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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線の投影ビームを提供するための放射線システムと、
　所望のパターンに従って前記投影ビームにパターンを形成するように働くパターン形成
手段を支持するための支持構造と、
　基板を保持するための基板テーブルと、
　前記パターン形成されたビームを前記基板のターゲット部分に投影するための投影シス
テムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板との間の空間を少なくとも部分的に液体で充填
するための液体供給システムと
を有するリソグラフィ投影装置であって、
　前記液体が、前記投影システムの最終要素の面積よりも小さくない面積を有する稜部を
有する障壁によって境界を定められ、
　前記投影システムの最終要素と前記基板テーブルとの間の前記空間の境界の少なくとも
一部に沿って延びるシール部材と、前記空間から液体を除去するための出口とをさらに有
し、前記シール部材と前記投影システムとが毛管経路を形成し、前記出口が、前記毛管経
路の少なくとも一部の端部に、液体を除去するように構成されている
ことを特徴とするリソグラフィ投影装置。
【請求項２】
　基板を保持するための基板テーブルと、
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　前記基板のターゲット部分に向けられた放射線の投影ビームを提供するための放射線シ
ステムと、
　所望のパターンに従って前記投影ビームにパターンを形成するように働くパターン形成
手段を支持するための支持構造と、
　前記パターン形成されたビームを前記基板のターゲット部分に投影するための投影シス
テムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板との間の空間を少なくとも部分的に液体で充填
するための液体供給システムであって、前記空間に液体を供給するための入口と、前記投
影システムの最終要素と前記基板テーブルとの間の前記空間の境界の少なくとも一部に沿
って延びるシール部材とを有している液体供給システムと
を有するリソグラフィ投影装置であって、
　前記入口が、前記シール部材の内周に近接しており、且つ基板のターゲット部分に向け
られ、
　前記空間から液体を除去するための出口をさらに有し、前記シール部材と前記投影シス
テムとが毛管経路を形成し、前記出口が、前記毛細経路の少なくとも一部の端部に、液体
を除去するように構成されている
ことを特徴とするリソグラフィ投影装置。
【請求項３】
　前記液体供給システムは、液体が出口に向かって流れるように、また前記投影システム
の要素と前記シール部材との間に経路が形成されるように構成されている請求項２に記載
のリソグラフィ投影装置。
【請求項４】
　前記出口が前記経路の端部にある請求項３に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項５】
　チャンバをさらに有し、該チャンバを通して前記液体が前記入口に供給され、また前記
チャンバは、前記入口の断面積よりも大きい断面積を有している請求項２から請求項４ま
でのいずれか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項６】
　基板を保持するための基板テーブルと、
　前記基板のターゲット部分に向けられた放射線の投影ビームを提供するための放射線シ
ステムと、
　所望のパターンに従って前記投影ビームにパターンを形成するように働くパターン形成
手段を支持するための支持構造と、
　前記パターン形成されたビームを前記基板のターゲット部分に投影するための投影シス
テムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板との間の空間を少なくとも部分的に液体で充填
するための液体供給システムであって、前記投影システムの最終要素と前記基板テーブル
との間の前記空間の境界の少なくとも一部に沿って延在するシール部材と、前記空間から
液体を除去するための出口とを有している液体供給システムと
を有するリソグラフィ投影装置であって、
　前記シール部材と前記投影システムとが毛管経路を形成し、前記出口が、前記毛細経路
の少なくとも一部の端部に、液体を除去するように構成されていることを特徴とするリソ
グラフィ投影装置。
【請求項７】
　前記空間に液体を供給するための入口をさらに有し、前記出口の流量は前記入口の流量
よりも大きい請求項６に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項８】
　前記空間に液体を供給するための入口をさらに有し、該入口が、前記シール部材の内周
に近接しており、且つ前記基板のターゲット部分に向けられている請求項６または請求項
７に記載のリソグラフィ投影装置。
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【請求項９】
　前記空間に液体を供給するための入口をさらに有し、該入口が、前記シール部材の内周
に近接しており、且つ前記基板のターゲット部分に向けられている請求項６から請求項８
までのいずれか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リソグラフィ装置、およびデバイスを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は、基板上に、通常は基板のターゲット部分に所望のパターンを加え
る機械である。リソグラフィ装置は、例えば集積回路（ＩＣ）の製造で使用することがで
きる。その場合、パターン形成デバイス（あるいは、マスクまたはレチクルと呼ぶ）を使
