
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターン形成装置からパターンを基板上に投影するように構成されたリトグラフ投影装
置であって、
　前記投影システムの最終部材と前記基板との間の浸漬液体を有する空間に浸漬液体を与
えるように構成された液体供給システムと、
　前記液体供給システムからの浸漬液体中に浸漬されている間に放射光により露光される
ように前記基板テーブル上に取付けられ、照射される間に前記浸漬液体と 接触

リトグラフ投影装置。
【請求項２】

厚さが一様でなく、これにより吸収特性の異なる面積部分を形成してい
る請求項 に記載されたリトグラフ投影装置。
【請求項３】

【請求項４】
　前 面が前記絶縁材料の層の面積部分と一つの金属形式の層の面積部分とを含む請求
項１ に記載されたリトグラフ投影装置。
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外面で する
吸収部材を含むセンサーとを有し、前記吸収部材は、異なる二つの金属形式の層を有する
とともに、前記外面は、一つの絶縁材料の層または一つの絶縁材料の層と前記金属形式の
層の一つとで構成されている

　前記吸収部材の
１

　前記絶縁層は、二つの金属形式の層が共に浸漬液体に接触することを阻止するように配
置されている請求項１または請求項２に記載のリトグラフ投影装置。

記外
から請求項３



【請求項５】
　前記 が接触されており、前記絶縁材料の層が電気絶縁材料

であって前 面を形成している請求項１ に記載されたリトグラフ投影装
置。
【請求項６】
　前記絶縁材料の層が前記 の層の間に挟まれた請求項１

記載されたリトグラフ投影装置。
【請求項７】

【請求項８】
　投影システムの最終部材と基板との間の空間内の浸漬液体を通して基板上にパターン形
成された放射ビームを投影する段階と、
　前記最終部材と前記センサーとの間に浸漬液体を供給した後、前記基板テーブル上のセ
ンサーを照射する段階とを含み、前記センサーは前記浸漬液体と 接触する

素子製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リトグラフ装置、および素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リトグラフ装置は、基板上に、通常は基板のターゲット箇所に、所望のパターンを付与
する機械である。リトグラフ装置は、例えば集積回路（ＩＣ）の製造に使用できる。この
場合、マスクまたは焦点板と称される代替のパターン形成装置をＩＣの個々の層に形成さ
れるべき回路パターンを作るのに使用できる。このパターンは基板（例えば、シリコン・
ウェーハ）上のターゲット箇所（例えば、１個または数個のダイの部分を含む）に伝達さ
れる。パターンの伝達は典型的には基板上に備えられる放射光感応物質（レジスト）の層
に結像させることで行われる。一般に、一つの基板は、連続してパターン形成される隣接
したターゲット箇所のネットワークを含む。周知のリトグラフ装置は、パターン全体を一
度にターゲット箇所に露光することで各々のターゲット箇所を照射するいわゆるステッパ
と、放射光ビームで所定の方向（「走査」方向）にパターンを走査すると同時に、その方
向と平行または非平行にて基板を同期して走査することで各々のターゲット箇所を照射す
るいわゆるスキャナとを含む。基板上にパターンを転写することでパターン形成装置から
基板へパターンを伝達することもまた可能である。
【０００３】
　リトグラフ投影装置において、投影システムの最終部材と基板との間隔空間を充満する
ような比較的高い屈折率の液体、例えば水、に基板を沈めることが提案された。この重要
な点は、露光放射線は液体中で波長が短くなることから、一層小さい造作の像形成を可能
にすることである。（液体の効果は、システムの有効ＮＡの増大、および焦点深度の増大
としても考えられる。）他の浸漬液体も提案されており、それには固体粒子（例えば、石
英）の懸濁する水が含まれる。
【０００４】
　しかしながら、その液体浴（例えば米国特許第４５０９８５２号を参照。本明細書にそ
の記載内容全体を援用する）に基板を、または基板と基板テーブルとを沈めることは、走
査露光時に加速しなければならない大容積の液体が存在することを意味する。これは、追
加のモーターや、一層強力なモーターを要求することになり、また液体の乱れが望ましく
ない作用、および予測できない作用をもたらす。

10

20

30

40

50

(2) JP 4037391 B2 2008.1.23

異なる２つの金属形式の層 の
層 記外 から請求項３

二つの金属形式 から請求項４いず
れかに

　前記センサーは、前記吸収部材を通して伝達される光を電気信号に変換するセンサー検
出器を含む請求項 1から請求項６に記載されたリトグラフ投影装置。

外面で 吸収部材
を含み、前記吸収部材は、異なる二つの金属形式の層を有するとともに、前記外面は、一
つの絶縁材料の層または一つの絶縁材料の層と前記金属形式の層の一つとで構成されてい
る



