
JP 4580968 B2 2010.11.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射ビームを供給するように配置されている照射システムと、
　前記放射ビームの断面にパターンを付与することが可能であり、よってパターン形成し
た放射ビームを提供するパターン形成手段を支持するように構成されている支持構造と、
　基板を保持するように構成されている基板テーブルと、
　前記パターン形成した放射ビームを前記基板の標的部分上に投影するように配置されて
いる投影システムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板との間の空間の少なくとも一部に液体を充填し
て前記液体を閉じ込めるように構成されている液体閉じ込めシステムと、を備えるリソグ
ラフィ投影装置であって、
　前記液体閉じ込めシステムは、気泡低減手段を備え、
　前記気泡低減手段は、気泡検出手段及び気泡除去手段を備え、
　前記気泡除去手段は、気泡の大きさを最小化して気泡形成ガスが前記液体中に溶解する
のを促進するために、前記液体を大気圧よりも高圧に加圧する液体加圧装置を備える、リ
ソグラフィ投影装置。
【請求項２】
　前記気泡検出手段は、少なくとも１つの超音波変換器を備え、
　前記液体中に存在する気泡に関する情報を得るために、前記液体中の超音波の減衰が前
記変換器によって測定される、請求項１に記載のリソグラフィ投影装置。



(2) JP 4580968 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記超音波変換器が周波数の関数として超音波の減衰を測定する、請求項２に記載のリ
ソグラフィ投影装置。
【請求項４】
　前記気泡除去手段は、脱気装置を備え、
　前記脱気装置は、隔離室を備え、
　前記隔離室中の液体上方の空間は大気圧よりも低い圧力に維持され、以前に溶解したガ
スが溶液から抜け出て汲み出されるのを促進する、請求項１乃至請求項３のうち何れか１
項に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項５】
　前記気泡除去手段は、前記液体中の気泡を前記投影システムの前記最終要素と前記基板
との間の前記空間の外に搬送するために、前記投影システムの前記最終要素と前記基板の
上に連続的な液流を供給する、請求項１乃至請求項４のうち何れか１項に記載のリソグラ
フィ投影装置。
【請求項６】
　前記液体の組成が水よりも小さい表面張力を有するように選択される、請求項１乃至請
求項５のうち何れか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項７】
　前記気泡低減手段は、前記液体を、それが前記投影システムの前記最終要素と前記基板
との間の前記空間に供給される前に処理する、請求項１乃至請求項６のうち何れか１項に
記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項８】
　前記処理された液体が封止された容器内に保持され、前記封止容器内の余剰空間に、窒
素ガス、アルゴン・ガス、ヘリウム・ガス、又は真空の１つ又は複数が充填されている、
請求項７に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項９】
　超音波変換器は、パルス・エコー構成で配置され、
　前記超音波変換器は、超音波を送信し、かつ反射後に、前記液体を通過する経路に沿っ
て伝搬する間に減衰された超音波を受信するように動作する、請求項２又は請求項３に記
載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１０】
　前記気泡検出手段は、２つの空間的に離隔した超音波変換器を備え、
　第１の超音波変換器は超音波を送信し、第２の超音波変換器は、前記２つの超音波変換
器の間の前記液体を通過する経路に沿って伝搬する間に減衰された超音波を受信する、請
求項２又は請求項３に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１１】
　前記気泡除去手段は、気泡を節領域内部に閉じ込める超音波定常波形を前記液体内部で
発生するように配置されている２つの空間的に離隔した超音波変換器を含み、
　前記気泡除去手段は、前記超音波変換器と連係する位相調整手段を使用することによっ
て前記気泡を変位するように配置され、
　前記位相調整手段は、節領域とその中に閉じ込められた気泡を空間移動させる、請求項
１乃至請求項５のうち何れか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１２】
　前記気泡除去手段は、前記液体に電界を印加するための電界発生器を備え、
　前記電界は、前記基板に付着した気泡を押し退けることができる、請求項１乃至請求項
５又は請求項１１のうち何れか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１３】
　前記気泡除去手段は、温度を選択的に制御し、したがって特定の組成の気泡の大きさを
選択的に制御するための選択的加熱器を備える、請求項１乃至請求項５又は請求項１１の
うち何れか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
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【請求項１４】
　前記選択的加熱器は、マイクロ波源を備える、請求項１３に記載のリソグラフィ投影装
置。
【請求項１５】
　前記気泡除去手段は、粒子を前記液体中に導入するための粒子入力装置と、前記粒子を
前記液体から除去するための粒子除去装置を備える、請求項１乃至請求項５又は請求項１
１のうち何れか１項に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１６】
　前記粒子は、気泡の付着を促進する特徴を有する表面を備える、請求項１５に記載のリ
ソグラフィ投影装置。
【請求項１７】
　前記気泡検出手段は、光源、光検出器、及び光比較器を備え、
　前記光源と前記光検出器は、前記光源によって放射された光が前記液体の一部を通過し
て前記光源と前記光検出器の間を伝搬するように配置され、
　前記光比較器は、前記液体の一部を通過して伝搬した後に前記光検出器に到達する前記
放射光の比率の変化を検出するように配置されている、請求項１乃至請求項１６に記載の
リソグラフィ投影装置。
【請求項１８】
　放射感応材料の層によって少なくとも部分的に被覆されている基板を提供する工程と、
　照明システムを使用して放射ビームを提供する工程と、
　前記放射ビームの断面にパターンを付与することが可能であり、よってパターン形成し
た放射ビームを提供するパターニングデバイスを使用する工程と、
　前記パターン形成した放射ビームを前記放射感応材料の層の標的部分上に投影する工程
と、
　投影システムの最終要素と前記基板との間の空間の少なくとも一部に液体を充填して少
なくとも部分的に前記液体を閉じ込めるように構成されている液体閉じ込めシステムを提
供する工程と、
　前記液体閉じ込めシステム中の気泡を検出し、低減し、除去する工程と、を備え、
　前記気泡を除去する工程は、液体加圧装置を使用して前記液体を大気圧よりも高圧に加
圧することにより、気泡の大きさを最小化して気泡形成ガスが前記液体中に溶解するのを
促進する工程を含む、デバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リソグラフィ装置及びデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は、基板の標的部分の上に望ましいパターンを施す機械である。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。その場合に、マス
クなどのパターン形成手段を使用して集積回路の個別層に対応する回路パターンを作成す
ることが可能であり、さらに、放射感応材料（レジスト）の層を有する基板（例えば、シ
リコン・ウェーハ）上の標的部分（例えば、１個又は数個のダイの一部を含む）の上に、
このようなパターンを描画することができる。一般に、単一の基板は連続的に露光される
隣接標的部分の回路網を含む。知られたリソグラフィ装置には、１回の試みでパターン全
体を標的部分上に露光することによって標的部分をそれぞれ照射する、いわゆるステッパ
と、投影ビームによって所与の方向（「走査」方向）にパターンを走査し、他方では、同
期してこの方向に平行に又は逆平行に基板を走査することによって標的部分をそれぞれ照
射する、いわゆるスキャナが含まれる。
【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ために、相対的に大きな屈折率を
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有する液体、例えば、水の中にリソグラフィ投影装置中の基板を浸漬することが提案され
てきた。この要点は、露光放射は液体中でより短い波長を有するので、より小さい形状構
成を描画できることである。（液体の効果はまた、システムの有効開口数を増加させ、さ
らに焦点深度も増大させると考え得る。）固体粒子、例えば、水晶を中に縣濁させた水を
含めて、他の浸液も提案されてきた。
【０００４】
　しかし、基板又は基板と基板テーブルを液槽の中に漬けること（例えば、ここで参照と
