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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リソグラフィ投影装置の焦点補正を決定する方法であって、
試験基板上の複数のグローバル補正マークの各々について焦点依存特性を測定してフィ
ールド間焦点変動情報を決定するステップと、
前記フィールド間焦点変動情報からフィールド間焦点補正を計算するステップと、
前記試験基板上の複数のフィールド内補正マークの各々について焦点依存特性を測定し
てフィールド内焦点変動情報を決定するステップと、
前記フィールド内焦点変動情報からフィールド内焦点補正を計算するステップと、を含
み、
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前記グローバル補正マークが複数のグローバル補正フィールド内に配置され、各グロー
バル補正フィールドがフィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光されてお
り、前記フィールド内補正マークが複数のフィールド内補正フィールド内に配置され、各
フィールド内補正フィールドがフィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光
されており、
フィールド間効果とフィールド内効果の両方の補正が得られるように、前記フィールド
内焦点補正を決定するために前記フィールド間焦点変動情報が用いられ、又は前記フィー
ルド間焦点補正を決定するために前記フィールド内焦点変動情報が用いられる、方法。
【請求項２】
前記グローバル補正マークは、各グローバル補正フィールド内のサブセットに配置され
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、前記傾斜した焦点オフセットによって、各サブセットについて、各グローバル補正マー
クが異なる焦点オフセットで露光され、前記焦点オフセットが前記サブセットに沿って略
直線的に変化し、
前記サブセットの各々について最適な焦点が決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記グローバル補正マークの前記露光焦点オフセットに対する前記サブセットに含まれ
る各グローバル補正マークの各測定された焦点依存特性をプロットし、前記焦点依存特性
への焦点感度が最小になる場所を決定することによって、各サブセットの前記最適な焦点
が決定される、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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前記焦点依存特性は、クリティカルディメンションに関連する、請求項１乃至請求項３
のうち何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
リソグラフィ投影プロセスで使用するための焦点補正を決定するリソセルであって、前
記装置は、
試験基板上で、各々が複数のグローバル補正マークを含む複数のグローバル補正フィー
ルドを、各フィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光するとともに、各々
が複数のフィールド内補正マークを含む複数のフィールド内補正フィールドを、各フィー
ルド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光するように動作可能なリソグラフィ装
置と、
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前記複数のグローバル補正マークの各々について焦点依存特性を測定するとともに、前
記複数のフィールド内補正マークの各々について焦点依存特性を測定するように動作可能
な検査装置と、
前記複数のグローバル補正マークの各々について前記測定された焦点依存特性からフィ
ールド間焦点変動情報を決定し、前記フィールド間焦点変動情報からフィールド間焦点補
正を計算するとともに、前記複数のフィールド内補正マークの各々について前記測定され
た焦点依存特性からフィールド内焦点変動情報を決定し、前記フィールド内焦点変動情報
からフィールド内焦点補正を計算するように動作可能なプロセッサと、を備え、
前記プロセッサは、フィールド間効果とフィールド内効果の両方の補正を得るために、
前記フィールド間焦点変動情報を用いて前記フィールド内焦点補正を決定し、又は前記フ
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ィールド内焦点変動情報を用いて前記フィールド間焦点補正を決定するように構成されて
いる、リソセル。
【請求項６】
前記リソグラフィ装置は、前記グローバル補正マークが各グローバル補正フィールド内
のサブセットに配置されるようにかつ前記グローバル補正フィールドを露光するように動
作可能であり、前記傾斜した焦点オフセットによって、各サブセットについて、各グロー
バル補正マークが異なる焦点オフセットで露光され、前記焦点オフセットが前記サブセッ
トに沿って略直線的に変化し、
前記プロセッサは、前記サブセットの各々について最適な焦点を決定するように動作可
能である、請求項５に記載のリソセル。
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【請求項７】
前記プロセッサは、前記グローバル補正マークの前記露光焦点オフセットに対する前記
サブセットに含まれる各グローバル補正マークの各測定された焦点依存特性をプロットし
、前記焦点依存特性への焦点感度が最小になる場所を決定することによって、各サブセッ
トの前記最適な焦点を決定するように動作可能である、請求項５又は請求項６に記載のリ
ソセル。
【請求項８】
前記焦点依存特性は、クリティカルディメンションに関連する、請求項５乃至請求項７
のうち何れか１項に記載のリソセル。
【請求項９】
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リソグラフィ投影装置の焦点補正を決定する方法であって、前記方法は、
複数のフィールド内補正フィールド内に配置され、変動する焦点を用いて露光されてい
る、試験基板上の複数のフィールド内補正マークの各々の焦点依存特性を測定してフィー
ルド内焦点変動情報を決定するステップと、
前記フィールド内焦点変動情報から前記フィールド内焦点補正を計算するステップと、
を含み、
前記フィールド内焦点補正を計算するステップは、スキャンアップ−スキャンダウン効
果を考慮するステップを含み、それによって、測定されたパラメータがリソグラフィプロ
セス中の前記スキャン方向の依存性の変動を示す、方法。
【請求項１０】
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前記フィールド内焦点補正を計算するステップは、各フィールド内の場所での平均フィ
ールド内焦点オフセットと、各フィールド内の場所でのスキャンアップ−スキャンダウン
効果から生じる差と、によって、前記フィールド内焦点変動情報をモデル化するステップ
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記フィールド内焦点補正を計算するステップは、格子プレートが前記リソグラフィ装
置の一部を形成する結果として誘導される格子プレート焦点誤差を別に考慮するステップ
を含む、請求項９又は請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記格子プレート焦点誤差がウェーハ象限ごとに誘導され、
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前記フィールド内焦点補正を計算するステップは、フィルタを用いて、前記格子プレー
ト焦点誤差を含むフィールド内焦点変動情報をモデル化して前記試験基板の特定の象限を
フィルタリングするステップを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
リソグラフィ投影プロセスで使用するための焦点補正を決定するリソセルであって、前
記装置は、
試験基板上に、複数のフィールド内補正フィールドに配置され、フィールドごとに擬似
ランダム化焦点及びドーズ量設定で露光されている複数のフィールド内補正マークを露光
するように動作可能なリソグラフィ装置と、
前記複数のフィールド内補正マークの各々について焦点依存特性を測定するように動作
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可能な検査装置と、
前記測定された焦点依存特性からフィールド内焦点変動情報を決定し、前記フィールド
内焦点変動情報からフィールド内焦点補正を計算するように動作可能なプロセッサと、を
備え、
フィールド内焦点補正を計算することが、スキャンアップ−スキャンダウン効果を考慮
することを含み、それによって、測定されたパラメータがリソグラフィプロセス中の前記
スキャン方向の依存性の変動を示す、リソセル。
【請求項１４】
前記プロセッサは、各フィールド内の場所での前記平均フィールド内焦点オフセットと
、各フィールド内の場所でのスキャンアップ−スキャンダウン効果から生じる差と、によ
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って、前記フィールド内焦点変動情報をモデル化するようにさらに動作可能である、請求
項１３に記載のリソセル。
【請求項１５】
前記プロセッサは、格子プレートが前記リソグラフィ装置の一部を形成する結果として
誘導される格子プレート焦点誤差を別に考慮するように動作可能である、請求項１３又は
請求項１４に記載のリソセル。
【請求項１６】
前記格子プレート焦点誤差がウェーハ象限ごとに誘導され、
前記プロセッサは、フィルタを用いて、前記格子プレート焦点誤差を含むフィールド内
焦点変動情報をモデル化することによって前記フィールド内焦点補正を計算して前記試験
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基板の特定の象限をフィルタリングするように動作可能である、請求項１５に記載のリソ
セル。
【請求項１７】
好適な装置上で実行されると請求項１乃至請求項４のうち何れか１項に記載の方法を実
行するように動作可能なプログラム命令を含む、コンピュータプログラム。
【請求項１８】
好適な装置上で実行されると請求項９乃至請求項１２のうち何れか１項に記載の方法を
実行するように動作可能なプログラム命令を含む、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
関連出願の相互参照
[0001]

本出願は、２０１１年８月３１日出願の米国仮特許出願第６１／５２９，５８６

号の利益を主張し、全体を参照により本明細書に組み込むものとする。
【０００２】
[0002]

本発明は、例えば、リソグラフィ技術によるデバイス製造において利用可能な検

査方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
[0003]

リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板に、通常は基板のターゲット部分に
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適用する機械である。リソグラフィ装置は、例えば、集積回路（ＩＣ）の製造に使用可能
である。このような場合、代替的にマスク又はレチクルとも呼ばれるパターニングデバイ
スを使用して、ＩＣの個々の層上に形成すべき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ーハ）上のターゲット部分（例えば１つ又は幾
つかのダイの一部を含む）に転写することができる。パターンの転写は通常、基板に設け
た放射感応性材料（レジスト）の層への結像により行われる。一般的に、１枚の基板は、
順次パターンが与えられる隣接したターゲット部分のネットワークを含んでいる。従来の
リソグラフィ装置は、パターン全体をターゲット部分に１回で露光することによって各タ
ーゲット部分が照射される、いわゆるステッパと、基板を所与の方向（「スキャン」方向
）と平行あるいは逆平行に同期的にスキャンしながら、パターンを所与の方向（「スキャ
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ン」方向）に放射ビームでスキャンすることにより、各ターゲット部分が照射される、い
わゆるスキャナとを含む。パターンを基板にインプリントすることによっても、パターニ
ングデバイスから基板へとパターンを転写することが可能である。
【０００４】
[0004]

