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露光装置及び露光方、法、並びにデバイス製造方法

技術分野

０００1 本発明は、基板を露光する露光装置及び露光方法、並びにデバイス製造方法に

関するものである。

本願は、2００5年8月23 日に出願された特願2００5 ０54号、及び2００5年 2

月26 日に出願された特願2００5 59 号に基づき優先権を主張し、その内容を

ここに援用する。

背景技術

０００2 フオトリソグラフィ工程で用いられる露光装置において、下記特許文献に開示されて

いるょぅな、露光光の光路空間を液体で満たし、その液体を介して基板を露光する液

浸露光装置が案出されている。

特許文献1 国際公開第99 495０4号パンフレソト

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 露光光の光路空間を満たす液体中に不純物が混入していると、基板上に形成され

るパターンに欠陥が生じる等、露光不良が発生する可能性がある。

０００4 本発明は、露光不良の発生を抑えることができる露光装置及び露光方法を提供す

ることを目的とする。また、その露光装置及び露光方法を用いるデバイス製造方法を

提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００5 本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以下の構成を採用している。但し

、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に過ぎず、各要素を限定するもの

ではない。

０００6 本発明の第 の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光装置 ( X) において、露光

光 ( )の光路空間 ( ) に液体 ( )を供給する供給 口 ( 2) と、液体 ( )が流れ

、かつ供給 口 ( )に流体的に接続された供給流路 ( )とを備え、供給流路 ( )に



おいて液体 ( Q) 中に混入する所定物質の量が所定値以下に設定されている露光

装置 ( が提供される。

０００7 本発明の第 の態様によれば、露光光の光路に供給される液体中の所定物質の量

を抑えることができ、露光不良の発生を抑えることができる。

０００8 本発明の第2の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光装置 ( X) において、露光

光 ( )の光路空間に液体 ( Q)を供給する供給 口 ( 2) と、液体 ( Q)が流れ、か

つ供給 口 ( 2) に流体的に接続された供給経路 ( 6) と、第 気体が透過可能であり

、かつ供給経路 ( 6)を形成する第 部材 ( 3) と、第 部材 ( 3)を透過した第 気体

による液体 ( Q)の劣ィビを防止する防止装置 (8０) と、を備えた露光装置が提供され

る。

０００9 本発明の第2の態様によれば、露光光の光路に供給される液体の気体による劣ィビ

を防止でき、露光不良の発生を抑えることができる。

００1０ 本発明の第3の態様に従えば、上記態様の露光装置 ( X)を用いるデバイス製造

方法が提供される。

００11 本発明の第3の態様によれば、露光不良の発生を抑えることができる露光装置を用

いてデバイスを製造することができる。

００12 本発明の第4の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光方法において、供給流路

( 6) に液体 ( Q)を流す動作と、供給流路 ( 6)を介して供給 口 ( 2)から露光光 (

)の光路空間 ( ) に液体 ( Q)を供給する動作とを含み、供給流路 ( 6) において

液体 ( Q) 中に混入する所定物質の量を所定値以下に設定する露光方法が提供さ

れる。

００ 3 本発明の第4の態様によれば、露光光の光路に供給される液体中の所定物質の量

を抑えることができ、露光不良の発生を抑えることができる。

００14 本発明の第5の態様に従えば、上記態様の露光方法を用いるデバイス製造方法が

提供される。

００15 本発明の第5の態様によれば、露光不良の発生を抑えることができる露光方法を用

いてデバイスを製造することができる。

００16 本発明の第6の態様に従えば、基板 ( )を露光する液浸露光装置 ( X) に用レち



れ、露光光 ( ) が通過する液浸空間を形成する液浸形成装置であって、露光光 (

)の光路空間 ( ) に液体 ( Q)を供給する供給 口 ( 2) と、供給 口 ( 2) に接続され

る供給流路 ( 6) とを備え、供給流路 ( 6)及び供給 口 ( 2)を介して光路空間 ( ) が

液体 ( Q)で満たされて液浸空間が形成されるとともに、供給流路 ( 6) における液

体 ( Q)への所定物質の混入が抑制される液浸形成装置 (7 ) が提供される。

００17 本発明の第6の態様によれば、液浸空間への所定物質の流入を抑制 (防止)するこ

とができ、液浸露光装置における露光不良の発生を抑えることができる。

００18 図 第 実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2 第 実施形態に係る液浸システムを示す側断面図である。