【０００５】
　提案された解決法の一つは、液体供給システムが、液体制限システムを使用して基板の
局所のみに対し、投影システムの最終部材と基板との間に液体を供給するものである（基
板は一般に投影システムの最終部材よりも大きな表面積を有している）。この構造のため
に提案された一つの方法はＷＯ９９／４９５０４に開示されており、本明細書にその記載
内容全体を援用する。図２および図３に示されるように、液体は少なくとも一つの入口Ｉ
Ｎから、好ましくは最終部材に対する基板の移動方向に沿って基板上に供給され、投影シ
ステムの下側を通過した後、少なくとも一つの出口ＯＵＴから取出される。すなわち、基
板がその部材の下方でＸ方向に走査されるならば、液体はその部材の＋Ｘ側に供給され、
－Ｘ側で取出される。図２はその構造を模式的に示しており、液体は入口ＩＮから供給さ
れ、その部材の反対側の出口ＯＵＴから取出されるのであり、出口ＯＵＴは低圧の供給源
に連結される。図２の図解において、液体は最終部材に対する基板の移動方向に沿って供
給されるが、これでなければならないというわけではない。最終部材の周囲に配置される
入口および出口の配向および個数はさまざまに可能であり、その一例が図３に示されてい
る。図３では、入口の各側に出口が配置された四個の組をなす入口および出口が最終部材
のまわりに規則的なパターンにて備えられている。
【０００６】
　提案された他の解決法は、投影システムの最終部材と基板テーブルとの間隔空間の境界
面の少なくとも一部に沿って延在するシール部材を備えた液体供給システムを提供するも
のである。この解決法は図４に示されている。シール部材はＸＹ平面内で投影システムに
対して実質的に静止されるが、Ｚ方向（光軸方向）には幾分かの相対移動ができる。シー
ル部材と基板表面との間にシールが形成される。このシールはガス・シールのように非接
触シールであることが好ましい。ガス・シールを備えたそのようなシステムはヨーロッパ
特許出願０３２５２９５５．４に開示されており、本明細書にその記載内容全体を援用す
る。ヨーロッパ特許出願０３２５７０７２．３には、ツイン・ステージまたはデュアル・
ステージの浸漬式リトグラフ装置の概念が開示されている。その装置は、基板を支持する
ために二つのステージを備えている。レベル測定は一方のステージで浸漬液体の無い第一
の位置で遂行され、露光はもう一方のステージで浸漬液体の存在する第二の位置で遂行さ
れる。これに代えて、この装置はステージを一つだけ有することができる。
【０００７】
　従来のリトグラフ投影装置は、基板を担持する基板テーブルが投影ビームに対して正確
に位置決めできるようにするために、基板テーブルに幾つかのセンサーを必要としている
。これらのセンサーは伝達像センサー（ＴＩＳ）を含み、このセンサーは、焦点板（マス
ク）の高さ位置におけるマーク・パターンの投影空中像がウェーハの高さ位置において占
める位置を測定するのに使用されるセンサーである。典型的にウェーハの高さ位置での投
影像は、投影ビームの波長と同様のライン幅を有するライン・パターンである。ＴＩＳは
、下方の光電管により伝達パターンを使用してそれらのマスク・パターンを測定する。セ
ンサーのデータは、ウェーハ・テーブルの位置でのマスクの位置を六つの自由度で測定す
るのに使用される。投影されたマスクの倍率および尺度も測定される。何故なら、マスク
の四つの点が沿ってに使用されるからである。センサーはパターン位置および照射設定の
影響（シグマ値、レンズのＮＡ値、全てのマスク（二値式、ＰＳＭ、など））を測定でき
なければならないので、小さなライン幅が要求される。さらに、センサーは装置の光学的
性能の測定／監視にも使用される。瞳（Ｐｕｐｉｌ）形状、コマ収差、球面収差、非点収
差、および視野曲率（Ｆｉｅｌｄ　ｃｕｒｖａｔｕｒｅ）に関するさまざまな測定が行わ
れる。これらの沿ってのために、さまざまな照射設定がさまざまな投影像と組合わされて
使用される。それらのセンサーは、リトグラフ・ツールに与えられる干渉式波面測定シス
テムであるインテグラル・レンズ・インターフェロメータ・アト・スキャナ（ＩＬＩＡＳ
）とすることができる。ＩＬＩＡＳは、システムのセットアップおよび認定に関して必要
とされレンズ収差（ゼルニケ３６まで）の（静的）測定を行う。ＩＬＩＡＳはシステムの
セットアップおよび認定に使用されるスキャナ組込み測定システムである。ＩＬＩＡＳは
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機械の条件に応じた正規の基準においてスキャナの監視および再較正に使用される。さら
にまたそのようなセンサーは、定域（ｄｏｓｅ）（スポット）センサーまたは基板の高さ
位置で使用できる他のいずれかの形式のセンサーとされ得る。これらのセンサーの全ては
基板の高さ位置で使用され、またそのために基板テーブル上に配置される。浸漬液体が投
影ビームにいかに作用するかについての複雑な判断を行う必要性を回避するために、基板
に像が形成されるのと同じ条件、すなわち投影システムの最終部材とセンサーとの間の所
定位置に浸漬液体を有する条件で、センサーを照射することが望ましい。
【０００８】
　従来のリトグラフ投影装置に使用されている上述形式のセンサーは、実際の光センサー
検出器の前に位置する格子上に配置される吸収層が存在することを必要とする。この吸収
層は、高精度の読取りを行えるようにするためにセンサーが高コントラスト・センサーで
あるということを保証するために要求される。吸収層は開かれた面積部分および閉ざされ
た面積部分を有し、プレートの開かれたパターンを通して伝達された光と、閉ざされて吸
