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(57)【要約】
【課題】周期構造を有する試料でも観察対象の構造の断
面を観察可能な断面加工観察を図ること。
【解決手段】試料５に集束イオンビーム３を照射する集
束イオンビーム照射系１と、試料５上の集束イオンビー
ム照射領域に荷電粒子ビーム４を照射する荷電粒子ビー
ム照射系２と、試料５から発生する二次荷電粒子を検出
する二次荷電粒子検出器７ａと、異なる断面間隔の断面
を作成する集束イオンビーム３の照射信号を集束イオン
ビーム照射系１に送信する処理を行う処理機構１１と、
を有する集束イオンビーム装置を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料に複数の断面を形成するための加工枠を設定する加工枠設定工程と、
　前記加工枠で設定された領域内に前記試料の表面に対して略垂直に集束イオンビームを
照射し前記試料の断面を除去して次の断面を形成する断面形成工程と、
　前記集束イオンビームで形成した前記断面に、荷電粒子ビームを照射し前記断面の観察
像を取得する観察像取得工程と、を有し、前記断面形成工程と前記観察像取得工程を繰り
返し実行する断面加工観察方法において、
　前記加工枠内に形成された複数の前記断面のうち少なくとも一つの断面は、他の断面と
は面方向が異なるように前記集束イオンビームで形成されることを特徴とする断面加工観
察方法。
【請求項２】
　さらに、三次元像構築機構により前記複数の断面の観察像と、前記複数の断面間の距離
情報より三次元像を構築する請求項１に記載の断面加工観察方法。
【請求項３】
　試料に設定された複数の断面を形成するための加工枠の領域内に集束イオンビームを照
射し前記試料の断面を除去して次の断面を形成する集束イオンビーム照射系と、
　前記集束イオンビームで形成した前記断面に、荷電粒子ビームを照射する荷電粒子ビー
ム照射系と、
　前記荷電粒子ビームが照射された前記試料から発生する二次荷電粒子を検出する検出器
と、
　前記断面は前記試料の表面に対して略垂直であり、かつ、前記加工枠内に形成された複
数の前記断面のうち少なくとも一つの断面は、他の断面とは面方向が異なるように前記集
束イオンビームの照射信号を前記集束イオンビーム照射系に送信する処理を行う処理機構
と、
　を有する集束イオンビーム装置。
【請求項４】
　前記断面の観察像を記憶する記憶機構と、
　前記検出器の前記二次荷電粒子の検出信号から得られる前記断面の複数の観察像と、前
記複数の断面間の前記集束イオンビームの送り量より三次元像を構築する三次元像構築機
構と、を有する請求項３に記載の集束イオンビーム装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集束イオンビームを用いた試料の断面加工観察に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来半導体などの試料の断面を加工観察する手法として、ＦＩＢ（集束イオンビーム）
－ＳＥＭ装置を用いることが広く知られている。ＦＩＢ－ＳＥＭ装置によれば、集束イオ
ンビームで加工した断面を、試料を移動させることなく、その場でＳＥＭにより観察する
ことができる。
【０００３】
　そして、ＳＥＭ観察した断面をさらに集束イオンビームで加工し新たな断面を形成、観
察するという工程を連続して繰り返し行うことも知られている。断面観察像を確認しなが
ら断面加工を進めることで、所望の断面に到達したときに断面加工を終了することができ
る。上記の技術を用いて試料内部の欠陥を加工観察する方法が開示されている（特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２７３６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら従来の断面加工観察方法では、断面と断面の間の部分については観察でき
ない。周期構造を有する試料の場合、断面と断面の間の部分に観察したい対象が周期的に
存在していると断面に現れないため観察できないことがあった。
【０００６】
