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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソグラフィ装置であって、
　基板を支持するテーブルであって、センサ、センサのターゲット、又はその両方が提供
された表面を有するテーブルと、
　前記基板及び／又はテーブルに隣接する空間に液体を提供する液体ハンドリング構造と
、
　前記センサ及び／又はターゲットから前記テーブル外へ液体を移動させるために前記セ
ンサ又はターゲット、あるいはその両方に向かって局所ガスフローを誘導するガス出口を
備える液体移動デバイスと、
　前記テーブルの縁部から延在するカバーと、を備え、
　前記液体移動デバイスが、液体が前記センサ又はターゲットから前記カバー上を通って
前記テーブル外へ移動するように構成され、
　前記カバーは、前記テーブルの表面に対するある角度で提供された表面を備え、該表面
の角度は、該表面上で前記局所ガスフローによって移動した前記液体が前記カバーを離れ
た後に前記リソグラフィ装置の所望の領域に着地するように選択される、リソグラフィ装
置。
【請求項２】
　前記液体移動デバイスが、前記局所ガスフローが前記カバーに向かって前記センサ又は
ターゲットを横断するように前記ガス出口を移動させるアクチュエータを備える、請求項
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１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項３】
　前記アクチュエータが、前記局所ガスフローが前記センサ又はターゲットを横断した後
に少なくとも前記カバーの一部を横断する、請求項２に記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　前記所望の領域は、液体がその上に誘導される場合でも要求仕様範囲内で機能すること
ができる前記リソグラフィ装置の１つ又は複数のコンポーネント上である、請求項１～３
のいずれか１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
　前記カバー上に超疎水性コーティングが形成される、請求項１～４のいずれか１項に記
載のリソグラフィ装置。
【請求項６】
　前記カバーの表面が、前記テーブルの表面の平面に対して前記平面の上方約１０°から
前記平面の下方約６０°の範囲から選択した角度、望ましくは前記平面の下方約３０°で
提供される、請求項１～５に記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
　前記ガス出口が、水分含有量が約１００ｐｐｂｖ未満のガスの供給源に接続される、請
求項１～６のいずれか１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項８】
　前記液体移動デバイスが、前記センサ又はターゲットから移動した前記液体の少なくと
も一部を除去するアパーチャを備える、請求項１～７のいずれか１項に記載のリソグラフ
ィ装置。
【請求項９】
　前記テーブルの表面に第２のセンサ又はターゲットが提供され、
　前記リソグラフィ装置が、前記テーブルの縁部から延在する第２のカバーを備え、
　前記液体移動デバイスが、前記第２のセンサ又はターゲットから前記第２のカバー上を
通って前記テーブル外へ液体を移動させるために前記第２のセンサ又はターゲットに向か
って第２の局所ガスフローを誘導する第２のガス出口を備える、請求項１～８のいずれか
１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項１０】
　前記基板及び／又はテーブルの特性を測定するセンサを有する測定ステーションと、
　前記テーブルによって支持された基板上に画像を投影する投影システムを有する露光ス
テーションと、をさらに備え、
　前記液体移動デバイスが、前記測定ステーション及び前記露光ステーションの一方に配
置される、請求項１～９のいずれか１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項１１】
　前記液体は、１つの前記テーブルから別の前記テーブルへ切り替えるための移動シーケ
ンス時に前記１つのテーブル外に移動させられる、請求項１～１０のいずれか１項に記載
のリソグラフィ装置。
【請求項１２】
　テーブルによって保持された基板上に液浸液を通してパターンの画像を投影するステッ
プであって、前記テーブルが、前記テーブルの縁部から延在するカバーと、センサ、セン
サのターゲット、又はその両方が提供された表面と、を有する、ステップと、
　液体が前記テーブル外へ、又は前記テーブルの前記縁部の前記カバー上に、あるいはそ
の両方に移動するように局所ガスフローを用いて前記センサ及び／又はターゲットから液
体を移動させるステップと、を含み、
　前記カバーは、前記テーブルの表面に対するある角度で提供された表面を備え、該表面
の角度は、該表面上で前記局所ガスフローによって移動した前記液体が前記カバーを離れ
た後にリソグラフィ装置の所望の領域に着地するように選択される、デバイス製造方法。
【請求項１３】
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　前記局所ガスフローが前記カバーに向かって前記センサ又はターゲットを横断するよう
に前記テーブルを移動させるステップをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記局所ガスフローが前記カバーに向かって前記センサ又はターゲットを横断するよう
に前記ガス出口を移動させるステップをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[0001]　本発明は、リソグラフィ装置及びデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
[0002]　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
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
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。
【０００３】
[0003]　投影システムの最終要素と基板の間の空間を充填するように、リソグラフィ投影
装置内の基板を水などの比較的高い屈折率を有する液体に液浸することが提案されている
。液体は蒸留水でよいが、別の液体、特にウェッティング流体、非圧縮性流体及び／又は
屈折率が空気より高い、望ましくは屈折率が水より高い流体を使用することもできる。気
体を除く流体が特に望ましい。そのポイントは、露光放射は液体中の方が波長が短いので
、結像するフィーチャの小型化を可能にすることである。（液体の効果は、システムの有
効開口数（ＮＡ）を大きくでき、焦点深さも大きくすることと見なすこともできる。）固
体粒子（例えば石英）が懸濁している水、又はナノ粒子の懸濁（例えば最大１０ｎｍの最
大寸法の粒子）がある液体などの、他の液浸液も提案されている。懸濁粒子は、これが懸
濁している液体と同様の屈折率又は同じ屈折率を有しても、有していなくてもよい。適切
になり得る他の液体は、芳香族などの炭化水素、フルオロハイドロカーボン、及び／又は
水溶液である。
【０００４】
[0004]　基板又は基板及び基板テーブルを液体の浴槽に浸すことは（例えば米国特許ＵＳ
４，５０９，８５２号参照）、液浸システム構成の一形式である。この構成では、大きな
液体の塊がスキャン露光中に加速する必要がある。これには、追加のモータ又はさらに強
力なモータが必要であり、液体中の乱流が望ましくない予測不能な効果を引き起こすこと
がある。
【０００５】
[0005]　液浸装置では、液浸液は、流体ハンドリングシステム又は装置、例えば流体ハン
ドリング構造によって取り扱われる。流体ハンドリングシステムは、液浸流体を供給する
ことができ、従って、流体供給システムである。流体ハンドリングシステムは、流体を閉
じ込めることができ、それによって流体閉じ込めシステムになり得る。流体ハンドリング
システムは、流体へのバリアを提供することができ、それによってバリア部材になり得る
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。流体ハンドリングシステムは、例えば、液体の取り扱いを助けるために、流体（ガスな
ど）の流れを生成又は使用することができる。液浸液は、液浸流体として使用することが
できる。その場合、流体ハンドリングシステムは液体ハンドリングシステムであってもよ
い。
【０００６】
