判定を行い、エッジ毎に試料パターンの凹部と凸部が繰り返
すことを考慮して判定の精度を向上することも出来る。
【０１１８】
　ピーク幅の決定には、ピーク強度が最大値の５０％になる半値幅を用いても良いし、５
０％ではなく別に定めた基準を用いても良い。あるいは、ガウス関数などでフィッテング
を行ってピーク幅とピーク強度を決定することで、画像のＳ／Ｎが悪く二次電子プロファ
イルに大きなノイズがある場合にも、その影響を軽減することができる。
【０１１９】
　上記に示した、異なるラインの二次電子プロファイル中の同一エッジに対応するピーク
を比較して凹凸を判定する方法以外に、斜め入射領域の同一ラインの二次電子プロファイ
ル内における異なるピークを比較して凹凸判定することも出来る。その場合、二次電子プ
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ロファイル中のピークの幅、あるいは強度は交互に大小を繰り返し、ピーク幅が大きい（
あるいはピーク強度が大きい）ピークから見て一次電子入射角の方向が凹部であると判定
できる。
【０１２０】
　たとえば、図２１の矢印で示したピークを比較すると、左から１番目と３番目のピーク
幅が大きくなっており、その左側（一次電子入射角が傾斜している側）が凹部であると判
定できる。
【０１２１】
　なお、図２０Ａに例示した入射角プロファイルは一例に過ぎず、一次電子入射角が、あ
る入射角から異なる入射角へ変化してさえいれば、どのような入射角プロファイルでも凹
凸判定は可能である。例えば、図２０Ａの中央領域のような一次電子入射角が変化する領
域のみで構成させるプロファイルでもよいし、図２０Ａのように入射角が異なる２つの値
の間で変化するのではなく、異なる３つ以上の値の間で変化しても良い。また、入射角の
変化が一方向でなくても良い。
【０１２２】
　さらに、これまで記述した様な２つの二次電子プロファイルを比較する方法だけでなく
、３つ以上の二次電子プロファイルにおける同一エッジに対応するピークの強度あるいは
ピーク幅と入射角との相関をとる方法も可能である。入射角の傾斜に伴って、ピークの強
度やピーク幅が増大している場合は、ピークから見て入射角が傾斜していく方向が凹部で
あると判定できる。
【０１２３】
　上記の凹凸判定において凹凸判定の成否を判断し、凹凸判定が失敗した場合には入射角
プロファイルを変更して再度凹凸判定を試みるように条件分岐を設定しても良い。あるい
は、その測定点での計測を行わずに次に測定点に移動するように分岐を設定しても良い。
このようなエラー処理を行うことで、凹凸判定後の寸法測定の結果の信頼性を高めること
ができる。
【０１２４】
　凹凸判定の成否を判断するには、以下のような方法が考えられる。まず、ピークのピー
ク幅あるいはピーク強度の大小を比較する際に、その差がある閾値より小さい場合に凹凸
判定に失敗したと判断する方法である。あるいは、同一エッジに対応するピークの強度あ
るいはピーク幅と入射角との相関をとる方法の場合、その相関係数がある閾値より小さい
場合に凹凸判定に失敗したと判断する方法もある。
【０１２５】
　凹凸判定を行った後、ステップ１９０５では一次電子入射角を垂直にして寸法計測用の
ＳＥＭ画像を取得する。図２０ＢのＳＥＭ画像のうち、上部が一次電子を垂直に入射して
取得した領域であるので、試料位置を変化させず一次電子入射角を垂直にして寸法計測用
のＳＥＭ画像を取得すると、図１６の１６０１のように、ホワイトバンドが４本並んだ画
像になる。
【０１２６】
　このうち、左から２本目のホワイトバンドが図２１で丸印をつけたピークに対応してい
るので、先に記述した凹凸判定の結果から、左から２本目のホワイトバンドの左側が、試
料に形成されたパターンの凹部、つまりスペース部であると判定できる。必要であれば、
凹凸判定の結果をＳＥＭ画像とは別に表示部に表示させても良いし、ＳＥＭ画像中に凹凸
を示すマーカーを表示させても良い。
【０１２７】
　これにより、凹凸判定の結果を操作者が逐次確認することができる。また、ＳＥＭ画像
を記憶部に保存する場合には、凹凸判定の結果を画像データとは別に保存しても良いし、
前述のマーカーのついた画像データを保存しても良い。これにより、後で凹凸判定の結果
を参照することが可能となる。
【０１２８】
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　ＳＥＭ画像中の試料パターンの凹凸判定後、目的のパターンの寸法を計測する（１９０
６）。例えば、ライン幅を計測したい場合には、左から２本目のホイトバンドと３本目の
ホワイトバンドの間隔を測れば良い。ホワイトバンド間隔を計測してライン幅を求めるア
ルゴリズムは、従来用いられているものを使用すれば良い。スペース幅計測の場合も同様
