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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線ビームの断面にパターンを与えるように機能するパターン形成デバイスを支持する
ための支持構造と、
前記パターン形成されたビームを前記基板のターゲット部分に投影するための投影システ
ムと、
基板を保持するための基板テーブルであって、バール・プレートと、該バール・プレート
上に保持された基板全体にわたって圧力差を確立するための真空システムとを有し、前記
圧力差は、前記基板の中央部よりも周縁部で大きい基板テーブルと、
前記投影システムと前記基板との間の空間に高屈折率の液体を供給するための液体供給シ
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ステムとを有するリソグラフィ装置において、
前記真空システムは、前記基板テーブルの中心に向かって移動する液体の流入を防ぐため
に、前記基板テーブルの下の空間に流入する前記液体の除去が可能であり、
前記バール・プレート上のバールの密度が、前記中央部よりも前記周縁部で高いリソグラ
フィ装置。
【請求項２】
前記周縁部でのバールの密度と前記中央部でのバールの密度との比が、装置の使用時のそ
れらの部分での圧力差の比に実質的に等しい請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項３】
前記周縁部および中央部の前記バールが全て実質的に同じ公称サイズであり、しかし単位
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面積当たりの数が周縁部でより多い請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
前記バールの断面積が前記周縁部でより大きい請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
前記周縁部が、前記基板の外周縁の内側に延びる実質的に環状の領域である請求項１に記
載のリソグラフィ装置。
【請求項６】
前記環状領域が、前記バール・プレートの半径の５％〜２０％の範囲の幅を有している請
求項５に記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
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前記バール・プレートが、前記周縁部を前記中央部から離隔する直立壁を有している請求
項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項８】
バールの密度が、前記周縁部内で実質的に一定である請求項１に記載のリソグラフィ装置
。
【請求項９】
バールの密度が、前記中央部内で実質的に一定である請求項１に記載のリソグラフィ装置
。
【請求項１０】
基板テーブルに保持された基板を提供するステップと、
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放射線の投影ビームを提供するステップと、
パターン形成デバイスを使用して前記投影ビームの断面にパターンを与えるステップと、
前記投影システムと前記基板との間の空間に高屈折率の液体を提供するステップと、
パターン形成された放射線のビームを前記基板のターゲット部分に投影するステップと
を含むデバイス製造方法であって、
前記基板が、前記基板にわたる圧力差によってバール・プレートに保持され、該圧力差が
、前記基板の中央部よりも周縁部で大きく、前記バール・プレート上のバールの密度が、
前記中央部よりも前記周縁部で高く、
前記基板テーブルの中心に向かって移動する液体の流入を防ぐために、前記基板テーブ
ルの下の空間に流入する前記液体の除去が可能なデバイス製造方法。
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【請求項１１】
前記投影システムの最終要素と前記基板テーブルに保持された基板との間の空間に高屈折
率の液体が供給されるリソグラフィ投影装置で使用するためのバール・プレートであって
、
前記バール・プレートの周縁部でのバールの密度が、その中央部での密度よりも高いバー
ル・プレート。
【請求項１２】
前記周縁部でのバールの密度と前記中央部でのバールの密度との比が、装置の使用時のそ
れらの部分での圧力差の比に実質的に等しい請求項１１に記載のバール・プレート。
【請求項１３】
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前記周縁部および中央部の前記バールが全て実質的に同じ公称サイズであり、しかし単位
面積当たりの数が周縁部でより多い請求項１１に記載のバール・プレート。
【請求項１４】
前記バールの断面積が周縁部でより大きい請求項１１に記載のバール・プレート。
【請求項１５】
前記周縁部が、前記基板の外周縁の内側に延びる実質的に環状の領域である請求項１１に
記載のバール・プレート。
【請求項１６】
前記環状領域が、前記バール・プレートの半径の５％〜２０％の範囲の幅を有している請
求項１１に記載のバール・プレート。
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【請求項１７】
前記バール・プレートが、前記周縁部を前記中央部から離隔する直立壁を有している請求
項１１に記載のバール・プレート。
【請求項１８】
バールの密度が、前記周縁部内で実質的に一定である請求項１１に記載のバール・プレー
ト。
【請求項１９】
バールの密度が、前記中央部内で実質的に一定である請求項１１に記載のバール・プレー
ト。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、リソグラフィ装置およびデバイス製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
リソグラフィ装置は、基板のターゲット部分に所望のパターンを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）の製造に使用することができる。その状況
において、マスクなどのパターン形成デバイスが、ＩＣの個々の層に対応した回路パター
ンを生成するために使用されることができ、このパターンが、放射線感光材料（レジスト
）の層を有する基板（例えばシリコン・ウェハ）上のターゲット部分（例えば１つまたは
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複数のダイの一部を有するもの）に結像されることができる。一般には、単一の基板が、
隣接するターゲット部分網を含み、それらのターゲット部分が連続的に露光される。既知
のリソグラフィ装置は、ターゲット部分に全パターンを一度に露光することによって各タ
ーゲット部分を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ながら、それと同期的に、この方向と平行または逆平行方向に
基板を走査することによって各ターゲット部分を照射するいわゆるスキャナとを含む。
【０００３】
リソグラフィ投影装置内で、比較的高い屈折率を有する液体（例えば水）の中に基板を
液浸して、投影システムの最終要素と基板との空間を充填することが提案されている。こ
の要点は、液体中では露光放射線がより短い波長を有するので、より小さなフィーチャの
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結像が可能になることにある（液体の効果は、システムの実効ＮＡを増大させることと考
えることもでき、また焦点深度を増大させることと考えることもできる）。固体粒子（例
えば水晶）を浮遊させた水を含む、他の浸液も提案されている。
【０００４】
しかし、基板を、あるいは基板と基板テーブルとを液体槽内へ浸漬すること（例えば本
明細書に参照として全体を組み込む米国特許第４，５０９，８５２号明細書参照）は、走
査露光中に加速させ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。これは追加
の、あるいはより強力なモータを必要とし、液体中の乱流が、望ましくない予測不能な影
響を引き起こす可能性がある。
【０００５】