リソグラフィプロセスを監視するために、パターン形成された基板のパラメータ

が測定される。パラメータは、例えば、パターン形成された基板内又は基板上に形成され
た連続する層間のオーバレイ誤差と、現像された感光性レジストの限界線幅と、を含んで
もよい。この測定は、製品基板及び／又は専用のメトロロジーターゲット上で実行できる
。走査型電子顕微鏡及び様々な専用ツールの使用を含め、リソグラフィプロセスで形成さ
れた微細構造を測定するための様々な技術がある。専用のインスペクションツールの高速
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で非破壊的な一形態が、放射ビームを基板表面上のターゲットに誘導し、散乱又は反射し
たビームの特性を測定するスキャトロメータである。基板によって反射又は散乱する前と
後のビームの特性を比較することで基板の特性を決定できる。これは、例えば反射ビーム
を既知の基板特性に関連付けられた既知の測定値のライブラリに記憶されたデータと比較
することによって実行できる。２つの主要なタイプのスキャトロメータが知られている。
分光スキャトロメータは、広帯域放射ビームを基板上に誘導し、特定の狭い角度範囲に散
乱した放射のスペクトル（波長の関数としての強度）を測定する。角度分解スキャトロメ
ータは、単色放射ビームを使用して散乱した放射の強度を角度の関数として測定する。
【０００５】
[0005]

リソグラフィプロセスを用いたデバイス製造において、各マスクパターンは、通
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常、合焦したターゲット部分上に投影される。実際、これは基板のターゲット部分が投影
システムによって投影される空間像のベストフォーカス平面内に位置するということを意
味する。リソグラフィにおけるクリティカルディメンション（ＣＤ）（すなわち、変動が
トランジスタのゲート幅などのフィーチャの物理的特性の望ましくない変動を引き起こす
１つ以上のフィーチャの寸法）が微細化するにつれて、基板全体及び基板間の両方での焦
点の一貫性がますます重要になる。
【０００６】
[0006]

焦点をモニタするためにアライメントシステムの使用が提案され、これは、様々

な異なる焦点設定、すなわち、投影システムに対する基板の位置にある正常アライメント
マーカに対する周知の位置にある印刷焦点感応性アライメントマーカを含む。正常アライ
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メントマーカに対する焦点感応性アライメントマーカの位置が測定され、焦点誤差を表す
アライメントオフセット（ＡＯ）を決定することができる。
【０００７】
[0007]

リソグラフィツールにおける焦点制御の品質の検証方法の１つは、レベリング検

証試験（ＬＶＴ）の使用である。ＬＶＴ試験は上部に糊付けされたガラスウェッジを有す
る特殊なレチクルを用いて二重テレセントリックレンズ上に局所的に非テレセントリック
照明を作成する。この非テレセントリック照明を用いてガラスウェッジの下に位置するＸ
ＰＡアライメントマークの空間像のデフォーカスｚの関数としてのｘ、ｙの横方向シフト
が生成される。ＸＰＡ基準マーク（ウェッジが上部にない状態で結像する）に対するこの
デフォーカスマークのアライメントシフトを測定することで、露光時点のデフォーカスを
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決定できる。
【０００８】
[0008]

ＬＶＴ試験の主要な欠点は、ウェーハの読み出しがリソグラフィツールそれ自体

の上に存在するアライメントシステムによって実行されるので、生産に利用可能な時間が
低減するということである。
【０００９】
[0009]

参照により本明細書に組み込まれるＵＳ２００９／０１３５３９号は、複数の検

証フィールドを有する試験基板の露光を含む焦点の別の測定方法を提案する。検証フィー
ルドの各々は複数の検証マーカを含み、検証フィールドは所定の焦点オフセットＦＯを用
いて露光される。現像後、検証マーカの各々のアライメントオフセットが測定され、転位
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焦点曲線を用いてデフォーカスデータに変換される。この方法を用いれば、ＬＶＴと比較
して最大５０倍（通常、ｄＸ，Ｙ／ｄＺ＝２０）の焦点対アライメントシフト感度が得ら
れる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
[0010]従来技術の問題の１つ以上に対処するより良い焦点補正を決定することが望ましい
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
[0011]

40

本発明の一態様によれば、リソグラフィ投影装置の焦点補正を決定する方法であ

って、該方法が、
試験基板上の複数のグローバル補正マークの各々について焦点依存特性を測定してフィ
ールド間焦点変動情報を決定するステップと、
上記フィールド間焦点変動情報からフィールド間焦点補正を計算するステップと、を含
み、
上記グローバル補正マークが複数のグローバル補正フィールド内に配置され、各グロー
バル補正フィールドがフィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光されてい
る方法が提供される。
本発明の第２の態様によれば、リソグラフィ投影プロセスで使用するための焦点補正を
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決定するリソセルであって、該装置が、試験基板上で、各々が複数のグローバル補正マー
クを含む複数のグローバル補正フィールドを、各フィールド全体にわたって傾斜した焦点
オフセットで露光するように動作可能なリソグラフィ装置と、複数のグローバル補正マー
クの各々について焦点依存特性を測定するように動作可能な検査装置と、上記測定された
焦点依存特性からフィールド間焦点変動情報を決定し、上記フィールド間焦点変動情報か
らフィールド間焦点補正を計算するように動作可能なプロセッサと、を備えるリソセルが
提供される。
【００１２】
[0012]

本発明の別の態様によれば、リソグラフィ投影装置の焦点補正を決定する方法で

あって、該方法が、複数のフィールド内補正フィールド内に配置され、変動する焦点を用
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いて露光されている、試験基板上の複数のフィールド内補正マークの各々の焦点依存特性
を測定するステップと、上記測定された焦点依存特性から、各フィールド内補正マークの
場所についてフィールド内焦点変動情報を決定するステップと、上記フィールド内焦点変
動情報から上記フィールド内焦点補正を計算するステップと、を含み、フィールド内焦点
補正を計算するステップがスキャンアップ−スキャンダウン効果を考慮するステップを含
み、それによって、測定されたパラメータがリソグラフィプロセス中の上記スキャン方向
の依存性の変動を示す方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
[0013]

対応する参照符号が対応する部分を示す添付の概略図を参照しながら以下に本発

20

明の実施形態について説明するが、これは単に例示としてのものに過ぎない。
【図１】リソグラフィ装置を示す。
【図２】リソグラフィセル又はクラスタを示す。
【図３】第１のスキャトロメータを示す。
【図４】第２のスキャトロメータを示す。
【図５】本発明のある実施形態で使用可能なレチクルを示す。
【図６】傾斜フィールドで露光された基板を示す。
【図７】Ｒｙ傾きがフィールド内のＸ位置の関数としてのフィールドの２つの特定の並び
のマークのＺ高さ位置を導入する方法の一例を示す。
【図８】１つのフィールドのマークの２つの並びの焦点オフセットに対するＭｉｄ−ＣＤ
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測定値のグラフである。
【図９】複数のフィールドの平均フィールド全体占有面積の決定ステップを示す。
【図１０】本発明のある実施形態による、計算されたウェーハ全体占有面積又はフィール
ド内占有面積を用いて側壁角度（ＳＷＡ）測定値におけるプロセス又はレチクル関連の影
響を補償する方法を示す。
【図１１ａ】本発明の実施形態による方法のフローチャートである。
【図１１ｂ】本発明の実施形態による方法のフローチャートである。
【図１１ｃ】本発明の実施形態による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
[0014]
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図１は、リソグラフィ装置を概略的に示したものである。この装置は、

−放射ビームＢ（例えばＵＶ放射又はＤＵＶ放射）を調節するように構成された照明シ
ステム（イルミネータ）ＩＬと、
−パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するように構築され、特定のパラ
メータに従ってパターニングデバイスを正確に位置決めするように構成された第１のポジ
ショナＰＭに接続された支持構造（例えばマスクテーブル）ＭＴと、
−基板（例えばレジストコートウェーハ）Ｗを保持するように構築され、特定のパラメ
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のポジショナＰＷに接続さ
れた基板テーブル（例えばウェーハテーブル）ＷＴと、
−パターニングデバイスＭＡによって放射ビームＢに付与されたパターンを基板Ｗのタ
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ーゲット部分Ｃ（例えば１つ以上のダイを含む）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）ＰＬと、
を備える。
【００１５】
[0015]

照明システムは、放射の誘導、整形、又は制御を行うための、屈折型、反射型、

磁気型、電磁型、静電型等の光学コンポーネント、又はその任意の組合せなどの種々のタ
イプの光学コンポーネントを含んでいてもよい。
【００１６】
[0016]