である。
【０１２９】
　なお、一次電子を垂直入射させて別途画像を取得するのは、斜め入射で取得したＳＥＭ
画像より垂直入射によって取得したＳＥＭ画像の方が分解能が高く、高精度の寸法計測が
できるためである。
【０１３０】
　ここまで記述した手順により一点の測長が完了する。その後、別の測定点に移動し、設
定された測定点すべての計測が終わるまで同様の手順を繰り返して測定を終了する。
【０１３１】
　このように、本実施例では、簡便に試料パターンの凹凸判定を行い、ラインアンドスペ
ースパターンの寸法を自動で計測できる。
【０１３２】
　従来のラインアンドスペースパターンの寸法計測では、一次電子入射角の異なる多数の
画像を取得して凹凸判定を行ったり、パターン端から計測点までのホワイトバンドの数を
数えて計測点での凹凸を推定したりするなど、凹凸判定に煩雑な手続きが必要であり、計
測に時間がかかっていたが、本実施例を用いることで、スループットの向上が可能である
。
【０１３３】
　なお、図１９に示したフローチャートでは凹凸判定とパターンの寸法の計測に関わるス
テップのみを記載したが、この他に焦点を調整するステップや、一次電子照射領域を試料
上の計測したい位置に正確にあわせるために、あらかじめ登録した試料上にあるパターン
の位置を検出して、一次電子照射位置を補正するステップがあってもよい。
【０１３４】
　以上説明した第４の実施例によれば、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時
間で判定可能な電子線装置を提供することができる。
【実施例５】
【０１３５】
　第５の実施例について、図２０Ａ、２０Ｂ、図２２を用いて説明する。なお、実施例４
に記載され、本実施例に未記載の事項は実施例４と同様である。
【０１３６】
　図２２は、本実施例を用いてラインアンドスペースパターンの寸法計測を実施するとき
の実施例４とは別のフローチャートである。
【０１３７】
　実施例４は、凹凸判定に用いるＳＥＭ画像とは別にパターン寸法の計測を行うＳＥＭ画
像を取得する方法であった。一方、本実施例は、凹凸判定に用いた画像を利用してパター
ン寸法の計測も行う方法である。本実施例では、凹凸判定に用いるＳＥＭ画像の一部の領
域を、一次電子を垂直に入射して取得する。そして、得られた画像中の一次電子を垂直に
入射させて取得した画像領域でパターンの寸法計測を行う。
【０１３８】
　例えば、実施例４で例示した図２０Ａの入射角プロファイルには、垂直入射領域が含ま
れており、本実施例においても用いることができる。そこで、この入射角プロファイルに
従って、実施例４と同様に入射角・走査連動制御部を用いて一次電子入射角を変更しなが
ら走査を行ってＳＥＭ画像を取得し、得られた図２０ＢのようなＳＥＭ画像を利用してラ
イン幅の寸法を計測する例を説明する。
【０１３９】
　ステップ２２０１、２２０２は、実施例４の１９０１、１９０２と同じである。次のス
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テップ２２０３にてＳＥＭ画像を取得する際にその画像中のどの領域が一次電子を垂直入
射で取得した領域であるかを記録する。これは、入射角プロファイルを入射角プロファイ
ル記録領域に保存し、後で参照できるようにしておけば良い。あるいは、画像記録領域に
保存する画像中に垂直入射領域を示すマーカーを記入する方法により、画像データのみで
垂直入射領域を示しても良いし、各画像データに付随して、垂直入射領域を記録した専用
のデータを保存する方法でもよい。図２０Ｂでは上部が一次電子を垂直に入射させて取得
した領域であり、この領域が垂直入射領域であると後で参照できるように記憶しておく。
【０１４０】
　ステップ２２０４では、ステップ１９０４と同様に凹凸判定演算部により凹凸判定を行
い、ステップ２２０５で目的のパターンの寸法計測を行う。実施例４に記述した方法によ
り右から２本目のホワイトバンドと３本目のホワイトバンドの間が凸部、すなわちライン
であると判定できる。従って、ライン幅を計測する場合は、先に記憶させておいた一次電
子入射角が垂直である画像領域の中で、ラインと判定された部分の両側のホワイトバンド
の間隔を計測すれば良い。たとえば、図２０Ｂの実線で囲んだ領域２００１のホワイトバ
ンドの間隔を計測することでライン幅を計測することができる。
【０１４１】
　上記のように、寸法計測を行うためには一次電子入射角が垂直である領域の画像データ
と凹凸判定の結果があれば十分である。従って、記憶部の容量を節約する必要がある場合
などには、取得した画像の全領域を保存せず、一次電子入射角が垂直である画像領域のみ
を切り出して、凹凸判定した結果を合わせて保存しても良い。
【０１４２】
