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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット（１３）を露出するための荷電粒子リソグラフィシステム（１）であって、
　・荷電粒子ビームを生成するための荷電粒子ビーム発生器と、
　・前記荷電粒子ビームから複数のビームレットを形成するための開口アレイ（６）と、
　・前記ビームレットをターゲットの表面上に投影するためのビームレット投影器（１２
）を備えており、
　前記荷電粒子ビーム発生器は、
　・発散荷電粒子ビームを生成するための荷電粒子発生源（３）と、
　・前記発散荷電粒子ビームを屈折させるためのコリメーターシステム（５ａ，５ｂ，５
ｃ，５ｄ；７２；３００）であって、複数の電極を有する本体を備え、前記複数の電極が
前記本体の内表面を画定するコリメーターシステムと、
　・前記コリメーターシステムから熱を取り除くための、前記本体によって形成されてい
る冷却装置（２０３）であって、前記本体が、前記複数の電極のうちの１つ以上を冷却す
るための冷却液の流れを収容するために配置されている１つ以上の冷却チャネルを備えて
いる冷却装置と、を備えているリソグラフィシステム。
【請求項２】
　前記荷電粒子発生源は、第一の真空チャンバー（１０２）中に配置されており、前記コ
リメーターシステムと前記冷却装置は、第二の真空チャンバー（１０３）中に配置されて
いる、請求項１に記載のリソグラフィシステム。
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【請求項３】
　前記荷電粒子ビーム発生器は、前記リソグラフィシステムの露出真空チャンバー内に含
まれている、請求項１又は２に記載のリソグラフィシステム。
【請求項４】
　前記冷却装置は、空洞が設けられた閉じた本体を備えている、請求項１～３のいずれか
１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項５】
　前記冷却装置は、前記コリメーターシステムの少なくとも一部と統合されている、請求
項１～４のいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項６】
　前記コリメーターシステムは、主に閉じた壁をもつチャンバーを形成している、請求項
１～５のいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項７】
　前記コリメーターシステムは、三つの電極（５ａ，５ｂ，５ｃ）を備えているアインツ
ェルレンズを備えている、請求項１～６のいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項８】
　前記アインツェルレンズの電極の中央電極（５ｂ）は、前記アインツェルレンズの電極
の外側電極（５ａ，５ｃ）に対して正電位のために用意されている、請求項７に記載のリ
ソグラフィシステム。
【請求項９】
　前記アインツェルレンズの前記外側電極（５ａ，５ｃ）は、グラウンド電位にある包含
物のために用意されている、請求項８に記載のリソグラフィシステム。
【請求項１０】
　前記アインツェルレンズの少なくとも上側電極（５ａ）には、冷却液を導くための一つ
以上の冷却導管が設けられている、請求項７～９のいずれか１項に記載のリソグラフィシ
ステム。
【請求項１１】
　前記一つ以上の冷却導管の少なくとも一部分は、使用中の前記荷電粒子ビームに面する
電極の表面またはそのすぐそばに実質鉛直方向に延びている、請求項１０に記載のリソグ
ラフィシステム。
【請求項１２】
　前記アインツェルレンズの外側電極は、冷却液を導くための一つ以上の冷却導管を備え
ている、請求項７～９のいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項１３】
　前記冷却液は、液体、好ましくは水である、請求項１０～１２のいずれか１項に記載の
リソグラフィシステム。
【請求項１４】
　前記冷却導管の少なくとも一部分は実質的に、使用中の前記荷電粒子ビームの光学軸に
対して実質垂直かつ遠のく径方向に延びている、請求項１０～１３のいずれか１項に記載
のリソグラフィシステム。
【請求項１５】
　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に円すい形に形づくられてい
る、請求項７～１４のいずれかひとつのリソグラフィシステム。
【請求項１６】
　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に鐘形状をしている、請求項
７～１４のいずれか１項に記載のリソグラフィシステム。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の荷電粒子リソグラフィシステムに使用される荷
電粒子ビーム発生器であって、
　・発散荷電粒子ビームを生成するための荷電粒子発生源（３）と、
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　・前記発散荷電粒子ビームを屈折させるためのコリメーターシステム（５ａ，５ｂ，５
ｃ，５ｄ；７２；３００）であって、複数の電極を備える本体を備え、前記複数の電極が
前記本体の内表面を画定するコリメーターシステムと、
　・前記コリメーターシステムから熱を取り除くための、前記本体によって形成されてい
る冷却装置（２０３）であって、前記本体が、前記複数の電極のうちの１つ以上を冷却す
るための冷却液の流れを収容するために配置されている１つ以上の冷却チャネルを備えて
いる冷却装置と、を備えている、荷電粒子ビーム発生器。
【請求項１８】
　前記荷電粒子発生源は第一の真空チャンバー（１０２）中に配置されており、前記コリ
メーターシステムと前記冷却装置は第二の真空チャンバー（１０３）中に配置されている
、請求項１７に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項１９】
　前記冷却装置は、空洞が設けられた閉じた本体を備えている、請求項１７又は１８に記
載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２０】
　前記冷却装置は、前記コリメーターシステムの少なくとも一部と統合されている、請求
項１７～１９のいずれか１項に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２１】
　前記コリメーターシステムは、主に閉じた壁をもつチャンバーを形成している、請求項
１７～２０のいずれか１項に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２２】
　前記コリメーターシステムは、三つの電極（５ａ，５ｂ，５ｃ）を備えたアインツェル
レンズを備えている、請求項１７～２１のいずれか１項に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２３】
　前記アインツェルレンズの電極の中央電極（５ｂ）は、前記アインツェルレンズの電極
の外側電極（５ａ，５ｃ）に対する正電位のために用意されている、請求項２２に記載の
荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２４】
　前記アインツェルレンズの前記外側電極（５ａ，５ｃ）は、グラウンド電位にある包含
物のために用意されている、請求項２３に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２５】
　前記アインツェルレンズの少なくとも上側電極（５ａ）には、冷却液を導くための一つ
以上の冷却導管が設けられている、請求項２２～２４のいずれか１項に記載の荷電粒子ビ
ーム発生器。
【請求項２６】
　前記一つ以上の冷却導管の少なくとも一部分は、使用中の前記荷電粒子ビームに面する
電極の表面またはそのすぐそばに実質鉛直方向に延びている、請求項２５に記載の荷電粒
子ビーム発生器。
【請求項２７】
　前記アインツェルレンズの外側電極は、冷却液を導くための一つ以上の冷却導管を備え
ている、請求項２２～２４のいずれか１項に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２８】
　前記冷却液は、液体、好ましくは水である、請求項２５～２７のいずれか１項に記載の
荷電粒子ビーム発生器。
【請求項２９】
　前記冷却導管の少なくとも一部分は実質的に、使用中の前記荷電粒子ビームの光学軸に
対して実質垂直かつ遠のく径方向に延びている、請求項２５～２８のいずれか１項に記載
の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項３０】
　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に円すい形に形づくられてい
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る、請求項２２～２９のいずれか１項に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【請求項３１】
　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に鐘形状をしている、請求項
２２～２９のいずれか１項に記載の荷電粒子ビーム発生器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、荷電粒子ビーム発生器に関する。本発明はさらに、荷電粒子ビームリソグラ
フィシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体産業では、高い精度と信頼性をもってより小さい構造体を製造する常に増大する
要望が存在する。リソグラフィは、そのような製造プロセスの重要な部分である。現在、
ほとんどの商業上のリソグラフィシステムは、光ビームと、その上にレジストのコーティ
ングを備えたウェーハなどのターゲットを露出するためのパターンデータを再生する手段
としてのマスクを使用する。マスクレスリソグラフィシステムでは、荷電粒子ビームレッ
トは、そのようなターゲット上にパターンを転写するために使用される。ビームレットは
、希望のパターンを得るために個々に制御可能である。
【０００３】
　しかしながら、商業的に実用的であるべきそのような荷電粒子リソグラフィシステムに
とって、それらは、ある最小のスループットを扱う必要がある。すなわち、時間あたりに
処理されるウェーハの枚数は、光学的リソグラフィシステムで一般に処理される時間あた
りのウェーハの枚数よりはるかに低くあってはならない。さらに、荷電粒子リソグラフィ
システムは、低い許容誤差を満たす必要がある。低い許容誤差を満たす要請と組み合わさ
