
JP 2009-10131 A 2009.1.15

10

(57)【要約】
【課題】複雑な変形照明により発生する高次の熱収差と
スリット状物体により発生する非対称な熱収差を同時に
補正する簡易な露光技術の実現。
【解決手段】露光装置は、露光光で基板を露光する露光
装置であって、原版のパターン像を前記基板に投影する
投影光学系と、前記露光光で前記原版を照明する第１の
照明手段と、前記基板の露光には寄与しない光を前記投
影光学系に導入する第２の照明手段と、を有し、前記第
２の照明手段は、前記第１の照明手段が形成する照明分
布と合わせて、前記投影光学系の瞳近傍の光学素子およ
び前記投影光学系の前記原版近傍の光学素子において、
回転対称な照明分布を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　露光光で基板を露光する露光装置であって、
　原版のパターン像を前記基板に投影する投影光学系と、
　前記露光光で前記原版を照明する第１の照明手段と、
　前記基板の露光には寄与しない光を前記投影光学系に導入する第２の照明手段と、を有
し、
　前記第２の照明手段は、前記第１の照明手段が形成する照明分布と合わせて、前記投影
光学系の瞳近傍の光学素子および前記投影光学系の前記原版近傍の光学素子において、回
転対称な照明分布を形成することを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記第２の照明手段は、前記投影光学系の瞳近傍の光学素子における照明分布を可変と
するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記第２の照明手段は、前記露光光と波長が異なる光を用いることを特徴とする請求項
１又は２に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記第２の照明手段は、前記投影光学系の前記原版近傍の光学素子における照明分布を
可変とするように構成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載
の露光装置。
【請求項５】
　複数の前記第２の照明手段を設け、
　前記第２の照明手段のそれぞれが形成する照明分布と、前記第１の照明手段が形成する
照明分布とを合わせて回転対称な照明分布を形成することを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか１項に記載の露光装置。
【請求項６】
　露光光で基板を露光する露光装置であって、
　原版のパターンを前記基板に投影する投影光学系と、
　前記露光光で前記原版を照明する第１の照明手段と、
　前記基板の露光には寄与しない光を前記投影光学系に導入する第２の照明手段と、
　前記第２の照明手段の光を前記基板に到達する前に逆行させる光路変更手段と、を備え
ることを特徴とする露光装置。
【請求項７】
　前記第２の照明手段の光において前記基板に向けて順行する光による照明分布と前記光
路変更手段により逆行せしめられた光による照明分布とを合わせた照明分布が、前記第１
の照明手段の光の照明分布と合わせて回転対称な照明分布を形成することを特徴とする請
求項６に記載の露光装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の露光装置を用いて基板を露光するステップと、
　露光された前記基板を現像するステップと、を有することを特徴とするデバイス製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、露光装置やデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　露光装置は、半導体デバイスや液晶デバイスといった各種デバイス、マイクロメカニク
スで用いる微細パターンの製造に用いられる。この露光装置により製造されるデバイス等
の微細化に伴い、露光波長はＫｒＦ（２４８ｎｍ）からＡｒＦ（１９３ｎｍ）へとより一
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層短波長化されている。更には、ＡｒＦ波長に液浸露光技術を投入することで等価波長１
３４ｎｍを達成し、光リソグラフィの限界を延ばそうとする試みが続いている。
【０００３】
　パターンの微細化は半導体産業のダイナミックスを支えるもっとも大きなファクタで、