図3 液体供給装置の一例を示す図である。

図4 第2実施形態に係る露光装置を示す側断面図である。

図5 第3実施形態に係る液浸システムを示す側断面図である。

図6 第3実施形態に係る防止装置の一例を示す図である。

図7 第3実施形態に係る供給流路近傍の拡大図である。

図8 第4実施形態に係る防止装置の一例を示す図である。

図9 第5実施形態に係る防止装置の一例を示す図である。

図1０第5実施形態に係る供給流路近傍の拡大図である。

図11 第6実施形態に係る供給流路近傍の拡大図である。

図12 マイクロデバイスの製造工程の一例を示すフローチャート図である。

符号の説明

００19 …液浸システム、 2 …供給 口、 3 …供給管、 4 …内部流路、 6 …供給流路、

7 …外管、 8 …所定空間、7 …ノズル部材、8０…防止装置、8 …流体供給装置、

82…第2液体供給装置、84…温調器、9 …気体供給装置、 …露光光、 X…露

光装置、 …光路空間、 …液体、 S …第 光学素子、P …基板

発明を実施するための最良の形態

００2０ 以下、本発明の実施形態にっいて図面を参照しながら説明するが、本発明はこれ

に限定されない。なお、以下の説明においては、X Z直交座標系を設定し、このX



Z直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。そして、水平面内

における所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向を 軸方

向、X軸方向及び 軸方向のそれぞれに直交する方向 (すなわち鉛直方向)をZ軸

方向とする。また、X軸、 軸、及びZ軸まわりの回転 (傾斜)方向をそれぞれ、

、及び Z方向とする。

００2 1 く第 実施形態ノ

第 実施形態について説明する。図 は第 実施形態に係る露光装置 Xを示す概

略構成図である。図 において、露光装置 Xは、マスク を保持して移動可能なマ

スクステージ3と、基板Pを保持する基板ホルダ4 を有し、基板ホルダ4 に基板Pを

保持して移動可能な基板ステージ4と、マスクステージ3に保持されているマスク を

露光光 で照明する照明光学系 と、露光光 で照明されたマスク のパターン

像を基板P上に投影する投影光学系P と、露光装置 X全体の動作を制御する制

御装置7とを備えている。なお、ここでレづ基板は半導体ウェハ等の基材上に感光材

(フオトレジスト) 、保護膜 (トップコート膜)及び 又は反射防止膜などの膜を塗布した

ものを含む。マスクは基板上に縮小投影されるデバイスパターンを形成されたレチク

ルを含む。なお、本実施形態においては、マスクとして透過型のマスクを用いるが、

反射型のマスクを用いてもよい。

００22 本実施形態の露光装置 Xは、露光波長を実質的に短くして解像度を向上するとと

もに焦点深度を実質的に広くするために液浸法を適用した液浸露光装置である。露

光装置 Xは、投影光学系P の像面近傍の露光光 の光路 (光路空間) を液体

Qで満たす液浸システム を備えている。液浸システム の動作は制御装置7に制

御される。液浸システム は、投影光学系P の複数の光学素子のぅち、投影光学系

P の像面に最も近い第 光学素子 S の下面と、投影光学系P の像面側に配置さ

れた基板ホルダ4 の基板Pの表面との間の露光光 の光路空間 を液体 Qで

満たして液浸領域 を形成する。本実施形態においては、液体 Qとして、水 (純水

)を用いる。

００23 露光装置 Xは、少なくともマスク のパターン像を基板Pに投影している間、液浸

システム を用いて、露光光 の光路空間 を液体 Qで満たす。露光装置 Xは、



投影光学系P と露光光 の光路空間 に満たされた液体 とを介してマスク を

通過した露光光 を基板ホルダ4 に保持された基板P上に照射することによって、

マスク のパターン像を基板P上に投影して、基板Pを露光する。また、本実施形態

の露光装置 Xは、第 光学素子 S と基板Pとの間の露光光 の光路空間 に満

たされた液体 Qが、投影光学系P の投影領域 を含む基板P上の一部の領域に

、投影領域A よりも大きく且つ基板Pよりも 心い液体 Qの液浸領域 を局所的

に形成する局所液浸方式を採用している。

００24 なお、本実施形態においては、主に液浸領域 が基板P上に形成される場合に

ついて説明するが、投影光学系P の像面側において、第 光学素子 S の下面と

対向する位置に配置された物体上、例えば基板ステージ4の一部、あるいは基板ス

テージ4とは独立に可動な計測ステージなどにも形成可能である。

００25 照明光学系 は、マスク 上の所定の照明領域を均一な照度分布の露光光 で

照明するものである。照明光学系 から射出される露光光 としては、例えば水銀

ランプから射出される輝線 ( 線、 線、線)及び エキシマレーザ光 (波長248

)等の遠紫外光 ( 光) 、 エキシマレーザ光 (波長 )及び レーザ光 (