支持構造は、パターニングデバイスを支持、すなわちその重量を支えている。支

持構造は、パターニングデバイスの方向、リソグラフィ装置の設計等の条件、例えばパタ

10

ーニングデバイスが真空環境で保持されているか否かに応じた方法で、パターニングデバ
イスを保持する。この支持構造は、パターニングデバイスを保持するために、機械式、真
空式、静電式等のクランプ技術を使用することができる。支持構造は、例えばフレーム又
はテーブルでよく、必要に応じて固定式又は可動式でよい。支持構造は、パターニングデ
バイスが例えば投影システムなどに対して確実に所望の位置に来るようにできる。本明細
書において「レチクル」又は「マスク」という用語を使用した場合、その用語は、より一
般的な用語である「パターニングデバイス」と同義と見なすことができる。
【００１７】
[0017]

本明細書において使用する「パターニングデバイス」という用語は、基板のター

ゲット部分にパターンを生成するように、放射ビームの断面にパターンを与えるために使

20

用し得る任意のデバイスを指すものとして広義に解釈されるべきである。ここで、放射ビ
ームに与えられるパターンは、例えばパターンが位相シフトフィーチャ又はいわゆるアシ
ストフィーチャを含む場合、基板のターゲット部分における所望のパターンに正確には対
応しないことがある点に留意されたい。一般的に、放射ビームに与えられるパターンは、
集積回路などのターゲット部分に生成されるデバイスの特定の機能層に相当する。
【００１８】
[0018]

パターニングデバイスは透過性又は反射性でよい。パターニングデバイスの例に

は、マスク、プログラマブルミラーアレイ、及びプログラマブルＬＣＤパネルがある。マ
スクはリソグラフィにおいて周知のものであり、これには、バイナリマスク、レベンソン
型（alternating）位相シフトマスク、ハーフトーン型（attenuated）位相シフトマスク
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のようなマスクタイプ、さらには様々なハイブリッドマスクタイプも含まれる。プログラ
マブルミラーアレイの一例として、小さなミラーのマトリクス配列を使用し、そのミラー
は各々、入射する放射ビームを異なる方向に反射するよう個々に傾斜することができる。
傾斜したミラーは、ミラーマトリクスによって反射する放射ビームにパターンを与える。
【００１９】
[0019]

本明細書において使用する「投影システム」という用語は、使用する露光放射、

又は液浸液の使用や真空の使用などの他の要因に合わせて適宜、例えば屈折型光学システ
ム、反射型光学システム、反射型屈折光学システム、磁気型光学システム、電磁型光学シ
ステム及び静電型光学システム、又はその任意の組合せを含む任意のタイプの投影システ
ムを網羅するものとして広義に解釈されるべきである。本明細書において「投影レンズ」
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という用語を使用した場合、これはさらに一般的な「投影システム」という用語と同義と
見なすことができる。
【００２０】
[0020]

本明細書で示すように、本装置は、（例えば透過マスクを使用する）透過タイプ

である。あるいは、装置は、（例えば上記で言及したようなタイプのプログラマブルミラ
ーアレイを使用する、又は反射マスクを使用する）反射タイプでもよい。
【００２１】
[0021]

リソグラフィ装置は、２つ（デュアルステージ）又はそれ以上の基板テーブル（

及び／又は２つ以上のマスクテーブル）を有するタイプでよい。このような「マルチステ
ージ」機械においては、追加のテーブルを並行して使用するか、１つ以上の他のテーブル

50

(8)

JP 5864752 B2 2016.2.17

を露光に使用している間に１つ以上のテーブルで予備工程を実行することができる。
【００２２】
[0022]

リソグラフィ装置は、投影システムと基板との間の空間を充填するように、基板

の少なくとも一部を水などの比較的高い屈折率を有する液体で覆えるタイプでもよい。液
浸液は、例えばマスクと投影システムの間など、リソグラフィ装置の他の空間に適用する
こともできる。液浸技術は、投影システムの開口数を増加させるために当技術分野で周知
である。本明細書で使用する「液浸」という用語は、基板などの構造を液体に沈めなけれ
ばならないという意味ではなく、露光中に投影システムと基板の間に液体が存在するとい
うほどの意味である。
【００２３】
[0023]

10

図１を参照すると、イルミネータＩＬは放射源ＳＯから放射ビームを受ける。放

射源とリソグラフィ装置とは、例えば放射源がエキシマレーザである場合に、別々の構成
要素であってもよい。このような場合、放射源はリソグラフィ装置の一部を形成すると見
なされず、放射ビームは、例えば適切な誘導ミラー及び／又はビームエクスパンダなどを
備えるビームデリバリシステムＢＤを用いて、放射源ＳＯからイルミネータＩＬへと渡さ
れる。他の事例では、例えば放射源が水銀ランプの場合は、放射源がリソグラフィ装置の
一体部分であってもよい。放射源ＳＯ及びイルミネータＩＬは、必要に応じてビームデリ
バリシステムＢＤとともに放射システムと呼ぶことができる。
【００２４】
[0024]

イルミネータＩＬは、放射ビームの角度強度分布を調整するアジャスタＡＤを備
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えていてもよい。通常、イルミネータＩＬの瞳面における強度分布の外側及び／又は内側
半径範囲（一般にそれぞれ、σ‑outer及びσ‑innerと呼ばれる）を調整することができる
。また、イルミネータＩＬは、インテグレータＩＮ及びコンデンサＣＯなどの他の種々の
コンポーネントを備えていてもよい。イルミネータＩＬを用いて放射ビームを調節し、そ
の断面にわたって所望の均一性と強度分布とが得られるようにしてもよい。
【００２５】
[0025]

放射ビームＢは、支持構造（例えば、マスクテーブルＭＴ）上に保持されたパタ

ーニングデバイス（例えば、マスクＭＡ）に入射し、パターニングデバイスによってパタ
ーニングされる。マスクＭＡを横断した放射ビームＢは、投影システムＰＬを通過し、投
影システムＰＬは、ビームを基板Ｗのターゲット部分Ｃ上に合焦させる。第２のポジショ
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ナＰＷと位置センサＩＦ（例えば、干渉計デバイス、リニアエンコーダ、二次元エンコー
ダ、又は容量センサ）を用いて、基板テーブルＷＴは、例えば、様々なターゲット部分Ｃ
を放射ビームＢの経路に位置決めできるように正確に移動できる。同様に、第１のポジシ
ョナＰＭと別の位置センサ（図１には明示されていない）を用いて、マスクライブラリか
らの機械的な取り出し後又はスキャン中などに放射ビームＢの経路に対してマスクＭＡを
正確に位置決めできる。一般に、マスクテーブルＭＴの移動は、第１のポジショナＰＭの
部分を形成するロングストロークモジュール（粗動位置決め）及びショートストロークモ
ジュール（微動位置決め）を用いて実現できる。同様に、基板テーブルＷＴの移動は、第
２のポジショナＰＷの部分を形成するロングストロークモジュール及びショートストロー
クモジュールを用いて実現できる。ステッパの場合（スキャナとは対照的に）、マスクテ
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ーブルＭＴをショートストロークアクチュエータのみに接続するか、又は固定してもよい
。マスクＭＡ及び基板Ｗは、パターニングデバイスアライメントマークＭ１、Ｍ２及び基
板アライメントマークＰ１、Ｐ２を使用して位置合わせすることができる。図示のような
基板アライメントマークは、専用のターゲット部分を占有するが、ターゲット部分Ｃの間
の空間に位置してもよい（スクライブレーンアライメントマークとして知られている）。
同様に、マスクＭＡ上に複数のダイを設ける状況では、パターニングデバイスアライメン
トマークをダイ間に配置してもよい。
【００２６】
[0026]
ある。

図示のリソグラフィ装置は、以下のモードのうち少なくとも１つにて使用可能で
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１．ステップモードにおいては、マスクテーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴは、基本的に
静止状態に維持される一方、放射ビームに与えたパターン全体が１回でターゲット部分Ｃ
に投影される（すなわち単一静的露光）。次に、別のターゲット部分Ｃを露光できるよう
に、基板テーブルＷＴがＸ方向及び／又はＹ方向に移動される。ステップモードでは、露
光フィールドの最大サイズによって、単一静的露光で結像されるターゲット部分Ｃのサイ
ズが制限される。
２．スキャンモードにおいては、マスクテーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴは同期的にス
キャンされる一方、放射ビームに与えられるパターンがターゲット部分Ｃに投影される（
すなわち単一動的露光）。マスクテーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度及び方向
は、投影システムＰＬの拡大（縮小）及び像反転特性によって求めることができる。スキ

10

ャンモードでは、露光フィールドの最大サイズによって、単一動的露光におけるターゲッ
ト部分の（非スキャン方向における）幅が制限され、スキャン動作の長さによってターゲ
ット部分の（スキャン方向における）高さが決まる。
３．別のモードでは、マスクテーブルＭＴはプログラマブルパターニングデバイスを保持
して基本的に静止状態に維持され、基板テーブルＷＴを移動又はスキャンさせながら、放
射ビームに与えられたパターンをターゲット部分Ｃに投影する。このモードでは、一般に
パルス状放射源を使用して、基板テーブルＷＴを移動させる毎に、又はスキャン中に連続
する放射パルスの間で、プログラマブルパターニングデバイスを必要に応じて更新する。
この動作モードは、以上で言及したようなタイプのプログラマブルミラーアレイなどのプ
ログラマブルパターニングデバイスを使用するマスクレスリソグラフィに容易に適用でき