[0006]　提案されている構成の１つは、液体供給システムが液体閉じ込めシステムを使用
して、基板の局所区域に、及び投影システムの最終要素と基板の間にのみ液体を提供する
（基板は通常、投影システムの最終要素より大きい表面積を有する）。これを配置構成す
るために提案されている１つの方法が、ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ９９／４９５０４号に開
示されている。このタイプの構成を局所液浸システム構成と呼ぶことができる。
【０００７】
[0007]　別の構成は、ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ２００５／０６４４０５号に開示された液
浸液が閉じ込められないオールウェット構成である。このようなシステムでは、液浸液は
閉じ込められない。基板の上面全体が液体で覆われる。これは、基板の上面全体が実質的
に同じ状態に曝露しているので有利なことがある。これは、基板の温度制御及び処理にと
って利点を有する。ＷＯ２００５／０６４４０５号では、液体供給システムが投影システ
ムの最終要素と基板の間のギャップに液体を供給する。その液体は、基板の残りの部分の
上に漏れることができる。基板テーブルの縁部にあるバリアは、液体が逃げるのを防止し
、したがって制御された方法で基板テーブルの上面からこれを除去することができる。こ
のようなシステムは、基板の温度制御及び処理を改良するが、それでも液浸液の蒸発が生
じることがある。その問題の軽減に役立つ１つの方法が、米国特許出願公開ＵＳ２００６
／０１１９８０９号に記載されている。すべての位置で基板Ｗを覆い、液浸液を自身と基
板及び／又は基板を保持する基板テーブルの上面との間に延在させるように構成された部
材が提供される。
【０００８】
[0008]　それぞれが参照により全体が本明細書に組み込まれる欧州特許出願公開第ＥＰ１
４２０３００号及び米国特許出願公開第２００４－０１３６４９４号では、ツイン又はデ
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。このような装置は、基板
を支持する２つのテーブルを備える。第１の位置にあるテーブルで、液浸液がない状態で
レベリング測定を実行し、液浸液が存在する第２の位置にあるテーブルで、露光を実行す
る。あるいは、装置は、１つのテーブルのみを有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
[0009]　投影システムの下で基板をできるだけ速く動かせることが望ましい。このために
、高速で発生することがある流体ハンドリングシステムからの液体損失によって引き起こ
されることがある問題を低減するために手段を講じることができる。
【００１０】
[0010]　水は望ましくないが、水を移動するのが困難な表面、例えばセンサ又はセンサタ
ーゲットなどの表面、に水が残っていることがある。表面が親水性であるために残りの水
を移動することが困難な場合がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
[0011]　一態様によれば、リソグラフィ装置であって、
　基板を支持するように構成されたテーブルであって、センサ、センサのターゲット、又
はその両方が提供された表面を有するテーブルと、
　基板及び／又はテーブルに隣接する空間に液体を提供するように構成された液体ハンド
リング構造と、
　センサ及び／又はターゲットからテーブル外へ液体を移動させるためにセンサ又はター
ゲット、あるいはその両方に向かって局所ガスフローを誘導するように構成されたガス出
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口を備える液体移動デバイスと、
を含むリソグラフィ装置が提供される。
【００１２】
[0012]　一態様によれば、デバイス製造方法であって、
　基板テーブルによって保持された基板上に液浸液を通してパターンの画像を投影するス
テップであって、基板テーブルが、テーブルの縁部から延在するカバーと、センサ、セン
サのターゲット、又はその両方が提供された表面とを有するステップと、
　液体がテーブル外へ、又はテーブルの縁部のカバー上に、あるいはその両方に移動する
ように局所ガスフローを用いてセンサ及び／又はターゲットから液体を移動させるステッ
プと、
を含むデバイス製造方法が提供される。
【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
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】[0014]本発明のある実施形態によるリソグラフィ装置を示す図である。
【図２】[0015]リソグラフィ投影装置で使用する液体供給システムを示す図である。
【図３】[0015]リソグラフィ投影装置で使用する液体供給システムを示す図である。
【図４】[0016]リソグラフィ投影装置で使用する別の液体供給システムを示す図である。
【図５】[0017]リソグラフィ投影装置で使用する別の液体供給システムを示す図である。
【図６】[0018]動作中の本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図７】[0018]動作中の本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図８】[0018]動作中の本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図９】[0019]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図１０】[0020]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図１１】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１２】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１３】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１４】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１５】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１６】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１７】[0021]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを含むリソグラフィ装置
の構成を示す図である。
【図１８】[0022]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図１９】[0023]本発明のある実施形態による液体移動デバイスを示す図である。
【図２０】[0024]本発明のある実施形態による基板テーブルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
[0025]　図１は、本発明の一実施形態による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
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ショナＰＭに接続されたパターニングデバイス支持体又は支持構造（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成され、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に与えられたパターンを基板Ｗのタ
ーゲット部分Ｃ（例えば１つ又は複数のダイを含む）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）ＰＳとを含む。
【００１５】
[0026]　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、反射、磁気
、電磁気、静電気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】
[0027]　パターニングデバイス支持体ＭＴはパターニングデバイスを保持する。パターニ
ングデバイス支持体ＭＴ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。パターニングデバイス支持体は、パターニングデバイ
スを保持するために、機械的、真空、静電気等のクランプ技術を使用することができる。