用して、ＩＣの個々の層に形成するための回路パターンを生成することができる。このパ
ターンを、基板（例えばシリコン・ウェハ）上の（例えば１つまたは複数のダイの一部を
含む）ターゲット部分に転写することができる。パターンの転写は通常、基板に提供され
る放射線感光材料（レジスト）の層へのイメージ形成によるものである。一般に、単一の
基板は、隣接ターゲット部分の全ネットワークを含み、これらターゲット部分は連続的に
パターン形成される。既知のリソグラフィ装置には、ターゲット部分に全パターンを一度
に露光することによって各ターゲット部分を照射するいわゆるステッパと、放射線ビーム
によって所与の方向（「走査」方向）にパターンを走査し、それと同時に、同期して、こ
の方向と平行または逆平行に基板を走査することによって各ターゲット部分を照射するい
わゆるスキャナとが含まれる。また、基板上にパターンをインプリントすることによって
パターン形成デバイスから基板にパターンを転写することもできる。
【０００３】
　リソグラフィ投影装置内において基板を比較的高い屈折率を有する液体、例えば水の中
に液浸し、それにより投影システムの最終要素と基板と間の空間を充填することが提案さ
れている。このポイントは、露光放射線が液体中ではより短い波長を有するので、より小
さなフィーチャのイメージ形成が可能になることである（液体の効果は、システムの実効
ＮＡを増大し、また焦点深度を増大することと考えることもできる）。固体粒子（例えば
水晶）を浮遊させた水を含む他の浸液も提案されている。
【０００４】
　しかし、液体浴内への基板の液浸、または基板と基板テーブルの液浸（例えば、本明細
書によって参照として全体を組み込む米国特許４５０９８５２号明細書参照）は、走査露
光中に加速させなければならない大量の液体が存在することを意味する。これは、追加の
、あるいはより強力なモータを必要とし、液体中の乱流が、望ましくない予測不能な影響
を引き起こす場合がある。
【０００５】
　提案されている解決策の１つは、液体供給システムのために、液体制限システムを用い
て、基板の局所化された領域、および投影システムの最終要素と基板との間にのみ液体を
提供することである（基板は通常、投影システムの最終要素よりも大きい表面積を有する
）。このように構成するために提案されている一方法が、本明細書によって参照として全
体を組み込む国際公開ＷＯ９９／４９５０４号パンフレットに開示されている。図２およ
び図３に示すように、液体は、好ましくは最終要素に対する基板の移動方向に沿って、少
なくとも１つの入口ＩＮから基板上に供給され、投影システムの下を通過した後、少なく
とも１つの出口ＯＵＴから除去される。すなわち基板が－Ｘ方向に要素の下で走査される
とき、液体は要素の＋Ｘ側に供給され、－Ｘ側で取り除かれる。図２に、液体が入口ＩＮ
を通して供給され、要素のもう一方の側で、低圧源に接続された出口ＯＵＴによって取り
上げられる構成を模式的に示す。図２の例示では、液体は最終要素に対する基板の移動方
向に沿って供給されているが、そうである必要はない。最終要素の周りに配置される入口
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および出口は、様々な方向および数とすることが可能であり、一例が図３に例示されてお
り、図中、入口とその両側にある出口とのセットが４つ、最終要素の周りに規則的なパタ
ーンで提供されている。
【０００６】
　提案されている別の解決策は、投影システムの最終要素と基板テーブルとの間の空間の
境界の少なくとも一部に沿って延びるシール部材を有する液体供給システムを提供するこ
とである。そのような解決策を図１０に例示する。シール部材は、Ｚ方向（光軸の方向）
にはある程度の相対運動をする場合があるが、ＸＹ面では投影システムに対して実質的に
静止している。シールが、シール部材と基板の表面との間に形成される。シールは、ガス
シールなど非接触シールであることが好ましい。ガスシールを有するそのようなシステム
は、本明細書によって参照として全体を組み込む欧州特許出願第０３２５２９５５．４号
明細書に開示されている。
【０００７】
　欧州特許出願第０３２５７０７２．３号明細書では、ツインまたはデュアル・ステージ
液浸リソグラフィ装置の概念が開示されている。そのような装置は、基板を支持するため
の２つのステージを備えている。第１の位置にあるステージで、浸液がない状態で水準測
量が行われ、浸液が存在する第２の位置にあるステージで露光が行われる。別法では、装
置がただ１つのステージを有している。
【０００８】
　しかし、液体が静止している場合、温度変動により投影ビームの波面擾乱が生じ、その
結果、投影されるイメージにエラーが生じる可能性がある。したがって液体を定期的に新
規補給（ｒｅｆｒｅｓｈ）することが提案されている。しかし、上述したシールを使用す
ること、または液体を除去するためにシールの近傍に設けた出口を使用することにより機
械的振動が生じ、それにより露光が乱れる。また、液体を新規補給することに関連する圧
力は高く、投影システムは圧力変動の影響を非常に受けやすく、圧力変動が、投影システ
ムの最終要素への変形および外乱をもたらす可能性がある。したがって投影システムの周
囲の液体の深さを一定に保つべきである。
【０００９】
　投影システムに対する基板の運動が、圧力勾配を生成することがある。ある環境では、
これによって液体が投影システムの下から押し流される可能性がある。液体が投影システ
ムの下方で一様でない限り、または気泡が投影システムの下方に存在すると、露光の精度
が損なわれるであろう。
【００１０】
　シールの不良など装置内でエラーが生じた場合、または基板テーブルが投影システムの
下から偶発的に外れた場合、液体が装置全体に分散され、液体が迅速に除去されなければ
装置を損傷する可能性がある。上で提案された液体供給システム、特にガスシールを含む