20

る。
【００２７】
[0027]

上述した使用モードの組合せ及び／又は変形、又は全く異なる使用モードも利用

できる。
【００２８】
[0028]

図２に示すように、リソグラフィ装置ＬＡは、リソセル又はクラスタとも呼ばれ

ることがあるリソグラフィセルＬＣの一部を形成し、それは基板上で露光前及び露光後プ
ロセスを実行する装置も含む。従来、これらはレジスト層を堆積させるスピンコータＳＣ
と、露光されたレジストを現像する現像器ＤＥと、チルプレートＣＨと、ベークプレート
ＢＫと、を含む。基板ハンドラ、すなわちロボットＲＯは入力／出力ポートＩ／Ｏ１、Ｉ
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／Ｏ２から基板を取り上げ、それを様々なプロセス装置間で移動させ、次にそれらをリソ
グラフィ装置のローディングベイＬＢに送出する。多くの場合、まとめてトラックと呼ば
れるこれらのデバイスは、トラック制御ユニットＴＣＵの制御下にあり、それ自体は監視
制御システムＳＣＳによって制御され、それはリソグラフィ制御ユニットＬＡＣＵを介し
てリソグラフィ装置も制御する。したがってスループット及び処理の効率を最大化するた
めに様々な装置を動作させることができる。
【００２９】
[0029]

リソグラフィ装置によって露光される基板が正確かつ一貫して露光されるように

、露光した基板を検査し、後続の層間のオーバレイ誤差、ラインの太さ、クリティカルデ
ィメンション（ＣＤ）などのような特性を測定することが望ましい。誤差が検出された場
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合は、特に同じバッチの他の基板がまだ露光されないほど十分即座にかつ高速で検査を実
行できる場合は、後続基板の露光を調整することができる。また、既に露光した基板を（
歩留まりを改善するために）取り外して再加工するか、又は廃棄し、それにより欠陥があ
ることが分かっている基板で露光を実行するのを回避することができる。基板の幾つかの
ターゲット部分のみに欠陥がある場合、良好であるそれらのターゲット部分のみでさらな
る露光を実行することができる。
【００３０】
[0030]

検査装置を使用して、基板の特性、特に異なる基板又は同じ基板の異なる層の特

性が層ごとにいかに変化するかが求められる。検査装置をリソグラフィ装置ＬＡに組み込
むことができる、又はリソセルＬＣは独立型デバイスとすることができる。最も迅速な測
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定を可能にするために、検査装置は露光直後に露光したレジスト層の特性を測定すること
が望ましい。しかし、レジストの潜像はコントラストが非常に低く、例えば放射に露光し
ているレジストの部分と露光していない部分との間には屈折率の非常に小さい差しかない
場合のように、すべての検査装置が、潜像を有用に測定するほど十分な感度を有している
わけではない。したがって、露光後ベークステップ（ＰＥＢ）の後に測定を実行すること
ができ、これは通常は露光した基板で実行する最初のステップであり、レジストの露光部
分と非露光部分との間のコントラストを増大させる。この段階で、レジストの像を半潜像
と呼ぶことができる。現像したレジスト像で、その時点でレジストの露光部分又は非露光
部分は除去されているか、又はエッチングなどのパターン転写ステップの後で測定するこ
とも可能である。後者の見込みは、欠陥がある基板を再加工する見込みを制限するが、そ

10

れでも有用な情報を提供することができる。
【００３１】
[0031]

図３は、本発明に使用できるスキャトロメータを示す。このスキャトロメータは

、放射を基板Ｗ上に投影する広帯域（白色光）放射プロジェクタ２を備える。反射した放
射はスペクトロメータ検出器４へ渡され、スペクトロメータ検出器４は鏡面反射した放射
のスペクトル１０（波長の関数としての強度）を測定する。このデータから、検出される
スペクトルを生む構造又はプロファイルを処理ユニットＰＵによって、例えば厳密結合波
解析及び非線形回帰によって、又は図３の下部に示されるようなシミュレートしたスペク
トルのライブラリとの比較によって再構築することができる。一般的に、再構築するため
に構造の全体的形状は知られており、幾つかのパラメータは、構造を形成したプロセスの

20

情報から仮定され、スキャトロメトリデータから決定すべき構造のパラメータはわずかし
か残らない。そのようなスキャトロメータは、垂直入射スキャトロメータ又は斜め入射ス
キャトロメータとして構成することができる。
【００３２】
[0032]

本発明で使用することができる他のスキャトロメータを図４に示す。このデバイ

スにおいては、放射源２が放出した放射は、干渉フィルタ１３及び偏光子１７を通してレ
ンズシステム１２を使用してコリメートされ、部分的反射面１６によって反射し、好適に
は、少なくとも０．９、より好適には、少なくとも０．９５という高開口数（ＮＡ）を有
する顕微鏡対物レンズ１５を介して基板Ｗ上に合焦する。液浸スキャトロメータは、１を
超える開口数を有するレンズも有してよい。反射した放射は、次に、散乱スペクトルを検

30

出させるために部分反射面１６を透過して検出器１８内に達する。検出器は、レンズシス
テム１５の焦点距離にある逆投影された瞳面１１に位置してもよいが、瞳面は、その代わ
りに補助光学装置（図示せず）で検出器に再結像してもよい。瞳面は、放射の半径方向位
置が入射角度を画定し、角度位置が放射の方位角を画定する面である。検出器は、基板タ
ーゲット３０の２次元角度散乱スペクトルが測定できるように、２次元検出器であること
が好ましい。検出器１８は、例えば、ＣＣＤ又はＣＭＯＳセンサのアレイであってもよく
、例えば、フレーム当たり４０ミリ秒の積分時間を使用することができる。
【００３３】
[0033]

例えば、入射放射の強度を測定するために、多くの場合、参照ビームが使用され

る。このために、放射ビームがビームスプリッタ１６に入射すると、その一部が参照ビー

40

ムとしてビームスプリッタを透過して参照ミラー１４に向かう。次に、参照ビームは、同
じ検出器１８の異なる部分上、あるいは別の検出器（図示せず）上に投影される。
【００３４】
[0034]

例えば４０５〜７９０ｎｍ又はさらに低い、２００〜３００ｎｍなどの範囲の対

象となる波長を選択するために、干渉フィルタ１３のセットが使用可能である。干渉フィ
ルタは、様々なフィルタのセットを備える代わりに調整可能であってもよい。干渉フィル
タの代わりに格子を使用することもできる。
【００３５】
[0035]

検出器１８は、単一の波長（又は狭い波長範囲）で散乱光の強度を複数の波長で

別々に、又はある波長範囲にわたって積分された強度を測定してもよい。さらに、検出器
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は、ＴＭ偏光及びＴＥ偏光の強度及び／又はＴＭ偏光とＴＥ偏光の位相差を別々に測定し
てもよい。
【００３６】
[0036]

広帯域光源（すなわち、光の周波数又は波長、したがって色の範囲が広い光源）

を使用することができ、これによって大きなエタンデュを生じさせて、複数の波長を混合
できるようにする。広帯域の複数の波長は、好ましくはそれぞれΔλの帯域幅及び少なく
とも２Δλ（すなわち、帯域幅の２倍）の間隔を有する。幾つかの放射「源」は、ファイ
バ束を使用して分割された拡張した放射源の異なる部分であってもよい。こうして、角度
分解散乱スペクトルを複数の波長において並列に測定することができる。３次元スペクト
ル（波長と２つの異なる角度）を測定することができ、これは、２次元スペクトルより多

10

くの情報を含む。これによって、より多くの情報を測定することができ、メトロロジープ
ロセスの堅牢性が向上する。これは、ＥＰ１，６２８，１６４Ａ号に詳述されている。
【００３７】
[0037]

基板Ｗ上のターゲット３０は、現像後にバーが固体レジスト線で形成されるよう

に印刷された１次元格子であってもよい。ターゲット３０は２次元格子であってもよく、
この２次元格子は、現像後に格子が固体レジストピラー又はレジストのビアで形成される
ように印刷される。あるいは、バー、ピラー、又はビアを基板内にエッチングしてもよい
。このパターンは、リソグラフィ投影装置、特に投影システムＰＬ内の色収差に影響され
やすく、照明の対称性及びそのような収差の存在は、印刷された格子内の変動にはっきり
と現れる。したがって、印刷された格子のスキャトロメトリデータを使用して格子が再構

20

築される。線幅及び形状などの１次元格子のパラメータ、又はピラー若しくはビアの幅、
長さ、若しくは形状などの２次元格子のパラメータを、印刷ステップ及び／又は他のスキ
ャトロメトリプロセスの情報から、処理ユニットＰＵによって行われる再構築プロセスに
入力することができる。
【００３８】
[0038]