った比較的高いスループットの組み合わせは挑戦している。
【０００４】
　より高いスループットは、より多くのビームレット、したがって、多くの電流を使用す
ることによって得られる。しかしながら、多くのビームレットの取り扱いは、より多くの
制御回路類の必要を招く。さらに、電流の増大は、リソグラフィシステムのコンポーネン
トと相互作用するより多くの荷電粒子を招く。回路類と、コンポーネント上への荷電粒子
の衝突の両方は、リソグラフィシステム内のそれぞれのコンポーネントの加熱を引き起こ
す。そのような加熱は、リソグラフィシステム内のパターニングプロセスの精度を低下さ
せる。最悪のシナリオでは、そのような加熱は、リソグラフィシステム内の一つ以上のコ
ンポーネントが機能するのを停止させる。
【０００５】
　さらに、非常に多数のビームレットの使用は、ビームレット間の相互作用たとえばクー
ロン相互作用のために、容認できない不正確さの危険を増大させる。そのような危険は、
発生源とターゲットの間の経路を短縮することによって低減される。短縮は、荷電粒子経
路に沿ったより強い電場を使用することによって達成され、それは、荷電粒子リソグラフ
ィシステムのある電極に高電圧を印加することの結果である。高電圧の使用は、リソグラ
フィシステム内のコンポーネントが偶然に帯電されるという危険を誘発し、それは、シス
テムの信頼性の危険になる。
【０００６】
　最後に、リソグラフィシステムのビームレットの数を増大させることによって引き起こ
される電流の増大は、電子光学カラム中の圧力に対する要求を増大させる。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の目的は、圧力および高電圧管理に関して改善された性能を有している非常に多
数のビームレットを荷電粒子マルチビームレットリソグラフィシステムに提供することで
ある。この目的のため、本発明は、この明細書に説明されるとともに添付の特許請求の範
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囲で請求される荷電粒子リソグラフィシステムと荷電粒子ビーム発生器を提供する。
【０００８】
　現在発明された原理は、さまざまな手法で実施に移され得ることは明白である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明のさまざまな側面が、図面に示された実施形態に関連してさらに説明される。
【００１０】
　［００１０］
【図１】図１は、荷電粒子マルチビームレットリソグラフィシステムの一実施形態の簡略
概略図である。
【図２Ａ】図２Ａは、メイン真空チャンバー中の投影カラムのいくらかのコンポーネント
を示している簡略図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、メイン真空チャンバー中の投影カラムのいくらかのコンポーネント
を示している簡略図である。
【図３】図３は、中間真空チャンバーを備えた荷電粒子リソグラフィシステムの別の実施
形態を示している。
【図４】図４は、荷電粒子ビーム発生器を概略的に示している。
【図５】図５は、ビーム発生器の全体像を概略的に示している。
【図６】図６は、その中に磁気シールド装置が設けられた図５のビーム発生器を示してい
る。
【図７】図７は、真空チャンバーセパレーションを備えた図６のビーム発生器を示してい
る。
【図８】図８は、別仕様の真空チャンバーセパレーションを備えた図６のビーム発生器を
示している。
【図９】図９は、発生源チャンバーとコリメーターの基礎的なレイアウトを磁気シールド
装置と一緒に示している。
【図１０】図１０は、コリメーターシステムの一実施形態の断面図を示している。
【図１１】図１１は、図１０のコリメーターの高尚な断面図を示している。
【図１２】図１２は、スプリング要素と冷却装置内の空洞との間の可能な接続の断面上面
図を示している。
【図１３】図１３は、本発明の一実施形態によるビーム発生器の高尚な側面図を示してい
る。
【図１４】図１４は、図１３のビーム発生器の第一の側断面図を示している。
【図１５】図１５は、図１３のビーム発生器の第二の側断面図を示している。
【図１６】図１６は、図１３のビーム発生器の別の高尚な側面図を示している。
【図１７】図１７は、図１３のビーム発生器中のコリメーターシステムの一部分を冷却す
るために使用されるチャンネルの装置の高尚な側面図を示している。
【図１８】図１８は、図１３のビーム発生器のまた別の高尚な側面図を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下は、本発明のさまざまな実施形態の説明であり、単なる例として図面を参照して与
えられる。
【００１２】
　図１は、荷電粒子リソグラフィ装置１の一実施形態の簡略概略図を示している。その種
のリソグラフィシステムは、たとえば、米国特許第６，８９７，４５８号、第６，９５８
，８０４号、第７，０１９，９０８号、第７，０８４，４１４号、第７，１２９，５０２
号、米国特許出願公開２００７／００６４２１３号、同時係属米国特許出願６１／０３１
，５７３号、６１／０３１，５９４号、６１／０４５，２４３号、６１／０５５，８３９
号、６１／０５８，５９６号、６１／１０１，６８２号に説明されおり、それらはすべて
、本発明の所有者に譲渡され、参照によってそっくりそのままここに組み込まれる。
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【００１３】
　図１に示された実施形態では、リソグラフィ装置１は、複数のビームレットを生成する
ためのビームレット発生器２と、ビームレットをパターニングして変調ビームレットを形
成するためのビームレット変調器８と、変調ビームレットをターゲット１３の表面上に投
影するためのビームレット投影器を備えている。ビームレット発生器２は、一般に、荷電
粒子ビーム４を作り出すための発生源３を備えている。図１では、発生源３は、実質的に
一様に拡大する荷電粒子ビーム４を作り出す。以下、本発明の実施形態は、電子ビーム露
出装置に関連して論じられる。したがって、発生源３は、電子発生源３と呼ばれることが
あり、また、ビーム４は、電子ビーム４と呼ばれることがある。図１に描かれたものと同
様なシステムが、異なるタイプの放射と共に、たとえば、イオンビームを作り出すための
イオン源を使用することによって、使用されてよいと理解されなければならない。
【００１４】
　図１に示された実施形態では、ビームレット発生器２は、電子発生源３によって作り出
された電子ビーム４をコリメートするためのコリメーターレンズ５と、複数のビームレッ
ト７を形成するための開口アレイ６をさらに備えている。コリメーターレンズ５は、任意
のタイプのコリメート光学系であってよい。コリメートの前に、電子ビーム４は、ダブル
オクタポール（図示せず）を通ってもよい。好ましくは、開口アレイ６は、複数の貫通穴
が設けられたプレートを備えている。開口アレイ６は、電子ビーム４の一部を遮断するが
、電子ビーム４の一部分は、複数の電子ビームレット７を作り出すように複数の穴を通っ
て開口アレイ６を通過する。システムは、多数のビームレット１２２、好ましくは約１０
，０００ないし１，０００，０００のビームレットを生成する。
【００１５】
　図１の実施形態のビームレット変調器または変調システム８は、ビームレットブランカ
ーアレイ９と、ビームレットストップアレイ１０を備えている。ビームレットブランカー
アレイ９は、電子ビームレット７の一つ以上を偏向するための複数のブランカーを備えて
いる。偏向および非偏向電子ビームレット７は、ビームストップアレイ１０に到達し、そ
れは複数の開口を有している。ビームレットブランカーアレイ９とビームストップアレイ
１０は、ビームレット７を遮断または通過させるように一緒に動作する。一般に、ビーム
レットブランカーアレイ９がビームレット７を偏向するならば、それは、ビームストップ
アレイ１０中の対応の開口を通り抜けず、その代りに遮断される。しかしながら、ビーム
レットブランカーアレイ９がビームレット７を偏向しないならば、それは、ビームストッ
プアレイ１０中の対応の開口を通過する。あるいは、ビームレット７は、ビームレットブ
ランカーアレイ９中の対応のブランカーによる偏向に対してビームレットストップアレイ
１０を通り抜け、それらが偏向されないならば、ビームレットストップアレイ１０によっ
て遮断されてもよい。ビームレット７をブランカーアレイ９の平面内に合焦させるため、
リソグラフィシステム１は、コンデンサーレンズアレイ２０を備えていてもよい。
【００１６】
　ビームレット変調器８は、制御ユニット６０によって供給されるパターンデータ入力に
基づいてビームレット７にパターンを提供するようになっていてよい。制御ユニット６０
は、データストレージユニット６１と、読み出しユニット６２と、データ変換ユニット６
３を備えている。制御ユニット６０は、システムの残りから離して、たとえばクリーンル
ームの外部に配置されていてよい。パターンデータは、光ファイバー６４によって搬送さ
れてよい。光ファイバー６４の光送信端は、一つ以上のファイバーアレイ１５に組み立て
られていてよい。それから、パターンデータ搬送光ビーム１４は、ビームレットブランカ
ーアレイ９上に設けられた、フォトダイオードなどの対応の受光素子上に投影される。そ
のような投影は、直接おこなわれても、図１に投影レンズ６５によって概略的に表わされ
た投影システムによっておこなわれてもよい。投影レンズ６５などのそのような投影シス
テム中の一つ以上の要素は、ビームレットブランカーアレイ９中の対応の光感応素子に対
するデータ搬送光ビーム１４の適切な整列および／または合焦を可能にする位置決めデバ
イス１７によって、制御ユニット６０の制御下で移動可能であってよい。
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【００１７】
　光感応素子は、一つ以上のブランカーに接続されており、光信号を異なるタイプの信号
たとえば電気信号に変換するようになっている。パターンデータ搬送光ビーム１４は、ビ
ームレットブランカーアレイ９内の一つ以上のブランカーのためのデータを搬送する。し
たがって、パターンデータは、パターンデータ搬送光ビームによってブランカーに送られ
て、ブランカーがそこを通過する荷電粒子ビームレット７をパターンにしたがって変調す
ることを可能にする。
【００１８】
　ビームレット変調器８を出る変調ビームレットは、ビームレット投影器によってターゲ
ット１３のターゲット表面上に投影される。ビームレット投影器は、変調ビームレットを
ターゲット表面上に走査するためのビームレット偏向器アレイ１１と、変調ビームレット
をターゲット表面上に合焦させるための投影レンズの一つ以上のアレイを備えている投影
レンズ装置１２を備えている。ターゲット１３は、一般に移動可能ステージ２４上に置か
れ、その移動は、制御ユニット６０などの制御ユニットによって制御される。