パターニングデバイス支持体は、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。パターニングデバイス支持体は、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くるようにできる。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】
[0028]　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
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】
[0029]　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】
[0030]　本明細書において使用する「投影システム」という用語は、例えば使用する露光
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、例えば屈折光学シ
ステム、反射光学システム、反射屈折光学システム、磁気光学システム、電磁気光学シス
テム及び静電気光学システム、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」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】
[0031]　本明細書で示すように、本装置は透過タイプである（例えば透過マスクを使用す
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る）。あるいは、装置は反射タイプでもよい（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）。
【００２１】
[0032]　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つ以上のパターニングデバイステーブル）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つ又は
複数の他のテーブルを露光に使用している間に１つ又は複数のテーブルで予備工程を実行
することができる。
【００２２】
[0033]　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ＳＯ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の助けにより、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ＳＯ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。
【００２３】
[0034]　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
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少なくとも外側及び
／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）を調節するこ
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。
【００２４】
[0035]　放射ビームＢは、パターニングデバイス支持体（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。パターニングデバイスＭＡを横断した放射ビームＢ
は、投影システムＰＳを通過し、投影システムＰＳ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、
リニアエンコーダ又は容量センサ）の助けを借りて、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
対してパターニングデバイスＭＡを正確に位置決めできる。一般に、パターニングデバイ
ス支持体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）の助けにより
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）、パターニングデバイス支持体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。パターニングデバイ
ス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周知である）。同様に、パ
ターニングデバイス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。
【００２５】
[0036]　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
ある。
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１．ステップモードにおいては、パターニングデバイス支持体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、単一静的露光で像が形成されるターゲ
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、パターニングデバイス支持体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）。パターニングデバイス支持体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ＰＳ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、支持構造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利用できる。
【００２６】
[0037]　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。
【００２７】
[0038]　投影システムＰＳの最終要素と基板との間に液体を提供する構成は、３つの一般
的なカテゴリに分類できる。これらは、浴槽タイプの構成と、いわゆる局所液浸システム
と、オールウェット液浸システムである。浴槽タイプの構成では、実質的に基板Ｗの全体
と、任意選択で基板テーブルＷＴの一部が液体の浴槽に浸される。
【００２８】
[0039]　局所液浸システムは、液体が基板の局所区域のみに提供される液体供給システム
を使用する。液体によって充填された空間は基板の上面よりも平面視で小さい。液体が充
填した容積又は空間は、基板Ｗがその区域の下を移動する間、投影システムＰＳに対して
実質的に静止している。図２～図５は、そのようなシステムで使用することができる様々
な供給デバイスを示す。
【００２９】
[0040]　オールウェット構成では、液体は閉じ込められない。基板上面の全体と基板テー
ブルの全部又は一部が液浸液に覆われる。少なくとも基板を覆う液体の深さは小さい。液
体は、基板上の液体の薄膜などの膜であってもよい。液浸液は、投影システムと投影シス
テムに対向する対向面（そのような対向面は基板及び／又は基板テーブルの表面であって
もよい）に、又はその領域内に供給することができる。（下記の）図２～図５の液体供給
デバイスのいずれもそのようなシステムで使用することができる。しかし、封止特徴部は
存在せず、活性化されず、通常より有効でなく、又はその他の点で液体を局所区域にのみ
封止する効果がない。
【００３０】
[0041]　図２～図５には、４つの異なるタイプの局所液体供給システムが示されている。
図２及び図３に示すように、液体は、矢印により示したように、少なくとも１つの入口に
よって基板上に、好ましくは最終要素に対する基板の移動方向に沿って供給される。液体
は、矢印により示したように、投影システムの下を通過した後に少なくとも１つの出口に
よって除去される。すなわち、基板が要素の下で－Ｘ方向にスキャンされるにつれて、液
体は要素の＋Ｘ側で供給され、－Ｘ側で取り上げられる。図２は、液体が入口を介して供
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給され、低圧源に接続された出口によって要素の他方側で取り上げられる構成を概略的に
示す。矢印は、液体のフローの方向を示す。図２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るが、必ずしもそうである必要はない。最終要素の周囲に配置
された入口及び出口のさまざまな向き及び数が可能であり、一例が図３に示され、ここで
は、矢印により示したように、両側に出口を有する４組の入口が、最終要素の周囲に規則