中間ＣＤ（Ｍｉｄ−ＣＤ）及び側壁角度（ＳＷＡ）測定値から角度分解スキャト

ロメータを用いてリソグラフィ装置の焦点補正を決定する方法が開発されている。これら
の方法は、リソグラフィプロセス内のプロセス変動を感知することが示され得る。その結
果、Ｍｉｄ−ＣＤ内の残り占有面積、ＳＷＡ、レジスト高さ、及びＢａｒｃ厚さパラメー
タは高度に相関が可能で、これらのパラメータのうちの１つのパラメータの変化が、これ

30

らのパラメータのうちの別のパラメータの変化と比較した場合に、結果として得られるス
ペクトル内の極めて同様の変化を引き起こすことがある。リソグラフィプロセスのモニタ
及び制御時に、この結果として、不正確な焦点補正を引き起こす明らかなウェーハ全体の
焦点占有面積（１０ｎｍ以下）が生成されることがある。さらに、これらの方法はＥＵＶ
システムでは使用されない傾向がある。ＥＵＶ解像で使用される薄いレジストのために、
ＳＷＡはスキャトロメータの現在の生成では正確に測定できない。
【００３９】
[0039]

本明細書に開示する方法は、Bossung曲線のトップの局所的決定に基づいている

。これは、周知の焦点オフセットによるＭｉｄ―ＣＤ曲線の応答の頂点である。通常、こ
れは対称的な放物線である。Bossung曲線の頂点周辺では、焦点感度は最小限である。し

40

たがって、この点は多くの場合ベストフォーカスと考えられる。焦点補正をグローバルな
ウェーハ全体焦点補正と平均フィールド全体焦点補正とに分割することが提案されている
。
【００４０】
[0040]

図５は、本明細書に開示した方法を実行する際の試験ウェーハ上のフィールドを

露光するためのレチクル１００の一例を示す。レチクルは、複数の焦点感応性マーク（Ｍ
ｋ１〜Ｍｋ２４７；Ｍｋ１、Ｍｋ１３、Ｍｋ６６、Ｍｋ７８、Ｍｋ２３５及びＭｋ２４７
はラベル表示）を含む。各マーカは通常、水平及び垂直バーを含む。構造内のバーはある
範囲の線幅とピッチサイズとを有する。構造の特定の寸法のために、バーの線幅（したが
って、Ｍｉｄ−ＣＤ）は周知のBossung原理に従って焦点感応性である。
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【００４１】
[0041]

図６は、本発明のある実施形態に従って露光された（グローバル補正フィールド

とも呼ばれる）複数のフィールド２１０を有する試験ウェーハ２００を示す。グローバル
なウェーハ全体焦点補正を行うために、これらのグローバル補正フィールドは、フィール
ドごとに事前定義されたＲｙ傾き（すなわち、Ｙ軸周りのフィールドの回転）を有するレ
チクル１００を用いて露光される。ウェーハの大部分又は全部がこのように露光される。
この傾きによって、グローバル補正フィールド内のマークの並びが異なる焦点高さで露光
される。この傾きは、図６の各フィールドの網掛けによって示されている。
【００４２】
[0042]

図７は、Ｘ位置の関数として示される１つの特定の並び（ライン３００ａ）のマ

10

ークＭｋ１〜Ｍｋ１３と、別の特定の並び（ライン３００ｂ）のマークＭｋ６６〜Ｍｋ７
８のＺ位置の一例を示す。プロットされた点の各々は、マーカを表す。Ｒｙ傾きは、画像
平面３１０に対するそのフィールドの（ライン３００ａ及び３００ｂに対応する）ウェー
ハ表面の効果的な傾きをもたらす。画像平面３１０の位置を画定するレンズ３２０の一部
が示されている。Ｙ軸周りのウェーハＷのＲｙ傾きは、グローバル補正フィールドの並び
の各々のマーク（すなわち、Ｍｋ１〜Ｍｋ１３、Ｍｋ１４〜Ｍｋ２６．．．Ｍｋ２３４〜
Ｍｋ２４７）のＺデフォーカスを異なるＸ位置に導入する。
【００４３】
[0043]

図８は、図７のマークの２つの並びについてのＭｉｄ−ＣＤ測定値のグラフであ

る。傾斜フィールド内で、滑らかな放物状（Bossung）曲線４００ａ、４００ｂをＭｉｄ

20

−ＣＤ測定値によってフィットさせ、露光された並びの中心軸に対する曲線の頂点位置を
決定することによって、ベストフォーカスがマークの並びごとに決定される。Bossung曲
線の頂点位置が並びのベストフォーカスオフセットである。各並びのベストフォーカスオ
フセット値は全てモデル化され（例えば、多項式を用いて）、滑らかなウェーハ全体占有
面積が決定される。この占有面積のこの補正可能な部分は、リソグラフィ装置のウェーハ
全体焦点挙動を制御するのに使用できる。
【００４４】
[0044]

もちろん、図示のＲｙ傾きではなく、Ｒｘ傾きをグローバル補正フィールドに適

用して、マークの列を異なる高さで露光し、Bossung曲線としてプロットしてもよい。
【００４５】
[0045]

30

図９は、平均フィールド全体占有面積を決定する方法を示す。複数のフィールド

内補正フィールド５００（１３をもっぱら一例として示す）は、各々が異なる焦点オフセ
ット（焦点蛇行）を有するグローバル補正フィールドで以前に露光されていた同じウェー
ハ上で露光される。好ましくは、フィールド内補正フィールドはグローバル補正フィール
ドに対して小さいシフトで露光される。このシフトによって、それぞれのフィールドタイ
プ内のマークが重なることが防止される。
【００４６】
[0046]

Ｍｉｄ−ＣＤ測定値対焦点オフセット応答曲線５１０ａ、５１０ｂを各マーク位

置について決定できる。すなわち、１つの曲線は全フィールドからのマークＭｋ１３の各
々の全測定値をプロットできる。図示の例では、曲線５１０ａはマークＭｋ５２の曲線を
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示し、曲線５１０ｂはマークＭｋ１３の曲線を示している。次に、各曲線は、上記の方法
に従って決定されたウェーハ全体占有面積の結果に合わせて補正される。この補正曲線の
頂点位置はマークのデフォーカスを反映する。結果として得られる全てのフィールド内焦
点値をリソグラフィ装置のフィールド内補正可能値でモデル化して必要な補正を得ること
ができる。
【００４７】
[0047]

重要なこととして、図８のフィールド間補正及び図９のフィールド内補正は同様

に上記とは逆の方法で実行できることに留意されたい。その場合、フィールド内占有面積
を最初に決定し、次にこれを用いて傾斜フィールドを用いて得たフィールド間占有面積を
補正できる。
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【００４８】
[0048]

図１０は、別の実施形態で、上記の計算されたウェーハ全体占有面積又はフィー

ルド内占有面積を用いて側壁角度（ＳＷＡ）測定におけるプロセス又はレチクル関連の影
響を補償することができる。図８又は図９のグラフと同じ上のグラフで、グラフ６００ａ
、６００ｂのBossung曲線の頂点が各行／列／マークなどについて決定され、ベストフォ
ーカスの焦点を示す。下のグラフはＳＷＡが露光中に使用した焦点の関数であり、したが
って、ＳＷＡ測定値を用いて焦点を推定することができることを示す。それぞれグラフ６
００ａ、６００ｂに対応する２つのグラフ６１０ａ、６１０ｂが示されている。グラフ６
１０ａ上の点６２０ａはグラフ６００ａを用いて決定されたベストフォーカスである。各
Bossung曲線の頂点（ベストフォーカス）のＳＷＡは同じであるはずで、したがって、Ｓ

10

ＷＡグラフ６１０ｂは点６２０ｂを通過するはずであることを理解されたい。この例では
、そうはならず、差分に６３０のラベルが表示されている。これらの差分はプロセス又は
レチクルの誤差を表し、グラフ６２０ｂをそれに応じて補正できる。
【００４９】
[0049]

ウェーハ全体占有面積の決定と同時に傾斜フィールドからＳＷＡ測定値を得るこ

とができる。この方法は、測定時間を節約できるという利点を有する。しかしながら、シ
フトしたフィールドを用いれば、ＳＷＡ測定値の傾きなしでより良い精度（時間を犠牲に
して）を得ることができる。
【００５０】
[0050]

この実施形態によって、ウェーハ全体及びエッジフィールドを含むフィールド全
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体の稠密な焦点特性が可能になる。ＳＷＡ測定応答曲線はベストフォーカスに近づくより
正確な着地点である。
【００５１】
[0051]

Bossung曲線の頂点の決定は、現在のＭｉｄ−ＣＤ及びＳＷＡ焦点決定技術と比

較して、リソグラフィプロセスのプロセス変動とスキャトロメータセンサ間の微妙な差異
に影響されることが大幅に少ないことが分かっている。したがって、リソグラフィ装置の
焦点占有面積を制限するより堅牢な方法を確立することができる。ＬＶＴ及びＦＯＣＡＬ
などの既存の方法を用いた相関がナノメートルレベルであることを示すことができる。上
記Ｍｉｄ−ＣＤの実施形態は、ＥＵＶリソグラフィプロセスへの拡張性も有している。
【００５２】
[0052]