　本実施例によれば、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な電
子線装置を提供することができる。また、１枚のＳＥＭ画像を取得するだけで凹凸判定と
寸法計測が可能になり、さらなるスループット向上が可能な電子線装置を提供することが
できる。
【実施例６】
【０１４３】
　第６の実施例について、図２３、図２４を用いて説明する。なお、実施例４や実施例５
に記載され、本実施例に未記載の事項はそれらと同様である。
【０１４４】
　本実施例は、実施例４，５に記述した方法とは異なる方法で凹凸判定を行う実施例であ
る。本実施例では、一次電子の入射角、一次電子の加速電圧、対物レンズの励磁、イメー
ジシフト偏向器の偏向量から一次電子照射位置のずれ量を推定し、一次電子入射角を変化
させるときに推定された位置ずれ量だけ、一次電子の照射位置を補正する。そして一次電
子入射角の異なる複数の画像を取得し、これらの画像を比較して凹凸判定を行い、目的の
パターンの寸法を計測する。
【０１４５】
　本実施例を実施するためには、図１７の構成のうち、装置全体の制御演算部と記録部を
、図２３ように変更した構成が必要である。それぞれ、位置ずれ近似式記録領域２３０１
、位置ずれ推定演算部２３０２、位置ずれ補正制御部２３０３である。
【０１４６】
　図２４は、図１７及び図２３の構成をした走査電子顕微鏡を用いて、ラインアンドスペ
ースパターンが形成された半導体ウエハ上の複数の点において、パターンの凹凸判定を行
い、ラインパターンあるいはスペースパターンの幅を自動で計測する際のフローチャート
である。以下で、このフローチャートの各ステップについて説明する。
【０１４７】
　まず、ステップ２４０１では、試料の計測を行いたい箇所へ、ステージやイメージシフ
ト偏向器を用いて一次電子の照射位置を移動させる。
【０１４８】
　そして、ステップ２４０２で一次電子を垂直に入射してＳＥＭ画像を取得する。これを
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画像１とする。
【０１４９】
　次に、ステップ２４０３で、位置ずれ推定演算部を用いて、一次電子の加速電圧、対物
レンズの励磁、イメージシフト偏向器の偏向量、次のステップで傾斜させる一次電子の傾
斜角を記録部の位置ずれ近似式記録領域に保存されている近似式に代入し、一次電子照射
位置のずれ量の推定値を計算する。
【０１５０】
　なお、一次電子の傾斜角は、記憶部に保存されている値を用いても良いし、表示部上に
入力ウィンドウを表示させ、操作者が入力するようにしてもよい。また、位置ずれ量の推
定には、あらかじめ定めた近似式を用いる方法のかわりに、記憶部に様々な条件における
位置ずれ量を記した補正表を保存しておき、それを参照する方法を用いても良い。
【０１５１】
　その後、ステップ２４０４で、アライメント偏向器を制御して一次電子入射角を設定さ
れた角度だけ傾斜させ、位置ずれ推定量を正負反転した量だけ一次電子線を偏向するよう
位置ずれ補正制御部からイメージシフト偏向器制御部に制御信号を送り、位置ずれを相殺
するように一次電子照射位置を移動させる。なお、推定した位置ずれの相殺は、ステージ
を移動させることで行っても良い。
【０１５２】
　そして、ステップ２４０５で、一次電子を試料に対して斜めに入射させた状態でＳＥＭ
画像を取得する。これを画像２とする。
【０１５３】
　ステップ２４０６では、一次電子を垂直に入射させ取得した画像１と、傾斜させて入射
させ取得した画像２のマッチングを行う。画像１と画像２は、上記の位置ずれ補正を行っ
ているために位置ずれがほとんどない。したがって、マッチングによって同じエッジに対
応するホワイトバンドを同定できる。
【０１５４】
　同一エッジに対応するピークが同定できれば、ステップ２４０７に進み、実施例４に記
載の方法で、画像１における試料パターンの凹凸判定を行う。同一エッジに対応するホワ
イトバンドを比較した時、一次電子を垂直入射させて取得した画像１におけるホワイトバ
ンド幅に対して、一次電子を傾斜させて取得した画像２におけるホワイトバンド幅が太く
なっている場合には、斜め入射時にそのホワイトバンドに対応するエッジの側壁に一次電
子が当たっていることがわかる。すなわち、そのホワイトバンドから見て一次電子が傾斜
している側が凹部であると判定できる。
【０１５５】
　ホワイトバンド幅の増大のかわりにピーク強度の増大を指標にしても良いし、その両方
を用いても良い。さらに、ＳＥＭ画像内に複数のホワイトバンドがある場合、ひとつのエ
ッジに対応するホワイトバンドに注目して凹凸判定するかわりに、隣り合う複数のエッジ
に付いて同様に凹凸判定を行い、エッジ毎に試料パターンの凹部と凸部が繰り返すことを
考慮して判定の精度を向上することも出来る。