収された面積部分との間で高信号コントラストを得るようになされている。吸収層の下側
の光センサーは通常は開かれたパターンよりも格段に大きく、大きな角度で光を測定でき
るようになされている。典型的なセンサーにおける開かれたパターンの面積部分に対する
感光面積部分の比率は大体（１：５６００）である。したがって、光センサーの上側の閉
ざされた面積部分上の吸収層を使用して可能なかぎり多量の光を吸収することが重要とな
る。２００ｎｍ程度のライン幅を有する面積パターンが必要とされる。これを実施するた
めには、要求される解像度が用意に得られるようにするために複層構造が使用される。典
型的には、そのようなセンサーの吸収部材は、異なる金属形式の複数の層で形成される。
クロムが最も広く使用されている。何故なら、マスク製造において一般的であり、ＵＶお
よびＤＵＶ光（線）を遮蔽する良好な吸収特性を有するからである。アルミニウムもまた
使用される。何故なら、アルミニウムはクロムよりも良好なエッチング選択性を有し、ま
た良好な光密度を有するからである。他の金属、元素および合金の両方が適当とされる。
金属がコマ。何故なら、導電率および光反射率が良好であり、基板テーブルの高さ位置の
測定に有用だからである。
【０００９】
　米国特許第５８２３０４３号に開示されている従来技術の浸漬式リトグラフ投影装置で
は、センサーは基板テーブルの上方に配置されて基板テーブルの表面からの放射光の反射
に依存するようになされており、これにより浸漬液体に対してセンサーを耐性とする必要
性を回避している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　浸漬式リトグラフ投影装置に使用する正確なセンサーを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、パターン形成装置からのパターンを基板上に投影するように構成され
たリトグラフ投影装置であって、
　前記投影システムの最終部材と前記基板との間の浸漬液体を有する空間に浸漬液体を与
えるように構成された液体供給システムと、
　前記液体供給システムからの浸漬液体中に浸漬されている間に放射光により露光される
ように前記基板テーブル上に取付けられ、照射される間に前記浸漬液体と接触される外面
を含み、一つまたは幾つかの金属形式で形成されたセンサーとを有するリトグラフ投影装
置が提供される。
【００１２】
　本発明によれば、浸漬液体中へ浸漬したとき、特に浸漬液体が水または水を基本とした
液体である場合に、二つの異なる金属形式の間でのガルバーニ電池の形成は阻止される。
このことはセンサーを基板テーブル上に配置できるようにする。吸収部材上の造作（ｆｅ
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ａｔｕｒｅｓ）は小さな寸法であることを要求されるので、ガルバーニ電池が確立できる
ならば、吸収部材の有効性は金属形式の一方が溶解されるに連れて急激に減少する。した
がって、高コントラストのセンサーが本発明により達成され、浸漬環境の長寿命が与えら
れる。
【００１３】
　金属形式という用語は元素金属または合金を意味する。
【００１４】
　一実施例において、外面は一つの金属形式の連続層で形成される。異なる吸収特性の面
積部分を与える一つの方法は、一つの層を、その厚みが均一でないように形成することで
ある。したがって、吸収部材の二つの金属を使用することは完全に回避され、連続層に対
する僅かな損傷であってもガルバーニ電池が形成されることはない。
【００１５】
　これに代えて、吸収部材は絶縁材料の少なくとも一つの層を含むことができる。絶縁材
料は、異なる金属形式が互いに電気的に絶縁できること、または液体を浸漬から絶縁でき
ることを保証する好ましい方法を与える。
【００１６】
　一実施例において、吸収部材は厚さの一様でない少なくとも一つの金属の層を含む。こ
の実施例では、外面は前記絶縁材料層の面積部分と、一方の金属形式の前記少なくとも一
つの層の一つの面積部分とを含むことができる。少なくとも一つの金属層が各々異なる金
属形式の二つの金属層であるならば、絶縁材料層は電気的絶縁材料とされ、また各々異な
る金属形式の二つの層の間に挟まれることができる。
【００１７】
　吸収部材が絶縁材料の少なくとも一つの層を含む場合、吸収部材は異なる一つの金属形
式の二つの層を含むことができる。互いに異なる一つの金属形式からできたこれらの二つ
の層は、絶縁材料の層が外面を形成するならば、接触されることができる。
【００１８】
　本発明の他の概念によれば、
　投影システムの最終部材と前記基板との間の空間内の浸漬液体を通して基板上にパター
ン形成された放射ビームを投影する段階と、
　前記最終部材と前記センサーとの間に浸漬液体を供給した後、前記基板テーブル上のセ
ンサーを照射する段階とを含み、前記センサーは前記浸漬液体と接触する一つまたは幾つ
かの金属形式で形成された外面を含んでいる素子製造方法が提供される。
【００１９】
　本発明の実施例がここで添付の概略図面を参照して例としてのみ説明される。添付図面
において同じ符号は同じ部分を示している。
【実施例１】
【００２０】
　図１は本発明の一実施例のリトグラフ投影装置を模式的に示している。この装置は、
　放射光Ｂ（例えば、ＵＶ放射線またはＤＵＶ放射線）を調整するように構成された照射
系（照射装置）ＩＬと、
　パターン形成装置（例えばマスク）ＭＡを支持し、或るパラメータによりパターン形成
装置を正確に位置決めするように構成された第一の位置決め手段ＰＭに連結された支持構
造（例えばマスク・テーブル）ＭＴと、