30

ある種のシステムでは、特定の焦点誤差が各象限について誘導される４つの識別

可能な象限を引き起こすハードウェア問題（格子プレートから生じる）がある。この誤差
は、格子プレート焦点オフセットと呼ばれ、象限ごとに異なる焦点オフセットが存在する
という結果が生じる。これは、モデル化の際には考慮されていないので、フィットはこれ
らの焦点オフセットを一部はフィールド間モデルに、一部はモデル化されているBossung
曲線に帰し、残りをフィットの残りとして扱おうとする。
【００５３】
[0053]

さらに、現在のフィールド間モデルはスキャンアップ−スキャンダウン効果を考

慮することが容易ではない。スキャナは、上述のように、全体のスキャン時間を短縮し、
スループットを高めるように、対向する方向に各後続フィールドをスキャンする傾向があ
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る。しかしながら、ハードウェア及び制御ループ内のヒステリシスは、上にスキャンされ
たフィールドの幾つかのパラメータが下にスキャンされたフィールドのパラメータとは異
なることが測定可能になる「スキャンアップ−スキャンダウン（ＳＵＳＤ）効果」として
知られている効果をもたらす。このＳＵＳＤ効果は、フィールド内効果と考えることがで
きる。ＳＵＳＤ効果を考慮するために、データを２つの別々の部分に分割し、半分になっ
たデータセットについて２回モデル化を行う必要がある。この戦略では、（データ点の数
の割合とモデル内の自由度とが大幅に低減するのに従って）スキャン効果の精度が大幅に
低下する。
【００５４】
[0054]

別の実施形態は、上記問題に対処することを目的とする。この実施形態は、フル
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フィールドのランダム化焦点露光マトリクス（ＦＥＭ）を使用する。そのような実施形態
では、フィールドは、フィールドごとに（擬似）ランダム化された（真にランダムではな
いが、検索対象の全パラメータの間に可能な限り最良の減結合を達成することを目的とす
る規則に従う）焦点及びドーズ設定を用いて単一の層上で露光される。これは、傾斜フィ
ールド（図６及び図７）又は蛇行フィールド（図９−体系的ＦＥＭ）を使用する上記実施
形態とは対照的である。全フィールド内の点についてｍｉｄ−ＣＤを補間する必要がある
ため、傾斜フィールドはこの実施形態では使用されない。ウェーハ上の隣接フィールドが
Bossung曲線上の隣接する点を参照する体系的なＦＥＭは使用されない。これは、ウェー
ハ全体のＣＤ変動が（ラジアル占有面積と同様に）直ちにBossung曲線と相関し、その結
果、「ベストフォーカス」の誤差が発生するからである。

10

フルフィールドランダム化ＦＥＭは以下によって混乱／変形する。
−ウェーハ全体のＣＤ変動
−フィールド内焦点の変動（ウェーハ平均の一種）
−格子プレートの焦点オフセット
−スキャンアップ／ダウン効果（全部のフィールドでの平均値）
Bossung曲線をクリーンアップし（フィットの残りを低減する）、プロセスの品質を顧
客に通知するために、これらの効果がモデル化され、報告されている。
フィールド間Bossungフィットは以下のような線形モデルを有していてもよい。
【数１】
20

【００５５】
[0055]

第１項は、ウェーハ全体のＣＤ変動（全部のBossung曲線で同じ係数）を記述す

るフィールド間成分である。この第１項には、非常に簡単な多項式が使用されている。代
替案には、ゼルニケ多項式（又はその他のラジアル多項式）又はラジアル基底関数がある
。第２項はBossung曲線（フィールド内の場所ごとに異なる係数）を記述する。各フィー
ルド内の場所ごとに別々のBossung曲線がモデル化されることに留意されたい。ｘ及びｙ

30

はウェーハ座標を指し、Ｆ及びＤは焦点とウェーハ上の所与のｘ及びｙ座標のドーズ量を
指す。
【００５６】
[0056]

スキャンアップ−スキャンダウン効果と格子プレート焦点オフセットとをより良

く説明するために、焦点項Ｆを拡張することが提案されている。
【数２】

ここで、
【数３】

40

はフィールド内位置（ｉ，ｊ）での平均フィールド内焦点オフセット、
【数４】

は、フィールド内位置（ｉ，ｊ）でのスキャンアップ−スキャンダウンの差、
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Ｇ（ｘ，ｙ）は格子プレートオフセットモデルである。
【００５７】
[0057] 簡単な形式では、格子プレートオフセットモデルは以下のようになる。
【数５】

【００５８】
[0058]

この例では、フィルタＨを用いて象限（したがって、ｘ及びｙへの依存度）をフ

10

ィルタリングし、
【数６】

は、象限ｑにおけるｘ及びｙに依存しているモデルの係数を指す。これは、実施形態の１
つのオプションに過ぎず、他のモデルの方がより適切なこともある。
【００５９】
[0059]

上記方法（例えば、図５〜図９に関連して述べた方法）で、図１１ａに示すよう

に、方法のフローは比較的簡単である。モデルがデータに適用され、その結果が返される

20

。比較すると、本発明の実施形態の方法のフローは、２段階の方法をとる。非線形の解法
の方がはるかに複雑であり、自由度が大きい場合に処理が困難であるため、これが必要で
ある。
【００６０】
[0060]

図１１ｂ及び図１１ｃは、この実施形態のそれぞれ第１のステップと第２のステ

ップとを示すフローチャートである。第１のステップでは、データのサブセットが取られ
、このことから、以下が同時フィッターとなる。すなわち、フィールド間ＣＤ変動、格子
プレート焦点オフセット、及び限られた数のフィールド内の場所の限られた数のBossung
曲線（例えば、１６）である。ジェネリック型パラメータ（フィールド間ＣＤ、格子プレ
ートオフセット）が決定されると、これらの結果を用いて、より稠密な格子（例えば、１

30

３×７＝９１個のフィールド内の点）上で測定されるより正確なBossung曲線（通常、異
なるターゲットＣＤ／ピッチ）が得られる。スキャンアップ−スキャンダウン効果を考慮
したとしても、第２ステップの問題の複雑さは低減され、解決が簡単になっている。
【００６１】
[0061]

本発明の別の実施形態を、以下の番号の条項に示す。

１．リソグラフィ投影装置の焦点補正を決定する方法であって、
試験基板上の複数のグローバル補正マークの各々について焦点依存特性を測定してフィ
ールド間焦点変動情報を決定するステップと、
前記フィールド間焦点変動情報からフィールド間焦点補正を計算するステップと、を含
み、

40

前記グローバル補正マークが複数のグローバル補正フィールド内に配置され、各グロー
バル補正フィールドがフィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光されてい
る、方法。
２．前記グローバル補正フィールドが、前記試験基板表面の実質的に全体にわたって露光
されている、条項１に記載の方法。
３．前記傾斜した焦点オフセットが、全て同じ軸方向にある軸を中心に傾斜している、条
項１又は２に記載の方法。
４．前記傾斜した焦点オフセットが、前記軸を中心に異なる方向に傾斜している、条項３
に記載の方法。
５．前記グローバル補正マークが各グローバル修正フィールド内のサブセットに配置され
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、前記傾斜した焦点オフセットによって、各サブセットについて、各グローバル補正マー
クが異なる焦点オフセットで露光され、前記焦点オフセットが前記サブセットに沿って略
直線的に変化し、
前記サブセットの各々について最適な焦点が決定される、条項１から４のいずれかに記
載の方法。
６．前記グローバル補正マークの前記露光焦点オフセットに対する前記サブセットに含ま
れる各グローバル補正マークの各測定された焦点依存特性をプロットし、前記焦点依存特
性への焦点感度が最小になる場所を決定することによって、各サブセットの前記最適な焦
点が決定される、条項５に記載の方法。
７．前記サブセットが、グローバル補正マークの行又は列を含む、条項５又は６に記載の

10

方法。
８．前記決定された最適焦点値が、前記フィールド間焦点補正を発見するために共にモデ
ル化される、条項５、６又は７に記載の方法。
９．前記方法が、
前記試験基板から側壁角度データを測定するステップと、
前記側壁角度測定値から焦点測定値を決定するステップと、を含み、前記焦点測定値が
、前記フィールド間焦点補正を用いて補正される、条項５から８のいずれかに記載の方法
。
１０．全ての決定された最適焦点値における前記側壁角度の値が、前記焦点測定値の補正
において全て実質的に等しいと仮定するステップを含む、条項９に記載の方法。

20

１１．各フィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで前記試験基板上に前記複数
のグローバル補正フィールドを露光する前記初期ステップを含む、条項１から１０のいず
れかに記載の方法。
１２．フィールド内焦点補正を決定するステップをさらに含む、条項１から１１のいずれ
かに記載の方法。
１３．前記フィールド内焦点補正が、
前記試験基板上の複数のフィールド内補正マークの各々について焦点依存特性を測定し
てフィールド内焦点変動情報を決定するステップと、
前記フィールド内焦点変動情報から前記フィールド内焦点補正を計算するステップと、
によって決定され、