的パターンで提供される。
【００３１】
[0042]　局所液体供給システムを備える液浸リソグラフィのさらなる解決法が、図４に図
示されている。液体が、投影システムＰＳのいずれかの側にある２つの溝入口によって供
給され、入口の半径方向外側に配置された複数の別個の出口によって除去される。入口は
、投影される投影ビームが通る穴が中心にあるプレートに配置することができる。液体は
、投影システムＰＳの一方側にある１つの溝入口によって供給され、投影システムＰＳの
他方側にある複数の別個の出口によって除去されて、投影システムＰＳと基板Ｗの間に液
体の薄膜の流れを引き起こす。入口と複数の出口のどの組合せを使用するかの選択は、基
板Ｗの動作方向によって決定することができる（入口と複数の出口の他の組合せは動作し
ない）。流体のフローの方向と基板Ｗの方向は図４に矢印で示されていることに留意され
たい。
【００３２】
[0043]　提案されている別の構成は、液体供給システムに液体閉じ込め構造を提供する構
成である。液体閉じ込め構造は、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在する。そのような構成を図５に示す。矢印はフローの
方向を示す。
【００３３】
[0044]　図５は、投影システムＰＳの最終要素と対向面（例えば、基板テーブルＷＴ又は
基板Ｗ）との間の空間１１の境界の少なくとも一部に沿って延在する液体閉じ込め構造１
２を備えた局所液体供給システム又は流体ハンドリング構造を概略的に示す。（以下の説
明で、基板Ｗの表面という表現は、明示的に断りのない限り、追加的に又は代替的に、基
板テーブルＷＴの表面も意味することに留意されたい。別のオブジェクト、例えば、投影
システムに対する基板の移動という場合、明示的に断りのない限り、同じオブジェクトに
対する基板テーブルの移動を意味する場合を含む。）液体閉じ込め構造１２は、投影シス
テムＰＳに対してＸＹ平面で実質的に静止しているが、Ｚ方向（光軸方向）には相対的に
多少動くことができる。ある実施形態では、液体閉じ込め構造１２と基板Ｗの表面との間
には封止が形成される。封止は、ガスシール（ガスシールを備えたそのようなシステムは
、米国特許出願公開ＵＳ２００４－０２０７８２４号に開示されている）又は流体シール
などの非接触封止でよい。
【００３４】
[0045]　液体閉じ込め構造１２は、投影システムＰＳの最終要素と基板Ｗとの間の空間１
１内に少なくとも部分的に液体を封じ込める。液体が基板Ｗの表面と投影システムＰＳの
最終要素との間の空間１１内に閉じ込められるように、基板Ｗへのガスシール１６などの
非接触封止を投影システムＰＳのイメージフィールドの周囲に形成することができる。空
間１１は、投影システムＰＳの最終要素の下に位置しそれを取り囲む液体閉じ込め構造１
２によって少なくとも部分的に形成される。液体は、投影システムＰＳの下の空間１１、
及び液体入口１３によって液体閉じ込め構造１２内に流し込まれる。液体は、液体出口１
３によって除去することができる。液体閉じ込め構造１２は、投影システムＰＳの最終要
素から上に少し延在することができる。液体のバッファが提供されるように、液面は最終
要素より上に上昇する。ある実施形態では、液体閉じ込め構造１２は、上端で、投影シス
テムＰＳ又はその最終要素の形状にぴったりと一致する、例えば円形又は他の任意の好適
な形状の内周を有する。底部で、内周は、イメージフィールドの形状、例えば矩形にぴっ
たりと一致するが、これはそうでなくてもよい。
【００３５】
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[0046]　液体は、使用時に、液体閉じ込め構造１２の底部と基板Ｗの表面との間に形成さ
れるガスシール１６によって空間１１内に封じ込められる。ガスシール１６は、ガス、例
えば、空気又は合成空気によって形成されるが、ある実施形態では、Ｎ２又はその他の不
活性ガスによって形成される。ガスシール１６内のガスは、入口１５を介して液体閉じ込
め構造１２と基板Ｗとの間のギャップに加圧下で提供される。ガスは、出口１４を介して
抽出される。内側に液体を閉じ込める高速のガスのフローが存在するように、ガス入口１
５上の過圧、出口１４上の真空レベル及びギャップの幾何構造が配置されている。液体閉
じ込め構造１２と基板Ｗとの間の液体上のガスの力で、液体は空間１１内に封じ込められ
る。入口／出口は、空間１１を取り囲む環状の溝であってもよい。環状の溝は、連続的で
あっても又は不連続的であってもよい。ガスのフローは、液体を空間１１内に封じ込める
効果がある。そのようなシステムは、参照により全体を本明細書に組み込むものとする米
国特許出願公開ＵＳ２００４－０２０７８２４号に開示されている。別の実施形態では、
液体閉じ込め構造１２はガスシールを有さない。
【００３６】
[0057]　液浸リソグラフィ装置では、液浸液が基板の露光完了後に基板上に残されること
がある。これは、非閉じ込め又はオールウェット液浸装置ではほとんど常に発生する事態
であるが、液滴が液体封じ込め構造から流出すると局所液浸装置でも発生することがある
。基板テーブル上に残されたそのような液滴は望ましくない。特に、基板テーブルは、基
板を支持するだけでなく、その表面に１つ又は複数のセンサデバイス又はターゲットを有
していることが多い。例えば、デュアルステージリソグラフィ装置では、基板テーブルは
、１つ又は複数の基準物を備えていてもよい。基準物は、基板の露光の前の前測定段階で
使用される。特に、基準物は、基板上のマーカの位置を設定するための基準点として使用
することができる。基準物は、調整センサによって検出可能なマーカを含み、基板上のア
ライメントマーカに対応し、固定されたプレート内に永続的に形成することもできる。透
過イメージセンサ（ＴＩＳ）などの画像センサをマーカの下又はマーカと固定的な位置関
係に配置してもよい。また、基準物は、レベル又は高さセンサの基準面としての役割を果
たす平坦な区域を含んでいてもよい。基板テーブル内に含むことができる他のセンサ又は
センサターゲットは、位置符号化システムのグリッドプレート、エネルギーセンサ、及び
干渉収差センサを含む。
【００３７】
[0048]　そのようなセンサ又はセンサターゲット上の水などの残留液浸液の存在は、２つ
の原因により問題を引き起こすことがある。測定実行時の液滴としての残留液浸液の存在
は、測定システム及び手順が乾燥状態で測定を実行するように設計されている場合に読取
り誤りを引き起こすことがある。残留液浸液が蒸発すると乾燥する汚れが後に残ることが
ある。乾燥する汚れは測定に影響し、又は局所冷却を引き起こすことがある。局所冷却は
、基準センサなどのセンサの変形を引き起こすことがある。こうして、誤ったセンサ測定
が実行されることがある。センサ又はセンサターゲットは、親水性の表面、すなわち、液
体を引き寄せる表面、又は投影ビームの露光から放射などの装置の使用中に親液性になる
表面を有していてもよい。親液性の表面は、水に関して親水性であってもよい。したがっ
て、液体は、センサ又はセンサターゲット上にしばしば存在する。表面が親液性になると
、液体は周囲の表面よりもその表面上に残る傾向がある。上記残留液体は汚染源になるか
、熱負荷を引き起こすか又はその両方である。
【００３８】
[0049]　いわゆるデュアルステージリソグラフィ装置では、基板は、まず基板テーブル上
にロードされる。次に、測定ステーションで様々な測定が実行される。次に、テーブル及
び基板が露光される露光ステーションへ、続いて基板へ移送される。基板上のすべての露
光が完了すると、露光された基板がアンロードされ、新しい基板がテーブル上にロードさ
れる。したがって、前の基板の露光後に基板テーブル上に残された液滴が、その存在又は
その蒸発の影響によって、後の基板上で実行される測定に悪影響を及ぼす場合がある。
【００３９】
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[0050]　本発明のある実施形態は、液体移動デバイスを提供することでこれらの望ましく
ない結果の１つ又は複数に対処する。液体移動デバイスは、センサ又はターゲットの方へ
誘導される局所ガスフローを使用することでセンサ又はターゲットから液体を移動するよ
うに配置されている。ある実施形態では、ガスは、空気、空気などの清潔で乾燥したガス
、人工空気であるガス、Ｎ２又は希ガスなどの別の不活性ガスであってもよい。
【００４０】
[0051]　さらに、本発明のある実施形態は、テーブルの縁部から延在するカバーを提供す
る。液体移動デバイスは、センサ又はターゲットから移動した液体がカバー上を通過して
テーブルから落ちるように局所ガスフローを誘導するように配置されている。カバーは、
移動した液体が液体に影響を受ける可能性がある別のコンポーネントに干渉することを防