40

提案されている解決策の１つは、液体供給システムが、液体密閉システムを使用して、
基板の局所領域、および投影システムの最終要素と基板との間にのみ液体を提供すること
である（基板は通常、投影システムの最終要素よりも大きい表面積を有する）。このよう
に構成するために提案されている一方法が、本明細書によって参照として全体を組み込む
国際公開第９９／４９５０４号パンフレットに開示されている。添付図面の図５および図
６に示すように、液体は、好ましくは最終要素に対する基板の移動方向に沿って、少なく
とも１つの入口ＩＮから基板上に供給され、投影システムの下を通過した後、少なくとも
１つの出口ＯＵＴから取り除かれる。すなわち、基板が−Ｘ方向で要素の下に走査される
とき、液体は、要素の＋Ｘ側に供給され、−Ｘ側で抜き取られる。図５に、液体が入口Ｉ
Ｎを通して供給され、要素のもう一方の側で、低圧源に接続された出口ＯＵＴから抜き取
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られる構成を模式的に示す。図５の例示では、液体は、最終要素に対する基板の移動方向
に沿って供給されているが、必ずしもそうである必要はない。最終要素の周りに配置され
る入口および出口は、様々な向きおよび数とすることが可能であり、一例を図６に例示す
る。図中では、入口とその両側にある出口とのセットが４つ、最終要素の周りに規則的な
パターンで提供されている。
【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との間の空間の
境界の少なくとも一部に沿って延びるシール部材を液体供給システムに提供することであ
る。シール部材は、Ｚ方向（光軸の方向）ではある程度の相対運動をするかもしれないが
、ＸＹ面では投影システムに対して実質的に静止している。シールは、シール部材と基板
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の表面との間に形成される。シールは、ガス・シールなど非接触シールであることが好ま
しい。そのようなシステムは、本明細書に参照として全体を組み込む欧州特許出願第０３
２５２９５５．４号に開示されている。さらなる解決策を添付図面の図７に示す。
【０００７】
欧州特許出願第０３２５７０７２．３号では、ツインまたはデュアル・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。そのような装置は、基板を支持するための２つ
のステージを備える。第１の位置にあるステージでは、浸液がない状態で水準測量が行わ
れ、浸液が存在する第２の位置にあるステージで露光が行われる。別法では、装置がただ
１つのステージを有している。
【０００８】
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従来のリソグラフィ装置では、基板はしばしば、基板の上の大気と、基板の下の部分的
に真空にされた空間との圧力差により、ピンプル（ｐｉｍｐｌｅ）またはバール（ｂｕｒ
ｌ）プレートにクランプされる。ピンプル・プレートは、基板の周縁に対応する真空壁内
部の空間にわたって分配された複数の突起（ピンプルまたはバール）を有する。基板は、
バールの上、および任意選択で真空壁の上に位置し、真空壁はピンプルよりも低く構成さ
れ、そのため、本明細書に参照として全体を組み込む米国特許第６，２３２，６１５号明
細書で述べられているように、基板の下の空間内への制御された空気漏れが存在する。バ
ール・プレートの主要な利点は、バールの頂部の総面積が基板の面積に比べて非常に小さ
く、そのため、基板の裏面の汚染物質粒子が基板とバールとの間に入って基板を歪曲する
可能性がそれ相応に低いことである。したがって、クランプ力が圧力差によるものではな
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く静電気であるときにもバールを使用することができる。
【０００９】
投影レンズの最終要素と基板およびバール・プレートとの間の領域に高屈折率の液体（
例えば水）を用いるリソグラフィ装置では、圧力差を生成する真空システムが、基板の縁
部の周りで、空気ではなく浸液の漏れに、あるいは空気に加えて浸液の漏れに対処できる
必要がある。その問題の１つの解決策は、基板の周縁の周りでの追加の真空排気を提供し
て漏れた流体に対処するというものである。これは、基板全体に及ぶ圧力差を高め、それ
により基板の歪曲が生じる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
したがって最終レンズ要素と基板との間の空間に高屈折率の液体を供給することができ
、且つ基板の歪曲を低減することができるリソグラフィ装置を提供することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明の１つの観点によれば、
放射線の投影ビームを提供するための照明システムと、
投影ビームの断面にパターンを与えるパターン形成デバイスを支持するための支持構造
と、
基板を保持するための基板テーブルであって、バール・プレートと、該バール・プレー