【０１５６】
　また、上記に示したような同一のエッジに対応するホワイトバンドを比較するかわりに
、画像２の中の隣り合ったホワイトバンドを比較して凹凸判定することもできる。その場
合、ホワイトバンド幅あるいはピーク強度は交互に大小を繰り返し、ホワイトバンド幅は
大きい（あるいはピーク強度が大きい）ホワイトバンドから見て、一次電子入射角が傾斜
している側が凹部であると判定できる。画像１と画像２の間には一次電子照射位置のずれ
はほとんどないので、画像２において凹凸判定ができれば、画像１における試料パターン
の凹凸も判定できる。
【０１５７】
　このようにして画像１での凹凸判定を行えば、画像１のどの部分が試料パターンのライ
ンに対応し、どの部分がスペースに対応するかがわかり、ステップ２４０８で目的のパタ
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ーンの寸法を計測できる。
【０１５８】
　最後のステップ２４０９では、ステップ２４０４で行った一次電子入射角の変更と位置
ずれ補正を解除する。以上で一点の計測が修了する。
【０１５９】
　一点の計測が終われば、別の測定点に移動し、設定された測定点すべての計測が終わる
まで同様の手順を繰り返す。
【０１６０】
　このように本実施例を用いることで、任意の一次電子加速電圧、対物レンズの励磁、イ
メージシフト偏向器の偏向量において、ラインアンドスペースパターンの寸法計測を自動
で正確に行うことが可能になる。
【０１６１】
　本実施例によれば、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な電
子線装置を提供することができる。また、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電子
線装置を提供することができる。
【実施例７】
【０１６２】
　第７の実施例について、図２５、図２６を用いて説明する。なお、実施例４～６のいず
れかに記載され、本実施例に未記載の事項はそれらと同様である。
【０１６３】
　実施例７では位置ずれ量を推定し、位置ずれを相殺するようにイメージシフト偏向器を
制御する方法であったが、この実施例では補正は行なわない。そのかわりに、一次電子を
垂直で入射させ取得した画像１と、傾斜させて入射させ取得した画像２をマッチングさせ
る際に位置ずれ量を考慮する。
【０１６４】
　本実施例を実施するためには、図１７の構成のうち、装置全体の制御演算部と記録部を
、図２５のように変更した構成が必要である。位置ずれ近似式記録領域２３０１と位置ず
れ推定演算部２３０２は実施例６と同様であり、これに加えて、位置ずれ補正マッチング
演算部２５０１が搭載されている。
【０１６５】
　図２６は、一次電子照射位置のずれ量の推定を行う別の実施例のフローチャートである
。以下で、このフローチャートの各ステップについて説明する。
【０１６６】
　ステップ２６０１、２６０２、Ｓ２６０３は、実施例６におけるステップ２４０１、２
４０２、２４０３と同じである。その後、ステップ２６０４にて位置ずれ補正を行わずに
一次電子入射角を変化させて画像２を取得する。ステップ２６０５では、位置ずれ補正マ
ッチング演算部を用いて、画像１と画像２のマッチングを行うのであるが、この際、ステ
ップＳ２６０３で推定された位置ずれを考慮してマッチングを行う。
【０１６７】
　具体的には、いずれかの画像について、推定した位置ずれ量だけ画像を移動させる画像
処理を行った後、マッチングを行う。あるいは、一方の画像中の特定のホワイトバンドと
マッチングすべきホワイトバンドを、他方の画像中のいくつかのホワイトバンドから決定
する際に、画像上における位置の違いが、推定した位置ずれ量に最も近いものを選ぶ方法
を用いても良い。
【０１６８】
　上記の方法を用いることで、イメージシフト偏向器を用いた位置ずれ補正を行うことな
く、画像１と画像２の中の同じエッジに対応するホワイトバンドを同定でき、凹凸判定が
可能になる。
【０１６９】
　ホワイトバンドの同定ができれば、実施例６のステップ２４０７、２４０８と同様に、
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ステップ２６０６で凹凸判定を行い、ステップ２６０７で目的のパターンの寸法計測を行
う。最後に、ステップ２６０８で一次電子入射角を垂直に戻して一点の測定が完了する。
【０１７０】
　一点の計測が終われば、別の測定点に移動し、設定された測定点すべての計測が終わる
まで同様の手順を繰り返す。
【０１７１】
　このように本実施例を用いることでも、任意の一次電子加速電圧、対物レンズの励磁、
イメージシフト偏向器の偏向量において、ラインアンドスペースパターンの寸法計測を自