　この発明は、周期構造を有する試料でも断面観察可能な断面加工観察装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、この発明は以下の手段を提供している。
本発明に係る断面加工観察方法は、試料の表面と略垂直な方向から集束イオンビームを照
射して試料の断面を除去して次の断面を形成する断面形成工程と、集束イオンビームで形
成した断面に、荷電粒子ビームを照射して断面の観察像を取得する観察像取得工程と、を
有し、断面形成工程と観察像取得工程を繰り返し実行する断面加工観察方法において、集
束イオンビームで形成した複数の断面間の間隔は少なくとも一つが他の間隔と異なるよう
に、集束イオンビームで断面を形成する。これにより、断面の間隔が一部変化するので、
周期構造が同期する観察対象と異なる周期の断面間隔を持つことができる。
【０００８】
　本発明に係る断面加工観察方法は、複数の断面間の間隔を変化させるように断面を形成
する。これにより周期構造が同期する観察対象と異なる周期の断面間隔を持つことができ
る。
【０００９】
　本発明に係る断面加工観察方法は、複数の断面間の間隔を徐々に変化させるように集束
イオンビームで断面を形成する。
【００１０】
　本発明に係る断面加工観察方法は、少なくとも一つの断面は他の断面とは面方向が異な
るように集束イオンビームで断面を形成する。ここで面方向とは、断面の法線方向である
。これにより、面方向が異なる断面との断面の間隔は、面方向が同じである断面の間隔と
は異なるようになる。
【００１１】
　本発明に係る断面加工観察方法は、表面に対して略垂直な断面と傾斜する断面を集束イ
オンビームで形成する。
【００１２】
　本発明に係る断面加工観察方法は、表面に対して略垂直で、かつ、面方向が異なる断面
を集束イオンビームで形成する。
【００１３】
　本発明に係る断面加工観察方法は、複数の断面間の面方向を変化させるように集束イオ
ンビームで断面を形成する。
【００１４】
　本発明に係る断面加工観察方法は、複数の断面間の面方向を徐々に変化させるように集
束イオンビームで断面を形成する。
【００１５】
　本発明に係る断面加工観察方法は、三次元像構築機構により複数の断面の観察像と、複
数の断面間の距離情報より三次元像を構築する。
【００１６】
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　本発明に係る集束イオンビーム装置は、試料に集束イオンビームを照射する集束イオン
ビーム照射系と、試料上の集束イオンビーム照射領域に荷電粒子ビームを照射する荷電粒
子ビーム照射系と、試料から発生する二次荷電粒子を検出する検出器と、異なる断面間隔
の断面を作成する集束イオンビームの照射信号を集束イオンビーム照射系に送信する処理
を行う処理機構と、を有する。これにより、断面加工観察において、他の断面と異なる断
面間隔の断面を作成する集束イオンビームを試料に照射することができる。
【００１７】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、集束イオンビーム照射系のビーム軸と荷電粒子
ビーム照射系のビーム軸とは略垂直に交差する。これにより、集束イオンビームで形成し
た断面を、試料を移動させることなく、略垂直方向から荷電粒子ビームを照射することが
できる。
【００１８】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、集束イオンビーム照射系のビーム軸と荷電粒子
ビーム照射系のビーム軸とは略垂直に交差する。
【００１９】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、荷電粒子ビーム照射系は、電子ビーム照射系で
ある。
【００２０】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、荷電粒子ビーム照射系は、電界電離型イオン源
を有するガスイオンビーム照射系である。
【００２１】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、試料を載置し、集束イオンビームに対して傾斜
可能な試料ステージを有し、処理機構は、異なる面方向の断面を作成するために試料ステ