波長 )等の真空紫外光 ( 光)などが用いられる。本実施形態においては

エキシマレーザ光が用いられる。

００26 マスクステージ3は、リニアモータ等のアクチュエータを含むマスクステージ駆動装

置3 の駆動により、マスク を保持した状態で、X軸、 軸、及び Z方向に移動可

能である。マスクステージ3 (ひいてはマスク )の位置情報は、レーザ干渉計3 によ

って計測される。レーザ干渉計3 は、マスクステージ3上に設けられた移動鏡3 を

用いてマスクステージ3の位置情報を計測する。制御装置7は、レーザ干渉計3 の

計測結果に基づいてマスクステージ駆動装置3 を駆動し、マスクステージ3に保持

されているマスク の位置制御を行ぅ。

００27 なお、移動鏡3 は平面鏡のみでなくコーナーキューブ (レトロリフレクタ)を含むも

のとしてもよいし、移動鏡3 をマスクステージ3に固設する代わりに、例えばマスクス

テージ3の端面 (側面)を鏡面加工して形成される反射面を用いてもよい。また、マス

クステージ3は、例えば特開平8 3０ 79号公報 (対応米国特許第6，72 ０34



号) に開示される粗微動可能な構成としてもよい。

００28 投影光学系 は、マスク のパターン像を所定の投影倍率で基板Pに投影するも

のであって、複数の光学素子を有しており、それら光学素子は鏡筒P で保持されて

いる。本実施形態の投影光学系 は、その投影倍率が例えば 4、 5 8

等の縮小系であり、前述の照明領域と共役な投影領域A にマスクパターンの縮小

像を形成する。なお、投影光学系 は縮小系、等倍系及び拡大系のいずれでもよ

い。本実施形態では、投影光学系 の光軸A はz軸方向と平行となっている。また

、投影光学系 は、反射光学素子を含まない屈折系、屈折光学素子を含まない反

射系、反射光学素子と屈折光学素子とを含む反射屈折系のいずれであってもよい。

また、投影光学系 は、倒立像と正立像とのいずれを形成してもよい。

００29 基板ステージ4は、基板Pを保持する基板ホルダ4 を有しており、リニアモータ等

のアクチュエータを含む基板ステージ駆動装置4 の駆動により、基板ホルダ4 に

基板Pを保持した状態で、べ一ス部材 P上で、X軸、 軸、z軸、 x 6 、及び

z方向の6 自由度の方向に移動可能である。基板ホルダ4 は、基板ステージ4上に

設けられた凹部4 に配置されており、基板ステージ4のぅち凹部4 以外の上面4

は、基板ホルダ4 に保持された基板Pの表面とほぼ同じ高さ (面一) になるよぅな平

坦面となっている。なお、基板ホルダ4 に保持された基板Pの表面と、基板ステージ

4の上面4 との間に段差があってもよい。また、基板ステージ4の上面4 はその一部

、例えば基板Pを囲む所定領域のみ、基板Pの表面とほぼ同じ高さとしてもよい。さら

に、基板ホルダ4 を基板ステージ4の一部と一体に形成してもよいが、本実施形態

では基板ホルダ4 と基板ステージ4とを別々に構成し、例えば真空吸着などによっ
て基板ホルダ4 を凹部4 に固定している。

００3０ 基板ステージ (ひいては基板P)の位置情報は、レーザ干渉計4 によって計測さ

れる。レーザ干渉計4 は、基板ステージ4に設けられた移動鏡4 を用いて、基板ス

テージ4のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。また、基板ステ

ージ4に保持されている基板Pの表面の面位置情報 (z軸、 x、及び 方向に関

する位置情報) は、不図示のフオーカス・レベリング検出系によって検出される。制御

装置7は、レーザ干渉計4 の計測結果及びフオーカス・レベリング検出系の検出結



果に基づいて、基板ステージ駆動装置4 を駆動し、基板ステージ4に保持されてい
る基板Pの位置制御を行ぅ。

００31 なお、レーザ干渉計4 は基板ステージ4のz軸方向の位置、及び x 6 方向の

回転情報をも計測可能としてよく、その詳細は、例えば特表2００ ０577号公報

(対応国際公開第 999 2879０号パンフレソト)に開示されている。さらに、移動鏡

4 を基板ステージ4に固設する代わりに、例えば基板ステージ4の一部 (側面な凶
を鏡面加工して形成される反射面を用いてもよい。

００32 また、フオーカス・レベリング検出系はその複数の計測点でそれぞれ基板 のz軸方

向の位置情報を計測することで、基板Pの X及び 方向の傾斜情報 (回転角)を

検出するものであるが、この複数の計測点はその少なくとも一部が液浸領域 (又

は投影領域A団内に設定されてもよいし、あるいはその全てが液浸領域 の外側

に設定されてもよい。さらに、例えばレーザ干渉計4 が基板 のz軸、 x及び

方向の位置情報を計測可能であるときは、基板Pの露光動作中にそのz軸方向の位

置情報が計測可能となるよぅにフオーカス・レベリング検出系を設けなくてもよく、少な

くとも露光動作中はレーザ干渉計4 の計測結果を用いてz軸、 x及び 方向に

関する基板Pの位置制御を〒ぅよぅにしてもよい。