【００１９】
　リソグラフィ用途については、ターゲットは、通常、荷電粒子感応層またはレジスト層
が設けられたウェーハからなる。レジストフィルムの一部は、荷電粒子すなわち電子のビ
ームレットの照射によって化学的に改変される。その結果、膜の照射部分は、現像液に多
かれ少なかれ可溶性になり、ウェーハ上にレジストパターンをもたらす。続いて、ウェー
ハ上のレジストパターンは、すなわち、半導体製造の分野で知られている、インプメンテ
ーション、エッチングおよび／または堆積ステップによって下層に転写されることが可能
である。明らかに、照射が均一でない場合、レジストは、均一に現像されず、パターンに
誤りをもたらすことがある。したがって、高品質投影は、再現可能な結果物を提供するリ
ソグラフィシステムを得ることに関連がある。
【００２０】
　偏向器アレイ１１と投影レンズ装置１２は、シングルエンドモジュールに統合されてよ
い。そのようなエンドモジュールは、好ましくは、挿入可能交換可能ユニットとして構成
される。挿入可能交換可能ユニットはさらに、ビームレットストップアレイ１０を有して
いてよい。
【００２１】
　偏向器アレイ１１は、ビームレットストップアレイ１０を通過する各ビームレット７を
偏向するようになっている走査偏向器アレイの形を取っていてよい。偏向器アレイ１１は
、比較的小さい駆動電圧の印加を可能にする複数の静電気偏向器を備えていてよい。偏向
器アレイ１１は、投影レンズ装置１２の上流に描かれているが、偏向器アレイ１１は、投
影レンズ装置１２とターゲット表面１３の間に配置されてもよい。
【００２２】
　したがって、投影レンズ装置１２は、偏向器アレイ１１による偏向の前または後に、ビ
ームレット７を合焦させるようになっていてよい。好ましくは、合焦は、直径が約１０な
いし３０ナノメートルの幾何学的なスポットサイズをもたらす。そのような好ましい実施
形態では、投影レンズ装置１２は、好ましくは、約１００～５００倍、もっとも好ましく
は、可能な限り大きい、たとえば３００～５００倍の範囲内の縮小率を提供するようにな
っている。この好ましい実施形態では、投影レンズ装置１２は、好都合に、ターゲット表
面１３の近くに配置される。
【００２３】
　荷電粒子リソグラフィ装置１は、真空環境中で動作する。真空は、荷電粒子ビームによ
ってイオン化され発生源に引き付けられるようになることがある、また、解離し機械部品
上に堆積されることがある、また、荷電粒子ビームを分散させることがある粒子状物質を
除去するために望ましい。一般に、少なくとも１０－６のｂａｒの真空が必要とされる。
好ましくは、荷電粒子発生源３を含むビームレット発生器２、ビームレット変調器８、ビ
ームレット投影器システム、移動可能ステージ２４を含め、リソグラフィ装置１の主要要
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素はすべて、共通真空チャンバー中に収容されている。これらの主要要素はまた、電子光
学カラム、または単にカラムと称され、図１中に破線ボックス１８によって概略的に表わ
されている。
【００２４】
　一実施形態では、荷電粒子発生源環境は、１０－１０ｍｂａｒまでの相当に高い真空に
差動的に引かれる。そのような実施形態では、発生源３は、個別のチャンバーすなわち発
生源チャンバー中に配置されていてよい。発生源チャンバー中の圧力レベルを引き下げる
ことは、以下の手法でおこなわれてよい。第一に、真空チャンバーと発生源チャンバーが
、真空チャンバーのレベルに引かれる。それから、発生源チャンバーが、好ましくは化学
のゲッターによって当業者に知られている手法で、希望の低い圧力に追加的に引かれる。
ゲッターのような再生的で化学的ないわゆる受動ポンプを使用することによって、発生源
チャンバー内の圧力レベルは、この目的のための真空ターボポンプの必要なく、真空チャ
ンバー中の圧力レベルよりも低いレベルにまで引かれることが可能である。ゲッターの使
用は、そのような目的のために真空ターボポンプやその類似物が使用された場合の音響お
よび／または機械振動に真空チャンバーの内部やすぐ外側の近辺がさらされることを回避
する。
【００２５】
　図２Ａと図２Ｂは、メイン真空チャンバー中の投影カラムのいくらかのコンポーネント
を示している簡略図である。図２Ａは、メインチャンバーが約２×１０－６ｍｂａｒ、中
間チャンバーが約４×１０－９ｍｂａｒ、発生源チャンバーが約１０－９ｍｂａｒにある
システムにおける好ましい動作真空圧力を示している。図２Ｂは、炭化水素分圧が、メイ
ンチャンバー中では約７×１０－８ｍｂａｒ、中間チャンバー中では約１０－１０ｍｂａ
ｒ、発生源チャンバー中では約１０－１１ｍｂａｒであるシステムにおける炭化水素汚染
物質の一般的な結果の分圧の計算を示している。
【００２６】
　図２Ａと図２Ｂに示された実施形態では、発生源３は、個別の発生源チャンバー１０２
中に配置されており、この実施形態では、コリメーター７２と、第一の開口アレイ要素（
ＡＡ）からマルチ開口アレイ（ＭＡＡ）までの開口アレイ要素は、中間チャンバー１０３
中に配置されている。代替実施形態はまた、中間チャンバー１０３中のビームレットブラ
ンカーアレイ要素を有しており、それにより、ブランカーアレイ要素のはるかに小さい開
口が、中間チャンバーとメインチャンバーの間に開口を形成している。別の実施形態では
、第一の開口アレイ要素（ＡＡ）は、中間チャンバーとメインチャンバーの間に開口を形
成しており、残りの開口アレイ要素は、メインチャンバー中に配置されている。
【００２７】
　図３は、中間真空チャンバーを備えた荷電粒子リソグラフィシステムの別の実施形態を
示している。リソグラフィシステムは、メイン真空チャンバー１０１中に閉じ込められて
いる。リソグラフィシステムは、真空環境中で動作する。真空は、荷電粒子ビームによっ
てイオン化され発生源に引き付けられるようになることがある、また、解離しリソグラフ
ィシステムのコンポーネント上に堆積されることがある、また、荷電粒子ビームを分散さ
せることがある粒子状物質を除去するために望ましい。約２×１０－６ｍｂａｒの真空が
好ましい。真空環境を維持するため、荷電粒子リソグラフィシステムは、メイン真空チャ
ンバー１０１中に配置されている。図３は簡略図であり、通常、メイン真空チャンバー中
に配置されるリソグラフィシステムの多くのコンポーネント、たとえばショートストロー
ク、ロングストロークウェファーステージほかは図示されていないことに注意されたい。
【００２８】
　荷電粒子発生源３は、発生源真空チャンバー１０２中に配置されており、それが今度は
メイン真空チャンバー１０１に配置されている。これは、発生源チャンバー１０２中の環
境が、メインチャンバー１０１よりも相当に高い真空に、たとえば１０－１０ｍｂａｒに
まで差動的に引かれることを可能にする。図３にはただ一つの発生源３だけが図示されて
いるが、発生源チャンバー１０２は、二つ以上の発生源を収容していてもよい。発生源チ
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ャンバー１０２内の高い真空は、発生源３の寿命を延ばし、荷電粒子ビームと干渉する発
生源チャンバー中の気体の影響を弱めることがあり、いくつかのタイプの発生源にとって
は、それらの機能のために必要とされることがある。一般に、発生源は電子発生源である
。熱ディスペンサータイプ発生源が使用されてよい。
【００２９】
　発生源チャンバー中の高い真空は、発生源チャンバー内を循環する自由分子の低下をも
たらす。発生源チャンバー中の自由分子を制限することは、水蒸気などのメインチャンバ
ーからの汚染物質を制限し、露出されているレジストコートウェーハから放出される炭化
水素が制限されることが可能になり、発生源チャンバー中のコンポーネント上への電子ビ
ーム誘起堆積（ＥＢＩＤ）を低減する。
【００３０】
　図３のシステムはまた、メインチャンバー１０１中に配置されている中間チャンバー１
０３を有している。この実施形態では、中間チャンバーは、コリメート系５（たとえば、
ただ一つのコリメーター電極または図３中に描かれた二つ以上のコリメーターレンズ５ａ
，５ｂ，５ｃであってよい）と、第一の開口アレイ要素６を収容している。図２Ａに示さ
れた実施形態のように、追加開口アレイ要素が中間チャンバーに含まれていてもよい。
【００３１】
　発生源および中間チャンバーは、チャンバーを、発生源のための上部セクションと、中
間チャンバーを備えている底部セクションに分割する壁を備えた単一の真空チャンバーと
して構成されていてもよい。発生源３から第一の開口アレイ６までの距離の一般的な寸法
は、約３００ｍｍである。
【００３２】
　中間チャンバー１０３の環境は、メインチャンバーと発生源チャンバーの真空レベルの
間の中間圧力に差動的に引かれる。たとえば、システムは、メインチャンバーが約２×１
０－６ｍｂａｒにあり、中間チャンバーが約４×１０－９ｍｂａｒにあり、発生源チャン
バーが約１０－９ｍｂａｒにあって動作されてよい。発生源チャンバーと同様に、この高
い真空は、中間チャンバー内を循環する自由分子の低下をもたらし、水蒸気や放出炭化水
素などのメインチャンバーからの汚染物質を制限し、中間チャンバー中のコンポーネント
上へのＥＢＩＤを低減する。
【００３３】
　発生源チャンバー１０２は、中間チャンバー１０３とメインチャンバー１０１の中への
荷電粒子ビーム４の透過を可能にするため、発生源チャンバー１０２の壁に開口１０５を
備えている。発生源チャンバーは、必要であれば、すなわち、発生源チャンバー内の圧力
レベルが真空チャンバー中の圧力レベルよりもはるかに低い圧力レベルに維持される必要
があるならば、開口１０５を閉じるためのバルブ１０６を備えていてもよい。たとえば、
バルブ１０６は、真空チャンバーがたとえば点検修理目的のために開かれる場合に閉じら
れてよい。その場合、発生源チャンバー内は高い真空レベルに維持され、それは、リソグ
ラフィ装置の停止時間を改善し得る。発生源チャンバー内の圧力レベルが十分になるまで
待つ代わりに、いま、発生源チャンバーに必要とされるレベルよりも高い希望の圧力レベ
ルまで真空チャンバーが引かれる必要があるだけである。バルブ１０６は、圧電アクチュ
エーターたとえばＰｈｙｓｉｋｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｅモデルＮ－２１４またはＮ－２１
５ＮＥＸＬＩＮＥ（登録商標）から構成されてよい作動ユニット１０６ａによって制御さ
れてよい。
【００３４】
　荷電粒子ビーム４の透過を可能にする発生源チャンバー１０２の開口１０５は、大型ビ
ームを発するため比較的大きい必要がある。この開口の大きさは、２６ｍｍ×２６ｍｍの
リソグラフィシステムカラムに必要とされる丸いビームの実質的割合になり、この大きい
開口は大き過ぎて、メインチャンバー１０１から発生源チャンバー１０２への圧力降下、
すなわち発生源チャンバー中の１０－９ｍｂａｒからメインチャンバー中の２×１０－６