してその全体を組み込む米国特許第４，５０９，８５２号明細書を参照されたい）は、走
査露光時に加速しなければならない大量の液体が存在することを意味する。これには追加
的な又はより強力なモータが必要であり、さらに液体中の乱流が不要かつ予測不能の影響
をもたらす恐れがある。
【０００５】
　提案されている解決策の１つは、液体閉じ込めシステムを使用して、基板の局部領域上
のみにかつ投影システムの最終要素と基板の間の中に、液体を供給するための液体供給シ
ステムに関するものである（基板は一般に投影システムの最終要素よりも大きな表面積を
有する）。このように配置するために提案された１つの方法が、ここで参照としてその全
体を組み込む国際公開第９９／４９５０４号パンフレットに開示されている。図２及び図
３ａに例示するように、液体が、少なくとも１つの注入口ＩＮによって、好ましくは、最
終要素に対する基板の移動方向に沿って基板上に供給され、かつ投影システムの下を通過
した後に、少なくとも１つの排出口ＯＵＴによって除去される。すなわち、基板を要素の
下で－Ｘ方向に走査するとき、液体を要素の＋Ｘ側で供給し、かつ－Ｘ側で除去する。図
２は、液体が、注入口ＩＮを介して供給され、低圧源に連結する排出口ＯＵＴによって要
素の他方の側で除去される配置を模式的に示す図である。図２の例示では、液体が最終要
素に対する基板の移動方向に沿って供給されるが、これはそうである必要はない。最終要
素の周囲に位置決めされた注入口及び排出口の様々な配向及び数が可能であり、１つの実
施例を図３に示すが、そこでは排出口を両側に備える４組の注入口が最終要素の周囲に規
則的な配列で設けられている。
【０００６】
　提案されている別の解決策は、投影システムの最終要素と基板テーブルの間における空
間の境界の少なくとも一部に沿って延びる封止部材を液体供給システムに設けるものであ
る。このような解決策を図３ｂに例示する。この封止部材は、Ｚ方向に（光軸方向に）多
少の相対移動が存在し得るが、ＸＹ平面内では投影システムに対して実質的に静止してい
る。封止は、封止部材と基板表面の間に形成される。この封止は、ガス・シールのような
非接触封止であることが好ましい。このようなガス・シールを有するシステムが、ここで
参照としてその全体を組み込む欧州特許出願第０３２５２９５５．４号明細書に開示され
ている。
【０００７】
　欧州特許出願第０３２５７０７２．３号明細書では、双ステージ又は２連ステージ型液
浸リソグラフィ装置の着想が開示されている。このような装置には、基板を支持するため
の２つのステージが設けられている。浸液が存在しない、第１位置にあるステージを使用
して水平測定を実行すると共に、浸液が存在する、第２位置にあるステージを使用して露
光を実行する。別法としては、装置が１つのステージのみを有する。
【０００８】
　本発明は、液浸リソグラフィ装置のいずれにも応用可能であり、特に、上述のこのよう
な種類に応用可能であるが、限定するものではない。
【０００９】
　露光放射経路の中に液体が存在しないシステムに比べるとき、このような新たな技術か
ら予想外の欠点が生じる。特に、画像分解能が向上するにもかかわらず、他の点では液体
が画質を劣化させるきらいがある。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、投影システムの最終要素と基板の間の空間を充填する液体を有する装
置の描画性能を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、
　放射ビームを供給するように配置されている照射システムと、
　放射ビームの断面にパターンを付与することが可能であり、よってパターン形成した放
射ビームを提供するパターン形成手段を支持するように構成されている支持構造と、
　基板を保持するように構成されている基板テーブルと、
　パターン形成した放射ビームを基板の標的部分上に投影するように配置されている投影
システムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板の間の空間の少なくとも一部に液体を充填する
ように構成されている液体供給システムと、を備えるリソグラフィ装置が提供されており
、
　前記液体供給システムは気泡低減手段を備え、さらに前記気泡低減手段は気泡検出手段
を備える。
【００１２】
　画像劣化の重要な原因は、液体中の気泡による描画放射の散乱であることが認識されて
いる。これらの気泡の大きさと密度を低減することによって、このような散乱と、それに
伴う基板に到達する画像の歪みを低減することが可能であり、それによって基板上に焼き
付けられたパターン中の欠陥の周波数と大きさを低減する。気泡は、大気に由来するか又
は基板上の感光性層など、リソグラフィ装置のガス放出要素に由来する溶解ガスが、何ら
かの種類の乱れにより溶液から抜け出すときに発生するのが典型である。このように形成
された気泡は、関与する液体、気体、及び乱れに応じて、数の密度と大きさの分布が大幅
に変化する。非常に微小な気泡は、標準的な方法を用いてそれらを検出し難くかつ除去す
ることが困難であり、しかも依然として基板上に形成される画像に影響を与えるので特に
問題を引き起こす傾向がある。典型的なリソグラフィ装置の状況における使用では、例え
ば、直径が約１０ｎｍまで小さくなる気泡が性能を劣化し続ける。気泡検出手段を備える
と、この気泡検出手段に対する帰還が可能になり、気泡低減過程の調整と最適化を行うこ
とができる。
【００１３】
　気泡低減手段は、気泡検出手段を備えることができる。気泡検出手段は、１つ又は複数
の超音波変換器を備えることが好ましい。これらの変換器は、超音波を発し、それらが伝
搬する液体中の気泡の存在によって影響される超音波を受け取る。超音波変換器がもたら
す情報には、気泡の大きさとそれらの数密度の分布に関する情報が含まれている。
【００１４】
　超音波変換器はまた、周波数の関数として超音波減衰を測定することができる。この手
法の利点は、超音波の波長よりもはるかに小さい寸法を有する気泡を検出できることであ
る。信号の振幅のみを使用するだけでは、このような測定方法は超音波の波長と同じ大き
さか又はそれよりも大きい気泡に限定されることになる。
【００１５】
　他の特徴は、気泡低減手段が気泡除去手段を備えることである。
【００１６】
　気泡除去手段は、脱気装置を備えることが可能であり、この脱気装置は隔離室を備え、
この隔離室中の液体上方の空間は大気圧よりも低い圧力に維持され、以前に溶解したガス
が溶液から抜け出て汲み出されるのを促進する。これらの脱気過程によって、溶液から抜
け出す溶解大気ガスによる気泡の発生が劇的に低減する。脱気過程の後は、液体を可能な
限り通常の大気から隔離しておくことが好ましい。
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【００１７】
　他の特徴は、気泡除去手段が、気泡を描画領域の外側に搬送するために、投影システム
の最終要素と基板の上に連続的な液流を供給することである。この工程は、リソグラフィ
装置のガス放出要素に由来するガスを除去するのに特に効果的である。
【００１８】
　さらには、気泡低減手段は、気泡の大きさを最小化して気泡形成ガスが液体の中に溶解
するのを促進するために液体を大気圧よりも高圧に加圧することができる。
【００１９】
　液体の組成は、水よりも小さい表面張力を有するように選択することができる。これは
、気泡が画像に対して特に有害の恐れがあり、かつ除去処置の妨害になるきらいがある、
気泡が基板に付着する傾向を低減する。気泡が基板及び他の構成要素に付着する傾向は、
浸液と接触している表面仕上げを制御することによって低減可能である。特に、表面仕上
げは、最小限の表面粗さを有するように研磨されるか又は配置され、好ましくは０．５μ
ｍよりも短い特性長スケールを有することが好ましい。
【００２０】
　気泡低減手段は、液体を、それが投影システムの最終要素と基板の間の空間内に導入さ
れる前に処理することができる。この手法の利点は、空間要件と設計自由度の向上である
。これらの要素は、複数のリソグラフィ装置で使用するために、又は循環システムにおい
て若しくは液体を頻繁に交換すべき場合に使用するために、大量の液体の処理をより容易
にする。処理後は、真空下で保持することによって又は液体に容易に溶解し難い、窒素、
アルゴン、又はヘリウムなどの気体のみに曝すことによって、液体を大気ガスから保護す
ることができる。
【００２１】
　気泡検出手段の超音波変換器は、同じ変換器が超音波を送信し、境界によって反射され
た後で、液体を通過して伝搬することによって減衰された超音波を受信するパルス・エコ
ー構成に配置することができる。このような配置の利点は、変換器の数がより少なく済み
、かつ液体を通過する相対的に長い信号経路を配置することがより容易であることである
。
【００２２】
　別法として、気泡検出手段は２つの空間的に離隔した超音波変換器を備えることが可能
であり、第１の変換器を超音波の送信用に配置し、第２の変換器を超音波の受信用に配置
する。この配置の利点は、受信用変換器で受信した信号の解読がより容易であり、さらに
、例えば、境界による非正反射によって引き起こされる変則的な信号損失による影響をよ
り小さくすることができることである。
【００２３】
　随意選択的に、気泡除去手段は、節領域内に気泡を閉じ込める超音波の定常波形を液体
内部に発生するように配置された２つの空間的に離隔した超音波変換器を備えることがで
きる。気泡除去手段は、変換器と連係する位相調整手段の使用によって前記気泡を変位す