止するように配置されていてもよい。言い換えれば、カバーは、センサ又はターゲット上
の残留液体の問題が別の新しい問題にすり替わることを防止してもよい。
【００４１】
[0052]　図６、図７及び図８は、本発明のある実施形態による基板テーブルの断面図を示
す。便宜のために、各図は、基板テーブルＷＴ上に支持された基板Ｗを示している。しか
し、以下の説明では、本発明の実施に関して基板Ｗはなくてもよいことを理解されたい。
【００４２】
[0053]　図示のように、基板テーブルＷＴの上面２０は、１つ又は複数のセンサ又はセン
サターゲット２１を含んでいてもよい。液膜２２の１つ又は複数の液滴は、最初はセンサ
又はターゲット２１上にあってもよい。
【００４３】
[0054]　本発明のある実施形態では、この装置は、基板テーブルＷＴ及び／又はセンサ又
はターゲット２１の上面２０へ向けて局所ガスフロー２７を提供するガス出口２６を含む
液体移動デバイス２５を含む。特に、局所ガスフローは、ガスナイフを形成してもよい。
【００４４】
[0055]　局所ガスフロー２７は、それが基板テーブルＷＴ及び／又はセンサ又はターゲッ
ト２１の上面２０上の液体を十分に移動させるように構成されていてもよい。特に、液体
を移動させる必要な効果を提供するために、ガス出口２６の幅、ガスの流量及び基板テー
ブルＷＴの上面２０からのガス出口２６の離間距離を適当に選択することができることを
理解されたい。
【００４５】
[0056]　さらに、例えば、センサ又はターゲット２１上のほぼすべての液体２２を移動さ
せたい場合に、局所ガスフロー２７がセンサ又はターゲット２１の幅を横断する十分な長
さを有するようにガス出口２６の長さを選択することができる。あるいは、局所ガスフロ
ー２７がセンサ又はターゲット２１の幅よりもわずかに長くなるようにガス出口２６の長
さを選択してもよい。あるいは、液体２２をセンサ又はターゲット２１の一部から除去す
れば十分な場合、ガス出口２６はこれより短くてもよい。
【００４６】
[0057]　局所ガスフロー２７を提供するのに必要なガス流量は、開口の長さ、局所ガスフ
ロー２７を提供する表面からの開口の離間距離及び液体を除去する表面の性質によって変
わることを理解されたい。例えば、センサは、疎水性の表面と６５ｍｍの幅を有していて
もよい。この例では、長さが６７ｍｍのガス出口２６をセンサ表面から６０μｍ離して毎
分７０リットルのガス流量で使用することができる。別の例では、親水性の表面と８ｍｍ
の幅を有するセンサを提供することができる。この例では、長さが１０ｍｍのガス出口２
６をセンサ表面から２１００μｍ離して毎分３４リットルのガス流量で使用することがで
きる。一般に、ガス出口２６は、液体を除去する表面から約３ｍｍ上に提供することがで
きる。
【００４７】
[0058]　この装置は、基板テーブルＷＴを移動させ位置決めするように構成されたアクチ
ュエータシステム（一般に「アクチュエータ」と呼ばれる）３０をさらに含んでいてもよ
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い。したがって、図６、図７及び図８に続けて示すように、アクチュエータ３０は、ガス
出口２６に対して基板テーブルＷＴを移動させてもよい。次に、局所ガスフロー２７は、
センサ又はターゲット２１を横断して液体２２を移動させることができる。
【００４８】
[0059]　図示のように、本発明のある実施形態では、この装置は、基板テーブルＷＴの縁
部から延在するカバー３２を含む。基板テーブルＷＴはガス出口２６に対して移動するた
め、カバー３２を横断してセンサ又はターゲット２１から液体を移動させることができる
。その後、基板テーブルＷＴから液体２２を完全に移動させることができる。図示のよう
に、ある実施形態では、局所ガスフロー２７は、カバー３２に向かってセンサ又はターゲ
ット２１を横断し、その後カバー３２を少なくとも部分的に横断してもよい。
【００４９】
[0060]　上述のように、基板テーブルＷＴを移動させ位置決めするためにアクチュエータ
３０を提供してもよい。このアクチュエータを用いてガス出口２６と局所ガスフロー２７
に対する基板テーブルＷＴの移動を提供することができる。代替的に又は追加的に、図９
に示すように、ガス出口２６を移動させるように構成されたアクチュエータ３５を提供す
ることができる。したがって、基板テーブルＷＴに対するガス出口２６と局所ガスフロー
２７の移動は、代替的に又は追加的に、ガス出口２６を移動させるアクチュエータシステ
ム３５の使用によって提供することができる。
【００５０】
[0061]　ガス出口２６は、局所ガスフロー２７のガスを提供するガス供給装置３３に接続
されていてもよい。ガス供給装置３３を制御するコントローラ３４を提供してもよい。例
えば、コントローラ３４は、ガス出口２６へ供給されるガスの圧力、局所ガスフロー２７
のガス流量、ガスの組成及びガスの温度の少なくとも１つを制御することができる。
【００５１】
[0062]　ある実施形態では、ガス供給装置３３によって供給されるガスは、空気などの極
めて清浄で乾燥したガスであってもよい。特に、ガス内部の水分含有量又は分圧は、所定
のしきい値未満であってもよい。例えば、ガスの水分は、約１００ｐｐｂｖより少なくて
もよい。局所ガスフロー２７に空気などの極めて乾燥したガスを使用することでセンサ又
はターゲット２１からの液体２２の除去の性能が有利なことに向上する。特に、そうでな
ければ、センサ又はターゲット２１上に残る微小な液滴は、水分含有量が多いガスを使用
した場合と比較してより容易に蒸発する。
【００５２】
[0063]　水分含有量がさらに多いガスを使用することができることを理解されたい。ガス
出口２６と液体を除去する表面との離間距離が約１ｍｍを超える実施形態では、提供され
るガスの湿度は、最大約４０％であってもよい。離間距離が約１ｍｍ未満の場合、ガスの
湿度は、最大約６０％であってもよい。
【００５３】
[0064]　液体移動デバイス２５とカバー３２は、基板テーブルＷＴから移動した液体が液
滴によって影響を受ける可能性がある１つ又は複数のコンポーネント４１に移動しないよ
うに明確に構成してもよい。そのような液滴に弱いコンポーネントは液滴によって損傷す
るコンポーネントでもよく、又は液滴との相互作用の結果として機能が異なっていてもよ
い。いずれにせよ、その結果、リソグラフィ装置の動作の望ましくない変動が起こること
がある。液滴に弱いコンポーネント４１は、例えば基板テーブルＷＴを移動させ位置決め
するアクチュエータシステム３０などのアクチュエータシステムに関連付けられた電子回
路を含んでいてもよい。液滴に弱いコンポーネント４１は、例えば、基板テーブルＷＴの
位置又は移動をモニタするためのエンコーダ又は干渉計を含んでいてもよい。さらに、液
滴に弱いコンポーネント４１は、基板テーブルＷＴとの偶然の衝突によって引き起こされ
る損傷を防止するために設けられたクラッシュリム又はバンパーを含んでいてもよい。そ
のようなコンポーネントは、例えば、液体との接触によって損傷する可能性がある接着剤
を含んでいてもよい。
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【００５４】
[0065]　図７～図９に示すように、センサ又はターゲット２１から液体を移動させる工程
の動作中にカバー３２が液滴に弱いコンポーネント４１上に延在するようにカバー３２を
構成してもよい。この例では、カバー３２を横断してセンサ又はターゲット２１から移動
した液滴２２は、液滴に弱いコンポーネント４１上に落下しない。
【００５５】
[0066]　液滴に弱いコンポーネント４１は、基板テーブルＷＴに関連付ける、すなわち、
基板テーブルＷＴと共に動くことができる。その場合、カバーは、基板テーブルＷＴの縁
部から最も遠い液滴に弱いコンポーネント４１の縁部より先まで延在するように簡単に構
成してもよい。
【００５６】
[0067]　本発明のある実施形態では、液滴に弱いコンポーネント４１は、基板テーブルＷ
Ｔが液滴に弱いコンポーネント４１に対して移動するように、リソグラフィ装置内の固定
コンポーネントであってもよい。この例では、カバー３２は、液体移動工程中の基板テー
ブルＷＴの位置のための液体移動工程中にカバー３２が液滴に弱いコンポーネント４１の
上に確実に延在するように構成してもよい。
【００５７】
[0068]　センサ又はターゲット２１に対する局所ガスフロー２７の移動がガス出口２６の
移動によって提供される構成では、センサ又はターゲット２１に対するガス出口２６の移
動にほぼ平行な（すなわち、基板テーブルＷＴの上面２０にほぼ平行な）方向のカバー３
２の幅Ｄ２は、少なくとも液滴に弱いコンポーネント４１のその方向の幅である。
【００５８】
[0069]　センサ又はターゲット２１に対する局所ガスフロー２７の移動が基板テーブルＷ