ものは、液体を排出する充分に高速な方法を提供していない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、機械的振動による不必要な外乱をもたらすことなく、液体の圧力変動
および／または温度変化を最小限に抑えるシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　これらおよびその他の目的は、本発明によれば、
　放射線の投影ビームを提供するための放射線システムと、
　所望のパターンに従って投影ビームにパターンを形成するように働くパターン形成手段
を支持するための支持構造と、
　基板を保持するための基板テーブルと、
　前記パターン形成されたビームを基板のターゲット部分に投影するための投影システム
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と、
　液体リザーバを形成するために、投影システムの最終要素と基板との間の空間を少なく
とも部分的に液体で充填するための液体供給システムと
を有するリソグラフィ投影装置であって、液体リザーバからのオーバーフローをさらに有
することを特徴とするリソグラフィ投影装置
によって達成される。
【００１３】
　オーバーフローは、浸液によって形成される液体リザーバからのものであり、余剰の液
体が別の位置へと除去される。オーバーフローを使用して、液体の深さを実質的に一定な
高さに維持することができ、それにより、液体の深さの変動による投影システムの最終要
素における圧力変動を低減する。ガスシール内またはその周りで使用される出口以外の出
口によって液体が除去されるので、機械的振動が低減される。オーバーフローの存在によ
り、液体を、従来のシステムよりも高い流量で供給することができる。より高い液体交換
の速度は、液体が熱くなり過ぎず、フォトレジストによる浸液の汚染も防止することを保
証する。一実施例によれば、オーバーフローは液体供給システムの出口である。装置は、
投影システムの最終要素と基板との間の空間に液体を供給するための入口をさらに有し、
オーバーフローは、液体を効果的に除去することを保証するように、入口よりも上に配置
される。液体は障壁によって境界を定められ、オーバーフローへの進入口は、障壁の反対
側に配置される。したがって液体は、障壁の境界から外に出たときにのみ、オーバーフロ
ーから除去される。オーバーフローは、前記液体が、前記障壁の上部を越えて流れるとき
に前記オーバーフロー内にのみ流れるように構成されていることが好ましい。オーバーフ
ローは、障壁の上部と同じ高さに、または障壁の高さよりも低くなるように構成すること
ができる。例えば障壁が稜部を形成し、この時、稜部の面積は、投影システムの最終要素
の面積よりも小さくない。単純化のために、障壁が液体供給システムの一部を形成してい
る。本説明で言及する液体供給システムは、流体を供給するための装置に単に限定されず
、流体の位置、量、形状、流量、または任意の他の特徴を制御するための要素を含むこと
ができる。温度変化を低減するために、流体は、定速で連続的に新規補給される。
【００１４】
　液体の上方の圧力を既知のレベルに維持するために、液体の上方の空間が気密部材によ
って封止されている。さらに、出口は、例えば既知の吸引力を提供することによって、流
体の上方の気圧を一定のレベルに保つことができる。液体の上方の気圧を一定のレベルで
維持することにより、投影システムでの圧力変動が低減される。
【００１５】
　本発明の別の観点によれば、冒頭の段落に明記したリソグラフィ装置において、放射線
システムが、基板のターゲット部分に向けられた放射線の投影ビームを提供し、液体供給
システムが、投影システムの最終要素と基板との間の空間に液体を供給するための入口と
、投影システムの最終要素と基板テーブルとの間の前記空間の境界の少なくとも一部に沿
って延びるシール部材とを有しているリソグラフィ装置であって、入口がシール部材の内
周に近接しており、且つ基板のターゲット部分に向けられていることを特徴とするリソグ
ラフィ装置が提供される。
【００１６】
　したがって投影システムのすぐ下の流体は新規補給（リフレッシュ）される。流体は、
入口から、投影システムのすぐ下の領域に流れ、そこを循環して、出口を通して除去され
る。これはさらに、液体が出口に向かって流れるように、投影システムの要素と前記シー
ル部材との間に経路が形成されるように構成された液体供給システムによって補助される
。それにより、出口へ向かう流体の流れが制限される。出口は、経路の端部に配置するこ
とができる。したがって、液体が最小の自由面を有し、それにより表面波が存在せず、静
止水圧が最小限になる。浸液が、チャンバを通して入口に供給される。チャンバは、チャ
ンバと入口の間で小さな圧力降下しか生み出さないように構成されている。例えば、チャ
ンバは、入口の断面積よりも大きな断面積を有するべきである。
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【００１７】
　本発明の別の観点によれば、冒頭の段落に明記したリソグラフィ装置において、放射線
システムが、基板のターゲット部分に向けられた放射線の投影ビームを提供し、液体供給
システムが、投影システムの最終要素と基板との間の空間から液体を除去するための出口
と、投影システムの最終要素と基板テーブルとの間の前記空間の境界の少なくとも一部に
沿って延びるシール部材とを有しているリソグラフィ装置であって、シール部材と投影シ
ステムとが毛管経路を形成しており、前記出口が、毛管経路の少なくとも一部の端部に、
液体を除去するように配置されていることを特徴とするリソグラフィ装置が提供される。
【００１８】
　したがって流体の深さは、毛管経路によって画定されたレベルに丁寧に制御される。装