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トに保持された基板全体にわたる圧力差を確立するための真空システムとを有し、前記圧
力差が、前記基板の周縁部で中央部よりも大きい基板テーブルと、
パターン形成されたビームを基板のターゲット部分に投影するための投影システムと、
前記投影システムの最終要素と前記基板テーブルに保持された基板との間の空間に高屈
折率の液体を供給するための液体供給システムと
を有するリソグラフィ装置であって、
前記バール・プレート上のバールの密度が、前記周縁部で前記中央部よりも高いことを
特徴とするリソグラフィ装置が提供される。
【００１２】
本発明者は、より高い圧力差の領域内のバールが増大した負荷によってより大きく圧縮
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されることが、基板の歪曲増大の原因であることを突き止めた。基板自体および基板テー
ブルも、異なる負荷を受けて異なる量だけ歪む場合がある。より高い圧力差の領域でバー
ルの密度を高めることによって、その部分での各バールに対する単位面積当たりの負荷が
低減され、したがってバールの圧縮が小さくなる。それにより、バールの圧縮はより均一
になり、基板の歪曲が低減される。周縁部でのバールの密度と中央部でのバールの密度と
の比が、装置の使用時のそれらの部分での圧力差の比に実質的に等しいことが好ましい。
【００１３】
特に好ましい実施例では、周縁部および中央部にあるバールが全て実質的に同じ公称サ
イズであり、しかしそれらの間隔は周縁部で小さくなっており、したがって単位面積当た
りの数が多くなっている。このようにすると、既知の製造技法を使用して、上記２つの部
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分でのバールの圧縮のより正確な均一化を実現することができる。別法として、周縁部で
バールの断面積を大きくすることもできる。バール間での基板の湾曲が許容限界範囲内で
あることを保証するのに充分な数のバールが存在するという条件の下で、バールのサイズ
と間隔を共に変えることも可能である。いくつかの状況では、外側の領域でバールの高さ
を高くして、中央部にあるバールと同じ高さまで歪むようにできる場合もある。
【００１４】
周縁部は、基板の外周縁の内側で延びている実質的に環状の領域であることが好ましい
。本発明の特定の実施例では、環状領域が、バール・プレートの半径の５％〜２０％の範
囲内の幅を有している。
【００１５】
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１つの好ましい実施例では、バール・プレートの中央部の下の空間内に１つまたは複数
の気体入口が提供され、それによって基板の下で中央から外側へ向かって一定の気体の流
れが存在するようになる。この気流は、基板の下の空間へ水が進入するのを防止する助け
となる。
【００１６】
またバール・プレートが、周縁部を中央部から離隔する直立壁を有していることも好ま
しい。直立壁は、中央部と周縁部での異なる圧力差を保つ助けとなり、しかしバールと同
じ高さではなくてもよく、それによって中央部から周辺部へ若干の気体漏れが存在するよ
うになる。
【００１７】
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本発明のさらに他の観点によれば、
基板を提供するステップと、
照明システムを使用して、放射線の投影ビームを提供するステップと、
パターン形成デバイスを使用して、投影ビームの断面にパターンを与えるステップと、
前記投影システムの最終要素と前記基板との間の空間に高屈折率の液体を提供するステ
ップと、
パターン形成された放射線のビームを基板のターゲット部分に投影するステップと
を含むデバイス製造方法であって、
前記基板が、基板全体にわたる圧力差によってバール・プレート上に保持され、前記圧
力差が、前記基板の周縁部で中央部よりも大きく、前記バール・プレート上のバールの密
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度が、前記周縁部で前記中央部よりも高いことを特徴とするデバイス製造方法が提供され
る。
【００１８】
本発明のさらに他の観点は、リソグラフィ投影装置で使用するためのバール・プレート
であって、投影システムの最終要素と基板テーブルに保持された基板との間の空間に高屈
折率の液体が供給され、バール・プレートの周縁部でのバールの密度が、その中央部での
密度よりも高いバール・プレートを提供する。
【００１９】
本発明は、特に上述したタイプの液浸リソグラフィ装置に適用することができるが、そ
れらに限定されるものではなく、任意の液浸リソグラフィ装置に適用することができる。
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【００２０】
本文では、ＩＣの製造での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
述べるリソグラフィ装置が、集積光システム、磁気ドメイン・メモリ用の誘導および検出