　基板（例えばレジスト被覆ウェーハ）Ｗを保持するために構成され、或るパラメータに
より基板を正確に位置決めするように構成された第二の位置決め手段ＰＷに連結された基
板テーブル（例えばウェーハ・テーブル）ＷＴと、
　基板Ｗのターゲット箇所Ｃ（例えば一つ以上のダイを含む）に対し、パターン形成装置
ＭＡによって放射ビームＢに与えられたパターンを投影するように構成された投影系（例
えば屈折投影レンズ系）ＰＳとを含む。
【００２１】
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　放射線を方向決めし、成形し、または制御するために、照射系は各種形式の光学部材、
例えば屈折式、反射式、電磁式、静電式、または他の形式の光学部材、またはそれらのあ
らゆる組合せ、を含むことができる。
【００２２】
　支持構造は、パターン形成装置の重量を支持、すなわち支える。この構造は、パターン
形成装置の配向、リトグラフ投影装置の設計、および例えばパターン形成装置が真空環境
中に保持されているか否かのような他の条件に応じた方法で、パターン形成装置を保持す
る。支持構造はパターン形成装置を保持するために、機械式、真空式、静電式または他の
クランプ技術を使用できる。支持構造は、例えばフレームまたはテーブルとされ、それら
は要望に応じて固定または可動とされることができる。支持構造は、パターン形成装置が
所望位置、例えば投影系に対して位置されることを保証する。本明細書での「焦点板」や
「マスク」の用語は、一層一般的な用語「パターン形成装置」と同義であると考えること
ができる。
【００２３】
　「パターン形成装置」の用語は、例えば基板のターゲット箇所にパターンを形成するた
め、横断面にパターンを有した放射ビームを与えるために使用できるあらゆる装置を示す
者と本明細書では広く解釈されねばならない。放射ビームに与えられたパターンは、例え
ば、パターンが位相シフトの特徴や、いわゆるアシスト特徴を含む場合には、基板のター
ゲット箇所に望まれるパターンと厳密には一致しないことに留意すべきである。一般に、
放射ビームに与えられるパターンは、ターゲット箇所に形成される素子、例えば集積回路
の特定の機能層に一致する。
【００２４】
　パターン形成装置は透過性または反射性とされる。パターン形成装置の例はマスク、プ
ログラム可能なミラー配列、およびプッシュ・ロッド可能なＬＣＤパネルを含む。マスク
はリトグラフ技術では周知であり、二値式、交番位相シフト、および減衰位相シフトのよ
うなマスク形式、並びに各種のハイブリッド・マスク形式を含む。例えばプログラム可能
なミラー配列は小さなミラーのマトリックス配列を使用するもので、各ミラーは個別に傾
動でき、入射する放射ビームを異なる方向へ反射できるようになされている。この傾動す
るミラーは、ミラー・マトリックスで反射される放射ビームにパターンを与える。
【００２５】
　本明細書で使用する「投影系」という用語は、使用される露光放射線に適当であるよう
に、または浸漬液体の使用や真空の使用のような他の要因に適当であるように、屈折式、
反射式、屈折反射式、磁気式、電磁式、静電式の光学システム、またはそれらのいずれか
の組合せを含むあらゆる形式の投影系を包含するものとして広く解釈されねばならない。
「投影レンズ」という用語の本明細書におけるいずれの使用も、「投影系」という一般的
な用語と同義であると考えることができる。
【００２６】
　本明細書で示すように、この装置は透過式（例えば透過式マスクを使用する）のもので
ある。これに代えて、この装置は反射式（例えば上述で引用したような形式のプログラム
可能なミラー配列を使用するか、反射式マスクを使用する）のものとすることができる。
【００２７】
　このリトグラフ投影装置は二つ（デュアル・ステージ）またはそれ以上の基板テーブル
（および（または）二つまたはされ以上のマスク・テーブル）を有する形式のものである
。このような「複数ステージ」の機械では、追加のテーブルが平行に使用されることがで
き、一つまたはそれ以上のテーブルで予備段階が遂行される一方、一つ以上の他のテーブ
ルは露光に使用される。
【００２８】
　図１を参照すれば、照射装置ＩＬは放射ビームを放射源ＳＯから受取る。この放射源お
よびリトグラフ投影装置は、例えば供給源が励起レーザーである場合、別個に存在する。
その場合、供給源はリトグラフ投影装置の一部を形成するとは考えられず、例えば方向決
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めミラーおよび（または）ビーム拡張器を含むビーム導入系ＢＤによって放射ビームは放
射源ＳＯから照射装置ＩＬへ送られる。他の例では、例えば放射源が水銀ランプである場
合、放射源はリトグラフ投影装置の一体部分とされる。放射源ＳＯおよび照射装置ＩＬは
必要ならばビーム導入系ＢＤと共に放射系と称される。
【００２９】
　照射装置ＩＬは、放射ビームの角度方向の強度分布を調整するために調整器ＡＤを含む
。一般に、照射装置の瞳面内の強度分布の少なくとも外側および（または）内側の半径方
向範囲（一般にそれぞれσアウターおよびσインナーと称される）を調整することができ
る。さらに、照射装置ＩＬは集積光学装置ＩＮおよびコンデンサＣＯのような他のさまざ
まな部材を一般に含むことができる。照射装置は、放射ビームの横断面における所望の均
一性および強度分布を得るように、放射ビームを調整するために使用できる。
【００３０】
　放射ビームＢはパターン形成装置（例えばマスクＭＡ）に入射する。マスクは支持構造
（例えばマスク・テーブルＭＴ）に支持され、またパターン形成装置によってパターン形