ージを傾斜する傾斜信号を試料ステージの駆動機構に送信する。これにより、異なる面方
向の断面を形成する際に、試料ステージを傾斜して試料に対する集束イオンビームの入射
角度を変更することができる。
【００２２】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、断面の観察像を記憶する記憶機構と、観察像と
断面間の距離から三次元像を構築する三次元像構築機構と、を有する。これにより複数の
観察像を記憶し、記憶した観察像を断面間の距離に並べて三次元像を構築することができ
る。
【００２３】
　本発明に係る断面加工観察方法は、試料に複数の断面を形成するための加工枠を設定す
る加工枠設定工程と、前記加工枠で設定された領域内に前記試料の表面に対して略垂直に
集束イオンビームを照射し前記試料の断面を除去して次の断面を形成する断面形成工程と
、前記集束イオンビームで形成した前記断面に、荷電粒子ビームを照射し前記断面の観察
像を取得する観察像取得工程と、を有し、前記断面形成工程と前記観察像取得工程を繰り
返し実行する断面加工観察方法において、前記加工枠内に形成された複数の前記断面のう
ち少なくとも一つの断面は、他の断面とは面方向が異なるように前記集束イオンビームで
形成されることを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係る断面加工観察方法は、さらに、三次元像構築機構により前記複数の断面の
観察像と、前記複数の断面間の距離情報より三次元像を構築する。
【００２５】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、試料に設定された複数の断面を形成するための
加工枠の領域内に集束イオンビームを照射し前記試料の断面を除去して次の断面を形成す
る集束イオンビーム照射系と、前記集束イオンビームで形成した前記断面に、荷電粒子ビ
ームを照射する荷電粒子ビーム照射系と、前記荷電粒子ビームが照射された前記試料から
発生する二次荷電粒子を検出する検出器と、前記断面は前記試料の表面に対して略垂直で
あり、かつ、前記加工枠内に形成された複数の前記断面のうち少なくとも一つの断面は、
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他の断面とは面方向が異なるように前記集束イオンビームの照射信号を前記集束イオンビ
ーム照射系に送信する処理を行う処理機構と、を有する。
【００２６】
　本発明に係る集束イオンビーム装置は、前記断面の観察像を記憶する記憶機構と、前記
検出器の前記二次荷電粒子の検出信号から得られる前記断面の複数の観察像と、前記複数
の断面間の前記集束イオンビームの送り量より三次元像を構築する三次元像構築機構と、
を有する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る断面加工観察装置によれば、周期構造を有する試料でも観察対象の構造の
断面を観察することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る集束イオンビーム装置の構成図である。
【図２】本発明に係る集束イオンビーム装置の構成図である。
【図３】本発明に係る断面加工観察の説明図である。（ａ）試料上面図、（ｂ）試料断面
図
【図４】本発明に係る断面加工観察を説明する試料断面図である。
【図５】本発明に係る断面加工観察を説明する試料断面図である。
【図６】本発明に係る断面加工観察を説明する試料断面図である。
【図７】本発明に係る断面加工観察を説明する試料断面図である。
【図８】本発明に係る断面加工観察を説明する試料上面図である。
【図９】本発明に係る断面加工観察を説明する試料上面図である。
【図１０】本発明に係る断面加工観察の説明図である。（ａ）試料断面図、（ｂ）観察像
重ね合わせの説明図、（ｃ）３次元像の説明図
【図１１】従来技術を説明する試料断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明に係る装置の実施形態について説明する。
【００３０】
　（１）集束イオンビーム装置