００33 次に、液浸システム について、図2を参照しながら説明する。図2は図 の要部を

拡大した断面図である。液浸システム は、投影光学系 の第 光学素子 s の下

面と、その第 光学素子 s の下面と対向する位置に配置される物体、例えば基板

ホルダ4 に保持された基板Pの表面との間の露光光 の光路空間 を液体 で

満たすものである。液浸システム は、第 光学素子 s の下面と基板Pの表面との

間の露光光 の光路空間 の近傍に設けられ、その光路空間 に液体 を供給

するための供給 口 2及び液体 を回収するための回収 口22を有するノズル部材7

と、供給管 3の流路 3 、及びノズル部材7 の内部に形成された第 流路 4を

介して供給 口 2に液体 を供給する液体供給装置皿と、ノズル部材7 の回収 口

22から回収された液体 を、ノズル部材7 の内部に形成された第2流路24、及び

回収管23の流路23 を介して回収する液体回収装置2 とを備えている。供給 口 2

と供給管 3の流路 3 とは第 流路 4を介して接続されており、回収 口22と回収管



23の流路 23 とは第2流路24を介して接続されている。本実施形態においては、ノ

ズル部材7 は、露光光 の光路空間 を囲むよぅに環状に設けられており、液体

Qを供給する供給 口 2は、ノズル部材7 のぅち、露光光 の光路空間 を向く内側

面に設けられ、液体 を回収する回収 口22は、ノズル部材7 のぅち、基板Pの表面

と対向する下面に設けられている。また、本実施形態においては、回収 口22は多孔

部材25が配置されている。なお、本実施形態では供給流路 6を形成する部材をフ

、ソ素系樹脂、チタンなどで形成するものとしたが、例えば供給流路 6の液体 Qとの

接触面を、所定物質を溶出し難い上記材料でコーティングすることとしてもよい。

００34 液体供給装置 、清浄で温度調整された液体 Qを送出可能である。また、液

体回収装置2 は、真空系等を備えており、液体 Qを回収可能である。液体供給装

置皿及び液体回収装置2 の動作は制御装置7に制御される。液体供給装置皿か

ら送出された液体 Qは、供給管 3の流路 3 、及びノズル部材7 の第 流路 4を

流れた後、供給 口 2より露光光 の光路空間 に供給される。また、液体回収装置

2 を駆動することにより回収 口22から回収された液体 Qは、ノズル部材7 の第2流

路 24を流れた後、回収管23の流路 23 を介して液体回収装置2 に回収される。

００35 このよぅに、供給管 3の流路 3 及びノズル部材7 の第 流路 4は、供給 口 2

に液体 Qを供給する供給流路 6の一部を形成しており、回収管23の流路 23 及

びノズル部材7 の第2流路 24は、液体 Qを回収する回収流路 26の一部を形成し

ている。

００36 図3は液体供給装置皿の一例を示す図である。液体供給装置 「a 、純水製造装

置6０と、純水製造装置6０で製造され、その純水製造装置6０から送出された液体

Qの温度を粗く調整するラフ温調器6 と、ラフ温調器6 の流路下流側 (供給管 3側

) に設けられ、供給管 3側に流す液体 Qの単位時間当たりの量を制御する流量制

御器62と、流量制御器62を通過した液体 Q中の溶存気体濃度 (溶存酸素濃度、

溶存窒素濃度等)を低下させるための脱気装置63と、脱気装置6 3で脱気された液

体 Q中の異物 (気泡、パーティクル等)を取り除くフィルタュニット64と、フィルタュニ

、ソト64を通過した液体 Qの温度の微調整を行ぅファイン温調器65とを備えている。

純水製造装置6０、ラフ温調器6 、流量制御器62、脱気装置63、フィルタュニット64



、及びファイン温調器65のそれぞれは、接続管 5を介して互いに接続されており、

液体 は接続管 5の流路 5 を流れる。また、不図示ではあるが、液体供給装置

皿は、液体 Qを収容するタンク、加圧ポンプ等も備えている。

００37 このよぅに、本実施形態において、供給 口 2に液体 Qを供給する供給流路 6に

は、供給管 3の流路 3 、及びノズル部材7 の第 流路 4が含まれるとともに、タ

ンク、加圧ポンプ、純水製造装置6０、ラフ温調器6 、流量制御器62、脱気装置63

フィルタュニット64、及びファイン温調器65等の各種機器の液体 Qが流れる流路、

及び接続管 5の流路 5A等、液体供給装置皿の内部の流路も含まれる。

００38 そして、本実施形態では、その供給流路 6において液体 Q中に混入する所定物

質の量が所定値以下に設定されている。ここで、所定物質とは、供給流路 6を形成

する接続管 5等の液体供給装置皿を構成する部材、供給管 3、及びノズル部材7

から液体 Q中に溶出する溶出物質を含む。具体的には、所定物質は、金属、ボロ

ン、及びアニオンの少なくとも一部を含む。例えば、所定物質としては、鉄 ( e)、ニッ
ケル ( )、クロム (C )、モリブデン ( o)、マンガン ( )、ナトリウム ( a)、珪素 (