ｍｂａｒへの圧力差を維持することができない。中間真空チャンバー１０３は、この大き
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い圧力差が維持されることを可能にする中間圧力環境を作り出す。
【００３５】
　中間チャンバーは、荷電粒子ビームを受け入れるための、発生源チャンバー開口１０５
に対応する開口部１０７と、メインチャンバーの中への荷電粒子ビームレットの透過を可
能にする中間チャンバーとメインチャンバーの間の開口部１０を有している。必要であれ
ば、たとえば、メイン真空チャンバーが点検修理目的のために開かれる場合に開口１０８
を閉じるためのバルブ１０９が設けられていてよい。中間（および発生源）チャンバー内
が高い真空レベルに維持されることが可能であり、それは、ポンプ停止時間を低減するこ
とによってリソグラフィ装置の停止時間を改善することができる。それは、中間および発
生源チャンバーに必要とされるレベルよりも高い希望の圧力レベルまでメイン真空チャン
バーだけが引かれる必要があるだけであるからである。バルブ１０９は、圧電アクチュエ
ーターから構成されてよい作動ユニット１０９ａによって制御される。
【００３６】
　中間チャンバー１０３は、中間チャンバーとメインチャンバーの間の開口１０８が第一
の開口アレイ要素によって形成されるように構成されてよい。これは、中間チャンバーの
壁の一部分を第一の開口アレイ要素６ときつくはまるように形成することによって達成さ
れることが可能である。たとえば、第一の開口アレイの外側エッジを収容する凹部が中間
チャンバー壁に形成されてよい。このようにして、開口１０８の大きさは大幅に低減され
、開口のエリアは、第一の開口アレイの複数の非常に小さい開口を備えている。開口１０
８のこの大幅に低減された大きさは、中間チャンバー１０２とメインチャンバー１０１の
間に、はるかに大きい差のある圧力が維持されることを可能にする。
【００３７】
　リソグラフィシステムは、メンテナンスのしやすさを可能にするため、好ましくはモジ
ュール式様式に設計されている。主要サブシステムは、好ましくは、自己完結型取り外し
可能モジュールに構成されており、それにより、それらは、他のサブシステムに対して可
能な限り小さい外乱で、リソグラフィ機械装置から取り外されることが可能である。これ
は、機械装置へのアクセスが制限されている、真空チャンバー中に閉じ込められたリソグ
ラフィ機械装置にとって特に有利である。したがって、欠陥のあるサブシステムが、他の
システムを不必要に分離したり妨害したりすることなく、すばやく取り外され交換される
ことが可能である。図３に示された実施形態では、これらのモジュール式サブシステムは
、コンデンサーレンズアレイ７４と、マルチ開口アレイ７５と、ビームレットブランカー
アレイ９と、ビームストップアレイ１０と投影レンズアレイ１２を有している投影光学モ
ジュールを有しているビームスイッチングモジュールを有していてよい。これらのモジュ
ールは、整列フレームに対してスライドして出入りするように設計されている。各モジュ
ールは、多数の電気信号および／または光信号と、その動作のための電力を必要とする。
真空チャンバーの内側のモジュールは、一般にチャンバーの外側に配置された制御システ
ムから、これらの信号を受け取る。真空チャンバーは、制御システムから真空ハウジング
の中に信号を搬送するケーブルを、ケーブルのまわりの真空シールを維持しながら受け入
れるための開口またはポートを有している。各モジュールは、好ましくは、そのモジュー
ルに専用の一つ以上のポートを通って取り回された電気、光学および／または電力ケーブ
ル接続の集まりを有している。これは、特定のモジュールが、他のモジュールのいずれか
のためのケーブルを邪魔することなく、分離され取り外され交換されることを可能にする
。
【００３８】
　メイン真空チャンバー１０１は、放出口と真空ポンプシステム１１１を備えている。発
生源チャンバー１０２は、それ自体の放出口１１２とポンプ１１３を備えており、また、
中間チャンバー１０３も、放出口１１４とポンプ１１５を備えている。ポンプ１１３，１
１５は、メインチャンバーの外部に出して概略的に図示されている。これは、振動がリソ
グラフィシステムに供給されることをもたらすことがある。チャンバー１０２，１０３中
の真空のレベルのため、これらのチャンバー中の分子をメインチャンバーの外側に放出す