成される。マスクＭＡを横断した放射ビームＢは投影系ＰＳを通る。この投影系ＰＳは基
板Ｗのターゲット箇所ＣにビームＢの焦点を合わせる。第二の位置決め手段ＰＷおよび位
置センサーＩＦ（例えば干渉式装置、リニア・エンコーダ、または容量センサー）によっ
て、例えば、放射ビームＢの経路内に別のターゲット箇所Ｃを位置決めするように基板テ
ーブルＷＴを正確に移動することができる。同様に、例えば、マスク保管部からのマスク
の機械的な取出しの後、または走査の間に、放射ビームＢの経路に対してマスクＭＡを正
確に位置決めするために、第一の位置決め手段ＰＭおよび他の位置決めセンサーを使用す
ることができる。一般にマスク・テーブルＭＴの動きは長いストロークのモジュール（粗
い位置決め）と、短いストロークのモジュール（微細な位置決め）とによって実現される
のであり、それらは第一の位置決め手段ＰＭの一部を形成する。同様に、基板テーブルＷ
Ｔの動きは長いストロークのモジュールと、短いストロークのモジュールとによって実現
されるのであり、それらは第二の位置決め手段ＰＷの一部を形成する。ステッパの場合（
スキャナとは半体である）、マスク・テーブルＭＴは短いストロークのアクチュエータの
みに連結されるか、固定されることができる。マスクＭＡおよび基板Ｗはマスク整合マー
クＭ１，Ｍ２および基板整合マークＰ１，Ｐ２を使用して整合することができる。基板整
合マークは図示したように与えられたターゲット箇所の位置を占めるが、それらはターゲ
ット箇所の間の空間に配置される（それらは罫書きレーンの整合マークとして知られてい
る）。同様に一つ以上のダイがマスクＭＡに備えられている場合には、マスク整合マーク
はダイの間に位置させることができる。
【００３１】
　記載した装置は以下のモードの少なくとも一つにて使用することができる。
【００３２】
　１．ステップ・モードでは、マスク・テーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは基本的に
静止され、放射ビームに与えられたパターン全体が一度（すなわち一回の静止露光）でタ
ーゲット箇所Ｃに投影される。その後に基板テーブルＷＴはＸ方向および（または）Ｙ方
向へ移動され、別のターゲット箇所Ｃが露光できるようになされる。このステープル・モ
ードでは、露光視野の最大寸法が一回の静止露光にて結像されるターゲット箇所Ｃの寸法
を制限する。
【００３３】
　２．走査モードでは、マスク・テーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴが同期して走査さ
れ、その間に放射ビームに与えられたパターンがターゲット箇所Ｃに投影される（すなわ
ち、一回の動的露光）。マスク・テーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方
向は、投影系ＰＳの倍率（縮小率）および像反転特性によって決定される。走査モードで
は、露光視野の最大寸法が一回の動的露光におけるターゲット箇所の幅（走査方向でない
方向の）を制限し、走査の移動長さはターゲット箇所の高さ（走査方向）を決定する。
【００３４】
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　３．他のモードでは、マスク・テーブルＭＴは本質的に静止状態に保持されてプログラ
ム可能な装置を保持する。基板テーブルＷＴは移動されて走査され、その間に放射ビーム
に与えられたパターンがターゲット箇所Ｃに投影される。このモードでは、一般にパルス
化された放射源が使用され、プログラム可能なパターン形成装置は基板テーブルＷＴの各
々の移動後に、または走査時の連続した放射パルスの間に、必要ならば最新版にアップデ
ートされる。この作動モードはマスクを使用しないリトグラフに容易に適用することがで
き、そのようなリトグラフとは上述で引用した形式のプログラム可能なミラー配列のよう
なプログラム可能なパターン形成装置を使用するものである。
【００３５】
　上述した使用モードの組合せおよび（または）変更形のモード、または全く異なる使用
モードも利用することができる。
【００３６】
　図５は、投影系ＰＬと、基板テーブルＷＴ上に配置されたセンサー２０との間の液体貯
留部１０を示している。液体貯留部１０は液体１１で満たされ、液体１１は比較的大きな
屈折率を有し、例えば水であり、入口／出口１３を通して供給される。この液体は、投影
ビームの放射光の波長を液体中では空中または真空中よりも短くするという作用を有して
おり、より小さい造作を解像できるようにする。投影システムのこの解像限界は、特に投
影ビームの波長と、システムの開口数（開口率）によって決定されることは周知である。
液体の存在は有効開口数を高めるものとみなせる。さらに、固定の開口数では、液体は深
度を増大するのに有効である。
【００３７】
　液体貯留部１０は、投影系ＰＬの視野のまわりの基板Ｗに対する好ましい非接触シール
を形成し、これにより液体は投影系ＰＬに向いた基板の第一面と、投影系ＰＬの最終光学
部材との間隔空間を満たすように制限される。液体貯留部は投影系ＰＬの下方に位置して
その最終部材を取囲むシール部材１２によって形成される。したがって、液体供給システ
ムは液体を基板の局部的な面積部分にのみ供給する。シール部材１２は、投影システムの
最終部材とセンサー１０（または基板Ｗ）との間隔空間に液体を充満させる液体供給シス
テムの一部を形成する。この液体は投影レンズの下方空間へ、シール部材１２の内部へ送
られる。シール部材１２は投影レンズの底部部材よりもわずか上方へ延在し、液体は液体
バッファが形成されるように最終部材よりも上方へ上昇する。シール部材１２は、上端が