動で正確に行うことが可能になる。本実施例は、位置ずれ量が大きすぎて、画像１と画像
２に中に同一エッジに対応するホワイトバンドが存在しない場合には適用できない一方、
実施例６では必要であった位置ずれ補正制御部が不要で、演算部のみで実施可能であると
いう利点がある。
【０１７２】
　本実施例によれば、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な電
子線装置を提供することができる。また、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電子
線装置を提供することができる。
【実施例８】
【０１７３】
　第８の実施例について、図２７、図２８を用いて説明する。なお、実施例４～７のいず
れかに記載され、本実施例に未記載の事項はそれらと同様である。
【０１７４】
　本実施例は、実施例４、５において一次電子入射角を連続的に変化させながら１枚のＳ
ＥＭ画像を取得する際に、実施例６に記述した位置ずれ補正方法を併用する方法である。
【０１７５】
　実施例４、５では、図２０Ｂに示したように、入射角を大きく変更するほど位置ずれも
大きくなる。一方、図２１に示した方法でピークの同定を行なうためは、一次電子入射角
の変更による電子線照射位置のずれ量が、視野の大きさよりも小さい必要があるので、用
いることのできる入射角の変更量には上限がある。したがって、一次電子入射角の変更量
に対する電子線照射位置ずれの割合が大きい場合、視野が狭くなる高倍率で実施例４、５
を実施しようとすると、用いることのできる一次電子入射角変更量が小さくなってしまう
。
【０１７６】
　一次電子入射角の変更量が小さければ、図２１に示したピークの幅あるはいピーク強度
の変化も小さくなり、その結果、凹凸判定の精度が悪化する。ピーク幅やピーク強度の変
化量に閾値を設けて凹凸判定の成否を判断する場合には、成功率が低下してしまう。
【０１７７】
　これに対して、本実施例では、実施例６で記述した方法で一次電子照射位置ずれを補正
することで、入射角の変更に伴う画像上のパターンの移動を大幅に軽減することができる
。
【０１７８】
　本実施例を実施するためには、図１７の構成のうち、装置全体の制御演算部と記録部を
、図２７のように変更した構成が必要である。入射角プロファイル記録領域１７２１、凹
凸判定演算部１７２３は実施例４と同様、位置ずれ近似式記録領域２３０１は実施例６と
同様であり、これに加えて、位置ずれ量プロファイル記録領域２７０１、位置ずれ量プロ
ファイル推定演算部２７０２、入射角・イメージシフト・走査連動制御部２７０３からな
る構成である。
【０１７９】
　実施例４と実施例６を併用する場合には、ステップ１９０３の前に、実施例５の場合は
ステップ２２０３の前に、位置ずれ量プロファイルを推定するステップを挿入する。位置
ずれ量プロファイルとは、図２８の右側に示すような、各走査位置における位置ずれ量（
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位置ずれ）のことである。ここでは位置ずれ量プロファイル推定演算部２７０２を用いて
、入射角プロファイル記録部に保存された入射角プロファイルと位置ずれ近似式記録領域
に保存された近似式から位置ずれ量プロファイルを計算し、位置ずれ量プロファイル記録
領域に保存する。
【０１８０】
　なお、図２８の右側においては、走査領域上部で一次電子線が垂直入射するため、これ
に応じて推定位置ずれ量が０となっているが、一般に０であるとは限らない。位置ずれ量
を推定した後のステップ１９０３（実施例５では２２０３）では、先に保存した入射角プ
ロファイルと位置ずれ量プロファイルを参照して、入射角・イメージシフト・走査連動制
御部からアライメント偏向器制御部、イメージシフト偏向器制御部、走査偏向器制御部に
制御信号を送ることで、一次電子線を走査しながら一次電子入射角を入射角プロファイル
に従って変化させると同時に、位置ずれ量プロファイルと正負反転した量だけ一次電子線
を偏向し位置ずれを補正する。
【０１８１】
　その結果、高倍率で観察する場合でも、入射角変更量の大きな入射角プロファイルを使
用することが可能になり、凹凸判定の精度を向上できる。あるいは、凹凸判定の成功率を
向上できる。
【０１８２】
　本実施例によれば、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な電
子線装置を提供することができる。また、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電子
線装置を提供することができる。
【実施例９】
【０１８３】
　第９の実施例を図２９、図３０を用いて説明する。なお、実施例４～８のいずれかに記