パターン、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッドなど他の用途を有していてもよ
いことを理解すべきである。そのような他の用途の文脈では、本明細書での用語「ウェハ
」または「ダイ」の使用を、それぞれより一般的な用語「基板」または「ターゲット部分
」と同義と考えることができることを当業者は理解されよう。本明細書で言及する基板は
、露光前または露光後に、例えばトラック（典型的には、レジストの層を基板に塗布し、
露光されたレジストを現像するツール）、または測定ツールもしくは検査ツールで処理す
ることができる。該当する場合には、本明細書の開示を、そのような基板処理ツール、お
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よ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、例えば多層ＩＣを作成す
るために基板を複数回処理することもでき、したがって本明細書で使用される用語「基板
」は、複数回処理された層を既に含む基板を表していてもよい。
【００２１】
本明細書で使用する用語「放射線」および「ビーム」は、紫外（ＵＶ）放射線（例えば
波長が３６５、２４８、１９３、１５７、または１２６ｎｍ）を含めた全てのタイプの電
磁放射線を包含する。
【００２２】
本明細書で使用する用語「パターン形成デバイス（パターニング・デバイス）」は、基
板のターゲット部分にパターンを作成する目的で投影ビームの断面にパターンを与えるた
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めに使用することができるデバイスを表すものと広く解釈すべきである。投影ビームに与
えられるパターンは、基板のターゲット部分での所望のパターンに正確には対応しない場
合があることに留意すべきである。一般に、投影ビームに与えられるパターンは、集積回
路などターゲット部分に作成されるデバイスの特定の機能層に対応している。
【００２３】
パターン形成デバイスは、透過型または反射型にすることができる。パターン形成デバ
イスの例として、マスク、プログラム可能ミラー・アレイ、およびプログラム可能ＬＣＤ
パネルが挙げられる。マスクはリソグラフィにおいてよく知られており、バイナリ・マス
ク、レベンソン型位相シフト・マスク、およびハーフトーン型位相シフト・マスクなどの
マスク・タイプ、ならびに様々なハイブリッド・マスク・タイプを含む。プログラム可能
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ミラー・アレイの一例では、小さなミラーのマトリックス配列が採用され、入射する放射
線ビームを異なる方向に反射するように各ミラーを個別に傾けることができる。この方法
では、反射されたビームにパターンが形成される。パターン形成デバイスの各例では、支
持構造は、例えばフレームまたはテーブルにすることができ、必要に応じて固定すること
も可動にすることもでき、例えば投影システムに対してパターン形成デバイスが所望の位
置にあることを保証することができる。本明細書における用語「レチクル」または「マス
ク」の使用は、より一般的な用語「パターン形成デバイス」と同義と考えることができる
。
【００２４】
本明細書で使用する用語「投影システム」は、例えば使用する露光放射線、または浸液
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の使用もしくは真空の使用など他の因子に適するように、屈折光学システム、反射光学シ
ステム、および反射屈折光学システムを含めた様々なタイプの投影システムを包含するも
のと広く解釈すべきである。本明細書における用語「レンズ」の使用は、より一般的な用
語「投影システム」と同義と考えることができる。
【００２５】
また、照明システムは、放射線の投影ビームを方向付け、成形し、あるいは制御するた
めの、屈折、反射、および反射屈折光学構成要素を含む様々なタイプの光学構成要素を包
含していてもよく、以下、そのような構成要素を総称して、または個々に「レンズ」と呼
ぶ場合がある。
【００２６】
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リソグラフィ装置は、２つ（デュアル・ステージ）以上の基板テーブル（および／また
は２つ以上のマスク・テーブル）を有するタイプのものにすることができる。そのような
「マルチ・ステージ」の機械では、追加のテーブルを並列に使用することができ、あるい
は、１つまたは複数のテーブルで準備ステップを行い、同時に１つまたは複数の他のテー
ブルを露光用に使用することができる。
【００２７】
次に、本発明の実施例を、単に例として、添付の概略図面を参照しながら説明する。図
面中、対応する参照符号は、対応する部分を指す。
【実施例】
【００２８】
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図１に、本発明の特定の実施例によるリソグラフィ装置を模式的に示す。本装置は、
放射線（例えばＵＶ放射線またはＤＵＶ放射線）の投影ビームＰＢを提供するための照