(11) JP 6219374 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

ることなく捕獲するため、化学的またはゲッターポンプが使用されてよい。クライオジェ
ニックポンプもこれらのチャンバーに使用されてよいが、チャンバーの小さいサイズのた
めに除外されることがある。
【００３９】
　システム中の圧力レベルを引き下げることは、以下の手法でおこなわれてよい。第一に
、メインチャンバー１０１と中間チャンバー１０３と発生源チャンバー１０２が、メイン
チャンバー１０１のレベルに引かれる。これは、メイン真空チャンバー１０１のポンプシ
ステム１１１によって完全にまたは主におこなわれてよい。ポンプシステム１１１は、メ
インチャンバーに専用の一つ以上の真空ポンプを有していてもよいし、一つ以上の真空ポ
ンプが、いくつかの個別のリソグラフィシステムのいくつかのメイン真空チャンバーの間
で共有されてもよい。各メインチャンバーは、小さい真空ポンプを有していてもよいし、
大型真空ポンプを共有していてもよい。メイン真空チャンバー中の真空を実現する二つ以
上のポンプを使用する能力は、真空運転の信頼性を改善し得る真空ポンプ代理機能性を作
り出す。ある真空ポンプが誤動作するならば、別の真空ポンプがその機能を引き継ぐこと
が可能である。
【００４０】
　メイン真空チャンバー中の真空は、ターボ真空ポンプによって生成されることが可能で
あるが、クライオポンプシステムが使用されてもよい。メインチャンバー中の真空を形成
するのを支援するためにメインチャンバー中の水蒸気を捕らえるため、たとえば一つ以上
のクライオポンプシールド１１７の形をした水蒸気クライオポンプがメイン真空チャンバ
ー１０１中に含まれていてよい。これは、適切な真空を作り出すために必要とされる真空
ポンプの大きさを低減し、ポンプ停止時間を低減し、可動部を使用しないため、他のタイ
プの低温（＜４Ｋ）システムによって一般に引き起こされる振動を持ち込まない。好まし
くは、（一つまたは複数の）真空ポンプが最初に作動され、クライオポンプシステムの作
動がそれに続く。クライオポンプシステムに先立った真空ポンプシステムの作動は、より
効率的な真空引き手順と、さらなる効率向上をもたらし、（一つまたは複数の）真空ポン
プは、所定の期間たとえばあらかじめ定められたしきい値を下回る圧力値を得るために要
する時間の後にメイン真空チャンバーから切り離されてよい。真空ポンプの切り離しの後
、クライオポンプシステムは、真空の生成を完了するために動作し続ける。
【００４１】
　それから、中間チャンバーと発生源チャンバーは、好ましくは当業者に知られている手
法の化学的ゲッターによって、希望の低い圧力に追加的に引かれる。ゲッターのような再
生的で化学的ないわゆる受動ポンプを使用することによって、中間チャンバーと発生源チ
ャンバー内の圧力レベルは、真空ターボポンプの必要なく、メインチャンバー中の圧力レ
ベルよりも低いレベルにまで引かれることが可能である。ゲッターの使用は、そのような
目的のために真空ターボポンプが使用された場合の音響および／または機械振動に真空チ
ャンバーの内部やすぐ外側の近辺がさらされることを回避する。
【００４２】
　メインチャンバーは、最初、チャンバーの内側の大気を取り除くことによって引かれる
。ポンプ引きは、クライオポンプシールドまたは同様の方法を使用し、チャンバー中に残
る分子を可能な限り捕獲することによって続く。これは、メインチャンバー中を循環する
分子を「捕獲」し、これらの分子が中間チャンバーと発生源チャンバーに入ることを防止
することをもたらす。メインチャンバーと中間チャンバーの間に開口を形成する開口アレ
イの一つの開口を使用し、それにより開口の大きさを低減することによって、メインチャ
ンバー中の（比較的多くの）分子が中間チャンバー中に入る機会も低減される。同様に、
発生源および中間チャンバー間の開口は、分子が発生源チャンバーに入る機会をさらに少
ない量に制限する。メインチャンバーと中間チャンバーを分離する開口アレイの使用は、
チャンバー間の高い圧力差を可能にし、メインチャンバーから中間チャンバーの中へ、さ
らに先の発生源チャンバーへ移動する汚染物質分子を低減する。
【００４３】
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　メインチャンバーは、中間および発生源チャンバーよりもはるかに大きく、炭化水素や
水や他の汚染物質分子を放出源である多くのコンポーネントを収容している。炭化水素を
最も強力な放出源は、リソグラフィシステムによって露出されたレジストコートウェーハ
である。これらの炭化水素は、荷電粒子と相互作用し、ＥＢＩＤ（電子ビーム誘起堆積）
堆積物を形成する。汚染物質の支配的な成長は一般に開口にあり、汚染物質はＥＢＩＤ処
理によって成長される。電極上の電流密度は、開口上よりもはるかに低い。
【００４４】
　中間チャンバーは、特に開口の縁における汚染物質およびＥＢＩＤ成長による開口劣化
を制限することを支援する。汚染問題、すなわち開口径の低減を引き起こす開口中のＥＢ
ＩＤ成長は、開口アレイにおけるよりもビームストップ（炭化水素放出源に近い）におい
てさらに深刻であるが、炭化水素分圧とＥＢＩＤ成長の影響はまた、ウェーハからさらに
遠くに配置された開口アレイ上においても顕著であり、開口の掃除を必要とすることがあ
る。開口アレイ要素の一つの開口によって形成された中間チャンバー１０３とメインチャ
ンバー１０１の間の開口１０８を有していることによって、発生源および中間チャンバー
とメインチャンバーとの間で大きい圧力差が維持されることが可能である。さらに、図２
Ｂに示されるように、炭化水素分圧は、中間チャンバー中では非常に低いレベルにまで、
発生源チャンバー中ではさらに低いレベルにまで、非常に著しく低減される。この低い炭
化水素分圧は、これらのチャンバー中に配置された開口アレイと他のコンポーネント上に
おけるＥＢＩＤ成長を大幅に低減する。
【００４５】
　本発明のアイデアは、二つのアスペクトを一つの設計に組み合わせて、それにより、二
つのアスペクトのおのおのが最小のスペックすなわち最大圧力を満たすことである。これ
らの二つのアスペクトは、発生源チャンバーとメインチャンバーの間の必要圧力差を維持
し、中間および発生源チャンバー中への汚染物質の進入を、特に、これらのチャンバーの
炭化水素分圧を低減し、また、ＥＢＩＤ成長を低減することによって低減することである
。中間チャンバーの使用で、炭化水素などの汚染物質による中間および発生源チャンバー
中のコンポーネントの汚染は、事前の計算によればおよそ１００だけ落ちると予想される
。
【００４６】
　図４は、荷電粒子ビーム発生器を概略的に示している。ビーム発生器は、発散荷電粒子
ビームを生成するための荷電粒子発生源３と、荷電粒子ビームを屈折させるためのコリメ
ーターシステムと、開口アレイ６を備えている。コリメーターシステムは、三つのレンズ
５ａ，５ｂ，５ｃを備えているアインツェルレンズと、追加レンズ５ｄを備えている。開
口アレイ６は、発生源３によって生成されたビームから複数の荷電粒子ビームレットを形
成するようになっている。加えて、ビーム発生器は、中間チャンバー１０３に関連して図
３に描かれたポンプシステムなどのポンプシステムの一つ以上の開口を備えている。開口
は、（真空）ポンプ１１５への接続のための図３に描かれた放出口１１４などの放出口と
して使用される注入口の形を取っていてよい。一つ以上の開口は、ポンプシステムの統合
部品を形成してもよいし、一つ以上の開口は、ポンプシステム内の一つ以上のポンプに接
続可能であってもよい。図４に描かれた実施形態などのいくつかの実施形態では、一つ以
上の開口は、一つ以上のポンプ２２０の一部であり、ポンプ２２０はビーム発生器に含ま
れている。ポンプは、チタンサブリメーションポンプなどのゲッターポンプやサブリメー
ションポンプであってよい。以下では、一つ以上のポンプ２２０がビーム発生器に含まれ
ている実施形態が論じられる。
【００４７】
　コリメーターシステム内の一つ以上のレンズ、一般にレンズ５ｂと５ｄは、高電圧、た
とえば５００ｅＶよりも高い電圧で動作する。電極５ｂ、すなわちアインツェルレンズ装
置の中央電極は、荷電粒子ビームを屈折させるために使用されてよい。このレンズに適し
た電圧は、１５～２５ｋＶ、たとえば約２０ｋＶであってよい。レンズ５ａ，５ｃは、０
Ｖに維持されてよい。追加レンズ５ｄは、後に論じられるように、収差を補正するために
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使用されてよい。レンズ５ｄは、はるかに低い電圧、たとえば約１ｋＶで動作してよい。
【００４８】
　システム内の非明示コンポーネント上の高電圧の存在は望ましくない。なぜならば、た
とえば、そのような電圧は、望ましくなく、しばしば予測不能な方法で荷電粒子ビームに
影響を及ぼす追加の場を作り出すからである。したがって、レンズ５ａ～５ｄは、この実
施形態ではさらに開口アレイ６も、シールド装置２０１内に存在する高電圧から、装置２
０１の外側のコンポーネントをシールドするための高電圧シールド装置２０１内に配置さ
れている。さらに、使用中に存在する荷電粒子ビームは、ビームの均一性に負の影響を及
ぼしたり、追加の収差を持ち込んだりすることがある高電圧シールド装置２０１の外側の
個所から発生する場から保護される。好ましくは、シールド装置２０１は、ワイヤーメッ
シュ構造体を備えている。いくつかの小さい開口を備えた閉じた構造体に代わるワイヤー
メッシュ構造体の使用は、適切な真空圧力を得るためにシールド装置２０１内の容積が容
易に引かれることが可能であるということである。
【００４９】
　一つ以上のポンプ２２０は、一つ以上のポンプが帯電するのを避けるため、シールド装
置２０１の外側に配置されている。荷電粒子ビームは、特に開口プレート６からの荷電粒
子の後方散乱の結果として熱を生成する。その結果、一つ以上のポンプ２２０も加熱され
、それらの効率に影響することがある。他のコンポーネントの動作も、加熱によって負の
影響を受けることがある。したがって、ビーム発生器は、コリメーターシステム内に生成