載され、本実施例に未記載の事項はそれらと同様である。
【０１８４】
　本実施例は、試料に存在するラフネスを利用する方法である。実際の試料には、パター
ンの周期と直行する方向にエッジのラフネスがある。例えば図２９の上側に示したように
、実際のラインパターンには、ラインがのびている方向にラインエッジラフネスと呼ばれ
るラフネスが存在する。
【０１８５】
　このようなラフネスはランダムであり、エッジごとに異なる。そしてラインのラフネス
は、図２９の下側に示したようにＳＥＭ画像におけるホワイトバンドの形状にも反映され
る。従って、一次電子を垂直入射させて取得したＳＥＭ画像と斜めに入射させて取得した
ＳＥＭ画像を比較する際、ラフネスが一致するホワイトバンドを選択することで同じエッ
ジに対応するホワイトバンドを同定することができる。
【０１８６】
　図３０は、ラインアンドスペースパターンが形成された半導体ウエハ上の複数の点にお
いて、ラフネスを利用した凹凸判定を行い、ラインパターンあるいはスペースパターンの
幅を自動で計測する際のフローチャートである。以下で、このフローチャートの各ステッ
プについて説明する。
【０１８７】
　まず、ステップ３００１で計測を行いたい箇所へ一次電子の照射位置を移動させる。
【０１８８】
　そして、ステップ３００２で一次電子を垂直に入射してＳＥＭ画像を取得する。これを
画像１とする。また、ステップ３００３では一次電子を斜めに入射してＳＥＭ画像を取得
する。これを画像２とする。
【０１８９】
　次にステップＳ３００４では画像２において凹凸判定を行う。凹凸判定は、実施例６に
記載した方法のうち、一次電子を斜めに入射して取得した画像（画像２）の中の隣り合っ
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たホワイトバンドを比較する方法を用いる。
【０１９０】
　画像２における凹凸判定を行った後、ステップＳ３００５にてホワイトバンドのマッチ
ングを行う。この際、一次電子を斜め入射した時にパターンの側面に一次電子が当たらな
い方のエッジに対応するホワイトバンド、つまりホワイトバンド幅が狭い方（あるいはピ
ーク強度が小さい方）のホワイトバンドの中からひとつを選択する。そして、選択したホ
ワイトバンドとラフネスが最もよく一致するものを、画像１のホワイトバンドの中から決
定する。
【０１９１】
　このようにして、同じエッジに対応するホワイトバンドが同定できるので、画像１にお
ける凹凸判定も可能になる。ホワイトバンドの同定を行う際には、相関値がある閾値以下
になった場合には、同定に失敗したと判断しても良い。その場合、最初に画像２で選択す
るホワイトバンドを別のものにして、再度、同定を試みても良い。
【０１９２】
　なお、この同定法において、最初に画像２で選択するホワイトバンドとして、一次電子
を斜め入射した時にパターンの側面に一次電子が当たらないエッジの方を選択するのは、
以下の理由による。一次電子を垂直に入射させた場合、主にパターンの一番高い部分（ト
ップ）のラフネスが、ＳＥＭ画像のホワイトバンドに反映される。パターンの側壁に一次
電子があたらない方向に一次電子入射角を傾斜した場合も、やはりパターンのトップのラ
フネスが、ホワイトバンドに反映される。
【０１９３】
　一方、一次電子を斜めに入射させたことにより、パターンの側壁に一次電子が照射され
るようになる場合には、パターンのトップのみならず根元（ボトム）の形状もホワイトバ
ンドに反映されるので、垂直入射時からのホワイトバンドのラフネスの変化が大きい。そ
のため、垂直入射時と斜め入射時で同じエッジに対応するホワイトバンドを正しく同定す
るためには、斜め入射時にパターンの側面に一次電子が当たらないエッジに対応するホワ
イトバンドを用いる必要がある。
【０１９４】
　上記の方法により画像１での凹凸判定を行えば、画像１のどの部分が試料パターンのラ
インに対応し、どの部分がスペースに対応するかがわかり、ステップ３００６にて目的の
パターンの寸法を計測できる。
【０１９５】
　一点の計測が終われば、別の測定点に移動し、設定された測定点すべての計測が終わる
まで同様の手順を繰り返した後、測定を完了する。
【０１９６】
　本実施例を用いることで、補正を行うことなく試料パターンの凹凸判定を行い、ライン
アンドスペースパターンの寸法を自動で計測できる。
【０１９７】
　なお、本実施例においても、実施例６に記述した位置ずれ補正方法を併用しても良い。
画像１と画像２の間の位置ずれ量が大きい場合や、倍率が高い場合には、画像１と画像２
の撮像領域の重なりが小さくなるため、あるいは全く無くなるため、両方の画像に撮像さ
れるホワイトバンドが存在しない可能性がある。その場合、ステップ３００５において、