置は、前記空間に液体を供給するための入口をさらに有することができ、この入口は前記
シール部材の内周に近接しており、且つ基板のターゲット部分に向けられている。それに
より、投影システムのすぐ下、すなわち基板のターゲット部分にある流体が連続的に新規
補給される。これは、過熱および汚染の影響を最も受けやすい流体である。入口は、投影
システムの周りの連続する溝であることが好ましい。出口の流量は入口の流量よりも大き
く、そのため余剰の流体が溜まらず、流体の深さは、毛管経路によって画定されたレベル
を保つ。
【００１９】
　本発明のさらに他の目的は、液体の深さの変動による、投影システムの最終要素を取り
囲む液体の圧力の突発的な変動を防止することである。
【００２０】
　この目的およびその他の目的は、本発明のさらに他の観点によって達成され、したがっ
て冒頭の段落で明記したリソグラフィ投影装置であって、前記液体が、投影システムの最
終要素の面積よりも小さくない面積を有する稜部を有する障壁によって境界を定められて
いることを特徴とするリソグラフィ投影装置が提供される。したがって稜部は、投影シス
テムの最終要素と基板との間の浸液の体積が稜部の高さよりも上まで増大したときに、浸
液の深さが非常にゆっくりとしか増大しないような面積を有するべきである。単純化のた
めに、障壁は液体供給システムの一部である。
【００２１】
　本発明のさらに他の目的は、システム・エラー時に液体を迅速かつ効率的に除去するこ
とができるシステムを提供することである。
【００２２】
　本発明のさらに他の観点によれば、液体供給システムは、投影システムの最終要素と基
板との間の空間に液体を供給するための入口と、前記入口を高真空源に接続する手段とを
さらに有する。したがってシステム故障が存在する場合（例えば基板テーブルが突然外れ
た場合）に、入口を使用して装置から液体を除去することができ、それによって液体が装
置全体にわたって漏れ出て、精密な構成要素を損傷するのを防止する。入口は、しばしば
液体体積の下端部の側により近接しているので、入口を通して液体を除去することは、単
に出口を使用するよりも効果的な方法となる場合がある。したがって入口は、緊急時に液
体の抜取りの速度を上げる追加の出口として働く。弁が、入口を高真空源に接続するのに
特に適した手段であることが判明している。システム故障が発生したとき、弁は、迅速か
つ単純に入口を高真空源に接続する。任意選択で、弁をシステム故障時に自動的に作動さ
せることができる。
【００２３】
　任意の従属請求項を、任意の他の独立請求項に従属させることができることは、当業者
に明らかであろう。
【００２４】
　従来技術によれば、
　放射線感光材料の層によって少なくとも部分的に覆われた基板を提供するステップと、
　放射線システムを使用して放射線の投影ビームを提供するステップと、
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　パターン形成手段を使用して、投影ビームの断面にパターンを与えるステップと、
　前記投影ステップで使用される投影システムの最終要素と基板との間に、入口を通して
液体を供給するステップと、
　パターン形成された放射のビームを、放射線感光材料の層のターゲット部分に投影する
ステップと
を含むデバイス製造方法が提供されている。
【００２５】
　本発明のさらに他の観点によれば、オーバーフローを提供するステップをさらに含むこ
とを特徴とする上述の方法によるデバイス製造方法が提供される。
【００２６】
　本発明のさらに他の観点によれば、流体の量が所与の高さを超えたときに、流体の量の
増大が流体の深さの大幅な変化をもたらさないことを特徴とする上述したデバイス製造方
法が提供される。
【００２７】
　本発明のさらに他の観点によれば、投影ビームが基板のターゲット部分に向けて投影さ
れ、液体が入口から供給され、且つシール部材によって境界を定められるデバイス製造方
法であって、液体が入口から流れ、且つ基板のターゲット部分に向けられていることを特
徴とする上述したデバイス製造方法が提供される。入口は、シール部材の内周に近接して
提供される。
【００２８】
　本発明のさらに他の観点によれば、前記液体の深さが毛管力によって制御されることを
特徴とする上述したデバイス製造方法が提供される。毛管力は、シール部材と、パターン
形成された放射のビームを基板に向けて投影するための手段との間にある。
【００２９】
　本発明のさらに他の観点によれば、液体が入口から供給されるデバイス製造方法であっ
て、前記入口を高真空源に接続する手段をさらに提供するステップを含むことを特徴とす
る上述したデバイス製造方法が提供される。
【００３０】
　本明細書では、ＩＣの製造での本発明による装置の使用に特に言及しているが、そのよ
うな装置が多くの他の可能な用途を有することを明確に理解すべきである。例えば、集積
光システム、磁気ドメイン・メモリ用の誘導および検出パターン、液晶ディスプレイ・パ
ネル、薄膜磁気ヘッドなどの製造で採用することができる。そのような他の用途の文脈で
は、本文での用語「レチクル」、「ウェハ」、または「ダイ」の使用を、それぞれより一
般的な用語「マスク」、「基板」、および「ターゲット部分」によって置き換えられると
考えるべきである。
【００３１】
　本文献では、用語「放射線」および「ビーム」を、紫外放射線（例えば３６５、２４８
、１９３、１５７、または１２６ｎｍの波長を有する）を含む全てのタイプの電磁放射線
を包含するものとして使用している。
【００３２】
　以下、本発明の実施例を、単に例として、添付の概略図面を参照しながら説明する。図
中、対応する参照符号は対応する部分を示している。
【００３３】
　「実施例１」
　図１に、本発明の一実施例によるリソグラフィ装置を模式的に示す。本装置は、
放射線ビームＢ（例えばＵＶ放射線またはＤＵＶ放射線）を調整するように構成された照
明システム（照明器）ＩＬと、