された熱などの熱を取り除くための冷却装置２０３をさらに備えている。冷却装置２０３
は、高電圧シールド装置２０１と一つ以上のポンプ２２０を取り囲んでいる。その結果、
一つ以上のポンプ２２０は、高電圧シールド装置２０１と冷却装置２０３の間に配置され
ている。冷却装置２０３は、それを通って水などの冷却液が流れ得る一つ以上の冷却チャ
ネル２０４を備えていてよい。冷却液が流れる冷却チャネルによる能動的冷却の使用は、
熱伝導材料に作られたヒートシンクと比較して、熱伝達を向上させる。
【００５０】
　好ましくは、磁気シールド装置２０５は冷却装置２０３を取り囲んでいる。磁気シール
ド装置２０５の使用は、荷電粒子ビームに影響を及ぼすことがある外部磁場を遮断する。
好ましくは、磁気シールド装置２０５は、約２０，０００よりも大きい透磁率をもつ磁気
シールド材料からなる一つ以上の壁を備えている。好ましくは、磁気シールド材料は、約
３００，０００よりも大きい透磁率を有している。最も好ましくは、磁気シールド材料は
また、低い残留磁気を有している。磁気シールド材料の例としては、これに限定されない
が、一種のミューメタルとＮａｎｏｖａｔｅＴＭ－ＥＭがある。
【００５１】
　磁気シールド装置２０５は、荷電粒子ビームと干渉する装置２０５内のワイヤーによっ
て生成される磁場を遮断しない。そのようなワイヤーは、たとえば電極５ｂ，５ｄを帯電
させるために存在している。この理由のため、磁気シールド装置２０５内のワイヤーは直
線であり、コリメーターシステムの中心に対して径方向に向けられている。さらに、ワイ
ヤーは、異なるワイヤーの磁場が可能な限り多く互いに相殺するようになっている。磁気
シールド装置２０５の外側では、ワイヤーの向きは重要でない。なぜならば、ワイヤーに
よってこれらの個所に生成される磁場は、装置２０５によって遮断されるからである。磁
気シールド装置２０５は、必ずしも閉じた構造体である必要がないことに注意されたい。
特に底部では、装置２０５は、図４に破線によって示されるように、開いていてよい。
【００５２】
　高電圧シールド装置２０１と冷却装置２０３と磁場シールド装置２０５を含むすべての
コンポーネントは、真空チャンバー１０１内に置かれていてよい。リソグラフィ装置の一
部分に対しての個別の真空チャンバーの使用は、モジューラ設計に役立ち得る。真空チャ
ンバー内のすべてのコンポーネントは、たとえば互いに対して整列されており、製造環境
に向けての輸送に先立ってテストされてもよい。
【００５３】
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　図５は、ビーム発生器の全体像を概略的に示している。好ましくは、発生源３は、コリ
メーターが存在しているエリア１０３よりも高い真空のエリア１０２に配置されている。
図５～８では、コリメーターは、参照番号３００を伴うブロックとして概略的に描かれて
いる。コリメーターは、足２３１をもつ支柱構造体２３０によって支持されている。好ま
しくは、支柱構造体２３０は、いわゆるＡ構造体の形を取っている。支柱構造体２３０は
、フレーム２４０に接続されていてよい。真空を確立するため、ビーム発生器は、初期ポ
ンプダウンのための一つ以上のポート２５０，２５１を備えている。参照番号２６０は、
冷却液および／またはワイヤーに結合するために配されたフランジを指している。
【００５４】
　図６は、磁気シールド装置２０５が設けられた図５のビーム発生器を示している。シー
ルド装置２０５は、発生源３とコリメーター３００のまわりの筒状ボックスの形を取って
いてよく、上部が閉じられていて、底部が開いていてよい。見られ得るように、シールド
装置２０５の単なる使用は、磁気シールド以外のための遮断構造体を形成するであろう。
たとえば、ワイヤーと冷却液チューブが、通過できなくてもよい。さらに、シールド装置
２０５は、好ましくは、コンポーネントが容易に交換および／または維持されることが可
能であるような方法で装着されている。
【００５５】
　図７は、真空チャンバーセパレーションを備えた図６のビーム発生器を示している。特
に、プレート３１０、好ましくは金属板は、第一の真空チャンバー１０２と第二の真空チ
ャンバー１０３を作り出しており、第一の真空チャンバー１０２は好ましくは第二の真空
チャンバー１０３よりも低い圧力にある。ポート２５０はいま、真空チャンバー１０２を
引くために使用され、一方、ポート２５１は、真空チャンバー１０３を引くために使用さ
れる。プレートは、リング３２５によって支持されている。
【００５６】
　図８は、真空チャンバーセパレーションの別の実施形態を備えた図６のビーム発生器を
示している。この場合、第一の真空チャンバー１０２を作り出すため、発生源３のまわり
に構造体３１５が装着されている。構造体３１５も、リング３２５によって支持されてい
てよい。
【００５７】
　図７と図８に示されたビーム発生器の実施形態では、磁気シールド装置２０５のシール
ド構造体は中断されている。図９は、発生源チャンバー１０２とコリメーター３００の基
本的なレイアウトを、第一の真空チャンバー１０２と第二の真空チャンバー１０３の間の
真空漏れが制限される、すなわち、その負の影響が容認可能であるような方法で配された
シールド装置２０５と一緒に示している。いま構造体３１５は、第一の真空チャンバー１
０２と第二の真空チャンバー１０３の間に追加壁３１７を備えていることに注意されたい
。さらに、シールドが中断される個所では、シールドプレートは、ある距離にわたって互
いに平行に延びているように形成されている。
【００５８】
　図１０は、コリメーターシステムの一実施形態の断面図を示している。図１０に描かれ
た実施形態では、コリメーターシステムは、その中に空洞をもつ本体を備えており、空洞
は、空洞の表面がアインツェルレンズの外側電極５ａ，５ｃとして働くように構成されて
いる。アインツェルレンズの中央電極５ｂは、図１１と図１２を参照して論じられるよう
に、スペーサーによって、たとえば三つ以上のスプリング要素によって空洞内の所定位置
に維持され得る。好ましくは、本体は冷却装置２０３を形成している。そのような場合、
好ましくは、本体は、冷却液、たとえば水の流れを収容するための一つ以上の冷却チャネ
ル（図１１に示される）を備えている。
【００５９】
　図１０に描かれた実施形態では、上側電極５ａはさらに、上流に配置されている発生源
３がアインツェルレンズの中央電極５ｂによって生成される電場から効果的に保護される
ように形づくられている。中央電極５ｂは、発生源によって生成された荷電粒子ビームを
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屈折させるために使用される。いくつかの実施形態では、したがって、中央電極５ｂに形
成されている中央開口は、実質的に円すい形に形づくられており、または、図１０に描か
れるように、実質的に鐘形状をしている。
【００６０】
　断面図はさらに、高電圧シールド２０１と一つ以上のポンプ２２０の存在を示している
。最後に、図１０に描かれた実施形態では、空洞内の下側位置に、追加電極５ｄが存在し
ている。この追加電極５ｄは、収差補正に使用され得る。この電極５ｄの図示された形状
は、開口アレイから後方散乱する低エネルギー電子に斥力をさらに提供し得る。したがっ
て、空洞に再び入る電子が少なくなり、そのことがＥＢＩＤを低減する。アインツェルレ
ンズの中央電極５ｂと同様、追加電極５ｄは、図１１と図１２を参照して論じられるよう
に、スペーサーによって、たとえば三つ以上のスプリング要素によって空洞に接続されて
いる。
【００６１】
　図１１は、図１０のコリメーターシステムの高尚な断面図を示している。冷却装置２０
３は、冷却液の流れの収容するための一つ以上の冷却チャネル３４０を備えている。図１
１の実施形態では、冷却チャネルは、レーザードリルとレーザ溶接を使用して、カバー３
４５が設けられた溝である。あるいは、冷却チャネルは、ろう付けなどのこの分野で知ら
れている一つ以上の他の技術によって製造されてもよい。冷却チャネルはまた、好ましく
は、矢印によって示されるように、鉛直方向に冷却する。
【００６２】
　図１１はさらに、コリメーターを支持するための支柱構造体２３０が、所定の位置に配
置されているボール２３２と合う足２３１を備えていることを示している。そのようなボ
ール２３２の使用は、リソグラフィシステム中の異なるモジュールの互いに対する整列を
可能にする。
【００６３】
　さらに、図１１は、アインツェルレンズの中央電極５ｂと追加電極５ｄを空洞の表面と
接続するためのスプリング要素３２０を示している。スプリング要素３２０の可能な向き
を示しているそのような装置の断面図が、図１２に概略的に描かれている。
【００６４】
　図１３は、本発明の一実施形態によるビーム発生器４００の高尚な側面図を示している
。ビーム発生器はハウジングを備えており、それは、この実施形態では、フランジ４０２
によって互いに接続されている三つの部品４０１ａ，４０１ｂ，４０１ｃを備えている。
ハウジング部４０１ａは発生源３を収容しており、ハウジング部４０１ｂは、三つの電極
５ａ，５ｂ，５ｃを有しているアインツェルレンズを収容しており、ハウジング部４０１
ｃは、収差補正のための追加電極５ｄを収容している。
【００６５】
　ハウジングの外側において、冷却装置によって使用される冷却液の供給と除去を提供す
るための接続が可能である。適切な冷却液は水である。冷却液の供給のための供給チュー
ブなどの供給ユニットが、流体供給導管４０７ａの注入口４０５ａに接続され得る。同様
に、冷却液の除去のためのチューブなどの流体除去ユニットが、流体除去導管４０７ｂの
放出口４０５ｂに接続され得る。
【００６６】
　ハウジングはさらに、高電圧源ユニット４０８の支持体を提供している。高電圧源ユニ
ット４０８は、アインツェルレンズの中央電極５ｂにそれを介して高電圧が印加されるワ
イヤー４０９を包含している。加えて、追加電極５ｄに高電圧が印加されてもよい。ワイ
ヤーは、放電を回避するために絶縁構造体４１０によって適切に絶縁されている。
【００６７】
　ビーム発生器４００は真空チャンバー中に配置されている。真空チャンバー中の圧力は
、ビーム発生器４００のハウジングに接続されているポンプ４１１によって低減され得る
。