るように配置され、位相調整手段は、節領域とその内部に閉じ込めた気泡を空間移動させ
る。このような方法を用いて気泡を液溜めの一方の側に完全に搬送し、そこで気泡を隔離
しかつシステムから除去することができる。
【００２４】
　超音波変換器は、メガソニック周波数（１ＭＨｚの領域にある）で動作できることが好
ましい。メガソニック波によって、空洞現象及び気泡の固体表面との衝突（小さい粒子が
押し退けられて液体の汚染をもたらす）など、通常の（より低い周波数の）超音波の幾つ
かの欠点が回避される。
【００２５】
　気泡除去手段は、液体に電界を印加するための電界発生器を備えることが可能であり、
この電界は、液体内部の境界面に付着した気泡を押し退けることができる。このような特
徴は、問題の境界面が基板である場合に、この基板に付着した気泡がリソグラフィ投影装
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置の焦点にあり、したがって画像をよりひどく歪める恐れがあるので特に有用である。周
囲液体の誘電率と異なる誘電率を有する気泡の近傍では、電界の向きの線が歪められる。
本実施例は、気泡が境界面に近接するか又はそれと接触しているとき、電界の分布が気泡
を表面から引き離し、液体本体に進入させるように力を及ぼし得ることに基づいて動作す
る。一旦、液体本体に進入すれば、画質に及ぼす気泡の有害な影響はより小さくなり、ま
たより容易に除去可能になる。本方法は、気泡が付着した表面が疎水性である場合であっ
ても応用可能であり、基板に特別な親水性被膜を塗布する必要性を低減する。
【００２６】
　気泡除去手段は、温度を選択的に制御し、したがって気泡の組成にしたがって気泡の大
きさを選択的に制御するための選択的加熱器を備えることができる。気泡のみを加熱し、
周囲の液体を加熱しないように選択することによって、液体温度の不要な変動を最小化す
ることが可能である。気泡はそれらの温度を上昇させると、サイズが拡大し、したがって
除去がより容易になる。選択的加熱器は、気泡を形成する気体分子（通常は窒素と酸素）
の共振周波数に対応する周波数で動作するマイクロ波源を備えることができる。基板領域
内のリソグラフィ装置の温度感度が所与であれば、本方法は、液体と気泡を同時に加熱せ
ざるを得ない場合に比べて、気泡内のガスをより多様に加熱することが可能になる。した
がって、気泡を液体から除去するためのより大きなエネルギーと時間効率的な方法が得ら
れる。
【００２７】
　気泡除去手段は、粒子を液体中に導入するための粒子入力装置と、粒子を液体から除去
するための粒子除去装置を備えることができる。本方法は、粒子の活性が高いように又は
別様に好都合であるように粒子を選択する場合に、気泡は液体中に存在する粒子の表面に
付着する傾向があるという原理に基づいて動作する。累積的に、粒子は液体に対して大き
な表面積を提供し、それによって粒子と気泡の間の接触機会が増加する。問題の表面は外
部表面と、粒子が多孔質である場合は、これらの孔に伴う内部表面とを備えることができ
る。したがって、多孔質粒子は、非多孔質粒子よりも液体と接触する大きな粒子表面を提
供する。本実施例は、粒子が液体に反発する表面（すなわち、液体に対して高い表面エネ
ルギーを有する表面）を有するように配置されているときに特に効果的である。水を含む
液体の場合では、このような表面を疎水性と説明することができる。このような配置は、
気泡が液体と接触する粒子表面積を減らすように動作し、したがって表面エネルギーを最
小化するので気泡の付着に好都合である。気泡と粒子の間の電気的引力、又は気泡の付着
に好都合な他の表面特徴も存在し得る。
【００２８】
　粒子に付着された気泡は、粒子除去装置によって粒子を液体から除去するとき、液体か
ら除去される。粒子除去装置は粒子フィルタを備えることができる。一般に、粒子の寸法
はそれらを除去しやすいように選択され、本方法は、たとえ非常に微小な気泡であっても
除去する効率的な手段を提供する。
【００２９】
　気泡検出手段は、光源、光検出器、及び光比較器を備えることができる。光源と光検出
器は、光源から放射された光が液体の一部を通過して光源と検出器の間を伝搬するように
配置可能であり、比較器は、液体の一部を通過して伝搬した後に検出器に到達する放射光
の比率の変化を検出するように配置されている。液体中に気泡が存在すると、光の散乱を
引き起こす。光源と検出器の配置に応じて、このような散乱は、検出器で検出される信号
の増加又は減少を引き起こし、気泡の個数に関する情報を与えるように分析可能である。
このような配置の利点は、投影装置が通常動作中であっても、それは連続動作が可能であ
ることである。気泡が発生するとき、それらを早期の段階で検出することが可能であり、
液体が再び清浄になるまで露光を中断することができる。したがって、この特徴は、時間
の損失を最小化し、かつ製造される露光不良の基板の数量を低減する。
【００３０】
　本発明の他の一態様によれば、
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　放射ビームを供給するように配置されている照射システムと、
　放射ビームの断面にパターンを付与することが可能であり、よってパターン形成した放
射ビームを提供するパターン形成手段を支持するように構成されている支持構造と、
　基板を保持するように構成されている基板テーブルと、
　パターン形成した放射ビームを基板の標的部分上に投影するように配置されている投影
システムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板の間の空間の少なくとも一部に液体を充填する
ように構成されている液体供給システムと、
　光源、光検出器、及び光比較器を含む、前記液体中の不純物を検出するように配置され
ている検出システムと、を備え、前記光源と前記光検出器は、前記光源によって放射され
た光が前記液体の一部を通過して前記光源と前記検出器の間を伝搬するように配置され、
さらに前記比較器は、前記液体の一部を通過して伝搬した後に、前記検出器に到達する前
記放射光の比率の変化を検出するように配置されている、リソグラフィ投影装置が提供さ
れる。
【００３１】
　検出システムは、投影システムの最終要素と基板の間の液体中の粒子を検出するように
配置可能である。液体の光学特性を制御し、かつリソグラフィ装置の性能を向上させるた
めに、粒子を周到に導入することができる。これは、例えば、水晶の微小な粒子を縣濁さ
せることによって実現可能である。この場合には、検出システムを使用して粒子が望まし
い比率で存在していることを確認できる。或いは、浸液と接触する表面から離脱する粒子
のような有害な粒子が、偶発的にシステムに進入する恐れがある。このような場合には、
検出システムを使用してこれらの粒子を検出し、これらの粒子密度及び／又は大きさの分
布が所定のしきい値を超えるとき警報手順を開始することができる。問題（望まし粒子の
不足又は望ましくない粒子の過剰）の早期検出によって、是正処置を迅速にとることが可
能になり、時間の損失と描画不良に伴う材料の損失を最小化する助けになる。
【００３２】
　本発明の他の一態様によれば、
　少なくとも一部が放射感応材料の層によって被覆されている基板を提供する工程と、
　照射システムを使用して放射ビームを供給する工程と、
　放射ビームの断面にパターンを付与し、よってパターン形成した放射ビームを提供する
パターン形成手段を使用する工程と、
　放射感応材料の層の標的部分上にパターン形成した放射ビームを投影する工程と、
　投影システムの最終要素と前記基板の間の空間の少なくとも一部に液体を充填するよう
に構成されている液体供給システムを提供する工程と、
　前記液体供給システム中の気泡を検出しかつ低減する工程と、を含むデバイス製造方法
が提供される。
【００３３】
　本発明のさらに他の一態様によれば、
　放射ビームを供給するように配置されている照射システムと、
　放射ビームの断面にパターンを付与することが可能であり、よってパターン形成した放
射ビームを提供するパターン形成手段を支持するように構成されている支持構造と、
　基板を保持するように構成されている基板テーブルと、
　パターン形成した放射ビームを基板の標的部分上に投影するように配置されている投影
システムと、
　前記投影システムの最終要素と前記基板の間の空間の少なくとも一部に液体を充填する
ように構成されている液体供給システムと、
　投影装置の動作状態を活動状態と中断状態の間で切り換えできる液質モニタと、を備え
、液質が所定のしきい状態を上回っていると測定されるときに前記活動状態を選択し、液
質が所定のしきい状態を下回っていると測定されるときに前記中断状態を選択する、リソ
グラフィ投影装置が提供される。
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【００３４】
　このような特徴によって、欠陥の早期検出が可能になり、基板の不具合な露光による時
間と材料の不要な損失を回避する。所定のしきい値は、気泡検出手段によって検出される
気泡の大きさ及び／又は数の分布に対する限界値などのパラメータを基本にすることがで
きる。別法として、所定のしきい値は、液体中の他の粒子の大きさ及び／又は数の分布に
対する限界値に関するものでもよい。
【００３５】
　本文では、集積回路の製造においてリソグラフィ装置を使用することに特定的に言及す
る場合があるが、本明細書に説明するリソグラフィ装置には、集積光学系、磁気ドメイン
記憶装置用の誘導及び検出パターン、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド等々