　本実施形態の集束イオンビーム装置は、図１に示すように、集束イオンビーム照射系１
と、電子ビーム照射系２と、試料ステージ６を備えている。集束イオンビーム照射系１か
ら照射した集束イオンビーム３と、電子ビーム照射系２から照射した電子ビーム４は試料
ステージ６に載置した試料５上の同一領域に照射可能である。また、電子ビーム照射系２
の代わりに電界電離型イオン源を搭載したイオンビーム照射系を用いても良い。その場合
、イオン種として、アルゴン（Ａｒ）、ヘリウム（Ｈｅ）、ネオン（Ｎｅ）、クリプトン
（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）、水素（H2）、酸素（O2）、窒素（N2）等のガスなどを用い
る。
【００３１】
　そして、試料５から発生する二次電子や二次イオンなどの荷電粒子を検出する二次荷電
粒子検出器７ａを備えている。二次荷電粒子検出器７ａで検出した検出信号は、像形成部
９に送信する。また、反射電子検出器７ｂを備えて電子ビーム４から反射される反射電子
を検出することができる。反射電子検出器７ｂは電子ビーム照射系２の内部に配置するこ
とも可能である。
【００３２】
　像形成部９において、二次荷電粒子検出器７ａまたは反射電子検出器７ｂが送信した検
出信号と、集束イオンビーム照射系１または電子ビーム照射系２で集束イオンビーム３ま
たは電子ビーム４を走査照射した照射信号により二次電子像、二次イオン像、または反射
電子像を形成する。形成した像を表示部１０に表示する。
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【００３３】
　また、試料５にガス銃１２から原料ガスを吹き付け、集束イオンビーム３または電子ビ
ーム４を照射することで、ビーム照射領域にデポジション膜を形成することができる。原
料ガスはガス源１３に収容し、バルブ１３ａでガス供給を制御する。原料ガスとしては、
例えば、フェナントレン、ナフタレンなどのカーボン系ガス、プラチナやタングステンな
どの金属を含有する金属化合物ガスなどを用いることができる。また、原料ガスとして、
エッチングガスを用いた場合、ビーム照射領域をガス・アシステッド・エッチングするこ
とができる。エッチングガスとしては、例えば、フッ化キセノン、塩素、ヨウ素、三フッ
化塩素、一酸化フッ素、水などを用いることが可能である。
【００３４】
　（２）垂直配置照射系
　また、本実施形態の集束イオンビーム装置は、図２に示すように、集束イオンビーム照
射系１と電子ビーム照射系３が試料ステージ６に設置されている試料５の位置で略垂直に
交差する構成を備えている。ところで、電子ビームやイオンビームの照射系の対物レンズ
は試料面に近いほうが、試料にビーム径の小さいビームを照射することができる。そのた
め、高分解能観察や微細加工を行うためには、照射系を試料に近い位置に配置することが
望ましい。しかし、照射系の試料側の先端部は、一般に円錐上になっているため、集束イ
オンビーム照射系１と電子ビーム照射系２がなす角が小さく、かつ、試料５に近い位置で
配置すると照射系同士がぶつかってしまう。そこで、図２のように集束イオンビーム照射
系１と電子ビーム照射系２を略垂直に配置することにより、照射系を試料５に近い位置に
配置しても照射系同士がぶつかることはない配置を実現している。
【００３５】
　また、集束イオンビーム３で形成した試料５の断面に対して、電子ビーム４を断面に対
して略垂直に走査照射することができる。略垂直に電子ビーム４を照射することで、高分
解能の観察像を取得することができる。また、集束イオンビーム３による断面形成後、試
料ステージ６を動作させずに電子ビーム４で断面観察することができるので、断面形成、
断面観察を複数回繰り返す断面加工観察プロセスにかかる時間を大幅に短縮することがで
きる。
【００３６】
　また、電子ビーム４の照射方向に透過電子検出器１６を備えている。これにより、試料
５を透過可能な加速電圧で加速させた電子ビーム４を試料５に照射し、透過電子を透過電
子検出器１６で検出することで試料５の透過電子像を取得することができる。
【００３７】
　（３）断面加工観察
　次に、本実施形態の断面加工観察方法について説明する。図３は断面加工観察方法を説