(16) JP 6219374 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

【００６８】
　図１１を参照して既に論じられたように、支柱構造体２３０と足２３１が、ビーム発生
器４００を支持するために使用されてよい。
【００６９】
　図１４は、図１３のビーム発生器の第一の側断面図を示している。発生源３は、個別の
発生源チャンバー１０２中に置かれている。発生源チャンバー１０２中の圧力は、一つ以
上のポンプ４１２によって調節され得る。アインツェルレンズ電極５ａ，５ｂ，５ｃの形
状と大きさは、図１１に示されそれを参照して説明された電極と同様である。ビーム発生
器は、高電圧シールド装置２０１の後方に、使用中のビームが通り抜ける空洞の周囲に配
された多連ポンプ２２０を備えている。この実施形態の高電圧シールド装置２０１はワイ
ヤーメッシュ構造体を備えている。ワイヤーメッシュ構造体の使用は、高電圧からの十分
なシールドを提供し、また同時に、適切な真空圧を作り出すために高電圧シールド装置２
０１内の空間にポンプ２２０が十分にアクセスすることを可能にしている。
【００７０】
　ポンプ２２０は、ハウジング部４０１ｂ，４０１ｃの内に形成されたチャンバー内の圧
力を効果的に調節し、それらは、図２ａと図２ｂと図３を参照して論じられたような中間
チャンバーであってよい。図３の中間チャンバー１０３と比較した違いは、ハウジング部
４０１ｂ，４０１ｃの内部によって形成された中間チャンバー内に開口アレイ６が置かれ
ていないということである。
【００７１】
　図１５は、図１３のビーム発生器の第二の側断面図を示している。この断面図には、ビ
ーム発生器の冷却装置の部分が描かれている。特に、図１５は、冷却液の供給を提供する
ための注入口４０５ａと流体供給導管４０７ａの一部分のほか、ビーム発生器に熱を吸収
した後の冷却液の除去のための放出口４０５ｂと流体除去導管４０７ｂの一部分を示して
いる。
【００７２】
　熱は、アインツェルレンズ内の高い場の存在によってだけ生成されるだけではない。特
に、開口アレイ６がアインツェルレンズのすぐそばに、たとえば追加電極５ｄのすぐ下ま
たはすぐ上に置かれている場合、後方散乱荷電粒子が、システム内に熱発生を引き起こす
。そのような熱発生は、アインツェルレンズの下側電極５ｃに限られるだけでなく、アイ
ンツェルレンズの上側電極５ａに深刻に影響することもある。ビーム発生器中のコリメー
ターシステムの一部分を冷却するためのチャンネルの装置の一実施形態が図１７を参照し
て説明される。
【００７３】
　図１６は、図１３のビーム発生器の別の高尚な側面図を示している。この図には複数の
チューブスプリッター４０６が示されており、それらは、冷却液のストリームを冷却装置
の異なる部分に分割する。いくつかの実施形態では、冷却装置は、三つのセグメントに分
割されている。そして、冷却装置の上側セグメントは、アインツェルレンズの上側電極５
ａの冷却のために配されていてよい。そして、冷却装置の中央のセグメントは、アインツ
ェルレンズの下側電極５ｃの冷却のために配されていてよい。最後に、冷却装置の下側セ
グメントは、追加電極５ｄの冷却のために使用されてよい。追加電極５ｄがない実施形態
では、より少ないセグメントが使用され得ることが理解されるであろう。
【００７４】
　現在示されている実施形態では、アインツェルレンズの中央電極５ｂは、冷却液によっ
て能動的に冷却されない。
【００７５】
　図１７は、図１３のビーム発生器中のコリメーターシステムの一部分を冷却するために
使用されるチャンネルの装置の高尚な側面図を示している。このチャンネル装置は、前に
論じられたような三つのセグメントを有している冷却装置の上側セグメントとしての使用
に特に適している。図１７は、チューブを描いているように見えるけれども、冷却のため
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のインフラストラクチャーは、好ましくは、適切な熱伝導をもつ固体構造体内に形成され
たチャンネルによって形成されている。
【００７６】
　水などの冷却液がチャンネル４１７ａを介して供給される。冷却液は、コリメーターレ
ンズの本体内に形成された空洞の周囲に実質水平方向に進む。周囲に沿って、複数の側方
チャンネルが、チャンネル４１７ａを介して供給された冷却液の一部分の続いて起こる、
実質鉛直方向に下向きの、チャンネル４１７ａ中の流れ方向に対して実質反対方向に実質
水平の、実質鉛直方向に上向きの、実質水平方向に径方向内向きの、実質鉛直方向に上向
きの、実質水平方向に径方向外向きの搬送を手配している。最後に、側方チャンネルは、
コリメーターレンズの本体内に形成された空洞の周囲に沿った進んで装置の外に流れ出る
チャンネル４１７ｂで終端している。示されたチャンネル装置は、大量の熱を吸収するの
に適している。特にアインツェルレンズの上側電極５ａに対する、鉛直方向に沿った熱吸
収の大きさは、アインツェルレンズの上側電極５ａの最適な厚さを大きく決めることがあ
る。
【００７７】
　図１８は、図１３のビーム発生器のまた別の高尚な側面図を示している。この図には、
ワイヤーの接続を配するためのパネル４２０が示される。加えて、この図は、逆ウェイト
４３０の存在を示している。逆ウェイト４３０は、より予測可能な特性をもつ安定構造体
を可能にするようにビーム発生器の質量中心を適合させるために使用され得る。
【００７８】
　図１３～１８を参照して論じられた実施形態などのいくつかの実施形態では、コリメー
ターレンズ内の空洞は、ほとんど閉じた特徴をもつチャンバーを形成しており、すなわち
、コリメーターレンズを取り囲んでいるハウジングは、限定された開口を有している。そ
の結果、一つ以上のポンプ放出口、いくつかの実施形態ではポンプ２２０の一部は、空洞
内に比較的低い真空圧力、たとえば約１０－６ｂａｒの圧力を作り出しえるが、１０－１