のような他の応用例もあり得ることを理解されたい。このような別法による応用例の文脈
では、本明細書の「ウェーハ」又は「ダイ」という用語の使用はいずれも、より一般的な
「基板」又は「標的部分」という用語とそれぞれ同義であると見なし得ることは当業者に
は理解されよう。本明細書で言及する基板は、露光の前に又は後で、例えば、トラック（
典型的にレジストの層を基板に塗布しかつ露光済みのレジストを現像する手段）又は計測
若しくは検査手段において処理可能である。応用可能であれば、本発明の開示をこのよう
な手段及び他の基板処理手段に応用することができる。さらには、本明細書に使用する基
板という用語を使って複数回処理した層を既に含んでいる基板も指す場合があるように、
例えば、多層集積回路を作成するために基板を２回以上処理することが可能である。
【００３６】
　「超音波」又は「超音波音」と呼ぶ場合は、別段の言及がない限り、これは、ヒトの聴
覚の上限よりも大きな任意の周波数にある（すなわち、２０ｋＨｚを超える）音波に関す
るものと解釈されたい。
【００３７】
　本明細書に使用する「放射」及び「ビーム」という用語は、紫外線（ＵＶ）放射（例え
ば、３６５、２４８、１９３、１５７、又は１２６ｎｍの波長を有する）を含めて電磁放
射のすべての種類を包含する。
【００３８】
　本明細書で使用する「パターン形成手段」という用語は、基板の標的部分中にパターン
を作成するためなどに、投影ビームの断面にパターンを付与するために使用可能な手段を
指すものと広義に理解するべきである。投影ビームに付与されたパターンは、基板の標的
部分中の望ましいパターンに厳密に対応しない場合もあることに留意されたい。一般には
、投影ビームに付与されたパターンは、集積回路のような、標的部分中に作成されている
デバイス中の特定の機能層に対応することになる。
【００３９】
　パターン形成手段は、透過型又は反射型であり得る。パターン形成手段の実施例には、
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パネルが含まれる
。マスクはリソグラフィではよく知られており、バイナリ型、交番移相型、及び減衰移相
型などのマスクの種類ばかりでなく、様々な複合型マスクの種類も含まれる。プログラマ
ブル・ミラー・アレイの一実施例では、小型ミラーのマトリックス配置を使用し、そのア
レイのそれぞれのミラーが、入射する放射ビームを異なる方向に反射するために個別に傾
斜可能であり、このような方式で、反射されたビームをパターン形成する。パターン形成
手段のそれぞれの実施例では、支持構造が架台又はテーブルであり得るが、例えば、それ
は必要に応じて固定式又は可動式が可能であり、パターン形成手段を、例えば、投影シス
テムに対して望ましい位置に確保することができる。本明細書の「レチクル」又は「マス
ク」という用語の使用はいずれも、より一般的な「パターン形成手段」という用語と同義
であると見なし得る。
【００４０】
　本明細書で使用する「投影システム」という用語は、屈折光学系、反射光学系、及び反
射屈折光学系を含め、例えば、使用されている露光放射に、又は浸液の使用若しくは真空
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の使用など、他の要素に適切な様々な種類の投影システムを包含するものと広義に解釈さ
れたい。本明細書の「レンズ」という用語の使用はいずれも、より一般的な「投影システ
ム」という用語と同義であると見なし得る。
【００４１】
　照射システムも、屈折光学要素、反射光学要素、及び反射屈折要素を含めて、放射の投
影ビームを誘導、成形、又は制御するための様々な種類の光学要素を包含するものと広義
に解釈されるべきであり、このような光学要素を以下では集合的に又は単独に「レンズ」
と呼ぶこともできる。
【００４２】
　リソグラフィ装置は、２つ（２連ステージ）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）を有する種類であり得る。このような「多連ステージ」機械では、
追加的なテーブルを並行して、すなわち、１つ又は複数のテーブル上で予備工程を実行し
、他方で１つ又は複数の他のテーブルを露光に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　ここで、添付の模式図を参照して、例示としてのみ、本発明の実施例を説明する。
【００４４】
　図では、対応する参照符号が対応する部分を指す。
【実施例１】
【００４５】
　図１は、本発明の特定の一実施例にしたがうリソグラフィ装置を模式的に示す。この装
置は、
　放射（例えば、紫外線放射又は遠紫外線放射）の投影ビームＰＢを供給するための照射
システム（照射器）ＩＬ、
　パターン形成手段（例えば、マスク）ＭＡを支持し、かつ要素ＰＬに対してパターン形
成手段を正確に位置決めするための第１位置決め手段ＰＭに連結されている第１支持構造
（例えば、マスク・テーブル）ＭＴ、
　基板（例えば、レジスト塗布ウェーハ）Ｗを保持し、かつ要素ＰＬに対して基板を正確
に位置決めするための第２位置決め手段ＰＷに連結されている基板テーブル（例えば、ウ
ェーハ・テーブル）ＷＴ、及び
　パターン形成手段ＭＡによって投影ビームＰＢに付与されたパターンを基板Ｗの標的部
分Ｃ（例えば、１個又は複数のダイを含む）の上に描画するための投影システム（例えば
、屈折投影レンズ）ＰＬを備える。
【００４６】
　この図に示すように、この装置は透過型である（例えば、透過型マスクを使用する。）
。別法として、この装置は反射型であってもよい（例えば、上で言及した種類のプログラ
マブル・ミラー・アレイを使用する。）。
【００４７】
　照射器ＩＬは放射源ＳＯから放射のビームを受け取る。放射源とリソグラフィ装置は、
例えば、この放射源がエキシマ・レーザであるとき、別体の独立要素であり得る。このよ
うな場合には、放射源はリソグラフィ装置の一部を構成するものとは見なされず、放射ビ
ームは、例えば、適切な誘導ミラー及び／又はビーム拡張器を備えるビーム送出システム
ＢＤの補助によって放射源ＳＯから照射器ＩＬに送られる。他の場合では、例えば、放射
源が水銀ランプであるとき、放射源はこの装置の一体部分であり得る。放射源ＳＯ及び照
射器ＩＬを、ビーム送出システムＢＤ（必要ならば）と共に、放射システムと呼ぶことが
できる。
【００４８】
　照射器ＩＬは、ビームの角強度分布を調整するための調整手段ＡＭを備えることができ
る。一般に、照射器のひとみ平面内における強度分布の少なくとも外半径及び／又は内半
径範囲（通常はそれぞれσ外半径及びσ内半径と呼ぶ）を調整することができる。さらに
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、照射器ＩＬは、積分器ＩＮ及び集光器ＣＯなどの様々な他の構成要素を備える。照射器
は、投影ビームＰＢと呼ばれ、その断面に望ましい均一性と強度分布を有する放射の条件
ビームを供給する。
【００４９】
　投影ビームＰＢは、マスク・テーブルＭＴの上に保持されているマスクＭＡ上に入射す
る。投影ビームＰＢは、マスクＭＡと交差した後、このビームを基板Ｗの標的部分Ｃの上
に合焦するレンズＰＬを通過する。第２位置決め手段ＰＷと位置センサＩＦ（例えば、干
渉型素子）の補助によって、例えば、異なる標的部分ＣをビームＰＢの経路中に位置決め
するために、基板テーブルＷＴを正確に移動することができる。同様に、第１位置決め手
段ＰＭ及び別の位置センサ（これは図１に明示されていない）を使用して、例えば、マス
ク・ライブラリから機械的に取り出した後に又は走査時に、マスクＭＡをビームＰＢの経
路に対して正確に位置決めすることができる。一般には、物体テーブルＭＴ及びＷＴの移
動は、位置決め手段ＰＭ及びＰＷの一部を構成する長行程モジュール（大まかな位置決め
）と短行程モジュール（微細な位置決め）の補助によって実行されることになる。しかし
、ステッパの場合は（スキャナとは異なり）、マスク・テーブルＭＴを短行程アクチュエ
ータのみに連結するだけでもよいし、又は固定してもよい。マスクＭＡ及び基板Ｗは、マ
スク位置合わせ標識Ｍ１、Ｍ２及び基板位置合わせ標識Ｐ１、Ｐ２を使用して位置合わせ
可能である。
【００５０】
　図示の装置を次の好ましい方式で使用することができる。即ち、
１．ステップ方式では、投影ビームに付与されたパターン全体を１回の試みで標的部分Ｃ
の上に投影する間、マスク・テーブルＭＴと基板テーブルＷＴを本質的に静止状態に保持
する（すなわち、単一静的露光）。次いで、異なる標的部分Ｃを露光できるように、基板
テーブルＷＴをＸ方向及び／又はＹ方向に移動する。ステップ方式では、露光領域の最大
の大きさが、単一静的露光で描画される標的部分Ｃの大きさを限定する。
２．走査方式では、投影ビームに付与されたパターンを標的部分Ｃ上に投影する間、マス
ク・テーブルＭＴと基板テーブルＷＴを同期して走査する（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の速度と方向は、投影システムＰＬの（
縮小／）拡大率と画像反転特徴によって決まる。走査方式では、露光領域の最大の大きさ
が、単一動的露光における標的部分の幅（非走査方向における）を限定するのに対して、
走査の移動長さが標的部分の高さ（走査方向における）を決定する。
３．別の方式では、投影ビームに付与されたパターンを標的部分Ｃ上に投影する間、マス
ク・テーブルＭＴを本質的に静止状態に保ってプログラム可能なパターン形成手段を保持