２５６Ｍ　ＤＲＡＭで０．２５μｍ解像を要求した時代から、更に１８０ｎｍ、１３０ｎ
ｍ、１００ｎｍへと世代が急速に変わりつつある。
【０００４】
　ｉ線（３６５ｎｍ）までのリソグラフィでは波長以下の解像は使われてこなかったが、
ＫｒＦは２４８ｎｍの波長でありながら１８０ｎｍ更には１３０ｎｍの線幅に適用される
ことになった。
【０００５】
　レジストの進歩、超解像技術等の成果を駆使して、波長以下の解像を実用化する時代が
本格化してきたと言えよう。種々の超解像技術を駆使すれば、ラインアンドスペースパタ
ーンで波長の１／３の線幅が実用の視野に入ってきている。
【０００６】
　この中で、現在最も大きな問題となっているのは線幅制御の問題である。半導体の技術
ロードマップを作成しているＩＴＲＳ（International Technology Roadmap for Semicon
ductors）と言う委員会では継続的に来るべき半導体素子に要求される仕様を提示し続け
ている。
【０００７】
　リソグラフィの諸項目の中で最も早く限界に遭遇するのは線幅制御（ＣＤコントロール
）であるとしている。線幅制御に寄与する項目は露光装置、レチクル、プロセスと多岐に
わたるが、各項目を極限まで小さくして制御性を上げることが大きな課題となっている。
【０００８】
　線幅制御性を向上させる中で大きな要因は露光装置の投影光学系であり、その中でも収
差が大きな項目の一つとして挙げられている。このため、収差を如何に低減していくかに
ついては常に大きな課題となっており、また注力されている。この１０年くらいの間を考
えると、収差低減は大幅な進歩が達成されている。例えば、Ｚｅｒｎｉｋｅ級数で展開し
た時にメインとなる３６項まで用いた値で言うと１０ｍλをはるかに下回る値のものも実
現されるようになってきている。
【０００９】
　但し、前述の収差は、設計値、組み立て・調整の誤差、硝材の不均一性等に起因して投
影光学系が固有に有する収差のことである。一方、半導体製造では、レチクルパターンを
照明し、このレチクルパターンを透過した光を投影光学系を介してウエハ面上に転写投影
する露光方式が用いられることは周知の通りである。ここで、投影光学系に用いられる硝
材は露光に使用される光の波長に対して極めて高い透過率を有するが、僅かに露光光を吸
収して温度が上昇する。この温度上昇は硝材の屈折率変化及び面形状の変形を生じさせ、
収差が発生する。この収差は、露光収差と呼ばれている。
【００１０】
　露光収差も線幅制御性を始めとする種々の光学特性を悪化させるため、低減していく必
要がある。これらの内、最も基本的な低減方法としては、露光収差によって発生する焦点
位置ずれをウエハステージを移動させて補正するものや結像倍率の変動をレンズの一部を
移動させて補正するものがある。
【００１１】
　しかし、露光収差は露光方法や露光時の条件により発生量や特性が異なるため、それぞ
れの特性に合わせて補正しなければならないという課題がある。例えば、ステップアンド
リピート方式、所謂ステッパと呼ばれる露光装置の場合、レチクルで光が透過する部分は
略正方形であり、パターン配置の密度に大きな差が無ければ回転対称に近い。このため、
焦点位置ずれ補正や結像倍率補正に加えて、特許文献１に記載されているように、レンズ
全周を加熱するといった対称性の高い補正方法を用いることができる。
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【００１２】
　一方、ステップアンドスキャン方式を採用した、所謂スキャナと呼ばれる露光装置の場
合、レチクル側の透光領域は長方形（典型的には、長辺と短辺の比が３より大きい）であ
る。従って、少なくともレチクル近傍及びウエハ近傍のレンズでは光が照射される部分が
略長方形となる。この領域で光の吸収と発熱が起こることを考えると、屈折率や面形状の
変化も照射領域近傍で起こることになる。このため、ステッパにおいては大きくなかった
非回転対称な成分、主には非点収差がスキャナの場合には発生する。この対応としては、
例えば特許文献２のようにレンズ加熱を部分的に行えるようにする方法や特許文献３のよ
うに露光に用いる波長とは異なる波長の光によりレチクル側の画面を略回転対称になるよ
うにする方法が考えられている。
【００１３】
　露光収差を変化させる露光条件の内、特に重要なものは照明条件である。レチクル上に
パターンが配置されておらず、光が完全に透過する場合を考えた場合、照明条件として与
える有効光源は、投影光学系の瞳近傍で結像する。レチクル上にパターンが配置されてい