０ｂａｒまでの低い圧力が達成可能である。コリメーターレンズ内の低い圧力は、荷電粒
子ビームに悪影響を与えるだけでなく、発生源３上へのイオンの実際の衝突をもたらすこ
とがある残余の分子のイオン化を低減する。そのような衝突は、発生源３の寿命をひどく
制限することがあり、したがって、不所望である。
【００７９】
　上に論じられたいくらかの実施形態への言及によって本発明が説明された。これらの実
施形態は、本発明の趣旨と範囲から逸脱することなく、さまざまな修正と代替形態がこの
分野の当業者には可能であることが認められるであろう。したがって、特定の実施形態が
説明されたが、これらは単なる例であり、本発明の範囲を限定するものではなく、それは
、添付の特許請求の範囲において定められる。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載の事項を、そのまま、付記しておく。
　［１］　ターゲット（１３）を露出するための荷電粒子リソグラフィシステム（１）で
あって、
　・荷電粒子ビームを生成するための荷電粒子ビーム発生器と、
　・前記荷電粒子ビームから複数のビームレットを形成するための開口アレイ（６）と、
　・前記ビームレットをターゲットの表面上に投影するためのビームレット投影器（１２
）を備えており、
　前記荷電粒子ビーム発生器は、
　・発散荷電粒子ビームを生成するための荷電粒子発生源（３）と、
　・前記発散荷電粒子ビームを屈折させるためのコリメーターシステム（５ａ，５ｂ，５
ｃ，５ｄ；７２；３００）と、
　・前記コリメーターシステムから熱を取り除くための冷却装置（２０３）を備えており
、前記冷却装置は、前記コリメーターシステムの少なくとも一部を取り囲んでいる本体を
備えている、リソグラフィシステム。
　［２］　前記荷電粒子発生源は、第一の真空チャンバー（１０２）中に配置されており
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、前記コリメーターシステムと前記冷却装置は、第二の真空チャンバー（１０３）中に配
置されている、［１］のリソグラフィシステム。
　［３］　前記ビーム発生器は、前記リソグラフィシステムの露出真空チャンバー内に含
まれている、［１］または［２］のリソグラフィシステム。
　［４］　前記冷却装置は、空洞が設けられた閉じた本体を備えている、先行請求項のい
ずれかひとつのリソグラフィシステム。
　［５］　前記冷却装置は、前記コリメーターシステムの少なくとも一部と統合されてい
る、先行請求項のいずれかひとつのリソグラフィシステム。
　［６］　前記コリメーターシステムは、主に閉じた壁をもつチャンバーを形成している
、先行請求項のいずれかひとつのリソグラフィシステム。
　［７］　前記コリメーターシステムは、三つの電極（５ａ，５ｂ，５ｃ）を備えている
アインツェルレンズを備えている、先行請求項のいずれかひとつのリソグラフィシステム
。
　［８］　前記アインツェルレンズ電極の中央電極（５ｂ）は、前記アインツェルレンズ
電極の外側電極（５ａ，５ｃ）に対して正電位のために用意されている、［７］のリソグ
ラフィシステム。
　［９］　前記アインツェルレンズの前記外側電極（５ａ，５ｃ）は、グラウンド電位に
ある包含物のために用意されている、［８］のリソグラフィシステム。
　［１０］　前記アインツェルレンズの少なくとも上側電極（５ａ）には、冷却液を導く
ための一つ以上の冷却導管が設けられている、［７］～［９］のいずれかひとつのリソグ
ラフィシステム。
　［１１］　前記一つ以上の冷却導管の少なくとも一部分は、使用中の前記荷電粒子ビー
ムに面する電極の表面またはそのすぐそばに実質鉛直方向に延びている、［１０］のリソ
グラフィシステム。
　［１２］　前記アインツェルレンズの外側電極は、冷却液を導くための一つ以上の冷却
導管を備えている、［７］～［９］のいずれかひとつのリソグラフィシステム。
　［１３］　前記冷却液は、液体、好ましくは水である、［１０］～［１２］のいずれか
ひとつのリソグラフィシステム。
　［１４］　前記冷却導管の少なくとも一部分は実質的に、使用中の前記荷電粒子ビーム
の光学軸に対して実質垂直かつ遠のく径方向に延びている、［１０］～［１３］のいずれ
かひとつのリソグラフィシステム。
　［１５］　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に円すい形に形づ
くられている、［７］～［１４］のいずれかひとつのリソグラフィシステム。
　［１６］　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に鐘形状をしてい
る、［７］～［１４］のいずれかひとつのリソグラフィシステム。
　［１７］　先行請求項のいずれかひとつに記載の荷電粒子リソグラフィシステムに使用
される荷電粒子ビーム発生器であって、
　・発散荷電粒子ビームを生成するための荷電粒子発生源（３）と、
　・前記発散荷電粒子ビームを屈折させるためのコリメーターシステム（５ａ，５ｂ，５
ｃ，５ｄ；７２；３００）と、
　・前記コリメーターシステムから熱を取り除くための冷却装置（２０３）を備えており
、前記冷却装置は、前記コリメーターシステムの少なくとも一部を取り囲んでいる本体を
備えている、発生器。
　［１８］　前記荷電粒子発生源は第一の真空チャンバー（１０２）中に配置されており
、前記コリメーターシステムと前記冷却装置は第二の真空チャンバー（１０３）中に配置
されている、［１７］の発生器。
　［１９］　前記冷却装置は、空洞が設けられた閉じた本体を備えている、［１７］また
は［１８］の発生器。
　［２０］　前記冷却装置は、前記コリメーターシステムの少なくとも一部と統合されて
いる、［１７］～［１９］のいずれかひとつの発生器。
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　［２１］　前記コリメーターシステムは、主に閉じた壁をもつチャンバーを形成してい
る、［１７］～［２０］のいずれかひとつの発生器。
　［２２］　前記コリメーターシステムは、三つの電極（５ａ，５ｂ，５ｃ）を備えたア
インツェルレンズを備えている、［１７］～［２１］のいずれかひとつの発生器。
　［２３］　前記アインツェルレンズ電極の中央電極（５ｂ）は、前記アインツェルレン
ズ電極の外側電極（５ａ，５ｃ）に対する正電位のために用意されている、［２２］の発
生器。
　［２４］　前記アインツェルレンズの前記外側電極（５ａ，５ｃ）は、グラウンド電位
にある包含物のために用意されている、［２３］の発生器。
　［２５］　前記アインツェルレンズの少なくとも上側電極（５ａ）には、冷却液を導く
ための一つ以上の冷却導管が設けられている、［２２］～［２４］のいずれかひとつの発
生器。
　［２６］　前記一つ以上の冷却導管の少なくとも一部分は、使用中の前記荷電粒子ビー
ムに面する電極の表面またはそのすぐそばに実質鉛直方向に延びている、［２５］の発生
器。
　［２７］　前記アインツェルレンズの前記外側電極は、冷却液を導くための一つ以上の
冷却導管を備えている、［２２］～［２４］のいずれかひとつの発生器。
　［２８］　前記冷却液は、液体、好ましくは水である、［２５］～［２７］のいずれか
ひとつの発生器。
　［２９］　前記冷却導管の少なくとも一部分は実質的に、使用中の前記荷電粒子ビーム
の光学軸に対して実質垂直かつ遠のく径方向に延びている、［２５］～［２８］のいずれ
かひとつの発生器。
　［３０］　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に円すい形に形づ
くられている、［２２］～［２９］のいずれかひとつの発生器。
　［３１］　上側電極は中央開口を有しており、前記中央開口は実質的に鐘形状をしてい
る、［２２］～［２９］のいずれかひとつの発生器。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８０】
【特許文献１】米国特許第６，８９７，４５８号
【特許文献２】米国特許第６，９５８，８０４号
【特許文献３】米国特許第７，０１９，９０８号
【特許文献４】米国特許第７，０８４，４１４号
【特許文献５】米国特許第７，１２９，５０２号
【特許文献６】米国特許出願公開２００７／００６４２１３号
【特許文献７】同時係属米国特許出願６１／０３１，５７３号
【特許文献８】同時係属米国特許出願６１／０３１，５９４号
【特許文献９】同時係属米国特許出願６１／０４５，２４３号
【特許文献１０】同時係属米国特許出願６１／０５５，８３９号
【特許文献１１】同時係属米国特許出願６１／０５８，５９６号
【特許文献１２】同時係属米国特許出願６１／１０１，６８２号



(20) JP 6219374 B2 2017.10.25

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】 【図４】



(21) JP 6219374 B2 2017.10.25

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(22) JP 6219374 B2 2017.10.25

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(23) JP 6219374 B2 2017.10.25

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(24) JP 6219374 B2 2017.10.25

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０１Ｊ   37/12     　　　　        　　　　　

(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(72)発明者  ファン・フェーン、アレクサンダー・ヘンドリク・ビンセント
            オランダ国、エヌエル－３０３９　イーアール　ロッテルダム、スタッドハウデルスプライン　２
            ７シー
(72)発明者  ウルバヌス、ウィレム・ヘンク
            オランダ国、エヌエル－４１０１　ゼット・ジェイ・キュレムボルク、ウェスタージンゲル　１８

    審査官  植木　隆和

(56)参考文献  特開２００１－１１８４９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９４３１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２８２７９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１０８８４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５３０３１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４７５８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　７／２０　　　　
              Ｈ０１Ｊ　　３７／３０５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