ホワイトバンドの正確な同定が不可能になってしまう。
【０１９８】
　これに対し、実施例６の位置ずれ補正を併用すれば、画像１と画像２の間の位置ずれ量
を大幅に低減でき、同じホワイトバンドは存在しないという問題は回避できる。具体的に
はステップ３００３の前に、ステップ２４０３、２４０４に対応する位置ずれ補正ステッ
プを挿入し、ステップ３００６の後にステップ２４０９の補正解除のステップを挿入すれ
ば良い。
【０１９９】
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　本実施例によれば、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な電
子線装置を提供することができる。また、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電子
線装置を提供することができる。
【実施例１０】
【０２００】
　第１０の実施例について、図３１を用いて説明する。なお、実施例４～９のいずれかに
記載され、本実施例に未記載の事項はそれらと同様である。
【０２０１】
　本実施例は、実施例４、６、７、９、及び、実施例８のうち実施例４と実施例６を併用
した方法を実施する際に、凹凸判定に用いた画像を焦点補正にも利用する実施例である。
この方法では、画像の位置ずれ量が焦点のずれ量と線形関係にあることを用いて焦点補正
を行う。
【０２０２】
　図１９、２２、２４、２６、３０に示したフローチャットでは省略したが、通常は入射
電子の焦点位置を補正するステップが存在する。通常の焦点補正法は、対物レンズ電流や
リターディング電圧を変えながら複数のＳＥＭ画像を取得し、それらを比較して合焦点条
件を求めるため、長い時間がかかる。
【０２０３】
　本実施例では、この焦点補正を短い時間で行うことで、実施例４、６、７、８、９と同
等の寸法測定を短時間で実行することができる。なお、実施例４、６、７、８、９におけ
る凹凸判定法は、焦点ずれのためにＳＥＭ画像がぼやけていても、ホワイトバンドが分か
る程度のＳＥＭ画像であれば適用できる。
【０２０４】
　したがって、精密な焦点補正は凹凸判定の後に行なっても問題はなく、凹凸判定用の画
像を焦点補正に利用できる。以下に、本実施例の焦点補正法の詳細を記す。
【０２０５】
　図３１は、焦点ずれのある場合に、試料に一次電子が入射する様子を表した断面図であ
る。試料位置（実線）の合焦点条件（点線）からのずれがLであったとすると、一次電子
の入射角をΔθ変更したときに発生する一次電子照射位置のずれ量ｄは、合焦点条件の場
合の位置ずれ量ｄ0に対して、
  ｄ＝ｄ０＋Ｌ・Δθ                                - - -   （式８）
となる。
【０２０６】
　したがって、あらかじめ合焦点条件で測定を行ってｄ０を求めておき記録部に保存して
おけば、凹凸判定を行う画像で位置ずれ量ｄを評価し、焦点ずれ量Ｌを求めることが可能
である。あるいは、ｄ０／Δθが、得たい焦点調整精度よりも小さい電子光学系では、ｄ

０を無視して位置ずれ量ｄのみからＬ＝ｄ／Δθと焦点ずれ量Ｌを求められる。さらに、
実施例６に記載の方法を用いてｄ０を十分小さくすれば、任意の電位光学系においてｄの
みからＬを求めることができる。
【０２０７】
　上記の方法により、凹凸判定を行うＳＥＭ画像を利用して焦点ずれ量Ｌを求めることが
できる。そして、あらかじめ求めておいた焦点ずれ量と対物レンズの励磁の変更量の関係
を用いて、焦点ずれ量Ｌを補正するために必要な対物レンズの励磁の変更量を求め、対物
レンズの制御部によって焦点を調整できる。あるいは、対物レンズの励磁を制御するかわ
りに、リターディング電圧を制御して焦点調整を行ってもよい。
【０２０８】
　本実施例では、上記方法により焦点調整した後、パターン寸法を計測するためのＳＥＭ
画像を取得し、目的のパターンの寸法を計測する。特に実施例４と、実施例８のうち、実
施例４と実施例６を併用した方法では、ステップ１９０４の後に焦点補正を実施すること
で、追加の画像を全く取得する必要がなく、従来焦点調整に費やしていた時間が大幅に短
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縮できる。
【０２０９】
　また、実施例６、７、９では、それぞれステップＳ２４０９、Ｓ２６０８、Ｓ３００６
の後に、焦点補正及び寸法測定用の画像取得が必要になるが、従来の焦点調整法を用いる
よりは、トータルで高速な寸法計測が期待できる。なお、実施例５において本実施例の焦
点補正を行おうとすると、ステップ２２０５の代わりに焦点補正と寸法測定用の画像取得
が必要になり実質的に実施例４と同等になるので、本実施例の適用対象には挙げなかった
。
【０２１０】