明システム（照明器）ＩＬと、
パターン形成デバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するための支持構造であって、要素
ＰＬに対してパターン形成デバイスを正確に位置決めするための第１の位置決めデバイス
ＰＭに接続された第１の支持構造（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ハ）Ｗを保持するための基板テーブルであって、要素Ｐ
Ｌに対して基板を正確に位置決めするための第２の位置決めデバイスＰＷに接続された基
板テーブル（例えばウェハ・テーブル）ＷＴと、
パターン形成デバイスＭＡによって投影ビームＰＢに与えられたパターンを、基板Ｗの
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ターゲット部分Ｃ（例えば、１つまたは複数のダイを備える）に結像するための投影シス
テム（例えば屈折投影レンズ）ＰＬと
を有する。
【００２９】
ここに描かれているように、本装置は（例えば透過マスクを採用する）透過型のもので
ある。別法として、装置を、（例えば上で言及したタイプのプログラム可能ミラー・アレ
イを採用する）反射型のものにすることもできる。
【００３０】
照明器ＩＬは、放射線源ＳＯから放射線のビームを受ける。例えば放射線源がエキシマ
・レーザであるとき、放射線源とリソグラフィ装置とを個体とすることができる。そのよ
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うな場合、放射線源は、リソグラフィ装置の一部を成しているとはみなされず、放射線ビ
ームは、例えば適切な方向付けミラーおよび／またはビーム拡大器を備えるビーム送達シ
ステムＢＤを用いて、放射線源ＳＯから照明器ＩＬに進められる。他の場合、例えば放射
線源が水銀ランプであるときには、放射線源を装置の一部にすることができる。放射線源
ＳＯと照明器ＩＬを、必要であればビーム送達システムＢＤと共に、放射線システムと呼
んでもよい。
【００３１】
照明器ＩＬは、ビームの角度強度分布を調整するための調整デバイスＡＭを備えること
ができる。一般に、照明器の瞳面での強度分布の少なくとも外側および／または内側ラジ
アル範囲（通常、それぞれσアウターおよびσインナーと呼ばれる）を調整することがで
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きる。さらに照明器ＩＬは、通常、積分器ＩＮおよび集光器ＣＯなど様々な他の構成要素
を備える。照明器は、断面で所望の一様性および強度分布を有する調整された放射線ビー
ム（投影ビームＰＢと呼ぶ）を提供する。
【００３２】
投影ビームＰＢは、マスク・テーブルＭＴ上に保持されたマスクＭＡに入射する。マス
クＭＡを通った後、投影ビームＰＢはレンズＰＬを通過し、レンズＰＬが、ビームを基板
Ｗのターゲット部分Ｃに集束させる。第２の位置決めデバイスＰＷおよび位置センサＩＦ
（例えば干渉計デバイス）を用いて、例えばビームＰＢの経路内に様々なターゲット部分
Ｃを位置決めするように基板テーブルＷＴを正確に移動させることができる。同様に、マ
スクＭＡを例えばマスク・ライブラリから機械的に取り出した後に、または走査中に、第
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１の位置決めデバイスＰＭおよび別の位置センサ（図１には明示していない）を使用して
、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、オ
ブジェクト・テーブルＭＴおよびＷＴの移動は、位置決めデバイスＰＭおよびＰＷの一部
を成す長行程モジュール（粗い位置決め）および短行程モジュール（精密な位置決め）を
用いて実現される。しかし（スキャナとは対照的に）、ステッパの場合、マスク・テーブ
ルＭＴを短行程アクチュエータのみに接続してもよく、あるいはマスク・テーブルＭＴを
固定してもよい。マスクＭＡおよび基板Ｗは、マスク・アラインメント・マークＭ１、Ｍ
２および基板アラインメント・マークＰ１、Ｐ２を使用して位置合わせすることができる
。
【００３３】
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図示の装置は、以下の好ましいモードで使用することができる。
【００３４】
（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
に静止したままであり、その間に、投影ビームに与えられた全パターンが一度にターゲッ
ト部分Ｃに投影される（すなわち、ただ１回の静的露光）。次いで、異なるターゲット部
分Ｃを露光することができるように、基板テーブルＷＴがＸおよび／またはＹ方向に移動
される。ステップ・モードでは、露光領域の最大サイズが、ただ１回の静的露光で結像さ
れるターゲット部分Ｃのサイズを制限する。
【００３５】
（２）走査モードでは、マスク・テーブルＭＴと基板テーブルＷＴとが同期して走査さ
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れるのと同時に、投影ビームに与えられたパターンがターゲット部分Ｃに投影される（す