) 、カリウム ( )、及びチタン ( )等が挙げられる。

００39 本実施形態では、金属の液体 Q中への混入量が、 以下に設定されている。

換言すれば、金属が混入されたときの液体 Q中の金属の濃度が、 ( O
。

)以下になるよぅに設定されている。ここで、金属の液体 Q中への混入量とは、液

体 Q中に混入される全ての種類の金属の総量を意味する。

００4０ また、ボロンの液体 Q中への混入量が、5 以下に設定されている。換言すれば

、ボロンが混入されたときの液体 Q中のボロンの濃度が、5 ( ０
。

)以下

になるよぅに設定されている。

００41 また、アニオンの液体 Q中への混入量が、5 以下に設定されている。換言すれ
。

ば、アニオンが混入されたときの液体 Q中のアニオンの濃度が、5 ( ０
) 以下になるよぅに設定されている。

００42 また、所定物質には、気体成分 (空気、酸素など)も含まれる。本実施形態では、気

体成分の液 N 中への混入量が、 O b以下、好ましくは3 b以下に設定されて

いる。換言すれば、気体成分が混入されたときの液体 Q中の気体の濃度が、 O



b ( ０ )以下、好ましくは3 b ( ０ )以下になるよぅに設定されてい
る。

００43 そして、これら所定物質 (溶出物質) が液体 中に混入する量を所定値以下に抑

えるために、本実施形態においては、供給管 3及びノズル部材7 など、供給流路

6を形成する部材として最適な材料、すなわち液体 Q中に所定物質を混入 (溶出)