30

前記フィールド内補正マークが複数のフィールド内補正フィールド内に配置され、各フ
ィールド内補正フィールドが焦点オフセットを用いて露光されている、条項１２に記載の
方法。
１４．フィールド間効果とフィールド内効果の両方の補正を得るために、前記フィールド
間焦点変動情報が、前記フィールド内焦点補正を決定する際に使用される、条項１２又は
１３に記載の方法。
１５．フィールド間効果とフィールド内効果の両方の補正を得るために、前記フィールド
内焦点変動情報が、前記フィールド間焦点補正を決定する際に使用される、条項１２又は
１３に記載の方法。
１６．各フィールド内補正フィールドが、異なる焦点オフセットで露光されている、条項

40

１３から１５のいずれかに記載の方法。
１７．前記フィールド内焦点変動情報が、
前記フィールド内補正マークの前記露光焦点オフセットに対して各フィールド内補正フ
ィールドにおける対応する位置に、各フィールド内補正マークについて各測定された焦点
依存特性をプロットするステップと、前記焦点依存特性への焦点感度が最小となる場所を
決定するステップと、によって決定される、条項１３から１６のいずれかに記載の方法。
１８．前記グローバル補正マークと前記フィールド内補正マークとが重ならないように、
各フィールド内補正フィールドが、前記グローバル補正フィールドからの位置オフセット
で露光されている、条項１３から１７のいずれかに記載の方法。
１９．前記方法が、
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前記試験基板から側壁角度データを測定するステップと、
前記側壁角度測定値から焦点測定値を決定するステップと、を含み、
前記焦点測定値が、前記フィールド内焦点補正を用いて補正される、条項１３から１８
のいずれかに記載の方法
２０．フィールド内補正マークの複数のサブセットの各々について最適な焦点を決定する
ステップと、
各最適焦点値における前記側壁角度の値が前記焦点測定値の補正の際に全て実質的に等
しいと仮定するステップと、
を含む、条項１９に記載の方法。
２１．前記試験基板上に前記複数のフィールド内補正のフィールドを露光するステップを

10

含む、条項１３から２０のいずれかに記載の方法。
２２．前記焦点依存特性が、クリティカルディメンションに関連する、条項１から２１の
いずれかに記載の方法。
２３．前記決定した焦点補正を後続のリソグラフィプロセスで使用するステップを含む、
条項１から２２のいずれかに記載の方法。
２４．プロセス補正を決定する全ての前記ステップが、前記プロセス補正が前記リソグラ
フィプロセス中に決定できるように、前記リソグラフィツールとは別のインスペクション
ツール上で実行される、条項２３に記載の方法。
２５．リソグラフィ投影プロセスで使用するための焦点補正を決定するリソセルであって
、前記装置が、

20

試験基板上で、各々が複数のグローバル補正マークを含む複数のグローバル補正フィー
ルドを、各フィールド全体にわたって傾斜した焦点オフセットで露光するように動作可能
なリソグラフィ装置と、
前記複数のグローバル補正マークの各々について焦点依存特性を測定するように動作可
能な検査装置と、
前記測定された焦点依存特性からフィールド間焦点変動情報を決定し、前記フィールド
間焦点変動情報からフィールド間焦点補正を計算するように動作可能なプロセッサと、
を備える、リソセル。
２６．前記リソグラフィ装置が、前記試験基板表面の実質的に全体にわたって前記グロー
バル補正フィールドを露光するように動作可能である、条項２５に記載のリソセル。

30

２７．前記傾斜した焦点オフセットが前記同一の軸方向に配置された軸周りに全て傾斜さ
れるように、前記リソグラフィ装置が前記グローバル補正フィールドを露光するように動
作可能である、条項２５又は２６に記載のリソセル。
２８．前記傾斜した焦点オフセットが前記軸周りの異なる方向に傾斜されるように、前記
リソグラフィ装置が前記グローバル補正フィールドを露光するように動作可能である、条
項２７に記載のリソセル。
２９．前記リソグラフィ装置が、前記グローバル補正マークが各グローバル補正フィール
ド内のサブセットに配置されるように、前記グローバル補正フィールドを露光するように
動作可能であり、前記傾斜した焦点オフセットによって、各サブセットについて、各グロ
ーバル補正マークが異なる焦点オフセットで露光され、前記焦点オフセットが前記サブセ

40

ットに沿って略直線的に変化し、
前記プロセッサが、前記サブセットの各々について最適な焦点を決定するように動作可
能である、条項２５から２８のいずれかに記載のリソセル。
３０．前記プロセッサが、前記グローバル補正マークの前記露光焦点オフセットに対する
前記サブセットに含まれる各グローバル補正マークの各測定された焦点依存特性をプロッ
トし、前記焦点依存特性への焦点感度が最小になる場所を決定することによって、各サブ
セットの前記最適な焦点を決定するように動作可能である、条項２９に記載のリソセル。
３１．前記サブセットが、グローバル補正マークの行又は列を含む、条項２９又は３０に
記載のリソセル。
３２．前記プロセッサが、前記フィールド間焦点補正を発見するために前記最適焦点値を
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共にモデル化するように動作可能である、条項２９、３０又は３１に記載のリソセル。
３３．前記検査装置が、前記試験基板から側壁角度データを測定するように動作可能であ
り、
前記プロセッサが、前記側壁角度の測定値から焦点測定値を決定し、前記フィールド間
焦点補正を用いて前記焦点測定値を補正する、条項２９から３２のいずれかに記載のリソ
セル。
３４．前記プロセッサが、全ての決定された最適焦点値における前記側壁角度の値が全て
実質的に等しいと仮定するように動作可能である、条項３３に記載のリソセル。
３５．フィールド内焦点補正を決定するようにさらに動作可能である、条項２５から３４
のいずれかに記載のリソセル。

10

３６．前記リソグラフィ装置が、各々が複数のフィールド内補正マークを含む複数のフィ
ールド内補正フィールドを前記試験基板上で露光するように動作可能であり、前記フィー
ルド内補正フィールドが各々、焦点オフセットを用いて露光され、
前記検査装置が、前記複数のフィールド内補正マークの各々の焦点依存特性を測定する
ように動作可能であり、
前記プロセッサが、前記複数のフィールド内補正マークの各々について前記測定された
焦点依存特性からフィールド内焦点変動情報を決定し、前記フィールド内焦点変動情報か
ら前記フィールド内焦点補正を計算するように動作可能である、条項３５に記載のリソセ
ル。
３７．前記プロセッサが、フィールド間効果とフィールド内効果の両方の補正を得るため

20

に、前記フィールド間焦点変動情報を用いて前記フィールド内焦点補正を決定するように
動作可能である、条項３５又は３６に記載のリソセル。
３８．前記プロセッサが、フィールド間効果とフィールド内効果の両方の補正を得るため
に、前記フィールド内焦点変動情報を用いて前記フィールド間焦点補正を決定するように
動作可能である、条項３５又は３６に記載のリソセル。
３９．前記リソグラフィ装置が、各フィールド内補正フィールドを異なる焦点オフセット
で露光するように動作可能である、条項３６から３８に記載のリソセル。
４０．前記プロセッサが、前記フィールド内焦点変動情報を、
前記フィールド内補正マークの前記露光焦点オフセットに対して各フィールド内補正フ
ィールドにおける対応する位置に、各フィールド内補正マークについて各測定された焦点

30

依存特性をプロットするステップと、前記焦点依存特性への焦点感度が最小となる場所を
決定するステップと、によって決定するように動作可能である、条項３６から３９に記載
のリソセル。
４１．前記グローバル補正マークと前記フィールド内補正マークとが重ならないように、
前記リソグラフィ装置が、各フィールド内補正フィールドを前記グローバル補正フィール
ドからの位置オフセットで露光するように動作可能である、条項３６から４０のいずれか
に記載のリソセル。
４２．前記検査装置が、前記試験基板から側壁角度データを測定するように動作可能であ
り、
前記プロセッサが、前記側壁角度の測定値から焦点測定値を決定し、前記フィールド内

40

焦点補正を用いて前記焦点測定値を補正するように動作可能である、条項３６から４１の
いずれかに記載のリソセル。
４３．前記プロセッサが、
フィールド内補正マークの複数のサブセットの各々について最適な焦点を決定し、
各最適焦点値における前記側壁角度の値が全て実質的に等しいと仮定するように動作可
能である、条項４２に記載のリソセル。
４４．前記焦点依存特性が、クリティカルディメンションに関連する、条項２５から４３
のいずれかに記載のリソセル。
４５．リソグラフィ投影装置の焦点補正を決定する方法であって、前記方法が、
複数のフィールド内補正フィールド内に配置され、変動する焦点を用いて露光されてい
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る、試験基板上の複数のフィールド内補正マークの各々の焦点依存特性を測定するステッ
プと、
前記測定された焦点依存特性から、各フィールド内補正マークの場所についてフィール
ド内焦点変動情報を決定するステップと、
前記フィールド内焦点変動情報から前記フィールド内焦点補正を計算するステップと、
を含み、
フィールド内焦点補正を計算する前記ステップがスキャンアップ−スキャンダウン効果
を考慮するステップを含み、それによって、測定されたパラメータがリソグラフィプロセ
ス中の前記スキャン方向の依存性の変動を示す、方法。
４６．フィールド内焦点補正を計算する前記ステップが、各フィールド内の場所での平均