なわち、ただ１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、投影システムＰＬの拡大（縮小）および像反転特性によって決定すること
ができる。走査モードでは、露光領域の最大サイズが、ただ１回の動的露光におけるター
ゲット部分の（非走査方向での）幅を制限し、走査運動の長さが、ターゲット部分の（走
査方向での）高さを決定する。
【００３６】
（３）別のモードでは、マスク・テーブルＭＴがプログラム可能パターン形成デバイス
を保持して基本的に静止したまま、基板テーブルＷＴが移動または走査され、その間に、
投影ビームに与えられたパターンがターゲット部分Ｃに投影される。このモードでは通常
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、パルス放射線源が採用され、プログラム可能パターン形成デバイスは、基板テーブルＷ
Ｔの毎回の移動後に、または走査中に、連続する放射線パルスの合間に、必要に応じて更
新される。この動作モードは、上で言及したタイプのプログラム可能ミラー・アレイなど
プログラム可能パターン形成デバイスを利用するマスクレス・リソグラフィに簡単に適用
することができる。
【００３７】
上述した使用モードの組合せおよび／または変形態様、あるいは全く異なる使用モード
を採用することもできる。
【００３８】
図２に、投影システムと基板ステージとの間の液体リザーバ１０を示す。液体リザーバ
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１０は、入口／出口管１３を通して提供される比較的高い屈折率を有する液体１１（例え
ば水）で充填される。この液体の効果は、液体中で放射線の投影ビームが空気または真空
中よりも短い波長を有し、より小さなフィーチャを解像することができることである。投
影システムの解像限界は、とりわけ投影ビームの波長およびシステムの開口数によって決
まることが知られている。また液体の存在が実効開口数を増大させると考えることもでき
る。さらに、一定の開口数では、液体は、被写体深度を増大させる効果がある。
【００３９】
リザーバ１０は、投影システムの像領域の周囲で、基板に対する非接触シールを形成し
、それによって液体は基板表面と投影システムの最終要素との間の空間を充填するように
閉じ込められる。リザーバは、投影システムＰＬの最終要素の下に位置決めされて最終要
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素を取り囲むシール部材１２によって形成される。液体は、投影システムの下の空間内で
あって、シール部材１２内に導入される。シール部材１２は、投影システムの最終要素の
わずかに上まで延びており、液体の高さは最終要素の上まで上昇し、それにより液体の緩
衝域（バッファ）が提供される。シール部材１２は、その上端部で投影システムまたはそ
の最終要素のステップに近接した共形の内周を有し、例えば丸くされていてもよい。下端
では、内周は、像領域の形状に近接した共形、例えば矩形であるが、必ずしもそうである
必要はない。
【００４０】
液体は、シール部材１２の底部と基板Ｗの表面との間のガス・シール１６によってリザ
ーバ内に閉じ込められる。ガス・シールは、入口１５を通してシール部材１２と基板との
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間の間隙に圧力下で提供され、第１の出口１４を通して抜き取られる気体（例えば空気ま
たは合成空気、しかし好ましくはＮ２または別の不活性気体）によって形成される。気体
入口１５での過圧、第１の出口１４での真空レベル、および隙間の幾何形状は、内側に液
体を閉じ込める高速気流が存在するように構成される。図３に、これをより詳細に示す。
【００４１】
ガス・シールは、２つの環状溝１８、１９によって形成され、これらの溝は、溝の周り
に間隔を空けて構成された一連の小さなコンダクトによって、それぞれ第１の入口１５お
よび第１の出口１４に接続されている。マニホルドを形成するために、入口および出口そ
れぞれで、シール部材内に大きな環状中空部分を提供してもよい。ガス・シールは、気体
軸受として振舞うことによってシール部材１２を支持する効果も有していてもよい。
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【００４２】
気体入口１５の外側での間隙Ｇ１は、外への空気流に対する抵抗を提供するように、小
さく且つ長いことが好ましいが、必ずしもそうである必要はない。入口１５の半径位置で
の間隙Ｇ２は、シール部材の周りでの気体の充分な分布を保証するようにわずかに大きめ
であり、入口１５は、シール部材の周りにあるいくつかの小さな穴によって形成される。
間隙Ｇ３は、シールを通る気流を制御するように選択される。間隙Ｇ４は、良好な真空分
布を提供するように大きめであり、出口１４は、入口１５と同様にいくつかの小さな穴か
ら形成される。間隙Ｇ５は小さく、空間内の液体への気体／酸素拡散を防止し、多量の液
体が真空に進入して真空を擾乱するのを防止し、且つ毛細管作用によって常に間隙が液体