し難い材料が選定されている。本実施形態では、供給管 3は、フッ素系樹脂で形成

されている。例えば、供給管 3は、P (ポリテトラフロエラエチレン) 、P (テトラ

フルオロエチレン一パーフルオロアルコキシェチレン共重合体)などのフッ素系樹脂

を含む材料によって形成されている。これらの材料は、液体 (水 ) Qに上述の所定物

質を溶出し難い材料である。また、ノズル部材7 は、例えばチタンで形成されてレ巧

。チタンも、表面に酸ィロ膜が形成されるため、液体 (水 ) Qに上述の所定物質を溶出

し難い材料である。

００44 なお、本実施形態では供給流路 6を形成する部材をフッ素系樹脂、チタンなどで

形成するものとしたが、例えば供給流路 6の液体 Qとの接触面を、所定物質を溶

出し難い上記材料でコーテイングすることとしてもよい。

００45 また、液体供給装置皿のタンク、加圧ポンプ、純水製造装置6０、ラフ温調器6

流量制御器62、脱気装置63、フイルタュニット64、及びファイン温調器65等の各種

機器、及び接続管 5も、液体 Qに接触するなどして、液体 Q中に所定物質を混

入させる可能性があるが、本実施形態においては、これら各種機器、及び接続管 5

から液体 Q中に混入する所定物質の量が所定値以下となるよぅに設定されている。

００46 すなわち、液体供給装置皿、供給管 3、及びノズル部材7 で形成される供給流

路 6を流れ、供給 口 2に到達したときの液体 Q中に含まれる所定物質の量 (濃度

) 、換言すれば、供給 口 2から露光光 の光路空間 に供給されるときの液体 Q

中に含まれる所定物質の量 (濃度) が、上述の所定値以下に設定されている。

００47 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について

説明する。基板Pを露光するために、制御装置7は、液浸システム を制御して、液体

供給装置皿より供給管 3の流路 3 及びノズル部材7 の第 流路 4を介して供

給 口 2に液体 Qを供給する。供給 口 2から第 光学素子 S の下面と基板Pの表



面との間の露光光 の光路空間 に供給された液体 は、その光路空間 を満た

し、基板P上の一部の領域に液浸領域 を局所的に形成する。本実施形態の露光

装置 Xは、マスク と基板Pとを走査方向に同期移動しつつマスク に形成された

パターンを基板Pに投影する走査型露光装置 (所謂スキヤニングステッパ )であり、基

板Pを露光するときは、制御装置7は、供給 口 2からの液体供給動作と回収 口22を

介した液体回収動作とを並行して行いつつ、基板Pを保持する基板ステージ4とマス

ク を保持するマスクステージ3とを所定の走査方向 (例えば 軸方向) に同期移動

しながら、マスク のパターン像を投影光学系P と光路空間 を満たす液体 Qとを

介して基板P上に投影する。

００48 上述のよぅに、本実施形態においては、供給流路 6を形成する部材として最適な

材料、すなわち液体 Q中に所定物質を混入し難い材料が選定されており、供給流

路 6を流れる液体 Q中に混入する所定物質の量を所定値以下にすることができる

。したがって、供給 口 2から露光光 の光路空間 に供給される液体 Q中の所定

物質の量 (濃度)を抑えることができる。

００49 所定物質のぅち、金属、ボロン、及びアニオン等が光路空間 を満たす液体 Q中

に多く含まれている場合、その液体 Qが基板Pに接触すると、金属、ボロン、及びア

ニオンの少なくとも一部によって、基板Pが汚染されたり、基板P上に形成されるパタ

ーンに欠陥が生じる等、露光不良が発生する可能性がある。また、第 光学素子 S

の液体接触面に付着して、例えば露光光 の強度及び 又は強度均一性、ある

いは投影光学系P の結像特性などが低下する可能性がある。また、液体 Q中に気

体成分が多く含まれている場合、光路空間 を満たす液体 Q中に気泡が生成され

る可能性がある。液体 Q中に生成された気泡は異物として作用するため、その液体

Qを介して基板Pを露光したとき、基板P上に形成されるパターンに欠陥が生じる等

、露光不良が発生する可能性がある。本実施形態では、供給流路 6において液体

Q中に混入する所定物質の量が抑えられているので、その供給流路 6を流れて供

給 口 2から光路空間 に供給される液体 Q中の所定物質の量 (濃度)を抑えること

ができる。したがって、露光不良の発生を抑えることができる。

００5０ 以上説明したよぅに、供給流路 6において液体 Q中に混入する所定物質の量が



所定値以下に設定されているので、露光光 の光路空間 に供給される液体

中の所定物質の量を抑えることができ、基板Pの汚染及び液体 中の気泡の発生

を防止でき、露光不良の発生を抑えることができる。

００5 1 なお、上述の実施形態では、供給管 3をフッ素系樹脂で形成し、ノズル部材7 を

チタンで形成しているが、供給管 3をチタンで形成し、ノズル部材7 をフッ素系樹脂

で形成してもよい。また、供給管 3及びノズル部材7 の両方をチタンで形成してもよ

いし、フッ素系樹脂で形成してもよい。また、供給流路 6を形成する部材を所定の材

料で形成し、その部材から液体 Q中に溶出する溶出物質の量を抑えるために、そ

の部材に所定の表面処理を施してもよい。例えば、供給管 3をステンレスで形成し、

その供給管 3 に、酸ィビクロムを付着する処理を行ぅよぅにしてもよい。そのよぅな処理

としては、例えば株式会社神鋼環境ソリューションの「G O DEP」処理あるいは「G O

DEP W H TE」処理が挙げられる。このよぅな表面処理を行ぅことによっても、供給管

3等の部材から液体 Q中に溶出する溶出物質の量を抑えることができる。また、上

述の実施形態では供給管 3及びノズル部材7 で溶出物質の発生を抑制するものと

したが、溶出物質の発生を抑制する部材はこれらに限られるものではない。