し、かつ基板テーブルＷＴを移動又は走査する。この方式では、一般にパルス放射源を使
用し、かつプログラム可能なパターン形成手段を、基板テーブルＷＴのそれぞれの移動後
に又は走査時の連続的な放射パルスの合間に、必要に応じて更新する。このような動作方
式は、上で言及した種類のプログラマブル・ミラー・アレイなどの、プログラム可能なパ
ターン形成手段を利用するマスクレス・リソグラフィに容易に応用可能である。
【００５１】
　以上に説明した使用方式に関する組合せ及び／若しくは変型、又は全く異なる使用方式
を用いることも可能である。
【００５２】
　図２、図３ａ、及び図３ｂは、本発明の一実施例による液体供給システムを示す図であ
り、上で説明した。限定ではなく上で説明した液槽及び封止部材を含めて、他の液体供給
システムも本発明の実施例にしたがって使用することができる。
【００５３】
　図４は、本発明の一実施例による液体供給システム１と気泡低減手段３ａ／３ｂを示す
図である。この気泡低減手段３ａ／３ｂは、投影レンズの直下に（３ａ）又は描画軸の外
側に（３ｂ）位置することができる。液体供給システム１は、投影レンズＰＬとウェーハ
Ｗの間の液溜め１３に液体を供給する。この液体は、好ましくは、１よりも実質的に大き
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な屈折率を有するように選択されるが、その意味は、投影ビームの波長は空気又は真空の
中よりも液体の中における方が短く、したがってより小さい形状構成を解像することがで
きる。投影システムの解像度は、とりわけ、投影ビームの波長とシステムの開口数によっ
て決まることがよく知られている。また液体の存在によって、有効開口数が増加すると考
えられる。
【００５４】
　液体が大気に曝されていると、一部の大気ガスが液体の中に溶解し得る。液体が（何ら
かの原因で）乱されると気泡の形成を引き起こす恐れがあり、それの気泡は、関与する液
体、気体、及び乱れに応じて非常に微細な場合がある。微細な気泡は、直径が約１０ｎｍ
まで小さくなると、標準的な方法を用いて検出することが非常に困難であるが、依然とし
て露光放射の描画性能を妨害し、画像を歪め、したがってウェーハ上の焼き付け欠陥を招
く。気泡はまた、基板Ｗ上の感光性層が露光されるとき、このようなリソグラフィ装置内
部の要素からのガス放出によって液溜め１３に進入する恐れがある。
【００５５】
　この液溜めの少なくとも一部は、投影レンズＰＬの最終要素の下方に位置決めされかつ
それを取り囲む封止部材１７と境界を接する。この封止部材１７は、投影レンズＰＬの最
終要素よりもわずかに上方まで達し、液体の水準は投影レンズＰＬの最終要素の下端より
も高くなる。封止部材１７は、その上端が投影システムの段又はその最終要素と厳密に共
形となり、例えば、円形であり得る内部周辺部を有する。その底部では、内部周辺部が描
画領域の形状、例えば、長方形と厳密に共形であるが、任意の形状でよい。
【００５６】
　圧力下で封止体部材１７と基板Ｗに間の間隙に設けられ、ガス、例えば、窒素、アルゴ
ン、ヘリウム、又は液中に容易に溶解しない同様のガスによって形成されたガス・シール
などの非接触封止体１６によって、封止部材１７とウェーハＷの間で液体を液溜めに閉じ
込めることができる。随意選択的には、液体を加圧状態に維持するために、封止部材１４
によって液体を封止部材１７と投影レンズＰＬの間に閉じ込める。別法として、封止部材
１４を割愛することが可能であり、液体を重力によって閉じ込める。
【００５７】
　気泡低減手段３は、気泡除去手段を備えることができる。図４は気泡除去手段の一態様
を示す図であるが、液体を連続的に流して投影レンズＰＬと基板Ｗを通過させる。このよ
うな動作は、液溜め１３内部で生じるガス、例えば、基板Ｗからのガス放出によって発生
するガスから気泡を運び去るには特に効果的である。液体は、封止部材１７の中に少なく
とも一部が形成されている流路２３を介して液溜め１３に導入される。これらの流路２３
は、非接触封止体１６に供給するための、ガス及び／又は液体用の注入口並びに排出口か
ら構成可能な流路と協働可能である。例えば、液体は、非接触封止体１６の直近の液溜め
領域からガス排出口によって吸い込まれて、連続的な流れを送出するように配置可能であ
る。
【００５８】
　気泡低減手段３は気泡検出手段４を備えることができる。図５は、気泡検出手段４の中
の超音波変換器５ａ／５ｂの２通りの配置を示す図である。本明細書で用いる検出原理は
、超音波の振幅が液中の気泡からのレイリー散乱のために減衰されるというものである。
この超音波減衰は、気泡の大きさの分布と数の密度（すなわち、単位体積当たりの数）の
関数である。左図では、超音波変換器がパルスを発し、そのパルスが浸液を通過しかつ液
溜め（液溜め１３又は、例えば、描画軸の外側の何らかの他の液溜め）内部の境界から反
射された後で、同じ変換器５ａによって受け取られている。このような変換器５ａの配置
は、「パルス・エコー」配置として知られている。このようなパルス・エコー配置は、単
一の変換器５ａのみを必要とするだけでよく、さらに発射と検出の間に大きな伝搬経路を
有することが容易であり、よって気泡に対する感度の最大化を助けるので効果的である。
しかし、変則的な反射が発生して信号の損失を引き起こす恐れがある。別のパルスを放射
する前に、パルスの戻りを待つことが必要なために、サンプリング速度も限定され得る。
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放射と受取りを並行して行えるように変換器５ａを配置すると、この問題を解消すること
ができる。それぞれが超音波の放射又は受取り専用である２つの変換器５ｂを使用する、
別法による１つの配置を図５の右側に示す。この配置では一連のパルスを迅速に放射する
ことが可能であり、さらに音波パルスが変換器５ｂ間を直接移動するので、この配置は変
則的な反射効果を蒙ることはない。
【００５９】
　減衰は、超音波信号の波長よりもはるかに小さい気泡を検出するために周波数の関数と
して測定される。これは、広帯域変換器及び励振を使用して実行可能である。単一の周波
数でのみ減衰を測定すると、検出が音波信号の波長と同じ程度の大きさか又はそれよりも
大きい直径を有する気泡に限定される。
【００６０】
　図６は、本発明の一実施例による気泡除去手段の別の一態様を示す図であるが、信号発
生器９と、位相調節手段８によって相互に対してずれた位相とによって動作する２つの超
音波変換器５ｃが、変換器５ｃの表面間の液体中に定常波形６を発生するように配置され
ている。図６は、干渉する正弦波から構成された定常波を示すが、この定常波は任意の周
期形態（例えば、方形波又は鋸波）であり得る。上図は、第１の瞬間における配置を表し
、下図は、その後の瞬間における同じ配置を示す。液体中に存在する気泡（例えば、２）
は、定常波６の節領域７近くに局在化される傾向にある。位相調整手段８は、矢印２５に
よって示すように、節の位置を２つの超音波変換器５ｃの一方又は他方に向かって移動す
るように作用する。閉じ込められた気泡２は、当該変換器５ｃに向かう節の移動と一緒に
移動し、したがって液溜めの縁部に搬送される。図６では、このような移動が、矢印２６
によって示すように左側に向かい、また閉じ込められたサンプル気泡２の変位が、２つの
連続的な時点における閉じ込められた気泡２の中心を貫通する変位した垂直破線によって
示されている。一旦、一定の密度の気泡が一方の変換器５ｃ近くに蓄積したら、この領域
内の液体を分離しかつ液溜めから除去し、液体と一緒に気泡を運ぶことができる。
【００６１】
　気泡除去手段は、ここで参照としてその全体を組み込む欧州特許出願第０３２５３６９
４．８号明細書に説明されている超音波を使用するか、又は同様な原理に基づいて従来の
超音波の幾つかの欠点（空洞現象及び壁との気泡衝突を招き小さい粒子が壁から砕け落ち
て液体を汚染する恐れがある）を回避するメガソニック波（約１ＭＨｚ）として知られた
、より高い周波数を使用して動作可能である。別法として、より低い周波数の超音波を使
用する場合であっても、超音波エネルギーを制御して気泡空洞現象の蓋然性又は程度を低
減することができる。さらには、超音波を使用して、より小さい気泡を合体させて、より
急速に上昇し、したがってより容易に除去可能なより大きな気泡にすることもできる。他
の気泡低減手段も可能であり、例えば、上述の欧州特許出願明細書に説明されているもの
ばかりでなく、恐らくは真空と組み合わせた薄膜を使用するか又はヘリウムのような低溶
解度ガスによって液体を除去することによっても可能である。薄膜は、超小型電子技術、
製薬、及び電力応用例などの分野で気体を液体からガスを除去するために既に使用されて
いる。液体は、半多孔性の薄膜管の束を通して汲み上げられる。薄膜の孔は、液体はそれ
を通過できないが、除去すべき気体は通過可能なようにサイズ決めされ、かつ材料が選択
されている。したがって液体が脱気される。この過程は、管の外側に低い圧力を印加する
ことによって加速可能である。米国ノースカロライナ州シャーロット市のＣｅｌｇａｒｄ
 Ｉｎｃ．社の１事業部であるＭｅｍｂｒａｎａ－Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ社から入手可能な
Ｌｉｑｕｉ－Ｃｅｌ（商標）Ｍｅｍｂｒａｎｅ Ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒｓが、このような
用途に適切である。
【００６２】
　低溶解度ガスによる除去は、往復ポンプ・ヘッド中の気泡閉じ込めを防止するために高