る場合でもレチクルによって回折される光の内、通常最も寄与が大きい０次回折光のみを
考えれば同様である。
【００１４】
　一方、解像力向上に有効な手段として、斜入射照明法（変形照明とも呼ばれる）が知ら
れている。これは投影光学系の回転対称な軸である光軸から外れた位置に光源を配置する
ものであり、その形状としては輪帯、四重極、二重極等が挙げられる。投影光学系の瞳付
近のレンズでは有効光源が結像し、光を吸収・発熱するので、特に二重極等の場合は光が
レンズに照射される領域が限定されることで、非点収差発生の原因となる。この課題に対
しても、必要なレンズを部分的に加熱して温度分布を略回転対称にした上で、残存の収差
を補正するという方法が特許文献２、特許文献５に開示されている。また、斜入射照明時
に使用されない位置に露光波長とは異なる波長を持つ光源を配置する方法が特許文献４に
記載示されている。
【特許文献１】特開平５－３４７２３９号公報
【特許文献２】特開平８－８１７８号公報
【特許文献３】特開平１０－５０５８５号公報
【特許文献４】特開平１０－６４７９０号公報
【特許文献５】特開２００５－３１１０２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　現在、最先端の半導体素子製造にはスキャナが用いられており、解像度向上のため、四
重極照明や二重極照明が標準的に使用されるようになっている。このため、レチクル及び
ウエハ近傍のレンズ、投影光学系の瞳近傍のレンズの双方の影響により、非回転対称な露
光収差が現れるようになってきており、両者を同時に補正する必要が生じている。加えて
、線幅制御はより高い精度で求められるようになっており、従来よりも高次の収差成分（
例えばＺｅｒｎｉｋｅ級数で言うと、１７項以上）も補正・低減することが求められてい
る。この要求に対して、レチクル及びウエハ近傍のレンズ、投影光学系瞳近傍のレンズの
双方を同時に補正するには、個々のレンズに対して補正機構を搭載し、独立に制御すると
いう方法が考えられる。
【００１６】
　前述した特許文献３や特許文献５はこの考え方に基づいていると言える。しかし、複数
のレンズに補正機構を搭載する必要があること、半導体露光装置の投影光学系のようにレ
ンズが近接して配置されている状態ではレンズの周辺部のみに補正のための温度上昇を付
加することができること、等の制約がある。また、後者のように斜入射で導光する必要が
あると、反射光や透過光が補正したいレンズ以外のレンズあるいはレンズ保持部、鏡筒に
照射されることで、露光収差の別の要因になる可能性もある。これらを踏まえ、簡易な構
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成を用いて投影光学系全体で露光収差補正を行う必要がある。
【００１７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、複雑な変形照明により発生する高次
の熱収差とスリット状物体により発生する非対称な熱収差を同時に補正する簡易な露光技
術を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するため、本発明の露光装置は、露光光で基板を露光する露光装置であ
って、原版のパターン像を前記基板に投影する投影光学系と、前記露光光で前記原版を照
明する第１の照明手段と、前記基板の露光には寄与しない光を前記投影光学系に導入する
第２の照明手段と、を有し、前記第２の照明手段は、前記第１の照明手段が形成する照明
分布と合わせて、前記投影光学系の瞳近傍の光学素子および前記投影光学系の前記原版近
傍の光学素子において、回転対称な照明分布を形成する。
【００１９】
　また、本発明の露光装置は、露光光で基板を露光する露光装置であって、原版のパター
ンを前記基板に投影する投影光学系と、前記露光光で前記原版を照明する第１の照明手段
と、前記基板の露光には寄与しない光を前記投影光学系に導入する第２の照明手段と、前
記第２の照明手段の光を前記基板に到達する前に逆行させる光路変更手段と、を備える。
【００２０】
　また、本発明のデバイス製造方法は、上記露光装置を用いて基板を露光するステップと
、露光された前記基板を現像するステップと、を有する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、変形照明を用いた場合の露光時の熱の吸収による非対称な収差の発生