００5 2 なお、上述の実施形態において、液体供給装置皿のタンク、加圧ポンプ、純水製

造装置6０、ラフ温調器6 、流量制御器6 2、脱気装置6 3、フイルタユニット6 4 、及び

ファイン温調器6 5等は、その全てを露光装置 Xが備えている必要はなく、例えば超

純水製造装置6０等の所定の機器を、露光装置 Xが設置される工場等の設備で代

用してもよい。そのよぅな場合にも、露光装置 Xの供給流路 6 において液体 Q中

に混入する所定物質の量を所定値以下に設定することにより、露光光 の光路空

間 を所望状態の液体 Qで満たすことができる。

００5 3 なお、上述の実施形態で説明した液浸システム は一例であり、種々の構成を採用

することができる。その場合においても、供給 口 2 に液体 Qを供給する供給流路

6 において、液体 Q中に混入する所定物質の量を所定値以下に設定することにより

、露光光 の光路空間 を所望状態の液体 Qで満たすことができる。

００5 4 また、供給流路 6だけでなく、液浸領域 の液体 Qと接触する他の部材 (例え

ば基板ステージ ) からの所定物質の溶出量も極カ少なくしておくことが望ま 、。



００55 く第2実施形態ノ

次に、第2実施形態について図4を参照しながら説明する。以下の説明において、

上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説

明を簡略若しくは省略する。上述の実施形態においては、供給 口 2を介して第 光

学素子 S の下面と基板Pの表面との間の露光光 の光路空間 に供給される液

体 中に混入する所定物質の量を所定値以下に設定しているが、例えば、国際公

開第2００4 ０ 9 28号パンフレソトに開示されているよぅに、第 光学素子 S の物

体面側 (マスク 側)の光路空間に供給される液体 Q中に混入する所定物質の量

を所定値以下に設定することができる。

００56 図4において、露光装置 Xは、投影光学系P の複数の光学素子のぅち、投影光

学系P の像面に最も近い第 光学素子 S の上面と、第 光学素子 S に次いで

投影光学系P の像面に近い第2光学素子 S2の下面との間に液体 Qを供給する

液浸システム を備えている。

００57 液浸システム は、第 光学素子 S と第2光学素子 S2との間の露光光 の光

路空間 に液体 Qを供給する供給 口 2 と、液体 Qを回収する回収 口22 とを

備えている。液浸システム は、上述の各実施形態で説明した液浸システム とほぼ

同等の構成を有しており、供給 口 2 には、液体供給装置 から供給管 3 の流

路 3 及びノズル部材7 の第 流路 4 を介して液体 Qが供給される。そして、

供給 口 2 に液体 Qを供給する供給流路 6 において、液体 Q中に混入する所

定物質の量が所定値以下に設定されている。これにより、液体 Q、第 光学素子 S

の上面、第2光学素子 S2の下面が汚染されたり、液体 Q中に気泡が生成される

等の不具合の発生を防止し、露光不良の発生を抑制することができる。

００58 なお、上述の第 実施形態と同様に、第 光学素子 S と基板Pとの間の光路空間

に液体 Qを供給する液浸システム の供給流路 6においても溶出物質の発生を

抑制することとしてもよい。また、本実施形態では液浸システム とは別に液浸システ

ム を設けるものとしたが、液浸システム の少なくとも一部を液浸システム で兼用

することとしてもよい。

００59 なお、液体 Q中の所定物質は、基板Pの露光のみならず、液体 Qを介して行わ



れる各種計測などにも影響を与える可能性があるが、上述の第 、第2実施形態のよ

ぅに、液体 中に混入する所定物質の量を所定値以下に抑えることで、液体 を

介して行われる各種計測も高精度に実行することができる。したがって、その計測に

基づいて実行される基板Pの露光も良好に行ぅことができる。

００6０ なお、上述の第 、第2実施形態において、供給流路 6 ( 6 )を、過酸ィロ水素水、

アブゾール等を含む所定の沈伊収 沈浄剤)を用いて洗浄した場合には、洗浄後、

供給流路 6 ( 6 ) に残留する洗浄剤を十分に除去し、基板Pを露光するときに露光

光 の光路空間 ( ) に供給される液体 Q中に混入される所定物質の量を所定

値以下に抑えることが望ま 、。

００6 1 く第3実施形態ノ

次に、第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは

省略する。

００62 図5は第3実施形態に係る露光装置 Xの要部を示す図である。上述の実施形態

同様、露光装置 Xは、供給 口 2及び回収 口22を有するノズル部材7 と、供給管

3の流路 3 、及び第 流路 4を介して供給 口 2に液体 Qを供給する液体供給

装置皿と、回収 口22から回収された液体 Qを、第2流路24、及び回収管23の流路

23 を介して回収する液体回収装置2 とを備えている。供給管 3は、供給 口 2に

液体 Qを供給する供給流路 6を形成している。

００63 供給管 3は、所定の気体を透過可能である。供給管 3は、その供給管 3を形成

する材料の特性に起因して気体を透過する。例えば、供給管 3が、上述のP (テ

トラフルオロエチレン一パーフルオロアルコキシェチレン共重合体) 、P (ポリテト

ラフロエラエチレン)等のフッ素系樹脂を含む材料によって形成される場合、フッ素系

樹脂の酸素透過性に起因して、供給管 3は酸素を透過する性質を有する。以下の

説明においては、供給管 3を透過可能な所定の気体を適宜、第 気体、と称する。

００64 本実施形態においては、供給管 3はフッ素系樹脂のぅちP で形成され、その供

給管 3は酸素を透過可能である。したがって、本実施形態における第 気体は酸素

である。



００65 本実施形態の露光装置 Xは、供給管 3を透過した第 気体による供給流路 6内