性能クロマトグラフィに応用されている知られた技術である。低溶解度ガスを液体全体か
ら抜き出すとき、それは二酸化炭素及び酸素などの他のガスを追い出す。
【００６３】
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　図７は、本発明の一実施例にしたがう気泡除去手段の脱気装置１０を示す。この脱気装
置１０は、脱気すべき液体を収容する隔離室１１を備える。脱気装置１０は、隔離室１１
からガスを抜き出し、最終的に内部に低圧状態を実現するように配置されたポンプ１２を
さらに備える。沸騰を防止するために、使用されている液体の飽和蒸気圧よりも大きくな
るように最小圧力を選択することが好ましい（例えば、水では室温で約２３ミリバール）
。一旦低圧状態になると、液体中に溶解されたガスが溶液から離脱し、ポンプ１２によっ
て汲み取られる。液体の温度を上昇させることによって、このような過程を促進すること
ができる。例えば、典型的には、４０℃と５０℃の間で動作すると、脱気速度が約１０倍
速くなる。脱気過程が完了すると、すなわち、それ以上溶解したガスを液体から抜き出す
ことができなくなると、液体の上方に位置する扉１５を閉じることによって隔離室１１を
隔離することができる。液体は、使用するために液溜め１３の中に移されるまで、大気か
ら隔離状態に保たれるべきである。液体を、真空下で又は窒素、アルゴン、又はヘリウム
などの液体に溶解し難いガスの下で保持することができる。
【００６４】
　図８は、本発明の一実施例による、液溜めの液体を大気圧よりも高圧に加圧する役割を
果たす液体加圧装置２２を示す図である。高い圧力は、気泡の大きさを最小化し、かつ気
泡が液体中に溶解するのを促進する効果を有する。図８に示す装置は、ピストン１９と内
穴２１からなる。ピストンを内穴の中に押し込むと液体が加圧される。この装置の下端に
は、例えば、液体供給システム１の中に液体を移送できるように弁１８が設けてある。監
視目的のために、安全吹出し弁を備える圧力計２０が設けられている。
【００６５】
　図４に示したように、気泡低減手段３は、液溜め１３の内部と液溜め１３の外側の要素
を備えることができる（図４の３ａ及び３ｂをそれぞれ参照されたい。）。露光空間１３
の外側に要素を有する利点は、利用可能な空間の量又は振動と熱放散の許容水準などの技
術的要件がかなり緩和されることである。このことによって、処理要素の設計コストが低
下するばかりでなく、大量処理の可能性が開ける。このような大量処理によって、単一の
ステーションが、幾つかのリソグラフィ装置で使用するための液体を調製することが可能
になるし、又は連続的な液体処理量が存在するシステム若しくは液体が頻繁に交換される
システムで使用するための大量の条件液を供給することも可能になる。
【００６６】
　液溜め１３の内部に位置する気泡低減手段３は、ガス放出などによって液溜め１３の内
部で不可避的に発生する気泡の対処に特に効果的である。
【００６７】
　液体の組成は、水よりも小さい表面張力を有するように選択可能である。これによって
、気泡が基板に付着する傾向（小さい気泡では特に急激である）が低下するが、このよう
な気泡は特に画像を損傷する恐れがあり、また除去処置を妨害しかねない。これは、より
小さい表面張力を有する純粋な液体を選択することによって、又は界面活性剤のような、
液体の表面張力を低下させる成分を液体に加えることによって実現可能である。
【００６８】
　基板Ｗの表面に付着した気泡は、それらが投影装置の焦点近くにあるので特に有害であ
る。したがって、画像は回折による重大な歪みを受けやすい。本発明の一実施例は、この
ような気泡及び、より一般的には、浸液内部の任意の境界面に付着した気泡を除去する手
段を提供する。このような実施例を図９に例示するが、この場合は基板Ｗから気泡を除去
することに関するものである。この実施例では、２つの電極２７ａ及び２７ｂが投影シス
テムＰＬの最終要素と基板Ｗの間の領域内に配置され、それぞれが電源２８の端子に接続
されている。別法として、既存の装置の一部を電極として利用することも可能である。例
えば、基板Ｗは、２７ａのような第２電極と協力して１つの電極を形成することができる
。このような配置は、通電されると、投影レンズＰＬの軸に対して実質的に平行で、標的
境界面に近接する液体領域に延びる均一な電界を発生する。気泡は、周囲液体の誘電率と
は異なる誘電率を有し、そのために気泡の周囲領域における電界の向きの線を歪める。気
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泡が基板（Ｗ）などの境界面に接近するとき、気泡が力を受けるように電界の向きの線を
歪めることが可能であり、このような電界の向きの線は、当該表面から離れるように誘導
され、気泡を変形させて最終的に表面から解放して液体本体に進入させることができる。
図９の状況では、電界の大きさは、気泡の上方に位置する液体によって気泡に加わる圧力
と、表面張力などの要因から生じる他の対向する力に打ち勝つように配置可能である。好
ましい一実施例では、電極２７ａと２７ｂの間の電位差が１００直流電圧である。しかし
、交流電圧源、又は交流電圧源と直流電圧源の組合せが使用可能である。決定的なパラメ
ータは電界強度であり、それは電位差の大きさと電極間の離隔距離に左右される。さらに
は、非均一的な及び異なる配向の電界も効果的であり得る。この方法は、基板Ｗの表面が
疎水性であり、かつ気泡を変形し、それを表面から分離することに伴う大きなエネルギー
障壁が存在するときであっても応用可能である。これは、基板Ｗに親水被膜を塗布するこ
となどによって、その表面を特別に処理する必要がもはやないことを意味する。
【００６９】
　幾つかの設計上の問題点を考慮する必要がある。液体の導電率は慎重に制御されるべき
である。特に、導電率が高すぎると電界の発生が困難になるので、高すぎないことが必要
である。例えば、およそ０．８から１８．２ＭＯｈｍ＊ｃｍの抵抗率を有する水を使用す
ることができる。また、電極２７ａ及び２７ｂは、電気分解及びその後の物質の分解を防
止するために、隔離材２９によって分解から保護されていることが好ましい。電極の導電
率及び／又は誘電率自体は、浸液に比べて高くなければならない。これによる１つの結果
は、確実に導体材料の内部の電位に認められるほどの降下が生じないことであり、それに
よって電極間の均一な電界の発生を助けることができる。
【００７０】
　電気的な力はまた、気泡と液中に分散する固体粒子との間の付着を引き起こし得ること
が分かっている。液中の気泡は、それらの表面上に、気泡表面と液体本体の中で完全解離
したイオン集合（ｉｏｎｉｃ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ）との間の電位差をもたらす
界面動電位（すなわち、ゼータ電位）を有する。これは小さい粒子にも該当する。
【００７１】
　本発明の一実施例によれば、電源又は電圧電源Ｖ（すなわち、電荷、電圧、電界又は電
位差の発生器若しくは供給源）を使用して液浸装置の１つ又は複数の物体に電位を印加す
ることができる。動作原理は、斥力が必要であれば、液体の完全解離したイオン集合と物
体との間に電位差を発生させるが、その電位差は、液体本体の中の完全解離したイオン集
合と気泡表面との間の電位差と同じ極性であるというものである。物体と気泡の間に引力
が必要であれば、電位差は同じ極性を有するべきである。このようにして、浸液と接触し
ている物体（電極）に向かって又はそれから離れるように気泡に対して力を発生すること
ができる。
【００７２】
　図１０では、幾つかの異なる物体が、それらに印加された電位又は電荷を有する。この
実施例は、このような１つの物体のみによって又は物体の任意の組合せによって動作し、
また実際に、例示されていない物体に対する他の物体も同様に又は別法として使用可能で
ある。
【００７３】
　純粋な水では、それは１９３ｎｍの投影ビーム波長で浸液として使用するための最も有
望な候補であるが、マイクロメートル気泡の表面電位は約－５０ｍＶであることが分かっ
ている。この電位は、気泡の大きさによって異なり、また浸液の種類によっても異なる。
しかし、本明細書で説明するものと同じ原理は、他の浸液と気泡の大きさに対して使用可
能であり、本発明はそれらに完全に応用可能である。添加剤を浸液に加えて電位の効果を
変更することもできる。この目的には塩化カルシウム又は塩化ナトリウムが適切な添加物
の候補である。
【００７４】
　図１０では、６つの異なる物体が例示されており、それらに電位又は電圧又は電荷を印
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加することができる。これらの物体は浸液に接触していることが好ましい。しかしながら
、原理的にはその必要はない。これらの物体の１つが基板Ｗであり、この基板Ｗには気泡
表面の電位と同じ極性の電位が荷電されていることが好ましい。このようにして、気泡は
、それに対して基板Ｗから直接引き離す力が掛かり、投影された画像に対する気泡の影響
が最小化する。基板Ｗ上の負の電位と組み合わせて又は単独で、投影システムの最終要素
又は投影システムＰＬの最終要素に近接する物体５０を気泡表面の電位とは極性が反対の
電位に荷電することができる。これは、気泡を投影システムの最終要素に向かって引き付
け、それによって基板から引き離す効果を有することになる。投影システムＰＬの最終要
素に近接する物体５０（電極）の形状は、任意の形状でよい。それは板状でもよいし、又