を簡易な構成で低減することができる。これにより、高精度な線幅制御性を有する投影光
学系を実現可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
【００２３】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用
される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は
以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００２４】
　また、本発明は、後述する実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記憶した記憶媒体を露光装置に供給し、そのコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記
憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することによっても達成される。
【００２５】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明に係る第１の実施形態の投影露光装置を示す図である。
【００２６】
　図１において、１はレチクルを照明するための露光光２を供給する露光光源である。露
光光２は不図示の照明光学系による所望の照明特性でレチクル３を照明する。この照明光
学系は公知のいかなる技術を用いても良く、例えば計算機ホログラム（ＣＧＨ：Computer
 Generated Hologram）等により、複雑な変形照明が用いられていても良い。レチクル３
を照明した光は回折して投影光学系４に入射し、最終的にはウエハ（基板）６上に結像す
ることになる。
【００２７】
　本実施形態では、第１の照明手段としての露光光源１に加えて、第２の照明手段として
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の非露光光源７と空間変調器８を備えているのが特徴である。非露光光源７から射出した
露光には寄与しない非露光光５は空間変調器８を経て、露光光２とは異なった光路で投影
光学系４に入射するように設定されている。図１では露光光２の光路を遮らないように折
り曲げミラー９を介して投影光学系４に導入されている。
【００２８】
　非露光光５は投影光学系４を経てウエハ６に到達しうる。ウエハ６上には不図示の露光
光２の波長に感光するレジストが塗布されており、非露光光５の波長が露光光２の近傍で
あると非露光光５によっても感光して、所望のパターン像が得られないことが起こりうる
。これを回避するためには、非露光光５の波長をレジストが感光しない波長に設定する方
法がある。また、後述するように、非露光光５が露光光２と異なる光路で投影光学系４内
を通過することを利用して、非露光光５をウエハ６に到達する前に遮光する方法等もある
。
【００２９】
　図２は空間変調器８の主たる機能を説明する図である。
【００３０】
　図２において、１０は、図１の投影光学系４の瞳近傍に配置された光学素子１０を抜き
出して、上方又は下方から見たものである。露光光源１（第１の照明手段）は不図示の照
明光学系によって露光に必要な所望の照明特性を露光光２に与えてレチクル（原版）３を
照明する。露光光２はレチクル３で回折した後、投影光学系４に入射し、投影光学系４を
構成する光学素子の１つである瞳近傍光学素子１０に達する。このときの瞳近傍光学素子
１０上の露光光２の照明分布１２を図２（ａ）に例示している。この照明分布１２は、照
明光学系によって形成されるレチクル３への入射特性とレチクル３上に描画されたパター
ンの回折特性によって決まる。照明分布１２は計算によっても得ることができるが、ここ
では照明光学系によって形成される有効光源分布と略一致すると考えて良い。
【００３１】
　図２（ａ）のような照明分布１２が瞳近傍光学素子１０上に形成されたとき、瞳近傍光
学素子１０に使われている硝材は極めて高い透過率を露光光２の波長に対して持っている
ものの、僅かながら吸収はするため発熱する。また、光学素子１０に塗布されている反射
防止膜（不図示）による吸収とそれによる発熱も無視できない。光学素子が発熱すると、
膨張による面形状の変形や屈折率の温度依存性による屈折率変化が生じるため、収差とな
って投影光学系４の結像性能を劣化させる。
【００３２】