Ｔの移動によって提供される構成では、カバーの幅Ｄ１はもっと大きい必要がある。例え
ば、カバー３２の幅は、液体移動工程が完了した時に、基板テーブルＷＴから最も遠いカ
バー３２の縁部が、少なくとも液滴に弱いコンポーネント４１の最も遠い縁部と同じだけ
基板テーブルＷＴの縁部から確実に離れているようにもっと大きくてもよい。
【００５９】
[0070]　センサ又はターゲット２１から移動した液体が液滴に弱いコンポーネント４１上
に確実に落下しないようにするために、液体移動デバイス２５及びカバー３２は、移動し
た液体が液滴に弱くないリソグラフィ装置のコンポーネント４２上に落下するように明確
に構成してもよい。例えば、そのようなコンポーネント４２は、液滴がそれらのコンポー
ネントへ誘導された場合に要求仕様範囲内で機能することができる。そのようなコンポー
ネント４２は、例えば、小さい熱負荷及び／又は比較的小さい量の汚染がある状態で適切
に機能してもよい。そのようなコンポーネント４２は、例えば、基板テーブルＷＴを移動
させ位置決めするためのアクチュエータシステム３０と連携して用いる磁気板を含んでい
てもよい。
【００６０】
[0071]　移動した液体が付着する場所を制御するために、基板テーブルＷＴの上面２０に
対するカバー３２の上面の角度を選択することができる。これによって、液滴２２のその
後の軌跡によって液滴が所望の領域に、例えば、液滴に弱くないコンポーネント４２上に
付着するように、液滴はカバー３２を特定の角度で横切ることができる。例えば、カバー
３２の上面は、基板テーブルＷＴの上面の平面の上方約１０°から基板テーブルＷＴの上
面の平面の下方約６０°の範囲から選択した角度で提供することができる。ある実施形態
では、カバー３２の上面は、基板テーブルＷＴの上面の平面の下方約３０°の角度で提供
することができる。
【００６１】
[0072]　本発明のある実施形態では、カバー３２に超疎水性コーティング４５を施しても
よい。例えば、超疎水性コーティングは、例えば、液体が表面を濡らさないようにする約
１０μｍの大きさの一連の微小な隆起の繰り返しであってもよい。液滴２２は、表面と最
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小の相互作用を介してそのようなコーティング４５の表面から滑り落ちる。
【００６２】
[0073]　図１０に示すように、本発明のある実施形態では、センサ又はターゲット２１か
ら移動した液体の一部を抽出するためにアパーチャ５０を提供してもよい。そのような構
成では、移動した液体のすべてがカバー３２から排出されるわけではない。そのような構
成では、基板テーブルＷＴから移動した量の液体に耐性があるコンポーネントの数が多く
てもよい。アパーチャ５０は、加圧源５１に接続されていてもよい。図示のように、加圧
源５１は、ガス供給装置３３を制御するのと同じコントローラ３４によって制御されてい
てもよい。あるいは、別のコントローラを提供してもよい。
【００６３】
[0074]　図１１～図１７は、上記露光ステーション６１と測定ステーション６２とを有す
る本発明のリソグラフィ装置の実施形態の平面図を示す。下記のように、この実施形態は
、液体移動デバイス２５を提供することができるオプションの場所を示す。本発明の各実
施形態は、２つ以上のそのような構成を組み合わせていてもよく、例えば、異なる場所の
２つ以上の液体移動デバイスを含んでいてもよいことを理解されたい。
【００６４】
[0075]　図１１に示す構成では、露光ステーション６１内に液体移動デバイス２５が提供
される。この構成の基板テーブルＷＴに対する液体移動デバイス２５の移動は、基板テー
ブルＷＴの移動によって提供される。したがって、基板テーブルＷＴが図に示す方向に移
動するにつれて、液体移動デバイスは、センサ又はターゲット２１に対して、またカバー
３２の方へ移動する。
【００６５】
[0076]　ある実施形態では、リソグラフィ装置は、２つの基板テーブルＷＴを含んでいて
もよい。そのような装置では、露光ステーション６１での１つの基板テーブルＷＴの露光
から別の基板テーブルＷＴへ切り替えるために移動シーケンスを提供してもよい。液体移
動デバイスは、局所ガスフローがそのような切り替え工程中にセンサ又はターゲット２１
を横断するように配置されてもよい。これによって、センサ又はターゲット２１から液体
を移動させるのにかかる追加の時間が不要となる。
【００６６】
[0077]　図１２は、液体移動デバイスが露光ステーション６１内に提供された本発明のあ
る実施形態を示す。この構成では、基板テーブルＷＴに対する液体移動デバイス２５の移
動は、局所ガスフローがカバー３２に向かってセンサ又はターゲット２１を横断するよう
に液体移動デバイスを動かすアクチュエータ３５によって提供される。液体移動工程中、
基板テーブルＷＴは静止していてもよい。あるいは、液体移動デバイス２５を動かすアク
チュエータ３５は、基板テーブルＷＴが移動している間に、例えば、上記基板テーブルの
交換の間に液体移動工程が実行されるように構成してもよい。
【００６７】
[0078]　１つ又は複数の移送経路６３に沿って露光ステーション６１と測定ステーション
６２との間で基板テーブルＷＴを移送できるようにリソグラフィ装置を構成してもよい。
図１３に示すように、ある実施形態では、基板テーブルＷＴが移送経路６３に沿って移動
するのに従って、局所ガスフローがカバー３２に向かってセンサ又はターゲット２１を横
断するように、液体移動デバイス２５をそのような移送経路６３に隣接して配置してもよ
い。そのような構成によって、露光ステーション６１内の追加のコンポーネントを導入す
る必要なしに露光工程の完了後すぐに液体移動工程を実行することができる。そのような
構成は、さらに各基板Ｗの処理時間の増加を回避することができる。
【００６８】
[0079]　図１４に示すように、ある実施形態では、また、アクチュエータ３５によって動
かされて局所ガスフローと基板テーブルＷＴとの相対移動を提供する液体移動デバイス２
５を移送経路６３に隣接して露光ステーション６１と測定ステーション６２との間に配置
してもよい。そのような構成では、基板テーブルＷＴは、液体移動工程の実行中に移送経
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路上に静止していてもよい。あるいは、液体移動デバイスを動かすアクチュエータ３５を
、基板テーブルＷＴが移送経路６３に沿って移動している間に局所ガスフローがカバー３
２に向かってセンサ又はターゲット２１を横断するように構成してもよい。
【００６９】
[0080]　図１５及び図１６に示すように、測定ステーション６２内に液体移動デバイスを
提供してもよい。図１５に示すように、ある実施形態では、基板テーブルＷＴが測定ステ
ーション６２内を移動するにつれて局所ガスフローがカバー２２に向かってセンサ又はタ
ーゲット２１を横断するように液体移動デバイス２５が配置される。例えば、液体移動デ
バイス２５は、測定ステーション６２が実行する測定工程を開始又は実行するために必要
な基板テーブルＷＴの移動中にこの工程が実行されるように配置してもよい。
【００７０】
[0081]　図１６に示すある実施形態では、液体移動デバイス２５は、局所ガスフローをカ
バー３２に向かってセンサ又はターゲット２１を横切って前進させるアクチュエータ３５
を備える。上記と同じ方法で、そのような実施形態では、液体移動工程中に、基板テーブ
ルＷＴは測定ステーション６２内で静止していてもよい。あるいは、アクチュエータ３５
は、基板テーブルＷＴの移動中に液体移動デバイスを動かして局所ガスフローをカバー３
２に向かってセンサ又はターゲット２１を横切って前進させるように構成してもよい。
【００７１】
[0082]　図１７に示すように、ある実施形態では、基板Ｗを基板テーブルＷＴにロードし
、基板テーブルＷＴからアンロードするローディングステーション６５を提供することが
できる。例えば、図１７に示すように、ローディングステーション６５は、測定ユニット
６２内又はそれに隣接して提供されてもよい。液体移動デバイス２５は、液体移動工程が
ローディング及び／又はアンローディング工程の直前、工程中、又は工程の直後に実行さ
れるように、ローディングステーション６５に隣接して提供してもよい。したがって、例
えば、基板テーブルＷＴがローディング／アンローディング工程で必要な場所に静止して
いる間に局所ガスフローがカバー３２に向かってセンサ又はターゲット２１を横断するよ
うに液体移動デバイスを動かすアクチュエータ３５を提供してもよい。
【００７２】
[0083]　基板テーブルＷＴは、２つ以上のセンサ又はターゲットを含んでいてもよいこと
を理解されたい。そのような構成では、各センサ又はターゲットに関連付けられたカバー
を提供してもよい。さらに、液体移動デバイスは、各々がそれぞれのセンサ又はターゲッ