は投影ビームＰＢが電極５０の中心を通過するように環状でもよい。
【００７５】
　別法として、荷電すべき又は印可された電圧を有すべき物体を、封止部材１７の表面に
付着することも可能である。図１０では、これらの物体を封止部材１７の内表面に付着す
る。例示するように、２つの電極５２、５４は、それぞれバリヤ部材の両側に位置し、反
対の電位に荷電されている。この方式では、気泡を一方の又は他方の物体に、恐らくは浸
液排出口の方向に引き付けることができる。別法として、気泡表面の電位の極性とは異な
る極性を有する電位に荷電されている１つ又は複数の物体を、封止部材１７（浸液と接触
している）の内側周辺に設けてもよい。この方式では、投影システムＰＬの最終要素と基
板Ｗとの間における空間３６内の浸液中の気泡を装置の光軸から引き離し、それによって
基板Ｗに到る投影ビームＰＢの経路が気泡によって著しく妨害されないようにしておく。
【００７６】
　本実施例を使用すべき別の箇所は、液体供給システム内における、投影システムＰＬの
最終要素と基板Ｗとの間の空間３６の上流側である。この場合には、浸液が導管５６に沿
ってかつ筺体５８を通って流れると、反対に荷電されかつ対向するプレート６２、６４が
気泡に対して力を生成するが、この力は、浸液が空間３６内にあるとき、空間３６の上流
側に電界を印加しないで気泡を基板Ｗから引き離す場合よりも、さらに遠くに気泡を基板
から引き離すのに効果的である。高密度の気泡を有する浸液、すなわち、電極６４付近の
浸液さえも除去可能であり、空間３６に供給されることはない。除去された液体は、液体
供給システム内で再利用される前に気泡除去処理を受けることができる。
【００７７】
　以上のすべての実施例では、電圧発生器Ｖによって印加される電圧が高ければ高いほど
、それだけ気泡に対する力が大きくなる。物体上の電位は、浸液の解離を引き起こすほど
に高くするべきではないが、本発明が効果的であるように気泡に対して力を加えるのに十
分な程度に高くするべきである。主に水からなる浸液では、本実施例にしたがって物体に
印加される典型的な電位差は、５ｍＶから５Ｖであり、好ましくは１０ｍＶから５００ｍ
Ｖである。電位の印加による５ｍＶ／ｍｍから５００ｍＶ／ｍｍの電界が推奨される。
【００７８】
　図１１は、浸液に対する過度の影響を伴わずに大幅に高められた気泡除去率の利点が得
られる気泡除去手段の一実施例を示す図である。除去率の向上は、加熱して浸液中の気泡
の大きさを増大させることによって実現する。気泡の大きさが増大すると、ほとんどの気
泡除去方法に対してその応答性が高くなる。これは、気泡自体の中のガスのみに結合する
が、浸液自体には結合しない放射を発生するマイクロ波放射源３０の使用によって、浸液
又は周囲温度に敏感な構成要素の中に不都合な加熱効果を伴わずに実現される。図１１の
ａ及びｂは、浸液を示す模式的な拡大図であるが、この過程の動作の仕方を例示する。マ
イクロ波光子３２は、温度Ｔ１で例示の気泡３１ａによって吸収され、次いで加熱されて
温度Ｔ２でより大きな気泡３１ｂになる。一旦気泡の温度が周囲の浸液の温度よりも上昇
すると、浸液温度の多少の上昇がそれぞれの気泡のすぐ近くで不可避的に生じることにな
る。しかし、気泡の合計熱容量と浸液の熱伝導率は、浸液の加熱を許容限度内に維持でき
るほどに小さいと見込まれている。一般には、マイクロ波放射の周波数成分は、気泡中に
存在する化学種の共鳴振動数又は励起モードに対応するように選択される。対象とする多
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くの場合では、気泡を形成するガスの大きな留分は窒素と酸素であり、その場合に、これ
らの分子の共振モードによって使用すべきマイクロ波の周波数が規定される。
【００７９】
　図１２は、気泡除去手段の別法による一実施例を示す図である。この図では、粒子入力
装置３３が、気泡を表面に引き付けるように働く粒子を浸液中に導入する。これらの粒子
を自然分散又は作為的な攪拌によって浸液と混合することができる。気泡の密度にしたが
って決定される期間にわたって、これらの粒子を浸液中に放置しておくことができる。例
えば、気泡の密度が非常に高ければ、粒子は急速に飽和状態になり、相対的に短時間後に
一新する必要がある。他方で、気泡密度が低ければ、粒子がはるかに長い時間、活性状態
に留まることができる。一旦、粒子の活性、又は別法として、気泡密度が一定のしきい値
レベルを下回ったら、粒子除去装置３４によって粒子を液体から除去することができる。
この粒子除去装置は、例えば、粒子フィルタを備えることができる。図１１の実施例によ
れば、粒子入力装置３３及び粒子除去装置３４が、矢印３７及び３８が示す回路によって
、領域３６を通過して浸液を循環させるために流路２３に結合されている。当該回路は、
矢印３８が示すように、閉じているか、又は矢印３７が示すように主回路又は他の給水源
に対する入力及び出力を含むこともできる。使用済みの粒子を粒子再生装置３５で処理し
て気泡を粒子から除去可能である。このような脱気過程は、例えば、粒子含有溶液に対す
るポンピング又は粒子自体に対する直接的なポンピングによって実現可能である。次いで
、粒子入力装置３３によってきれいな粒子を浸液に再導入可能であり、これらの粒子は再
び浸液中で気泡を捕捉するために効果的に働くことになる。
【００８０】
　好ましくは、例えば、気泡の表面エネルギーを低下させるために、気泡が表面に付着す
るのを促す表面特徴を有するように粒子を配置する。さらには、可能な限り大きな表面積
を有するように配置することも好ましい。これは、気泡が粒子内部の中の表面上に付着で
きるように有孔粒子の使用によって実現可能である。一般に、このようなパラメータは、
粒子の大きさと数の分布、及び粒子の有孔率を制御することによって変更可能である。孔
が微小になるほど、それだけ大きな追加的表面積が備わり得るが、これらの孔は、同程度
の大きさである気泡又は孔に比べてより大きな気泡を除外するので（孔はこのような気泡
によって塞がれる場合もある）、孔の大きさの釣り合いを取ることが必要となり得る。数
多くの様々な粒子組成物、例えば、シリカ、ゼオライト、アルミナ、活性炭、又は炭素分
子ふるいを使用することができる。幾つかの重合体組成物も使用可能である。粒子の大き
さは、重要度がより低い要素（表面積に比べて）であるが、典型的な大きさの範囲は直径
５μｍから１０００μｍでよい。
【００８１】
　図１２では、粒子入力装置３３及び粒子除去装置３４が共に領域３６の外側に位置する
。しかし、これらの構成要素は、この領域内部で直接粒子を追加しかつ除去するように配
置することも可能である。
【００８２】
　粒子を液体の中に導入する別法による一方法は、脱気されていない液体と組み合わせて
超音波攪拌を時々行うことである。気泡の空洞現象により、粒子が、液体に曝されている
固体表面から放出される。
【００８３】
　図１３は、マスクＭＡと基板Ｗの間のリソグラフィ投影装置を示す模式的な断面図であ
る。この図は、気泡検出手段又は検出システムが、光源３９と検出器４０の間で光を伝搬
するように配置されている本発明の幾つかの可能な実施例を示す。気泡（気泡検出システ
ムの場合）又は粒子（検出システムの場合）の存在は、液体内部の気泡又は粒子から散乱
する光によって生じる、検出器４０に到達する光の強度の増減によって確認される。図１
３は１つの可能な配置を示すが、光源３９は、光ファイバ４１を介して光線を浸液中に誘
導するように配置されている。光は液体を通り抜けて伝搬し、気泡又は粒子が存在すれば
、それらによって散乱する。散乱光線の例示経路を矢印４２によって示すが、投影レンズ
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・システムを通り抜けて検出器４０に伝搬するのが分かる。好ましくは、フォトレジスト
が光に対して不感応であるように波長を選択する。図１４及び図１５は、基板領域を示す
拡大図であり、どのように光が浸液中に送出されるかを示す。図１４では、光ファイバ４
１が封止部材１７を貫通して繰り出され、直接に又は何回か反射した後で領域３６内に進
入する。図１５は、光を基板Ｗと封止部材１７の間に導入する別法による１つの配置を示
す。図１４及び図１５では、光が単一方向から入り、領域３６を水平に横切るように（矢
印４３ａ及び４３ｂによって）示してある。しかし、光は、任意の方向から液体中に送出
可能であり、投影システムＰＬの最終要素及び／又は基板Ｗからの１本又は複数の反射光
線を含む経路を備える様々な経路をとり得る。図１３から図１５までに示した実施例によ
れば、光検出器で検出される信号強度は、散乱が全体的に増加することにより、気泡又は
粒子の密度が液体中で増大するにつれて増加する。しかし、光源３９及び検出器４０は、
散乱が増加すると、検出器４０に到達する信号強度の減少をもたらすように配置すること
ができる。他の変形として、光ファイバ４１が、照射源と検出器の両方に接続可能であり
、気泡又は粒子の存在は、反射されて光ファイバ４１の中に戻ってくる光量の変化によっ
て検出される。
【００８４】
　図１３から図１５までに例示した配置は、一般に光スキャタロメータと説明される場合
があるが、浸液中の気泡又は粒子の密度の連続的かつ非破壊的モニタリングを可能にする
利点を有する。図１６は、この配置がどのように実現可能であるかを模式的に例示するが
、光源３９及び検出器４０が光比較器４４と連係している。この光比較器４４は、光源３
９が発した光と検出器４０に到達する信号水準を比較し、光源と検出器の配置に応じて、
浸液中に存在する気泡又は粒子の個数に関する情報を測定する。