で充填されていることを保証している。
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【００４３】
したがってガス・シールは、間隙内へ液体を引き込む毛細管力と、液体を外に押し出す
空気流との均衡を図っている。間隙がＧ５からＧ４へ広がっているので、毛細管力は小さ
くなり、空気流は増加し、それにより、基板が投影システムＰＬの下で移動するときでさ
え液体境界がこの領域内にあり、安定している。
【００４４】
Ｇ２での入口とＧ４での出口との圧力差、ならびに間隙Ｇ３のサイズおよび幾何形状が
、シール１６を通る気流を決定し、これらは特定の実施例に従って決められる。ただし、
想定される利点が実現されるのは、間隙Ｇ３の長さが短く、且つＧ２での絶対圧力がＧ４
の２倍である場合であり、この場合、気体速度は、気体中での音速であり、それ以上に上
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昇することはあり得ない。したがって、安定した気流が実現される。
【００４５】
また気体入口での圧力を低減させ、液体が間隙Ｇ４に進入して真空システムによって吸
い取られるように気体出口システムを使用することによって、システムから液体を完全に
除去することができる。真空システムは、シールを形成するために使用される気体のみな
らず、液体をも扱うように簡単に配置することができる。またガス・シール内の圧力制御
を行って、基板が移動する際に摩擦によって加熱される間隙Ｇ５内の液体が投影システム
の下の空間内の液体の温度を擾乱しないように、間隙Ｇ５を通る液体の流れを保証するこ
ともできる。
【００４６】
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乱流および振動を減らすために、気体入口および出口の周りのシール部材の形状は、で
きるだけ層流を提供するように選択すべきである。また液体を閉じ込める最大の力を提供
するために、液体界面での流れ方向の変化ができるだけ大きくなるように気流を設定すべ
きである。
【００４７】
液体供給システムは、新しい液体がリザーバ１０に提供されるように、リザーバ１０内
で液体を循環させる。
【００４８】
ガス・シール１６は、シール部材１２を支持するのに充分に大きな力を生み出すことが
できる。実際には、基板に向けてシール部材１２にバイアスをかけ、シール部材１２によ
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って支持される実効重量がより大きくなるようにする必要があるかもしれない。いずれに
せよ、シール部材１２は（光軸に垂直な）ＸＹ面内で投影システムに対して実質的に静止
した位置で投影システムの下に保持され、しかし投影システムから切り離されている。シ
ール部材１２は、Ｚ方向では自由に動く。
【００４９】
図４に、基板クランプ構成をより詳細に示す。図は基板の一部しか示していないことに
留意されたい。基板Ｗは、バール（またはピンプル）・プレート２０上にあり、プレート
２０は、ウェハ・テーブルＷＴの平坦面上にある。バール・プレート２０は、その上面に
、バールまたはピンプルと呼ばれる複数の突起２１、２４を有する。バールは、２５〜２
００μｍの範囲内の高さを有することができ、上面の直径は０．５〜０．０５ｍｍの範囲
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内にすることができる。１００００個ものバールが存在する場合があるが、バールの総面
積は基板自体の面積に比べて小さく、したがって汚染物質（例えばダスト）の粒子が基板
の底部に付着していた場合に、粒子がバールと基板との間に入って基板を歪曲させる可能
性は低い。バール２２、２５に対応した構成が、バール・プレート２０の下面にも提供さ
れており、それによってミラー・ブロックＭＢ（基板テーブルＷＴの上部）とバール・プ
レート２０との間のダスト粒子に関して同じ効果が実現される。バール・プレートの下面
でのバールは、上面のものと同じ寸法および間隔を有することが好ましいが、これは本質
的なことではない。
【００５０】
基板を所定位置に堅固にクランプするために、基板の下の空間は、基板テーブルＷＴ内
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の真空ポートＶＰ（１つだけ図示する）に接続している真空システムＶＳによって部分的
に排気される。バール・プレート２０のアパーチャ２６が、バール・プレートの上と下で
の圧力を均一化する。基板の縁部の周りに壁２７が提供され、この壁２７は、基板を歪曲
させないようにバールよりもわずかに短いことが好ましく、そのため、基板の下の空間内
への制御された「漏れ」が生成される。
【００５１】
液浸装置では、基板の縁部を基板テーブルに封止することが望ましくないので、多少の
浸液１１が基板の下の空間に進入することは避けられない。液体の量は、使用される液体
供給システムのタイプに応じて異なる。局所型または「シャワーヘッド」型のシステムで
は、例えばエッジ・ダイの露光中に基板の縁部が投影レンズの下を通るときにのみ漏れが