投影システムまたはその最終部材の形状に密接に合致する内周面を有し、例えば丸くされ
ることができる。内周面は底部に開口を形成し、この開口は像視野の形状、例えば四角形
に密接に合致しているが、こうある必要性はない。投影ビームはこの開口を通過する。
【００３８】
　液体１１はシール装置１６で液体貯留部１０内に閉じ込められる。図２に示されるよう
に、シール装置は非接触式シール、すなわちガス・シールである。このガス・シールはガ
ス、例えば空気または合成空気で形成され、入口１５からシール部材１２と基板Ｗとの間
隙へ加圧されて供給され、第一の出口１４から抜出される。ガス入口１５における正圧、
第一の出口１４における真空圧レベル、および間隙の幾何形状は、高粘性空気が液体１１
を制限する装置の光軸へ向かって内方へ流れるように構成されている。いずれのシールと
同様に或る量の液体は例えば第一の出口１４へ逃げることになる。
【００３９】
　図２および図３もまた入口（単数または複数）ＩＮ、出口（単数または複数）ＯＵＴ、
基板Ｗおよび投影系ＰＬの最終部材によって形成された液体貯留部を示す。図４の液体供
給システムと同様に、図２および図３に示された液体システムは入口（単数または複数）
ＩＮおよび出口（単数または複数）ＯＵＴを含み、投影システムの最終部材と基板の第一
面の局部面積部分との間隙空間内へ液体を供給する。
【００４０】
　図２～図４および図５の液体供給システムの全てはセンサー２０と使用することができ
、センサー２０は図６にさらに詳しく示されている。図６において、液体供給システムは
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図示されていないが、投影システム３０の最終部材は液体貯留部１０として示されており
、浸漬液体１１を充満されている。
【００４１】
　センサー２０はセンサー検出器４０、透過式センサー格子４５および吸収部材１００を
含んで構成される。吸収部材１００はセンサー・コントラストを向上させるため、したが
って全体のセンサー機能を向上させるために使用される。吸収部材１００によるこのセン
サーのコントラストはパターンの開かれた面積部分を通して伝達される光の、閉ざされた
面積部分、すなわちカバーされた面積部分を通して伝達される光の量に対する比率である
。吸収部材の振る舞いは、主として透過式センサー格子４５の開かれた面積部分と、セン
サー検出器４０の上方の吸収部材１００の面積部分との比率によって引き起こされる。こ
のＴＩＳに関して、開かれた格子の面積部分対閉ざされた吸収面積部分との比率は、１：
５６００である。吸収部材１００を通して伝達される光の０．１％の寄与を得るために、
１０ｅ－３／５６００～２ｅ－７の光密度が要求される。
【００４２】
　透過式センサー格子４５は、焦点板の高さ位置での対応するパターン（センサーでのパ
ターンよりも４～５倍大きい）の投影空間像を重畳（ｃｏｎｖｏｌｕｔｅ）することに使
用される。焦点板の高さ位置での対応するパターンの投影空間像を重畳することで、基板
の高さ位置での透過式センサー格子４５の位置に応じた輝度プロフィルが与えられる。さ
まざまな基板テーブル位置での輝度データにより、空間像の位置および形状が計算できる
。
【００４３】
　センサー検出器４０は格子の開かれた面積部分を通して伝達された光を電気信号に変換
する。しかしながら、格子４５および吸収部材１０を通して伝達される全光量が全電気信
号に関与するのである。良好なセンサー性能を得るためには、吸収部材１００を通して伝
達される光量を最少限（開かれた面積部分を通して伝達される光の０．１％未満）にしな
ければならない。吸収層１００の光密度が大きすぎると、センサー性能は悪化する。
【００４４】
　したがって吸収部材１００の目的は、投影ビームＰＢのエネルギーの一部を吸収し、さ
まざまな吸収特性の面積部分を形成することでセンサーが十分なコントラストを得られる
ようにすることである。吸収部材１００は少なくとも一つの金属層、例えばアルミニウム
およびはクロム（またはそれらの合金）で作られることが好ましいが、いずれの金属層と
することもできる。ＡｌおよびＣｒは投影ビームの放射線を吸収するのに有効であり、ま
た製造および加工の資源として有利である。
【００４５】
　金属層の全厚は２００ｎｍ程度である。Ａｌ／Ｃｒの複数層では、Ａｌ層は典型的に１
００ｎｍで、Ｃｒ層は９０ｎｍの厚さとされる。被覆されない面積部分の幅はＴＩＳおよ
で１００～３００ｎｍ、ＩＬＩＡＳで２～５μｍの程度である。それぞれ異なる金属の二
つの層を吸収部材に私有することで生じる問題は、二つの金属形式が電気的に接触され、
また電解液、例えば浸漬液体に接触するとガルバーニ電池が形成されてしまうことである
。そのようなガルバーニ電池では、僅かな貴金属（Ａｌ）が式１のように反応する。
（数１）
　　Ａｌ　→　Ａｌ３ ＋ 　＋　３ｅ－ 　（反応１）
【００４６】
　反応１では三つの電子がクロム－浸漬液体の境界面へ移動し、反応２が生じる。
（数２）
　　２Ｈ２ Ｏ　＋　Ｏ２ 　＋　４ｅ－ 　→　４ＯＨ－ 　（反応２）
【００４７】
　水以外の浸漬液体では、かなり異なる反応が生じる。
【００４８】
　これらの反応が加え合わされて以下の反応が生じることになる。
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（数３）
　　４Ａｌ＋６Ｈ２ Ｏ＋３Ｏ２ 　→　Ａｌ３ ＋ 　＋１２ＯＨ－ 　（反応３）
【００４９】
　概して全体的な反応速度は、いろいろの理由のうち、使用される金属によって影響され