パターン形成デバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するように構成された支持構造であっ
て、あるパラメータに従ってパターン形成デバイスを正確に位置決めするように構成され
た第１の位置決め手段ＰＭに接続された支持構造（例えばマスク・テーブル）ＭＴと、
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基板（例えばレジスト被覆ウェハ）Ｗを保持するように構成された基板テーブルであって
、あるパラメータに従って基板を正確に位置決めするように構成された第２の位置決め手
段ＰＷに接続された基板テーブル（例えばウェハ・テーブル）ＷＴと、
放射線ビームＢに与えられたパターンを、パターン形成デバイスＭＡによって基板Ｗの（
例えば１つまたは複数のダイを有する）ターゲット部分Ｃに投影するように構成された投
影システム（例えば屈折投影レンズ・システム）ＰＳと
を有している。
【００３４】
　照明システムは、放射線を方向付け、成形し、または制御するために、屈折、反射、磁
気、電磁気、静電気、もしくは他のタイプの光学構成要素など様々なタイプの光学構成要
素、またはそれらの任意の組み合せを含むことができる。
【００３５】
　支持構造は、パターン形成デバイスを支持し、すなわちパターン形成デバイスの重量を
支承している。支持構造は、パターン形成デバイスの向き、リソグラフィ装置のデサイン
、およびその他の条件、例えばパターン形成デバイスが真空環境内で保持されているか否
かなどに応じた様式で、パターン形成デバイスを保持する。支持構造は、パターン形成デ
バイスを保持するために、機械的、真空、静電気、またはその他のクランプ技法を使用す
ることができる。支持構造は、例えばフレームまたはテーブルとすることができ、必要に
応じて固定することも可動にすることもできる。支持構造は、パターン形成デバイスが、
例えば投影システムに対して所望の位置にあることを保証することができる。本明細書に
おける用語「レチクル」または「マスク」の使用は、より一般的な用語「パターン形成デ
バイス」と同義と考えることができる。
【００３６】
　本明細書で使用する用語「パターン形成デバイス」は、基板のターゲット位置にパター
ンを作成するように放射線ビームの断面にパターンを与えるために使用することができる
任意のデバイスを表すものとして広範に解釈すべきである。例えばパターンが位相シフト
フィーチャまたはいわゆる補助フィーチャを含む場合、放射線ビームに与えられるパター
ンは、基板のターゲット部分での所望のパターンに正確には対応していない場合があるこ
とに留意すべきである。一般に、放射線ビームに与えられるパターンは、集積回路などタ
ーゲット部分に作成されるデバイスにおける特定の機能層に対応している。
【００３７】
　パターン形成デバイスは、透過型または反射型とすることができる。パターン形成デバ
イスの例として、マスク、プログラム可能ミラー・アレイ、プログラム可能ＬＣＤパネル
が挙げられる。マスクはリソグラフィにおいてよく知られており、バイナリ・マスク、レ
ベンソン型位相シフト・マスク、およびハーフトーン型位相シフト・マスクなどのマスク
・タイプ、ならびに様々なハイブリッド・マスク・タイプを含む。プログラム可能ミラー
・アレイの一例は、小さなミラーのマトリックス配列を採用しており、入射する放射線ビ
ームを異なる方向に反射するように各ミラーを個別に傾けることができる。傾けられたミ
ラーが、ミラー・マトリックスによって反射される放射線ビームにパターンを与える。
【００３８】
　本明細書で使用する用語「投影システム」は、使用される露光放射線、または浸液の使
用もしくは真空の使用など他の因子に適するように、屈折、反射、反射屈折、磁気、電磁
気、および静電気光学システム、またはそれらの任意の組み合せを含めた任意のタイプの
投影システムを包含するものとして広範に解釈すべきである。本明細書における用語「投
影レンズ」の使用は、より一般的な用語「投影システム」と同義と考えることができる。
【００３９】
　本明細書で示すように、本装置は、（例えば透過マスクを採用する）透過型のものであ
る。別法として、装置を（例えば上述したようなタイプのプログラム可能ミラー・アレイ
を採用した、あるいは反射マスクを採用した）反射型のものにすることもできる。
【００４０】
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　リソグラフィ装置は、２つ（デュアル・ステージ）以上の基板テーブル（および／また
は２つ以上のマスク・テーブル）を有するタイプのものにすることができる。そのような
「マルチ・ステージ」の装置では、追加のテーブルを並列に使用することができ、あるい
は、１つまたは複数のテーブルで準備ステップを行い、同時に１つまたは複数の他のテー
ブルを露光用に使用することができる。
【００４１】
　図１を参照すると、照明器ＩＬが、放射源ＳＯから放射線ビームを受けている。例えば
放射源がエキシマ・レーザであるとき、放射源とリソグラフィ装置を別個のものとするこ
とができる。そのような場合、放射源は、リソグラフィ装置の一部を形成しているとはみ
なされず、放射線ビームは、例えば適切な方向付けミラーおよび／またはビーム拡大器を
備えたビーム・デリバリ・システムＢＤを用いて、放射源ＳＯから照明器ＩＬに進められ
る。他の場合、例えば放射源が水銀ランプのときには、放射源をリソグラフィ装置の一部
分にすることができる。放射源ＳＯと照明器ＩＬとは、必要であればビーム・デリバリ・
システムＢＤと共に、放射線システムと呼ぶことができる。
【００４２】
　照明器ＩＬは、放射線ビームの角強度分布を調整するための調整器ＡＤを備えることが
できる。一般に、照明器の瞳平面での強度分布の少なくとも外側および／または内側半径
方向範囲（通常、それぞれσアウターおよびσインナーと呼ばれる）を調整することがで