50

(11)

JP 4350056 B2 2009.10.21

生じてもよく、槽型の装置では漏れは恒常的であってもよい。それらにかかわらず、漏れ
た流体は除去しなければならず、したがって真空システムは、ある量の液体を受け入れる
ことができなければならない。また、漏れた液体の急速な除去を保証し、漏れた浸液が基
板テーブルの中心に向かって移動するのを防止するために、基板の周縁部の周りの圧力を
、効果的なクランプに必要な圧力よりも低くする（真空を高める）ことが好ましい。
【００５２】
したがって周縁部ＰＰでの基板の下の圧力が例えば大気圧以下０．６〜０．３ｂａｒに
なり、中央領域ＭＰでの圧力はそれよりも高く、例えば大気圧以下０．５〜０．２５ｂａ
ｒになり、基板の上の空間は大気圧になるように、真空ポートＶが位置付けられ、真空シ
ステムＶＳが設定される。圧力差を保つ助けとなるように、壁２３が中央部を周縁部から
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離隔する。外壁２７と同様に、壁２３は、基板または基板ホルダと接触せず、しかし狭い
間隙が残ることが好ましい。また中央部から周縁部へ、例えば速度５〜１０ｍｓ−１で一
定の気体の流れが提供され、浸液の液滴が基板の中心へ向かって進むのを防止している。
気流は、気体入口２８から提供することができ、入口２８は、装置の周囲の大気に単純に
接続されていてもよい。気流速度が高くなりすぎるのを防止するために、多数の小さな入
口が存在することが好ましく、あるいは、いくつかのより大きな入口が採用される場合に
は、大気への経路内に気流制限器が提供される。
【００５３】
しかし、周縁部と中央部での異なる圧力は、バールが均等に分配された場合、バールに
対する力が異なることを意味する。これは、バールを異なる量だけ圧縮され、基板および
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基板テーブルの局所圧縮を変え、ウェハ高さの差異をもたらす。０．５ｂａｒ程度のクラ
ンプ圧、および３ｍｍ程度のバール・ピッチでは、バールは約８０ｎｍ縮み、したがって
バールに対する負荷の２０％の変動が、大きな高さの差異をもたらす。そこで、本発明で
は、バールの圧縮がより均一になるように、クランプ圧がより高い部分ではバールの密度
が増大される。この実施例では、周縁部でのバール２４、２５の間隔は、中央部でのバー
ル２１、２２の間隔よりも小さく、それにより各バールに対する負荷が一定となる。間隔
は、半径方向または円周方向、あるいはその両方で変えることができる。
【００５４】
周縁領域の幅は、真空構成に依存するが、バール・プレートの半径の５〜２０％の範囲
内にすることができ、バール・プレートの半径は、通常は基板の半径に実質的に等しい。
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一般に、周縁部は、バール・テーブルの全周にわたって延びており、しかし漏れが予想さ
れない部分がある場合には、そこで周縁部を省いてもよい。
【００５５】
本発明の特定の実施例を上述してきたが、記載した以外の形で本発明を実施することも
できることを理解されたい。本記載は、本発明を制限する意図のものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の一実施例によるリソグラフィ装置を示す図である。
【図２】図１の装置の液体リザーバを示す図である。
【図３】図１の装置の液体リザーバの一部の拡大図である。
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【図４】バール・プレート上への基板の取付けを示す、図１の装置の基板テーブルの一部
を示す図である。
【図５】代替の従来技術の液体供給システムを示す図である。
【図６】代替の従来技術の液体供給システムを示す図である。
【図７】代替の従来技術の液体供給システムを示す図である。
【符号の説明】
【００５７】
ＰＢ

投影ビーム

ＩＬ

照明システム、照明器

ＭＡ

パターン形成デバイス
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ＰＭ

第１の位置決め手段

ＭＴ

支持構造、マスク・テーブル

Ｗ
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基板

ＰＷ

第２の位置決め手段

ＷＴ

基板テーブル、ウェハ・テーブル

Ｃ

ターゲット部分

ＰＬ

投影システム

ＳＯ

放射線源

ＢＤ

ビーム送達システム

ＡＭ

調整デバイス

ＩＮ

積分器

ＣＯ

集光器

ＭＢ

ミラー・ブロック

１０

液体リザーバ

１１

高屈折率の液体

１２

シール部材

１３

入口／出口管

１４

出口

１５

入口

１６

ガス・シール

１８、１９
２０

10
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溝

バール・プレート

２１、２２、２４、２５
２３、２７

バール

壁

２６

アパーチャ

２８

気体入口

Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｇ４、Ｇ５

間隙
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【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

【図６】

【図７】

【図５】
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