明する試料５の図であり、図３（ａ）は試料５の上面図、図３（ｂ）は断面図である。ま
ず、試料５の表面５ａに集束イオンビーム３を走査照射して加工領域付近の観察像を取得
する。加工領域付近の観察像で断面加工観察を行う領域に加工枠３１を設定する。加工領
域は試料５の断面５ｂを含む領域である。断面５ｂはあらかじめ集束イオンビーム３で形
成しても、他の装置で形成してもよい。加工枠３１は集束イオンビーム３の照射により取
得した観察像上に設定する。集束イオンビーム３の走査は、主走査方向を断面５ｂと略平
行の方向とし、副走査方向を断面５ｂと略垂直な方向とする。集束イオンビーム３は、主
走査方向にライン走査し、次に副走査方向に隣のラインを走査する。
【００３８】
　図３（ｂ）に示すように試料５の表面５ａと略垂直な方向から集束イオンビーム３ａを
主走査方向に走査照射する。これにより断面５ｂの次の断面５ｃが形成される。断面５ｃ
に電子ビーム４ａを走査照射して断面５ｃの観察像を取得する。次に集束イオンビーム３
ｂを走査照射し、次の断面５ｄを形成する。ここで断面５ｄに電子ビーム４ｂを走査照射
して断面５ｄの観察像を取得する。同様に、集束イオンビーム３ｃを走査照射し、次の断
面５eを形成し、断面５eに電子ビーム４ｃを走査照射して断面５eの観察像を取得する。
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これを繰り返し実行し、複数の断面の観察像を取得する。
【００３９】
　ここで、周期構造を有する試料の従来の断面加工観察について説明する。図１１に示す
ように、試料５は内部に周期構造１１０を有する。この周期構造１１０は厚さ２ｎｍ、間
隔８ｎｍで周期性を有する。この試料５に対して、断面と断面の間隔を１０ｎｍで断面加
工観察すると、図１１のように周期構造物１１０の断面は、電子ビームによる観察のタイ
ミングで露出することはない。従って、この断面加工観察では、周期構造物１１０を含ま
ない断面の観察像のみを取得することになる。オペレータが事前に内部構造についての認
識無しで断面加工観察すると、周期構造物１１０を含む断面は観察できないため、周期構
造物１１０は存在しないと誤認してしまう。
【００４０】
　次に、本発明の断面加工観察方法について説明する。図４に示すように、試料５に対し
て断面加工観察を実施する。集束イオンビーム３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄについては、断面
と断面の間隔が１０ｎｍになるように照射して、断面５ｃ、５ｄ、５ｅ、５ｆを形成し、
それぞれの観察像を取得する。そして、集束イオンビーム３ｅでは、次の断面との間隔が
１５ｎｍになるように照射し、断面５ｇを形成する。その後、集束イオンビーム３ｆ、３
ｇ、３ｈでは、断面と断面の間隔が１０ｎｍになるように照射する。このように１箇所の
間隔について、他の間隔と異なる大きさにすることで、断面加工観察の周期を変化させる
ことができる。これにより、周期構造物と断面の間隔が同期した場合でも、周期構造物の
断面を観察することができる。
【００４１】
　次に、一回目と二回目の断面加工観察で間隔を変化させる方法について説明する。図５
に示すように、一回目の断面加工観察（集束イオンビーム３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ）では
断面と断面の間隔を１２ｎｍ、二回目の断面加工観察（集束イオンビーム３ｅ、３ｆ、３
ｇ）では断面と断面の間隔を３５ｎｍになるように集束イオンビーム３を照射する。これ
により、一回目と二回目の断面加工観察で周期を変化させることができる。ここで、一回
目と二回目の断面と断面の間隔は、互いに素の関係にある値を選ぶことが好ましい。それ
は、観察対象の周期構造を見つけ易くするためである。
【００４２】
　次に断面と断面の間隔を徐々に変化させる断面加工観察について説明する。図６に示す
ように、集束イオンビーム３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄをそれぞれ異なる断面と断面の間隔に
なるように照射する。ここでは、断面５ｂ、５ｃ、５ｄ、５ｅ、５ｆの間隔をそれぞれ、