　照明分布１２の光を吸収して発熱し、どのような面変形や温度上昇を瞳近傍光学素子１
０内に引き起こすかは構造解析や熱解析のシミュレーションによって精度良く検出できる
。但し、熱収差に影響の大きい温度上昇について、熱の拡散によって若干の分布の変化は
あるものの、図３（ａ）中に温度上昇部３０として示したように元の照明分布１２に概略
一致していると考えて良い。従って、照明分布１２は瞳近傍光学素子１０上に略同等の屈
折率分布を引き起こすため、発生する熱収差も４回の回転対称性を持った収差となる。こ
のような依存性を持った収差を通常の方法で補正することは困難である。
【００３３】
　図２（ｂ）は瞳近傍光学素子１０の照明分布１２に非露光光照明分布１５を重畳させた
状態を示している。例えば非露光光の波長を露光光と同一とした場合、非露光光照明分布
１５と照明分布１２を合わせて略輪帯形状になるように構成することにより、照明光の吸
収による発熱とそれに伴う温度分布は図３（ｂ）に示すように略回転対称となる。従って
、熱収差も略回転対称な収差となるため、通常の球面収差補正手段によって多くは補正す
ることができる。非露光光の波長が露光光と異なる場合、膜及び硝材による吸収が異なる
が、波長が決まればこれらの量は高精度に決定することができるので、非露光光照明分布
１５の照度やエネルギーを注意深く制御することで発熱や温度分布を略回転対称にできる
。
【００３４】
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　図２（ｃ）では、図２（ｂ）に比べて、非露光光照明分布１５を瞳近傍光学素子１０の
中心付近にも与えることで輪帯形状ではなく、素子全体を略一様に照明している状態とな
っている。図２（ｂ）の輪帯形状の場合、高次の球面収差が発生し、通常の球面収差補正
手段では補正が難しいこともあり得るが、素子全体を一様にして、図３（ｃ）のように温
度上昇部３２を略素子全体で一様に分布するようにすれば補正を容易にすることができる
。
【００３５】
　非露光光照明分布１５は、空間変調器８を制御することで任意に形成することができる
。例えば非露光光の波長を露光光と同一とした場合、空間変調器８を投影光学系４の瞳近
傍に所望の照明分布１５を形成する計算機ホログラムとし、レチクル３と等価な位置に配
置すればよい。この計算機ホログラムは、露光光を制御する照明光学系に用いられるもの
と同様の設計方法、製法、硝材を利用できる。
【００３６】
　図２（ｂ）と図２（ｃ）等、予め複数の非露光光照明分布１５に対応できるように複数
の計算機ホログラムを設けたターレットを用意してもよい。また、非露光光源７は通常の
光源のように、強度を連続的及び複数レベルに可変であることが望ましい。これは露光開
始から定常状態に達するまでの温度分布の時間的変化、所謂非定常収差を補正することが
、多品種少量生産という現状の投影露光装置の使用方法において非常に重要な事項である
ためである。
【００３７】
　現在主流であるＡｒＦ光（波長１９３ｎｍ）では実用的な空間変調器は限られるが、非
露光光の波長が露光光と異なる場合、様々な手段が空間変調器８の代わりに利用できる。
その例として、計算機ホログラムに加えて、液晶パネル、デジタルマイクロミラーデバイ
ス（ＤＭＤ）等、非露光光照明分布１５を可変とする手段を用いることができる。非露光
光照明分布１５を可変にできることは、露光光の照明特性の変更、レチクル３の変更、露
光開始から定常状態に達する間の温度分布の時間的変化、等に追従するための手段として
重要である。
【００３８】
　また、空間変調器８の役割は、角度方向にスキャンする手段で代替することもできる。
図４は空間変調器８をスキャンミラー４９で置き換えた変形例を示している。
【００３９】
　図４において、非露光光源７からの非露光光５が略平行光であるとして、スキャンミラ
ー４９をある角度に固定したとすると、非露光光５は瞳近傍光学素子１０上で略一点に達
する。スキャンミラー４９の角度を変えると、瞳近傍光学素子１０上での非露光光５の到
達点は変化するので、ミラーをスキャンすることで瞳近傍光学素子１０上を走査すること
ができる。従って、スキャン速度を十分に高速にし、非露光光源７をスイッチングするこ
とで、実質的に瞳近傍光学素子１０上に照度分布を与えることができる。この方式は、非
露光光源の波長に関わらず利用できることも特徴に挙げられる。
【００４０】
　本実施形態では、第２の照明手段による非露光光の導入はレチクル３の直下からなされ