きる。さらに、照明器ＩＬは、積分器ＩＮおよび集光器ＣＯなど様々な他の構成要素を備
えることができる。照明器を使用して、断面で所望の一様性および強度分布を有するよう
に放射線ビームを調整することができる。
【００４３】
　放射線ビームＢは、基板構造（例えばマスク・テーブルＭＴ）上に保持されたパターン
形成デバイス（例えばマスクＭＡ）に入射し、パターン形成デバイスによってパターン形
成される。マスクＭＡを通った後、放射線ビームＢは投影システムＰＳを通過し、投影シ
ステムＰＳが、ビームを基板Ｗのターゲット部分Ｃ上に集光する。第２の位置決め手段Ｐ
Ｗおよび位置センサＩＦ（例えば干渉計デバイス、線形エンコーダ、または容量センサ）
を用いて、例えば放射線ビームＢの経路内に様々なターゲット部分Ｃを位置決めするよう
に、基板テーブルＷＴを正確に移動させることができる。同様に、第１の位置決め手段Ｐ
Ｍおよび別の位置センサ（図１には明示していない）を使用して、例えばマスク・ライブ
ラリから機械的に取り出した後に、または走査中に、放射線ビームＢの経路に対してマス
クＭＡを正確に位置決めすることができる。一般にマスク・テーブルＭＡの移動は、第１
の位置決め手段ＰＭの一部を形成する長行程モジュール（粗い位置決め）および短行程モ
ジュール（精密な位置決め）を用いて実現することができる。同様に、基板テーブルＷＴ
の移動は、第２の位置決め手段ＰＷの一部を形成する長行程モジュールおよび短行程モジ
ュールを使用して実現することができる。（スキャナではなく）ステッパの場合、マスク
・テーブルＭＴを、短行程アクチュエータのみに接続すればよく、あるいは固定すること
もできる。マスクＭＡおよび基板Ｗは、マスク・アラインメント・マークＭ１、Ｍ２およ
び基板アラインメント・マークＰ１、Ｐ２を使用して整列させることができる。図示した
基板アラインメント・マークは、特定のターゲット部分に位置しているが、ターゲット部
分同士の間の空間内に位置させることもできる（スクライブ・レーン・アラインメント・
マークと呼ばれる）。同様に複数のダイがマスクＭＡ上に提供される状況では、マスク・
アラインメント・マークをダイの間に位置させることができる。
【００４４】
　図示する装置は、以下のモードの少なくとも１つで使用することができる。
　（１）ステップ・モードでは、マスク・テーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは基本的
に静止したままであり、放射線ビームに与えられた全パターンが一括してターゲット部分
Ｃに投影される（すなわち、ただ１回の静的露光）。次いで、異なるターゲット部分Ｃを
露光することができるように、基板テーブルＷＴがＸおよび／またはＹ方向に移動される
。ステップ・モードでは、露光領域の最大サイズが、ただ１回の静的露光でイメージ形成
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されるターゲット部分Ｃのサイズを制限する。
　（２）走査モードでは、放射線ビームに与えられたパターンがターゲット部分Ｃに投影
される間に、マスク・テーブルＭＴと基板テーブルＷＴが同期して走査される（すなわち
ただ１回の動的露光）。マスク・テーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方
向は、投影システムＰＳの拡大（縮小）およびイメージ反転特性によって決定することが
できる。走査モードでは、露光領域の最大サイズが、ただ１回の動的露光におけるターゲ
ット部分の（非走査方向での）幅を制限し、走査運動の長さが、ターゲット部分の（走査
方向での）高さを決定する。
　（３）別のモードでは、放射線ビームに与えられたパターンがターゲット部分Ｃに投影
される間、マスク・テーブルＭＴは、プログラム可能パターン形成デバイスを保持して基
本的に静止したままであり、基板テーブルＷＴが移動または走査される。このモードでは
通常、パルス放射源が採用され、プログラム可能パターン形成デバイスは、基板テーブル
ＷＴの毎回の移動後に、または走査中に、連続する放射線パルスの合間に必要に応じて更
新される。この動作モードは、上で言及したタイプのプログラム可能ミラー・アレイなど
プログラム可能パターン形成デバイスを利用するマスクレス・リソグラフィに簡単に適用
することができる。
【００４５】
　上述した使用モードの組み合せおよび／または変形態様、あるいは全く異なる使用モー
ドを採用することもできる。
【００４６】
　図４に示すように、投影レンズと基板との間の液体リザーバ１０は、投影レンズの周囲
で環をなすガスシール１６によって境界を定められている。シール、好ましくはガスシー
ルは、入口１５を通してシール部材１２と基板との間の空隙に圧力下で提供され、第１の
出口１４を通して抜き取られる気体、例えば空気または合成空気、しかし好ましくはＮ２
または別の不活性気体によって形成される。気体入口１５での過圧、第１の出口１４での
真空レベル、および空隙の幾何形状は、内側に液体を閉じ込める高速気流が存在するよう
に構成される。気体入口および出口と基板Ｗとの距離は小さい。
【００４７】
　液体リザーバは、入口２１および２２から液体を供給され、余剰の液体は出口１４を通
して除去される。液体リザーバは、図４に示すように、液体リザーバの境界を規定して障
壁を形成するシール部材１２が急に広がる高さまで、投影システムＰＳの最終要素の底部
の上に延びている。シール部材の上部は稜部を形成し、その面積は、投影システムＰＬの
最終要素の底部の面積と同じか、あるいはそれよりも大きい。したがって、もしリザーバ
内の液体の量が急激に増加しても、シール部材１２の上部の大きな領域における浸液の大
きな体積増加が浸液の深さの大きな変化を生じないので、リザーバ１０の深さは大幅には
上昇しない。したがって、リザーバの深さの変化による圧力変動が最小限のものとなる。