５ｎｍ、８ｎｍ、１１ｎｍ、１４ｎｍになるように集束イオンビーム３を照射した。
【００４３】
　本発明の断面加工観察は、図１または図２に示す集束イオンビーム装置により自動的に
実施することができる。処理機構１１において、断面加工観察を行う領域、複数の異なる
集束イオンビームの送り量、つまり断面と断面の間隔を設定し、設定したビーム照射情報
を、ビーム制御部８を通して集束イオンビーム照射系１、電子ビーム照射系２にビーム照
射信号を送信する。これにより、設定したビーム送り量で集束イオンビーム３を照射し、
形成された断面に電子ビーム４を照射して断面の観察像を取得することができる。
【００４４】
　次に、他の断面とは面方向が異なるように断面を形成する断面加工観察について説明す
る。図７に示すように、一回目の断面加工観察（集束イオンビーム３ａ、３ｂ、３ｃ）で
は試料５の表面５ａに対して略垂直な方向に集束イオンビーム３を照射して断面を形成す
る。そして、試料ステージ６の駆動機構６ａを動作させて、試料５を集束イオンビーム照
射系１に対して傾斜させる。そして、二回目の断面加工観察（集束イオンビーム３ｄ、３
ｅ、３ｆ）では試料５の表面５ａの法線方向に対して傾斜した方向から集束イオンビーム
３を照射する。これにより、断面加工観察の断面と断面の間隔を変化させることができる
。この場合、処理機構１１において、断面加工観察を行う領域、集束イオンビームの送り
量、つまり断面と断面の間隔、及び集束イオンビームの照射角度を設定し、設定したビー
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にビーム照射信号を、また、試料ステージ６の駆動機構６ａに試料ステージの傾斜信号を
送信する。これにより、設定した入射角度で集束イオンビーム３を照射し、形成された断
面に電子ビーム４を照射して断面の観察像を取得することができる。
【００４５】
　次に、試料５の表面５ａに対して略垂直な方向から集束イオンビーム３を照射して、面
方向が異なる断面を形成する断面加工観察について説明する。図８は、試料上面図であり
、一回目の断面加工観察（断面５ｃ、５ｄ、５ｅ）では試料５の断面５ｂと略平行な断面
になるように集束イオンビーム３を照射する。そして、二回目の断面加工観察（集束イオ
ンビーム３ｄ、３ｅ、３ｆ）では、断面５ｅに対して傾斜するように集束イオンビーム３
を照射して断面を形成する。これにより、断面加工観察の断面と断面の間隔を変化させる
ことができる。また、図９に示すように断面５ｅに対して徐々に傾斜角が変化した断面を
形成するように集束イオンビーム３を照射することも可能である。
【００４６】
　（４）三次元像構築
　図１０（ａ）に示すように、上記で説明した方法により複数の断面を形成し、その観察
像を取得する。取得した観察像とビーム送り幅情報を像記憶部１４に記憶する。三次元像
形成部１５で、記憶した観察像とビーム送り幅情報から複数の観察像を組み合わせで三次
元像を構築し、表示部１０に表示する。三次元像の構築は、図１０（ｂ）に示すように断
面５ｂ、５ｃ、５ｄ、５ｅの観察像１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅを、観察像
と観察像の間隔が画像のスケールとして、ビーム送り幅程度になるように配置し、観察像
を半透明な画像になるように画像処理する。これにより、図１０（ｃ）に示すように三次
元像１０１を構築することができる。三次元像１０１によれば、断面加工観察処理をした
領域に含まれる構造物１０１ａを立体的に認識することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１…集束イオンビーム照射系
　２…電子ビーム照射系
　３…集束イオンビーム
　４…電子ビーム
　５…試料
　６…試料ステージ
　６ａ…駆動機構
　７ａ…二次電子検出器
　７ｂ…反射電子検出器
　８…ビーム制御部
　９…像形成部
　１０…表示部
　１１…処理機構
　１２…ガス銃
　１３…ガス源
　１３ａ…バルブ
　１４…像記憶部
　１５…三次元像形成部
　１６…透過電子検出器
　３１…加工枠
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