るため、瞳近傍光学素子１０を照明するには投影光学系４の略全体を非露光光が通過する
ことになる。この対策としては、投影光学系４の瞳近傍に第２の照明手段を配置するか、
特に照明分布を制御したい光学素子に対して非露光光を効率的に吸収する膜又は硝材を適
用する等の方法がある。現状の投影光学系では硝材の制約は大きいこと等を考えると、膜
による対応が好ましい。
【００４１】
　［第２の実施形態］
　図５は、本発明に係る第２の実施形態の投影露光装置を示す図である。
【００４２】
　第２の実施形態は、第１の実施形態と異なり、第２の照明手段として、非露光光源５７
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ａ、空間変調器５８ａ、折り曲げミラー５９ａからなる照明手段Ａと非露光光源５７ｂ、
空間変調器５８ｂ、折り曲げミラー５９ｂからなる照明手段Ｂが設けられている。
【００４３】
　照明手段Ａ、照明手段Ｂは第１の実施形態で説明した全ての特徴を１つ乃至複数備えて
も良く、瞳近傍光学素子６０に対する機能は等価である。但し、照明手段Ａと照明手段Ｂ
で瞳近傍光学素子６０上に同じ照明分布を形成する必要はなく、それぞれが形成する照明
分布と露光光６２による照明分布の重ね合わせが回転対称になるように形成されれば十分
である。
【００４４】
　本実施形態によれば、瞳近傍光学素子６０に加えてレチクル近傍（原版近傍）光学素子
６１に対しても同時に非対称な照明分布による熱収差を抑えることができる。照明手段Ａ
と照明手段Ｂを使用しないとき、投影露光装置は所謂スキャナであると想定しているので
、レチクル近傍光学素子６１上の露光光５２による照明分布は図６（ａ）に示すように、
円形のレンズに長方形になると考えておく。
【００４５】
　照明領域６２は照明の際の角度広がりのため実際には明瞭な長方形ではないが、レチク
ル５３における露光光５２における照明分布と略同じ形状となる。レチクル近傍光学素子
６１上に回転対称に近い照明分布を形成するには、図６（ｂ）のように非露光光に照明分
布６５ａ，６５ｂを与えればよい。ここでは模式的に矩形で書いたが、この形状は矩形に
限るものではなく、レンズ形状に沿った形にすることもできる。空間変調器５８ａ，５８
ｂはそれぞれ折り曲げミラー５９ａ，５９ｂを介しているが、実質的にはレチクル５３と
等価な位置に配置されている。従って、非露光光源５７ａと不図示の照明光学系を使って
空間変調器５８ａを照明分布６５ａと略同じ形状で照明すればよい。空間変調器５８ｂと
照明分布６５ｂも同じ関係である。
【００４６】
　ここまでは、照明手段Ａ，Ｂの２つで説明してきたが、非露光光の照明手段は２つに限
る必要はなく、多数の手段で照明分布を形成してもよい。更に、非露光光の波長は、該レ
ンズ硝材と膜による吸収が同等であれば、露光光の波長と同一であっても異なっていても
良く、また複数の手段で混在させてもよい。特に、反射屈折型投影光学系の場合に見られ
るようなレンズ中心を外した長方形の照明領域（図６（ｃ））やＥＵＶ投影露光装置に代
表される円弧の照明領域（図６（ｄ））の場合、複数の照明手段を用いると有効である（
図６（ｅ））。
【００４７】
　本実施形態は、レチクル近傍の光学素子のみではなく、それと略共役な位置になるウエ
ハ近傍の光学素子に関しても照明分布を回転対称に近づけるのに有効である。しかし、反
射屈折系や反射系の投影光学系の場合、設計時に考慮されたレチクル上照明範囲以外の部
分は、けられによってウエハ近傍の光学素子まで到達しないこともありうる。この場合、
照明手段をレチクルの直下ではなく、別の位置に配置して対応してもよい。ウエハ側から
光を入射させることができればよいが、一般的には投影露光装置の場合ウエハと最終のレ
ンズの距離は極めて短く、照明手段を配置するのは困難である。従って、光路の途中に露
光光の光路を遮らないように照明手段を配置するのが望ましい。例えば、投影光学系が複
数のミラーを有する反射屈折系である場合には、複数のミラーのうちレチクルからの光を
最後に反射するミラーの後の光路中に照明手段を配置するのが望ましい。
【００４８】
　本実施形態と同等の機能を実現する別の例として、図７に示したように非露光光源７７
は単独で配置し、光路分離光学系７８で光路を２つ以上に分割して投影光学系７４に導入
する方法がある。７９ａと７９ｂは折り曲げミラーと空間変調器を兼ねたものであり、反
射型空間変調器又は通常の空間変調器に折り曲げミラーを組み合わせたものでもよい。