トに向かって前進してセンサ又はセンサターゲットから関連付けられたカバー上を通って
テーブル外へ液体を移動させる局所ガスフローを提供するように構成された各センサ又は
ターゲットのそれぞれのガス出口を含んでいてもよい。
【００７３】
[0084]　上記構成では各センサ又はターゲット２１がそれぞれカバーを有しているが、実
際には単一の構造を提供する方が便利である場合があることを理解されたい。その場合、
それぞれのセンサ又はターゲットに関連付けられた各々のカバーはその構造の一部に対応
する。
【００７４】
[0085]　図１８は、基板テーブルＷＴが２つのセンサ７１、７２を含む本発明のある実施
形態の平面図を示す。この例では、図示のように、液体移動デバイスは、各々のセンサ及
び／又はターゲット７１、７２に関連付けられたガス出口７３、７４を含んでいてもよい
。各々のガス出口７３、７４は、それぞれの局所ガスフローを提供する。次に、ガス出口
７３、７４によって提供された局所ガスフローがそれぞれのセンサ及び／又はターゲット
７１、７２に向かって前進してセンサ及び／又はターゲットからそれぞれのカバー７５、
７６上を通って基板テーブルＷＴ外へ液体を移動させるように、基板テーブルＷＴを単一
方向に移動させることができる。
【００７５】
[0086]　図１９は、基板テーブルＷＴ上に２つのセンサ及び／又はターゲット８１、８２
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を有する本発明の別の実施形態を示す。各々のセンサ及び／又はターゲット８１、８２に
ガス出口８３、８４が提供され、それぞれのセンサ及び／又はターゲット８１、８２へ向
けてそれぞれの局所ガスフローを提供するように構成されている。この実施形態では、各
々からの局所ガスフローがそれぞれのセンサ及び／又はターゲット８１、８２に向かって
前進してセンサ及び／又はターゲットからそれぞれのカバー８５、８６上を通って基板テ
ーブルＷＴ外へ液体を移動させるように、それぞれのガス出口８３、８４を動かすそれぞ
れのアクチュエータシステム８７、８８を提供してもよい。別々のアクチュエータシステ
ム８７、８８を上記と同じガス出口８３、８４の移動を提供する組み合わせ式アクチュエ
ータシステムと交換してもよいことを理解されたい。
【００７６】
[0087]　ある実施形態では、基板テーブルＷＴを移動させ、及び／又は位置決めするよう
に構成されたアクチュエータは、図２０に示すロングストロークモジュール９１とショー
トストロークモジュール９２とを含んでいてもよい。アクチュエータ９３を用いてショー
トストロークモジュール９２をロングストロークモジュール９１に対して移動させること
ができる。この実施形態では、カバー９４は、ロングストロークモジュール９１に接続し
ていてもよい。これは、ショートストロークモジュールに余分な質量が追加されないとい
う利点を提供する。これによって、微動位置決めに使用されるショートストロークモジュ
ールのダイナミクスの劣化が防止される。ロングストロークモジュールは粗動位置決めに
使用されるため、カバーの追加の質量はリソグラフィ装置の性能に悪影響を与えない。上
記実施形態と同様、カバー９４は、液体による汚染に弱い可能性があるアクチュエータな
どのリソグラフィ装置の１つ又は複数のコンポーネントに液体が達するのを防止すること
ができる。
【００７７】
[0088]　理解されるように、上記特徴のいずれも任意の他の特徴と併用することができ、
本出願で対象とするのは明示された組合せに限定されない。
【００７８】
[0089]　ある実施形態では、テーブルと、液体ハンドリング構造と液体移動デバイスとを
含むリソグラフィ装置が提供される。テーブルは、基板を支持するように構成されている
。テーブルは、センサ、センサターゲット、又はその両方が提供された表面を有する。液
体ハンドリング構造は、基板及び／又はテーブルに隣接する空間に液体を提供するように
構成されている。液体移動デバイスは、センサ及び／又はターゲットからテーブル外へ液
体を移動させるためにセンサ又はターゲット、あるいはその両方に向かって局所ガスフロ
ーを誘導するように構成されたガス出口を含む。
【００７９】
[0090]　リソグラフィ装置は、テーブルの縁部から延在するカバーを含んでいてもよい。
液体移動デバイスは、液体がセンサ又はターゲットからカバー上を通ってテーブル外へ移
動するように構成されていてもよい。
【００８０】
[0091]　リソグラフィ装置は、局所ガスフローがカバーに向かってセンサ又はターゲット
を横断するようにテーブルを動かすように構成されたアクチュエータを含んでいてもよい
。
【００８１】
[0092]　カバーは、アクチュエータのコンポーネントを覆うように構成されていてもよい
。アクチュエータは、ショートストロークモジュールを含んでいてもよい。アクチュエー
タは、ロングストロークモジュールを含んでいてもよい。
【００８２】
[0093]　ショートストロークモジュール、ロングストロークモジュール、又はその両方に
カバーを装着してロングストロークモジュールのコンポーネントを覆ってもよい。
【００８３】
[0094]　液体移動デバイスは、局所ガスフローがカバーに向かってセンサ又はターゲット
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を横断するようにガス出口を動かすように構成されたアクチュエータを含んでいてもよい
。
【００８４】
[0095]　アクチュエータは、局所ガスフローがセンサ又はターゲットを横断した後に少な
くともカバーの一部を横断するように構成されていてもよい。
【００８５】
[0096]　カバー及び液体移動デバイスは、テーブルから移動した液体が液滴が１つ又は複
数のコンポーネントへ誘導される場合に要求仕様範囲内で機能することができるリソグラ
フィ装置の１つ又は複数のコンポーネントへ誘導されるように構成されていてもよい。
【００８６】
[0097]　カバー上に超疎水性コーティングを形成してもよい。
【００８７】
[0098]　カバーは、テーブル表面に対してある角度で提供された表面を含んでいてもよい
。角度は、局所ガスによって移動した液滴が表面上を流れるように選択することができる
。次に、液滴は、カバーを離れた後に液滴がリソグラフィ装置の所望の領域に付着する軌
跡を有していてもよい。
【００８８】
[0099]　カバーの上面は、テーブルの上面の平面に対して平面の上方約１０°から基板テ
ーブルの上面の平面の下方約６０°の範囲から選択した角度で提供することができる。角
度は、望ましくは基板テーブルの上面の平面の下方約３０°であってもよい。
【００８９】
[00100]　カバーは、テーブルの表面にほぼ平行な第１の方向にテーブルから延在してい
てもよい。延在は、少なくとも、テーブルが液体移動デバイスの動作のために配置されて
いる時にテーブルに隣接するリソグラフィ装置の少なくとも１つのコンポーネントの第１
の方向の幅であってもよい。
【００９０】
[00101]　ガス出口は、水分含有量が約１００ｐｐｂｖ未満のガスの供給源に接続されて
いてもよい。局所ガスフローは、ガスナイフを形成してもよい。
【００９１】
[00102]　液体移動デバイスは、センサ又はターゲットから移動した液体の少なくとも一
部を除去するように構成されたアパーチャを含んでいてもよい。アパーチャは、加圧源に
接続されていてもよい。
【００９２】
[00103]　テーブルの表面に第２のセンサ又はターゲットを提供してもよい。リソグラフ
ィ装置は、テーブルの縁部から延在する第２のカバーを含んでいてもよい。液体移動デバ
イスは、第２のセンサ又はターゲットから第２のカバー上を通ってテーブル外へ液体を移
動させるために第２のセンサ又はターゲットに向かって第２の局所ガスフローを誘導する
ように構成された第２のガス出口を含んでいてもよい。
【００９３】
[00104]　リソグラフィ装置は、基板及び／又はテーブルの特性を測定するように構成さ
れたセンサを有する測定ステーションをさらに含んでいてもよい。基板上に画像を投影す
るように構成された投影システムを有する露光ステーションは、テーブルによって支持さ
れていてもよい。液体移動デバイスは、測定ステーションと露光ステーションの一方に配
置してもよい。
【００９４】
[00105]　リソグラフィ装置は、測定ステーションと露光ステーションの他方に配置され
た第２の液体移動デバイスをさらに含んでいてもよい。液体移動デバイスは、センサ又は
ターゲットからカバー上を通ってテーブル外へ液体を移動させるためにセンサ又はターゲ
ットに向かって局所ガスフローを誘導するように構成してもよい。
【００９５】
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[00106]　リソグラフィ装置は、基板及び／又は基板テーブルの特性を測定するように構