10

フィールド内焦点オフセットと、各フィールド内の場所でのスキャンアップ−スキャンダ
ウン効果から生じる差と、によって、前記フィールド内焦点変動情報をモデル化するステ
ップを含む、条項４５に記載の方法。
４７．変動する焦点を用いて前記フィールド内補正マークを露光するステップが、フィー
ルドごとに擬似ランダム化焦点及びドーズ量設定で単層上に補正マークを露光するステッ
プを含む、条項４５又は４６に記載の方法。
４８．フィールド内焦点補正を計算する前記ステップが、格子プレートが前記リソグラフ
ィ装置の一部を形成する結果として誘導される格子プレート焦点誤差を別に考慮するステ
ップを含む、条項４５から４７のいずれかに記載の方法。
４９．前記格子プレート焦点誤差がウェーハ象限ごとに誘導され、フィールド内焦点補正

20

を計算する前記ステップがフィルタを用いて別のフィールド内焦点変動情報をモデル化し
て前記試験基板の特定の象限をフィルタリングするステップを含む、条項４８に記載の方
法。
５０．フィールド内焦点補正を計算する前記ステップが、
ジェネリック型フィールド間成分が得られるように、前記測定された焦点依存特性のサ
ブセットのみについての前記焦点補正のフィールド間成分と前記フィールド内補正フィー
ルドのサブセットのみから得たフィールド内成分とを同時にモデル化するステップと、
前記ジェネリック型フィールド間成分と測定された焦点依存特性の完全なセットとを用
いて各々の場所の前記スキャンアップ−スキャンダウン効果を決定するステップと、
を含む、条項４５から４９のいずれかに記載の方法。
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５１．Bossung曲線として各フィールド内の場所での前記平均フィールド内焦点オフセッ
トのモデル化の際に、前記計算されたフィールド間成分と測定された焦点依存特性の前記
完全なセットとが使用される、条項５０に記載の方法。
５２．前記フィールド間成分が、前記ウェーハ全体のクリティカルディメンションシグネ
チャ及び格子プレート焦点誤差を含む、条項５０又は５１に記載の方法。
５３．前記フィールド内焦点変動情報がBossung曲線としてモデル化され、全てのフィー
ルド内位置について、別々のBossung曲線がモデル化される、条項４５から４９のいずれ
かに記載の方法。
５４．リソグラフィ投影プロセスで使用するための焦点補正を決定するリソセルであって
、前記装置が、
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試験基板上に、複数のフィールド内補正フィールドに配置され、フィールドごとに擬似
ランダム化焦点及びドーズ量設定で露光されている複数のフィールド内補正マークを露光
するように動作可能なリソグラフィ装置と、
前記複数のフィールド内補正マークの各々について焦点依存特性を測定するように動作
可能な検査装置と、
前記測定された焦点依存特性から各フィールド内補正マークの場所のフィールド内焦点
変動情報を決定し、前記フィールド内焦点変動情報からフィールド内焦点補正を計算する
ように動作可能なプロセッサと、を備え、
フィールド内焦点補正を計算することが、スキャンアップ−スキャンダウン効果を考慮
することを含み、それによって、測定されたパラメータがリソグラフィプロセス中の前記
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スキャン方向の依存性の変動を示す、リソセル。
５５．前記プロセッサが、各フィールド内の場所での前記平均フィールド内焦点オフセッ
トと、各フィールド内の場所でのスキャンアップ−スキャンダウン効果から生じる差と、
によって、前記フィールド内焦点変動情報をモデル化するようにさらに動作可能である、
条項５４に記載のリソセル。
５６．前記プロセッサが、格子プレートが前記リソグラフィ装置の一部を形成する結果と
して誘導される格子プレート焦点誤差を別に考慮するように動作可能である、条項５４又
は５５に記載のリソセル。
５７．前記格子プレート焦点誤差がウェーハ象限ごとに誘導され、前記プロセッサが、フ
ィルタを用いて別のフィールド内焦点変動情報をモデル化することによって前記フィール

10

ド内焦点補正を計算して前記試験基板の特定の象限をフィルタリングするように動作可能
である、条項５６に記載のリソセル。
５８．前記プロセッサが、
前記測定された焦点依存特性のサブセットのみの前記焦点補正のフィールド間成分を計
算し、
前記計算されたフィールド間成分と測定された焦点依存特性の前記完全なセットとを使
用して各々の場所での前記スキャンアップ−スキャンダウン効果を決定するように動作可
能である、条項５４から５７のいずれかに記載のリソセル。
５９．前記プロセッサが、Bossung曲線として各フィールド内の場所での前記平均フィー
ルド内焦点オフセットのモデル化の際に前記計算されたフィールド間成分と測定された焦
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点依存特性の前記完全なセットとを使用するように動作可能である、条項５８に記載のリ
ソセル。
６０．前記フィールド間成分が、前記ウェーハ全体のクリティカルディメンションシグネ
チャ及び格子プレート焦点誤差を含む、条項５８又は５９に記載のリソセル。
６１．前記プロセッサが、Bossung曲線として前記フィールド内焦点変動情報をモデル化
するように動作可能であり、全てのフィールド内位置について、別個のBossung曲線がモ
デル化される、条項５４から５７のいずれかに記載のリソセル。
６２．好適な装置上で実行されると条項１から２４のいずれかに記載の方法を実行するよ
うに動作可能なプログラム命令を含む、コンピュータプログラムプロダクト。
６３．好適な装置上で実行されると条項４５から５３のいずれかに記載の方法を実行する
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ように動作可能なプログラム命令を含む、コンピュータプログラムプロダクト。
【００６２】
[0062]

本文ではＩＣの製造におけるリソグラフィ装置の使用に特に言及しているが、本

明細書で説明するリソグラフィ装置には他の用途もあることを理解されたい。例えば、こ
れは、集積光学システム、磁気ドメインメモリ用誘導及び検出パターン、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の製造である。こうし
た代替的な用途に照らして、本明細書で「ウェーハ」又は「ダイ」という用語を使用して
いる場合、それぞれ、「基板」又は「ターゲット部分」という、より一般的な用語と同義
と見なしてよいことが、当業者には認識される。本明細書に述べている基板は、露光前又
は露光後に、例えばトラック（通常はレジストの層を基板に塗布し、露光したレジストを
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現像するツール）、メトロロジーツール及び／又はインスペクションツールで処理するこ
とができる。適宜、本明細書の開示は、以上及びその他の基板処理ツールに適用すること
ができる。さらに基板は、例えば多層ＩＣを生成するために、複数回処理することができ
、したがって本明細書で使用する基板という用語は、既に複数の処理済み層を含む基板も
指すことができる。
【００６３】
[0063]

光リソグラフィの分野での本発明の実施形態の使用に特に言及してきたが、本発

明は文脈によってはその他の分野、例えばインプリントリソグラフィでも使用することが
でき、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、パターニングデバイス内のトポグラフィが基板上に作成されたパターンを画定する。
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パターニングデバイスのトポグラフィは基板に供給されたレジスト層内に刻印され、電磁
放射、熱、圧力又はそれらの組合せを印加することでレジストは硬化する。パターニング
デバイスはレジストから取り除かれ、レジストが硬化すると、内部にパターンが残される
。
【００６４】
[0064]

本明細書で使用する「放射」及び「ビーム」という用語は、イオンビーム又は電

子ビームなどの粒子ビームのみならず、紫外線（ＵＶ）放射（例えば、３６５ｎｍ、３５
５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ若しくは１２６ｎｍ、又はこれら辺りの波
長を有する）及び極端紫外線（ＥＵＶ）放射（例えば、５ｎｍ〜２０ｎｍの範囲の波長を
有する）を含むあらゆるタイプの電磁放射を網羅する。

10

【００６５】
[0065]

「レンズ」という用語は、状況が許せば、屈折型、反射型、磁気型、電磁型及び

静電型光学コンポーネントを含む様々なタイプの光学コンポーネントのいずれか一つ、又
はその組合せを指すことができる。
【００６６】
[0066]

以上、本発明の特定の実施形態を説明したが、説明とは異なる方法でも本発明を

実践できることが理解される。例えば、本発明は、上記で開示したような方法を述べる機
械読み取り式命令の１つ以上のシーケンスを含むコンピュータプログラム、又はこのよう
なコンピュータプログラムを内部に記憶したデータ記憶媒体（例えば半導体メモリ、磁気
又は光ディスク）の形態をとることができる。
【００６７】
[0067]

上記の説明は例示的であり、限定的ではない。したがって、請求の範囲から逸脱

することなく、記載されたような本発明を変更できることが当業者には明白である。
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