【００４９】
　［第３の実施形態］
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　第２の実施形態では、複数の照明手段により照明することでレチクル近傍及びウエハ近
傍の光学素子上の照明分布を回転対称に近づけた。これに対して、第３の実施形態では、
１つの照明手段でも投影光学系中で光を逆行させることで同等の効果が得られるようにし
たものである。また、本実施形態は非露光光として露光光と同じ波長を用いた場合でもウ
エハ上のレジスト感光させない役割も果たしている。
【００５０】
　図８は、第３の実施形態の投影露光装置及び投影光学系の模式図である。
【００５１】
　図８において、非露光光源８７から射出され空間変調器８８を経た非露光光８５ａは折
り曲げミラー８９ａを介して投影光学系８４に入射する。このとき、図１０（ａ）に示す
レチクル近傍光学素子１０１では、非露光光８５ａは照明分布１０５ａを形成する。非露
光光８５ａは投影光学系８４中を更に進み、ウエハ近傍光学素子９０に達するが、レチク
ル近傍光学素子１０１とウエハ近傍光学素子９０は略共役の関係にあるので、照明分布は
図１０（ｂ）となる。
【００５２】
　ウエハ近傍光学素子９０は光路変更手段を備えており、素子９０に入射（順行）した非
露光光８５ａを８５ｂとして投影光学系８４中を逆行させる。このとき、逆行する非露光
光８５ｂは露光光による照明分布９２に対して９５ａの反対側の照明分布９５ｂを形成す
るようになっている。これにより、ウエハ近傍光学素子９０において全体としては略回転
対称な照明分布を得ることができる。非露光光８５ｂは投影光学系８４を逆行し、レチク
ル近傍光学素子１０１上では照明分布１０５ｂを形成するので、１０１上も略回転対称な
照明分布とできる。投影光学系８４を抜けた光は迷光とならないよう処理する必要がある
が、例えば折り曲げミラー８９ｂで鏡筒から外し、吸収装置ＡＢＳで吸収させればよい。
【００５３】
　図９は、本実施形態の非露光光を逆行させる光路変更手段の拡大図である。
【００５４】
　図９において、光路変更手段９１ａは非露光光８５ａを反射させ、更に９１ｂでも反射
して逆行する非露光光８５ｂを形成する。９１ａ，９１ｂの反射面は４５°の平面となる
のが最も容易であるが、曲面としてパワーを与えることで光路が正しく逆行するようにす
ることもできる。また、光路変更手段９１ａ，９１ｂはウエハ８６に非露光光が達しない
ようにするための遮光手段を兼ねている。これは非露光光の波長が露光光の波長と同程度
の場合、または非露光光の波長がレジストに対して感度を持つ場合に特に必要なものであ
る。
【００５５】
　光学素子９０では非露光光を逆行させるため、非露光光の光路８５ｃが内部に存在して
いる。硝材の吸収が大きいと８５ｃでの光の吸収による発熱が起こるが、これは９０の内
部略全体に亘っているので、温度分布を回転対称にするという目的には反していない。ま
た前述の通り、硝材の吸収は小さくなる波長を用いた上で反射防止膜での吸収を効率的に
起こすようにする手段や光路変更手段９１ａ，９１ｂ上での反射時に吸収を起こすように
しても同様の効果が得られる。
【００５６】
　レチクル近傍とウエハ近傍は共役であるが、反射屈折型投影光学系や反射型投影光学系
の場合、８５ａ又は８５ｂにけられが生じることがある。このような場合、通常は光学系
の途中で結像する中間結像位置がある場合が多いので、その近傍に光路変更手段を設けれ
ばよい。この場合、中間結像以後の光学素子への対応のため、１つ以上の照明手段と逆行
光の吸収装置を設けるとよい。
【００５７】
　なお、以上の実施形態において、投影光学系の光学素子がレンズの場合について説明し
たが、投影光学系のミラーに対して以上の実施形態の構成を適用してもよい。
【００５８】
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　［デバイス製造方法］
　次に、本実施形態の露光装置を利用した半導体デバイスの製造プロセスについて説明す
る。
【００５９】
　図１１は半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフローを示す図である。ステップＳ
１（回路設計）では半導体デバイスの回路設計を行う。ステップ２（レチクル作製）では
設計した回路パターンに基づいてレチクルを作製する。一方、ステップＳ３（ウエハ製造
）ではシリコン等の材料を用いてウエハを製造する。ステップＳ４（ウエハプロセス）は