【００４８】
　「実施例２」
　図５に、実施例１で説明した構造に対する代替構成を示す。オーバーフロー構造２５が
余剰の液体を収集する。大量の余剰液体をオーバーフロー構造２５内に収容することがで
きるので、液体の量の増加による液体リザーバ１０の深さの上昇は非常に小さくなること
が見込まれる。流体の境界を画す障壁を形成する環状堤防２７が存在し、液体の量が増大
したとき、液体は、堤防２７を越えて、出口であるチャネル２６内に流れ、リザーバ１０
から液体が除去される。この例では、大部分の液体が、出口１４ではなくチャネル２６を
通して除去される。したがって流体の深さが堤防２７の高さによって制御される。大量の
液体が出口１４を通して除去されないので、シール部材１２で振動があまり引き起こされ
ず、ガスシール１６がより効果的に機能する。気体含有量が確実に小さくなるように、チ
ャネル２６の流量は充分に小さくされるべきである。チャネル２６は、入口２１および２
２よりも上に配置されており、したがって流体はチャネル２６内に溢れる。
【００４９】
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　「実施例３」
　図６に示す実施例は、以下に示す態様を除いて上の実施例と同じである。シール部材１
２から離隔されているただ１つの入口２２が存在する。入口２２は、投影システムＰＳと
シール部材１２との間に形成されており、流体は、堤防２７の高さよりも下であり、しか
し投影システムＰＳの最終要素の底部の高さよりも上の高さで入口２２から流出する。流
体は、定速Ｒで供給され、しかし実施例２と同様に、大部分は気体出口１４ではなくチャ
ネル２６を通して除去される。チャネル２６を通した物質除去の速度も定速Ｒである。シ
ール３２がリザーバ１０の周囲に気体を閉じ込めており、水分を含んだ気体が装置全体に
浸透して精密な部品を損傷し、測定、例えば干渉計の読み取り精度を損なうのを防いでい
る。リザーバ１０の上方の気圧を一定に保つために、したがって投影システムＰＬの最終
要素での圧力を一定に保つために、気体が流れることができるシール３２を通る経路３３
が存在する。経路３３は、装置の外側に延び、それにより水分を含んだ気体を除去する。
経路３３は、好ましくは低い抵抗を有し、気体が自由に流れることを可能にすべきである
。
【００５０】
　「実施例４」
　この実施例では、流体は、図７に示されるシール部材１２の内周に構成された同心円状
（すなわち環状）の入口２３を通して供給される。入口２３は、約２０μｍ～３００μｍ
、好ましくは１５０μｍのスリット幅を有し、基板Ｗから約０．５ｍｍの距離に配置され
ており、流体のチャネルを投影システムＰＳのすぐ下の領域（すなわちターゲット部分）
に向けており、それにより投影システムＰＳのすぐ下の流体が常に新規補給される。この
例では、入口は、シール部材１２の内縁部を形成しているが、シール部材１２の内周に近
接するように配置することもできる。別法として、入口２３を、シール部材１２の内周に
配置された複数のパイプとすることもできる。図７に示すように、投影システムＰＳの要
素とシール部材１２との間に経路が形成される。流体は、投影システムＰＳの最終要素の
下を循環した後、この経路を通って流れ、堤防２７を越えて、出口２８を通して除去され
る。しかし前述の実施例と異なり、投影システムＰＳの要素、または装置の別の部分が、
リザーバ１０の上側の境界を定めている。したがって表面波が生じず、静止水圧が制限さ
れ、投影システムＰＳに対する継続的な一様の圧力が得られる。
【００５１】
　「実施例５」
　この実施例は、以下に説明する態様を除いて実施例４と同じである。入口３３は環状で
あり、直径が約５０～１００ｍｍであり、幅が２０μｍ～３００μｍ、好ましくは１５０
μｍである。図８に示すように、入口３３を、シール部材１２の底部の前で終端させるこ
とができ、あるいはシール部材１２の底部、または中間の任意の場所まで延びるようにす
ることもできる。浸液は、チャンバ３４を通して入口３３に供給され、チャンバ３４は、
流れに対する制約をより小さくすることを保証するために、入口３３よりも大きい断面積
を有している。
【００５２】
　この実施例では、シール部材１２と投影システムＰＳは、浸液が毛管力によって堤防２
７の高さでシール部材１２と投影システムＰＬとの間に保持されるように構成されている
。
【００５３】
　シール部材１２の縁部は、投影システムＰＳに向かって、放射線ビームＢの伝播方向に
対して約４５°の角度で傾斜している。堤防２７は、この傾斜を横切り、放射線ビームＢ
の伝播方向に実質的に垂直な広い稜部を形成している。投影システムＰＳの縁部は、シー
ル部材１２に対して補完的な形状を有し、放射線ビームＢの伝播方向に対して約４５°の
傾斜を有し、また、傾斜の半径方向外側に放射線ビームＢの伝播方向に垂直な広い領域を
有している。
【００５４】
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　出口３８は、堤防２７を過ぎた位置に構成され、入口３３を通る流量よりも大きい流量
を有し、リザーバ１０内の浸液の量が制御されることを保証する。その結果、ある程度の
気体も、出口３８を通して除去される。距離ｄ３は、シール部材１２の作動高さによって
決定され、この例では、少なくとも２ｍｍである。しかし、距離ｄ３は、出口３８に充分
な気流が存在することを保証するために、できるだけ大きくすべきである。装置のこの構
成は、浸液の深さが、堤防２７のすぐ上の投影システムＰＳの高さで一定に保たれること
を保証する。
【００５５】
　投影システムの最終要素を損傷から守るために、堤防２７と投影システムＰＳの距離は
２ｍｍであり、投影システムの最終要素と基板の距離は２ｍｍよりも大きい。
【００５６】
「実施例６」
　この実施例では、入口を通る液体の流れが図９に示される弁４５によって制御される。