る。ガルバーニ列における位置が近づくほど、腐食速度は低下する。ガルバーニ列におけ
るＡｌに近い金属、例えば亜鉛またはカドミウムは、この応用例でクロムに代えて使用す
るには適当でないという欠点を有する。
【００５０】
　第一の実施例で、そのようなガルバーニ電池の形成は、典型的に２０～１００ｎｍの厚
さを有するＳｉＯ２ またはＳｉＮのような絶縁金属の連続層１２０の私有によって阻止さ
れる。連続層１２０は層１０５のみが浸漬液体と接触する面積部分上を連続的に覆う必要
がない。それがなければ層１０５，１０７が共に浸漬液体に接触してしまうであろう箇所
にのみ、連続であることが要求される。層１０５の全てを使用する連続層が、層１０５の
ピンホールや引掻き傷のために浸漬液体との共用で生じる問題を阻止することから、好ま
しい。この絶縁材料は、液体不浸透性（電気的に絶縁旋回導電性）であるか、電気的絶縁
体のいずれかとされ、またセンサーを照射する放射光に対して十分な透過性を有していな
ければならない。電気的絶縁体が好ましい。連続層１２０は吸収部材１００の金属層１０
５，１０７の両方を覆い（すなわちセンサーの露光時に浸漬液体と接触する吸収部材１０
０の他面が連続層で形成されている）、これにより二つの金属層間の、または一つの層に
おける二つの異なる金属形式の間のガルバーニ反応は進行しない。何故なら、第二の金属
層１０７（クロム層）は浸漬液体１１から絶縁され、反応２が進展しないからである。
【００５１】
　本発明によれば、特に浸漬液体が水または水を主体とした液体の場合、浸漬液体中に浸
漬されたときに二つの非類似金属の間にガルバーニ電池が形成されることを本質的に防止
することができる。このことは、センサーを基板テーブル上に配置可能にする。吸収部材
上の造作の寸法は小さなことを要求されるので、ガルバーニ電池の形成が許されるならば
、一方の金属形式が溶解して吸収部材の効果はすぐに低下してしまうことになる。したが
って、浸漬環境にて長寿命を与える本発明によって高コントラストのセンサーが達成され
る。
【００５２】
　金属形式という用語は、元素金属または合金を意味する。絶縁金属は、異なる金属形式
が互いに、または浸漬による浸漬液体から、電気的に絶縁できることを保証する好ましい
方法を与える。
【００５３】
　明白となるように、二つの金属層１０５，１０７の各々は異なる形式の金属で形成され
、実際にこの実施例は、一つ以上の形式の金属で形成することのできる単一の金属層のみ
を備えて使用することができる。
【実施例２】
【００５４】
　第二の実施例は図 を参照して説明されるが、これは以下に記載することを除いて第一
の実施例と同じである。
【００５５】
　第二の実施例では、吸収部材１００は同様に二つの金属層１０５，１０７で光センサー
されている。しかしながら、第二の実施例では、連続絶縁層１２０が電気的に絶縁性の材
料で形成され、第一および第二の層１０５，１０７の間に挟まれる。再び述べるが、この
絶縁層は、それがなければ層１０５，１０７のスタックが浸漬液体に接触されてしまい、
連続層は層１０５の欠陥箇所を処理するのに好ましいとされる場合に、必要とされるだけ
である。したがって、吸収部材１００の表面は部分的に第一の金属層１０５で、または部
分的に絶縁層１２０で形成される。この実施例では、絶縁材料１２０の層の機能は、第一
および第二の金属層１０５，１０７を互いに電気的に絶縁させ、ガルバーニ対が生じない
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ようにすることである。この実施例では、第一の金属層１０５は一つの金属形式、すなわ
ち元素金属または合金で形成されればならず、二つの元素金属または完全に合金化されて
いない二つの合金であってはならない。第二の金属層１０７は一つ以上の金属形式から形
成することができ。
【実施例３】
【００５６】
　第三の実施例は図 を参照して説明されるが、これは以下に記載することを別として第
一の実施例と同じである。
【００５７】
　第三の実施例では、連続材料の層１２０は全くない。二つの層１０５，１０８があり、
その一方の層は金属層１０５であってＣｒで形成されることが好ましく、他方はセラミッ
クス、例えば炭化金属、または窒化金属、好ましくはＴｉＮのような非金属層１０８であ
る。これらの層１０５，１０８は逆にすることができる。この組合せもまたガルバーニ腐
食に対して良好な耐性を有しており、各層は約１００ｎｍの厚さであることを必要とされ
るだけなので、製造が容易であるという利点を有する。
【実施例４】
【００５８】
　第四の実施例が図 を参照して説明されるが、以下に説明される以外は第一の実施例と
同様である。
【００５９】
　第 の実施例では、吸収部材１００に唯一の金属形式を使用することでガルバーニ対の
形成が阻止された。一つの金属形式が層１０５に付着される。厚さが非均等となるように
厚さの異なる金属層１０５を付着させることにより異なる吸収特性の面積部分が形成され
る。唯一の金属形式が浸漬液体に曝されるので、ガルバーニ対は形成されない。したがっ
て、吸収部材に２つの金属を使用することは完全に回避され、連続層の小さな損傷があっ
てもガルバーニ電池が形成されることはない。
【００６０】
　上述した実施例の全てにおいて、金属層１０５，１０７はセンサーの面部分の上でさま
ざまな厚さとされる。
【００６１】
　透過式センサー格子４５および基板テーブルＷＴは非導電性材料で形成されることが好
ましい。これは、基板テーブルＷＴや透過性センサー格子４５、および浸漬液体と接触さ
れる他の材料に配置される金属層１０５，１０７の間にガルバーニ結合が形成され得ない
ので、有利である。
【００６２】