【００８５】
　光比較器４４は液質モニタ４５とも連係できるが、それは適切にプログラムされたコン
ピュータによって実現可能である。この液質モニタ４５は、基板Ｗに描画されている画質
が最低しきい値レベルより下に低下しないことを保証するために、確実に液体が常に適切
な清浄度水準にあるように配置可能である。液質モニタ４５は、気泡又は粒子の密度に加
えて、液体化学組成などの他の要素も考慮に入れることができる。次いで液質モニタ４５
を警報システム４６に接続することが可能であり、このシステムは、浸液の状態が所定の
パラメータの範囲外になるとき、システムを停止させて動作状態から中断状態にするか、
又は他の適切な動作を行う。このように液体中の問題に対して早い時期に反応することに
よって、適切な動作の迅速な実行が可能になり、低品質の浸液によって生じる粗悪な露光
に伴う材料と時間の損失を最小限にすることもできる。
【００８６】
　リソグラフィ・システムの描画性能はまた、レンズＰＬの底面部分上の汚れによっても
悪影響（例えば、迷光の発生）を受け得る。このような汚染は、例えば、レジストの化学
物質すなわち二酸化ケイ素などの酸化物に主として由来する塩の形成を含み得る。機械的
又は化学的洗浄によって汚染を低減できるが、このような処理はコストの掛かる作業停止
及び保守人員の作業時間を伴うものであり、必ずしも完全に効果的とは限らず、レンズを
損傷する危険性もある。上で説明した本発明の幾つかの実施例によれば、１つ又は複数の
超音波変換器を設けて浸液から気泡を検出して除去する。これらの装置はまた、投影レン
ズＰＬと基板又はウェーハ・チャックＷの最終要素から汚れを除去するように配向しかつ
構成することもできる。図１７は１つの可能な配置を示すが、超音波変換器４７が封止部
材１７上に配置され、かつ投影レンズＰＬの最終要素と基板Ｗの間の液体に直接つながっ
ている。洗浄時にレンズ自体の位置が変わる危険性を最小限にするために、変換器４７を
封止部材１７から機械的に分離するか、又はそれと少なくとも緩衝連結することができる
。例えば、変換器４７を封止部材１７に接触させずに、その近くに配置することも可能で
ある。別法として、高周波を発生させるとき、レンズＰＬの装置連結部を機械的に切り離
すことも可能である。レンズ又はウェーハ・チャックを洗浄する状況では、浸液と共振す
る超音波を発生する多様な高周波発生器を使用することができる。実際に、超音波による
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レンズ及びウェーハ・チャックの洗浄動作が自動的に実行可能であり、また汚染率にした
がってオンとオフを繰り返すように配置可能である。
【００８７】
　以上に本発明の特定の実施例を説明してきたが、本発明は説明とは別様に実施可能であ
ることが理解されよう。本明細書は本発明を限定しようとするものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の一実施例にしたがうリソグラフィ投影装置を示す図である。
【図２】本発明の一実施例にしたがう、投影システムの最終要素周りの領域に液体を供給
するための液体供給システムを示す図である。
【図３ａ】本発明の一実施例にしたがう、投影システムの最終要素周りの、図２の液体供
給システムの注入口と排出口の配置を示す図である。
【図３ｂ】本発明の一実施例にしたがう封止部材を示す図である。
【図４】本発明の一実施例にしたがう気泡低減手段を有する液体供給システムを示す図で
ある。
【図５】本発明の２つの実施例にしたがう気泡検出手段中の超音波変換器の可能な２通り
の配置を示す図である。
【図６】発明の一実施例にしたがう気泡除去手段中の超音波変換器と定常波の配置を示す
図である。
【図７】本発明の一実施例にしたがう脱気装置を示す図である。
【図８】本発明の一実施例にしたがう液体加圧装置を示す図である。
【図９】気泡除去手段の一実施例を示す図であり、１対の保護された電極と関連する電界
発生器を示す。
【図１０】図２及び図３に例示したものとは異なる液体供給システムを有する、本発明の
幾つかの異なる実施例を示す図である。
【図１１】ａ及びｂはマイクロ波放射源によって気泡を選択的に加熱するように配置され
ている気泡除去手段の一実施例を示す図である。
【図１２】粒子入力装置と粒子除去装置を備える気泡除去手段の一実施例を示す図である
。
【図１３】気泡検出手段の一実施例を示す図であり、光源及び光検出器、並びに液体内部
の経路から散乱された、投影レンズを通過して光検出器に達する光のビームに関する例示
的な軌道を示す。
【図１４】図１３に示した配置の基板領域を示す拡大図であり、光源の第一実施例にした
がって、光源からの光を投影レンズの最終要素と基板の間の領域内に導入するところを例
示する。
【図１５】図１４と同じ図であるが、光源の第２実施例にしたがって、光源からの光を投
影レンズの最終要素と基板の間の領域内に導入するところを示す図である。
【図１６】光源、検出器、光比較器、液質モニタ、及び警報器を備える気泡検出手段の一
実施例を示す図である。
【図１７】本発明の一実施例にしたがう、投影レンズの最終要素と基板の間の領域内の超
音波変換器の配置を示す図である。
【符号の説明】
【００８９】
ＡＭ　調整手段
Ｃ　標的部分
ＣＯ　集光器
ＩＬ　照射システム（照射器）
ＩＮ　積分器
Ｍ１、Ｍ２　マスク位置合わせ標識
ＭＡ　パターン形成手段（マスク）
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ＭＴ　マスク・テーブル
Ｐ１、Ｐ２　基板位置合わせ標識
ＰＢ　投影ビーム
ＰＬ　投影システム（レンズ）
Ｖ　電圧電源
Ｗ　基板
ＷＴ　基板テーブル
１　液体供給システム
２　気泡
３ａ、３ｂ　気泡低減手段
４ 気泡検出
５ａ、５ｂ、５ｃ　超音波変換器
６　定常波形
７　定常波形の節領域
８　位相調整手段
９　信号発生器
１０　脱気装置
１１　隔離室
１２　ポンプ
１３　液溜め
１４　封止部材
１５　隔離室の扉
１６　非接触封止体
１７　封止体
１８　弁
１９　ピストン
２０　圧力計
２１　内穴
２２　液体加圧器
２３　流路
２５、２６　矢印
２７ａ、２７ｂ　電極
２８　電源
２９　隔離材
３０　マイクロ波放射源
３１ａ　気泡
３１ｂ　より大きな気泡
３２　マイクロ波光子
３３　粒子入力装置
３４　粒子除去装置
３５　粒子再生装置
３６　領域
３７、３８　回路
３９　光源
４０　光検出器
４１　光ファイバ
４２　散乱光線の経路
４３ａ、４３ｂ　矢印
４４　光比較器
４５　液質モニタ
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４６　警報システム
４７　超音波変換器
５０、５２、５４　電極
５６　導管
５８　筺体
６２、６４　筺体のプレート

【図１】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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【図４】
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【図９】

【図１０】
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【図１６】

【図１７】



(25) JP 4580968 B2 2010.11.17

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ファディム　イェフゲンイェフィヒ　バニネ
            オランダ国、ヘルモント、ニールスラーン　２
(72)発明者  セオドルス　ヒュベルトゥス　ヨセフス　ビッショップス
            オランダ国、アイントホーフェン、ポシュトブス　２２２７
(72)発明者  セオドルス　マリヌス　モッデルマン
            オランダ国、ニュエネン、オウデ　ケルクディユク　５８
(72)発明者  マルセル　マシユス　セオドア　マリー　ディーリヒス
            オランダ国、フェンロ、キールルギュンシュトラート　１

    審査官  福島　浩司

(56)参考文献  特開平０６－１２４８７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－１９０８７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２３６１１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２６２００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２０７６９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２９０７５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１２１０６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２５４３０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１７５００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１６８８６６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