成されたセンサを有する測定ステーションをさらに含んでいてもよい。基板上に画像を投
影するように構成された投影システムを有する露光ステーションは、テーブルによって支
持されていてもよい。テーブル移送デバイスは、移送経路に沿って測定及び露光ステーシ
ョン間でテーブルを移送するように構成されていてもよい。液体移動デバイスは、移送経
路に隣接して配置してもよい。
【００９６】
[00107]　リソグラフィ装置は、基板をテーブルにロードしテーブルからアンロードする
ように構成されたローディングデバイスをさらに含んでいてもよい。液体移動デバイスは
、ローディングデバイスに隣接して配置してもよい。
【００９７】
[00108]　ある実施形態では、テーブルによって保持された基板上に液浸液を通してパタ
ーンの画像を投影するステップを含むデバイス製造方法が提供される。テーブルは、テー
ブルの縁部から延在するカバーを有する。テーブルは、センサ、センサのターゲット、又
はその両方が提供された表面をさらに有する。上記方法は、液体がテーブル外へ、又はテ
ーブルの縁部のカバー上に、あるいはその両方に移動するように局所ガスフローを用いて
センサ及び／又はターゲットから液体を移動させるステップをさらに含む。
【００９８】
[00109]　上記方法は、局所ガスフローがカバーに向かってセンサ又はターゲットを横断
するようにテーブルを移動させるステップをさらに含んでいてもよい。
【００９９】
[00110]　上記方法は、局所ガスフローがカバーに向かってセンサ又はターゲットを横断
するようにガス出口を移動させるステップをさらに含んでいてもよい。
【０１００】
[00111]　テーブルは、局所ガスフローがセンサ又はターゲットを横断した後に少なくと
もカバーの一部を横断するようにガス出口に対して移動してもよい。
【０１０１】
[00112]　テーブルから移動した液体は、液滴が１つ又は複数のコンポーネントへ誘導さ
れる場合に要求仕様範囲内で機能することができる上記方法を実行する装置の１つ又は複
数のコンポーネントへ誘導されてもよい。
【０１０２】
[00113]　テーブルの表面に対してある角度でカバーの表面を提供することができる。角
度は、局所ガスによって移動した液滴が表面上を流れるような角度である。次に、液滴は
、カバーを離れた後に液滴が上記方法を実行する装置の所望の領域に付着する軌跡を有し
ていてもよい。
【０１０３】
[00114]　上記方法は、水分含有量が約１００ｐｐｂｖ未満のガスのフローをガス出口に
提供するステップをさらに含んでいてもよい。
【０１０４】
[00115]　上記方法は、センサ又はターゲットから移動した液体の少なくとも一部を除去
するためのアパーチャに加圧源を接続するステップをさらに含んでいてもよい。
【０１０５】
[00116]　テーブルの表面に第２のセンサ又はターゲットを提供してもよい。第２のカバ
ーは、テーブルの縁部から延在していてもよい。上記方法は、液体が第２のカバー上でテ
ーブル外へ移動するように第２の局所ガスフローを用いて第２のセンサ又はターゲットか
ら液体を移動させるステップをさらに含んでいてもよい。
【０１０６】
[00117]　露光ステーションの基板上にパターンの画像を投影してもよい。上記方法は、
測定ステーションで基板及び／又はテーブルの特性を測定するステップをさらに含んでい
てもよい。液体は、測定ステーションと露光ステーションの一方又は両方に提供された局
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所ガスフローによってターゲット又はセンサあるいはその両方から移動してもよい。
【０１０７】
[00118]　上記方法は、移送経路に沿って測定及び露光ステーション間でテーブルを移送
するステップをさらに含んでいてもよい。液体は、移送経路に沿った移送中に局所ガスフ
ローを用いてターゲット、センサ又はその両方から移動してもよい。
【０１０８】
[00119]　上記方法は、ローディングデバイスを用いて基板をテーブルにロードし、及び
／又はテーブルから基板をアンロードするステップをさらに含んでいてもよい。液体は、
ローディング及び／又はアンローディング動作中に局所ガスフローを用いてターゲット又
はセンサあるいはその両方から移動してもよい。
【０１０９】
[00120]　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。
【０１１０】
[00121]　本明細書で使用する「放射」及び「ビーム」という用語は、紫外線（ＵＶ）放
射（例えば、３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ若しくは１２６ｎｍ、又
はこれら辺りの波長を有する）を含むあらゆるタイプの電磁放射を網羅する。「レンズ」
という用語は、状況が許せば、屈折及び反射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、又はその組み合わせを指す。
【０１１１】
[00122]　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、本発明の実施形態は、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つ又は複数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。さらに機械読み取り式命
令は、２つ以上のコンピュータプログラムで実現することができる。２つ以上のコンピュ
ータプログラムを、１つ又は複数の異なるメモリ及び／又はデータ記憶媒体に記憶するこ
とができる。
【０１１２】
[00123]　１つ又は複数のコンピュータプログラムがリソグラフィ装置の少なくとも１つ
のコンポーネント内にある１つ又は複数のコンピュータプロセッサによって読み出される
時に、本明細書に記載するコントローラは各々、又は組み合わせて動作可能になる。コン
トローラは各々、又は組み合わせて、信号を受信、処理、送信するのに適した任意の構成
を有する。１つ又は複数のプロセッサは、コントローラの少なくとも１つと通信するよう
に構成されている。例えば、各コントローラは、上記方法のための機械読み取り式命令を
含むコンピュータプログラムを実行する１つ又は複数のプロセッサを含むことができる。
コントローラは、そのようなコンピュータプログラムを記憶するデータ記憶媒体及び／又
はそのような媒体を収容するハードウェアを含むことができる。したがって、コントロー
ラは、１つ又は複数のコンピュータプログラムの機械読み取り式命令に従って動作するこ
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【０１１３】
[00124]　本発明の１つ又は複数の実施形態は、任意の液浸リソグラフィ装置に、特に液
浸液が槽の形態で提供されるか、基板の局所的な表面区域のみに提供されるか、又は閉じ
込められないかにかかわらず、上述したタイプに適用することができるが、それに限定さ
れない。閉じ込められない構成では、液浸液は基板及び／又は基板テーブルの表面上に流
れることができ、したがって実質的に基板テーブル及び／又は基板の覆われていない表面
全体が濡れる。このように閉じ込められていない液浸システムでは、液体供給システムが
液浸液を閉じ込めることができない、又はある割合の液浸液閉じ込めを提供することがで
きるが、実質的に液浸液の閉じ込めを完成しない。
【０１１４】
[00125]　本明細書で想定するような液体供給システムは広義に解釈されたい。特定の実
施形態では、これは液体を投影システムと基板及び／又は基板テーブルの間の空間に提供
する機構又は構造の組合せでよい。これは、１つ又は複数の構造、１つ又は複数の液体開
口を含む１つ又は複数の流体開口、１つ又は複数の気体開口あるいは１つ又は複数の２相
流用の開口の組合せを含んでよい。これらの開口は、各々、液浸空間への入口（又は流体
ハンドリング構造からの出口）あるいは液浸空間からの出口（又は流体ハンドリング構造
への入口）であってもよい。ある実施形態では、空間の表面が基板及び／又は基板テーブ
ルの一部でよいか、空間の表面が基板及び／又は基板テーブルの表面を完全に覆ってよい
か、空間が基板及び／又は基板テーブルを囲んでよい。液体供給システムは任意選択で、
液体の位置、量、品質、形状、流量又は任意の他の特徴を制御する１つ又は複数の要素を
さらに含むことができる。ある実施形態では、液浸液は水であってもよい。
【０１１５】
[00126]　上記の説明は例示的であり、限定的ではない。それ故、下記に示す特許請求の
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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