　高精度で寸法を計測したい場合には、ＳＥＭ画像取得前に焦点調整を行う必要がある。
また、試料に帯電があって焦点ずれが発生する場合は、焦点調整は不可欠である。本実施
例では、凹凸判定を行うための画像を利用して焦点調整できるので、焦点調整のためだけ
に新たに画像取得する必要がなく、スループット向上が可能である。
【０２１１】
　本実施例においても、基板に形成された周期的なパターンの凹凸を短時間で判定可能な
電子線装置を提供することができる。また、任意の光学条件において凹凸判定が可能な電
子線装置を提供することができる。また、高スループットの電子線装置を提供することが
できる。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　本発明は、試料表面に荷電粒子ビームを走査し、試料から発生する２次荷電粒子または
反射粒子を検出することで、試料表面に形成された微細パターンの形状やその寸法を表す
２次元走査の画像を得る微細パターン評価技術として有用である。また、電子線を用いて
試料の形状を観察する装置、特に試料表面の凹凸を簡便に判定できる電子線装置として有
用である。
【符号の説明】
【０２１３】
２…リターディング電源、３…焦点制御部、４…非点補正器制御部、５…処理部、６…記
録部、７…光源制御部、８…装置全体の制御系、９ａ…第２の偏向器、９ｂ…第１の偏向
器、９ｃ…第２の偏向制御部、９ｄ…第１の偏向制御部、１０…対物レンズ、１１…ウエ
ハ、１２ａ…鏡体、１２ｂ…真空試料室、１２ｃ…ロードロック室、１３…ウエハホルダ
、１４…電子銃、１５…１次電子線、１６…収束レンズ、１７…２次電子、１８…検出器
、１９…非点補正器、７０…表示部、２０…試料表面、２１…点Ａを照射する、傾斜前の
ビーム、２２…ビーム２１が傾斜した後のビーム、２１ａ…ビーム２１にて取得した画像
、２２ａ…ビーム２２で取得した画像、２３…点Ｂを照射する傾斜前のビーム、２４…ビ
ーム２３が傾斜した後のビーム、２３ａ…ビーム２３にて取得した画像、２４ａ…ビーム
２４で取得した画像、２５…ビームを傾斜する角度、２９…試料表面、３１…０度方位に
傾斜したビームをＸＹ平面に投影した像、３２…９０度方位に傾斜したビームをＸＹ平面
に投影した像、３３…２２５度方位に傾斜したビームをＸＹ平面に投影した像、３４…３
１５度方位に傾斜したビームをＸＹ平面に投影した像、５０…試料表面、５１…点Ａを照
射する、傾斜前のビーム、５２…ビーム５１が傾斜した後のビーム、５３…ビーム５１に
て取得した画像、５４…ビーム５２で取得した画像、５５…点Ｂを照射する傾斜前のビー
ム、５６…ビーム５５が傾斜した後のビーム、５７…ビーム５５にて取得した画像、５８
…ビーム５６で取得した画像、５９…試料表面、９１…０度方位に傾斜したビームをＸＹ
平面に投影した像、１５０１…一次電子線、１５０２…表面にラインアンドスペースパタ
ーンが形成された試料の断面、１５０３…ＳＥＭ画像、１５０４…一次電子の試料に対す
る入射角、１５０５…ホワイトバンド、１６０１…ラインアンドスペース試料に対して一
次電子を垂直に入射して得られるＳＥＭ画像の例、１６０２…ラインアンドスペース試料
に対して一次電子を斜めに入射して得られるＳＥＭ画像の例、１６０３…ラインアンドス
ペースパターンの周期、１７０１…電子銃、１７０２…一次電子、１７０３…アライメン
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ト偏向器、１７０４…二次電子、１７０５…二次電子検出器、１７０６…イメージシフト
偏向器、１７０７…走査偏向器、１７０８…対物レンズ、１７０９…試料、１７１０…ス
テージ、１７１１…電子銃制御部、１７１２…アライメント偏向器制御部、１７１３…イ
メージシフト偏向器制御部、１７１４…走査偏向器制御部、１７１５…対物レンズ制御部
、１７１６…リターディング電圧制御部、１７１７…記録部、１７１８…装置全体の制御
演算部、１７１９…表示部、１７２０…カラム、１７２１…入射角プロファイル記録領域
、１７２２…入射角・走査連動制御部、１７２３…凹凸判定演算部、１８０１…一次電子
照射領域、１８０３～１８０５…一次電子を走査する順、１８０６…ＳＥＭ画像、１８０
７～１８０９…ＳＥＭ画像が形成される順、２００１…実施例５にて寸法計測する領域の
例、２３０１…位置ずれ近似式記録領域、２３０２…位置ずれ推定演算部、２３０３…位
置ずれ補正制御部、２５０１…位置ずれ補正マッチング演算部、２７０１…位置ずれ量プ
ロファイル記録領域、２７０２…位置ずれ量プロファイル推定演算部、２７０３…入射角
・イメージシフト・走査連動制御部。

【図１】 【図２Ａ】
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