前工程と呼ばれ、上記のレチクルとウエハを用いて、上述の露光装置によりリソグラフィ
技術を利用してウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップＳ５（組み立て）は後工
程と呼ばれ、ステップＳ４によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化する工程で
あり、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チップ封
入）等の組み立て工程を含む。ステップＳ６（検査）ではステップＳ５で作製された半導
体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経て半導体
デバイスが完成し、ステップＳ７でこれを出荷する。
【００６０】
　上記ステップＳ４のウエハプロセスは以下のステップを有する。すなわち、ウエハの表
面を酸化させる酸化ステップ、ウエハ表面に絶縁膜を成膜するＣＶＤステップ、ウエハ上
に電極を蒸着によって形成する電極形成ステップ、ウエハにイオンを打ち込むイオン打ち
込みステップを有する。また、ウエハに感光剤を塗布するレジスト処理ステップ、上記の
露光装置によってレジスト処理ステップ後のウエハに潜像パターンを形成する露光ステッ
プ、露光ステップで露光したウエハを現像する現像ステップを有する。更に、現像ステッ
プで現像した潜像パターン以外の部分を削り取るエッチングステップ、エッチングが済ん
で不要となったレジストを取り除くレジスト剥離ステップを有する。これらのステップを
繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターンを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】第１の実施形態の投影露光装置を示す図である。
【図２】第１の実施形態による投影光学系の瞳近傍光学素子上の照明分布を示す図である
。
【図３】第１の実施形態による投影光学系の瞳近傍光学素子上の温度分布を示す図である
。
【図４】第１の実施形態の変形例を示す図である。
【図５】第２の実施形態の投影露光装置を示す図である。
【図６】第２の実施形態によるレチクル近傍光学素子上の照明分布を示す図である。
【図７】第２の実施形態の変形例を示す図である。
【図８】第３の実施形態の投影露光装置を示す図である。
【図９】第３の実施形態の非露光光を逆行させる光路変更手段の拡大図である。
【図１０】光路変更手段によるレチクル近傍光学素子上（ａ）とウエハ近傍光学素子上（
ｂ）の照明分布を示す図である。
【図１１】半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフローを示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
１，５１，７１，８１　露光光源
２，５２，７２，８２　露光光
３，５３，７３，８３　レチクル
４，５４，７４，８４　投影光学系
５，５５ａ，５５ｂ，７５ａ，７５ｂ，８５ａ，８５ｂ，８５ｃ　非露光光
６，５６，７６，８６　ウエハ
７，５７ａ，５７ｂ，７７，８７　非露光光源
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８，５８ａ，５８ｂ，８８　空間変調器
９，５９ａ，５９ｂ，８９ａ，８９ｂ　折り曲げミラー
１０，６０　瞳近傍光学素子
１２，６２，９２，１０２　露光光照明分布
１５，６５ａ，６５ｂ，９５ａ，９５ｂ，１０５ａ，１０５ｂ　非露光光照明分布
３０、３１、３２　温度上昇部
４９　スキャンミラー
７８　光路分離光学系
７９ａ，７９ｂ　反射型空間変調器
９１ａ，９１ｂ　光路変更手段（遮光手段）
Ａ，Ｂ　第２の照明手段
ＡＢＳ　吸収装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】



(14) JP 2009-10131 A 2009.1.15

フロントページの続き

(72)発明者  関根　義之
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
Ｆターム(参考) 5F046 BA03  BA05  CB25  DA26  DB01  DB02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