装置の通常動作中、弁４５は、流体が入口３３を通って自由に流れることができるように
している。しかしシステムまたは装置内でエラー、例えば基板Ｗおよび基板テーブルＷＴ
の偶発的な外れ、またはサーボ・エラーが検出されると、弁４５は、自動的に入口３３を
高真空チャンバ（添付の図面には図示せず）に接続する。それにより、液体をリザーバか
ら迅速に除去することができる。弁４５と、それに関連する真空チャンバは、他の入口、
例えば実施例４～７に示す入口２１および２３に接続することもできる。
【００５７】
　本明細書では、ＩＣの製造でのリソグラフィ装置の使用に特に言及しているが、本明細
書で説明したリソグラフィ装置が、集積光システム、磁区メモリ用の誘導および検出パタ
ーン、フラットパネル・ディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッドな
ど他の用途を有する場合もあることを理解されたい。そのような他の用途の文脈では、本
明細書における用語「ウェハ」または「ダイ」の使用を、それぞれより一般的な用語「基
板」または「ターゲット部分」と同義と考えることができることを当業者は理解されよう
。本明細書で言及した基板は、露光前または露光後に、例えばトラック（典型的には、レ
ジストの層を基板に塗布し、露光されたレジストを現像するツール）、測定ツールおよび
／または検査ツールで処理することができる。該当する場合には、本明細書の開示を、そ
のような基板処理ツール、およびその他の基板処理ツールに適用することができる。さら
に、例えば多層ＩＣを作成するために基板を複数回処理することもでき、したがって、本
明細書で使用される用語「基板」は、すでに複数回処理された層を含む基板を表す場合も
ある。
【００５８】
　上では本発明の実施例の使用を光リソグラフィの文脈で特に言及してきたが、本発明を
他の用途、例えばインプリント・リソグラフィで使用することもでき、文脈が許す限り、
光リソグラフィに限定されないことを理解されたい。インプリント・リソグラフィでは、
パターン形成デバイスのトポグラフィが、基板上に作成されるパターンを画成する。パタ
ーン形成デバイスのトポグラフィは、基板に供給されるレジストの層内に圧入することが
でき、その後、電磁放射線、熱、圧力、またはそれらの組み合せを加えることによってレ
ジストが硬化される。パターン形成デバイスがレジストから外され、レジストが硬化され
た後、レジストにパターンが残る。
【００５９】
　本明細書で使用する用語「放射線」および「ビーム」は、紫外（ＵＶ）放射線（例えば
、波長が約３６５、２４８、１９３、１５７、または１２６ｎｍ）および極端紫外（ＥＵ
Ｖ）放射線（例えば、波長が５～２０ｎｍの範囲内）、ならびにイオン・ビームや電子ビ
ームなどの粒子ビームを含む全てのタイプの電磁放射線を包含する。
【００６０】
　用語「レンズ」は、文脈が許す限り、屈折、反射、磁気、電磁気、および静電気光学構
成要素を含む様々なタイプの光学構成要素の任意の１つまたはそれらの組み合せを表す場
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合がある。
【００６１】
　本発明の特定の実施例を上述してきたが、説明した以外の形でも本発明を実施できるこ
とを理解されたい。例えば、本発明は、上で開示した方法を記述するマシン可読指令の１
つまたは複数のシーケンスを含むコンピュータ・プログラム、または内部にそのようなコ
ンピュータ・プログラムが記憶されたデータ記憶手段（例えば半導体メモリ、磁気または
光ディスク）の形態とすることができる。
【００６２】
　本発明は、特に上述したタイプであるが、しかしそれらに限定されない任意の液浸リソ
グラフィ装置に適用することができる。
【００６３】
　上の説明は例示的な意図のものであり、限定を与えるものではない。したがって特許請
求の範囲の規定を逸脱することなく、説明してきた本発明に変更を加えることができるこ
とを当業者は理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の一実施例によるリソグラフィ装置を示す図である。
【図２】従来技術のリソグラフィ投影装置で使用される液体供給システムを示す図である
。
【図３】従来技術のリソグラフィ投影装置で使用される液体供給システムを示す図である
。
【図４】本発明の一実施例によるリソグラフィ投影装置の詳細を示す図である。
【図５】オーバーフローを示す本発明の別の実施例によるリソグラフィ投影装置の詳細を
示す図である。
【図６】本発明の一実施例による代替リソグラフィ投影装置の詳細を示す図である。
【図７】本発明の一実施例による代替リソグラフィ投影装置の詳細を示す図である。
【図８】本発明の一実施例による代替リソグラフィ投影装置の詳細を示す図である。
【図９】本発明の一実施例の詳細を示す図である。
【図１０】別の従来技術リソグラフィ投影装置による液体供給システムを示す図である。
【００６５】
Ｂ 放射線ビーム
ＩＬ 照明システム、照明器
ＭＡ パターン形成デバイス
ＰＭ 第１の位置決め手段
ＭＴ 支持構造、マスク・テーブル
Ｗ 基板
ＰＷ 第２の位置決め手段
Ｃ ターゲット部分
ＰＳ 投影システム
ＳＯ 放射源
ＢＤ ビーム・デリバリ・システム
ＡＤ 調整器
ＩＮ 積分器
ＣＯ 集光器
１０ 液体リザーバ
１２ シール部材
１４ 出口
１５ 入口
１６ ガスシール
２５ オーバーフロー構造
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２６、３４ チャネル
２７ 堤防
４５ 弁

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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