　ガルバーニ電池の形成を回避する上述した方法は、浸漬液体中に浸漬されるいずれのセ
ンサーのいずれの部分にも適用できる。
【００６３】
　ここでＩＣの製造にリトグラフ装置を使用するための特定例が引用されたが、本明細書
に記載されたリトグラフ装置は、他の適用例、例えば一体光学システム、磁気定義域メモ
リのガイダンスおよび検出パターン、フラット・パネル・ディスプレイ、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッドなどがあることを理解しなければならない。当業者にはそ
のような代替応用例の状況において、本明細書での「ウェーハ」や「ダイ」という用語の
使用は、より一般的な用語である「基板」や「ターゲット箇所」とそれぞれ同義であるこ
とが認識されるであろう。本明細書で引用した基板は露光の前または後で例えばトラック
（基板に対してレジスト層を典型的に付与する、また露光したレジストを現像する工具）
、冶金学的工具、および（または）検査工具において処理を行われる。適用できる場合に
は、本明細書による開示はそれらの、およびその他の基板処理工具に適用できる。さらに
、基板は一度以上、例えば複層ＩＣを製造するために処理されることができ、これにより
本明細書で使用した用語の基板は、既に複数回処理された層を含む基板も示すことができ
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る。
【００６４】
　光学リトグラフの磁気に本発明の実施例を使用するために、上述で特定例を引用したが
、本発明は他の応用例、例えば刻印リトグラフに使用できること、また状況が許されるな
らば、光学リトグラフに限定されないことが認識されるであろう。刻印リトグラフでは、
パターン形成装置のトポグラフィが基板に形成されるパターンを定める。バケット装置の
トポグラフィが基板に付与されているレジスト層に押印され、これによりレジストは電磁
放射、熱、圧力、またはその組合せを加えることで硬化される。パターン形成装置はレジ
ストが硬化した後にパターンをそのままのコンシステンシーレジストから退去される。
【００６５】
　本明細書で使用する「放射光（線）」および「ビーム」という用語は、紫外（ＵＶ）線
（例えば約３６５，２４８，１９３，１５７または１２６ｎｍの波長を有する）、および
極紫外（ＥＵＶ）放射線（例えば５～２０ｎｍの波長を有する）、ならびにイオンビーム
や電子ビームのような粒子ビームを含む全ての形式の電磁放射線を包含する。
【００６６】
　「レンズ」という用語は、状況が許されるならば、屈折式、反射式、磁気式、電磁気式
、静電気式の光学部材を含むさまざまな形式の光学部材のいずれか、またはそれらの組合
せとすることができる。
【００６７】
　本発明の特定の実施例が上述で説明されたが、本発明は説明した以外の方法で実施でき
ることは明白となるであろう。例えば本発明は、上述で開示したような方法を記載する機
械で読取り可能な命令の一つ以上のシーケンスを収納したコンピュータ・プログラムの形
態で、またはそのようなコンピュータ・プログラムを収容したデータ記憶媒体（例えば半
導体メモリ、磁気または光ディスク）の形態とされることができる。
【００６８】
　本発明はいずれの浸漬式リトグラフ装置にも、特に、しかしそれに限定することなく、
上述した形式のリトグラフ装置に適用することができる。
【００６９】
　上述の説明は図解を意図する者で制限する意図はない。したがって、当業者には特許請
求の範囲に記載の範囲から逸脱せずに本明細書に記載した本発明を変更できることが明白
となるであろう。
【００７０】
　本出願は２００３年７月２４日付け出願のヨーロツパ特許出願第０３２５５２２８．３
号の優先権を主張する。その明細書はその記載内容全体を本明細書に援用する。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施例のリトグラフ装置を示す。
【図２】従来技術のリトグラフ投影装置に使用される液体供給システムを示す立面図であ
る。
【図３】従来技術のリトグラフ投影装置に使用される液体供給システムを示す平面図であ
る。
【図４】従来技術の他のリトグラフ投影装置の液体供給システムを示す。
【図５】他の液体供給システムならびに本発明によるセンサーを示す。
【図６】本発明の第一の実施例のセンサーを示す。
【図７】本発明の第二の実施例のセンサーを示す。
【図８】本発明の第三の実施例のセンサーを示す。
【図９】本発明の第四の実施例のセンサーを示す。
【符号の説明】
【００７２】
　ＡＤ　調整器
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　Ｂ　放射光
　ＢＤ　ビーム導入系
　ＰＢ　投影ビーム
　Ｃ　ターゲット箇所
　ＣＯ　コンデンサー
　ＩＬ　照射装置
　ＩＮ　集積光学装置
　ＭＡ　マスク
　ＭＴ　マスク・テーブル
　Ｍ１，Ｍ２，Ｐ１，Ｐ２　整合マーク
　ＰＬ　投影系
　ＰＭ　第一の位置決め手段
　ＳＯ　放射源
　Ｗ　基板
　ＷＴ　基板テーブル
　１０　液体貯留部
　１１　液体
　１２　シール部材
　１３　入口／出口
　１４　第一の出口
　１５　入口
　２０　センサー
　３０　投影システム
　４０　センサー検出器
　４５　センサー格子
　１００　吸収部材
　１０５　第一の金属層
　１０７　第二の金属層
　１０８　層
　１２０　絶縁材料
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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