の液体 Qの劣ィビを防止する防止装置8０を備えている。防止装置8０は、供給管 3

の周囲の所定空間 8内における第 気体の量を低減する。防止装置8０は、所定空

間 8内における第 気体の量を低減することによって、所定空間 8から供給管 3を

透過して供給流路 6内の液体 Qに溶け込む第 気体の量を低減する。供給流路

6に浸入する第 気体の量を低減することにより、第 気体による供給流路 6内の液

体 Qの劣ィヒ、すなわち供給流路 6を流れる液体 Q中に溶存する気体成分の増大

を防止することができる。したがって、その供給流路 6を介して光路空間 に供給さ

れる液体 Q中の気泡の生成、液体 Qの露光光 に対する透過率の低下、その透

過率低下に起因する液体 Qの温度変ィロ等を抑制することができる。

００66 図5に示すよぅに、本実施形態においては、供給管 3の外側には外管 7が配置さ

れている。供給管 3と外管 7とで二重管が形成されている。本実施形態においては

、所定空間 8は、供給管 3と外管 7との間の空間を含み、防止装置8０は、供給管

3と外管 7との間の所定空間 8の第 気体の量を低減する。

００67 防止装置8０は、供給管 3と外管 7との間の所定空間 8に流体を供給する流体

供給装置8 を備えている。防止装置8０は、流体供給装置8 から供給した流体で所

定空間 8を満たす。流体供給装置8 は、所定の流体 (液体、気体を含む)を所定空

間 8に供給することによって、所定空間 8に存在する第 気体を排除、又は所定空

間 8における第 気体の量を低減する。

００68 図6は流体供給装置8 及び液体供給装置皿の一例を示す図である。本実施形態

においては、流体供給装置8 は、所定空間 8に第2液体 を供給する。流体供

給装置8 は、第2液体 Q2を供給する第2液体供給装置82と、第2液体供給装置8

2から送出された第2液体 Q2中の溶存気体濃度 (溶存酸素濃度、溶存窒素濃度等

)を低下させるための脱気装置83と、脱気装置83で脱気された第2液体 Q2の温度

を調整する温調器 (ファイン温調器) 84とを備えている。第2液体供給装置82、脱気

装置83、及び温調器84のそれぞれは、接続管85を介して互いに接続されており、

第2液体 Q2は接続管85の流路85 を流れる。

００69 流体供給装置8 (温調器84) と外管 7とは、接続管 9を介して接続されており、



流体供給装置8 は、第2液体 Q2を、接続管 9の流路 g を介して所定空間 8

に供給可能である。第2液体 Q2を所定空間 8に供給し、その所定空間 8を第2

液体 2で満たすことにより、所定空間 8に存在する第 気体を排除、又は所定空

間 8における第 気体の量を低減することができる。

００7０ 上述のよぅに、流体供給装置8 は、脱気装置83を備えており、第 気体が低減さ

れた第2液体 2が所定空間 8に供給される。すなわち、所定空間 8は、第 気体

が低減された第2液体 2で満たされる。また、流体供給装置8 は、温調器84を備

えており、温度調整された第2液体 Q2を所定空間 8に供給可能であり、その温調

器84を用いて、所定空間 8内の第2液体 Q2の温度を調整可能である。

００7 1 図7は供給流路 6を流れる液体 Qと、所定空間 8を満たす第2液体 Q2とを示

す模式図である。上述のよぅに、所定空間 8は、第 気体が低減された第2液体 Q

2で満たされる。したがって、たとえ供給管 3が第 気体を透過可能であっても、所定

空間 8における第 気体の量 (濃度) が十分に低減されているので、所定空間 8か

ら供給管 3を透過して供給流路 6内の液体 Qに溶け込む第 気体の量を抑える

ことができる。供給流路 6に浸入する第 気体の量を低減することにより、第 気体に

よる供給流路 6内の液体 Qの劣ィヒ、すなわち供給流路 6を流れる液体 Q中に

溶存する気体成分の増大を防止することができる。

００72 また、所定空間 8には、温調器84で温度調整された第2液体 Q2が供給される。

したがって、防止装置8０は、その温度調整された第2液体 Q2で、供給流路 6を流

れる液体 Qの温度を供給管 3を介して調整することができる。すなわち、本実施形

態において、防止装置8０は、液体 Qの温度調整装置の機能を兼ねている。供給管

3の周囲の所定空間 8は、温度調整された第2液体 で満たされており、供給

管 3は外部空間の気体 (外気 ) に晒されない。したがって、供給流路 6内の液体

Qの劣化、すなわち供給流路 6を流れる液体 Qの温度変ィビを防止することができ

る。したがって、その供給流路 6を介して光路空間 に供給される液体 Qの温度が

変ィビするのを抑制することができる。

００73 また、流体供給装置8 から所定空間 8に供給された第2液体 Q2は、所定空間

(外管 7)の一部に設けられた排出口から排出され、例えば第2液体供給装置82



に戻されたり、あるいは所定の処理装置に送られる。防止装置8０は、流体供給装置

8 から所定空間 8に対して、脱気され、温度調整された第2液体 2を供給し続け

ることにより、供給流路 6を流れる液体 の劣化を抑制することができる。

００74 また、本実施形態においては、所定空間 8を形成するための外管 7は、液体供

給装置 (ファイン温調器65) に接続された供給管 3のほぼ全域に亘って設けられ

ており、液体 Qは、液体供給装置 (ファイン温調器65) から供給流路 6に送出さ

れた直後から、防止装置8０によって、その劣ィビを抑制される。したがって、脱気装置

63によって脱気され、ファイン温調器65によって温度調整された液体 Qの劣ィビを

十分に抑制することができる。

００75 以上説明したよぅに、供給管 3が第 気体を透過可能であっても、その供給管 3

を透過した第 気体による供給流路 6内の液体 Qの劣ィビを防止することができる。

したがって、液体 Q中の気泡の生成、液体 Qの露光光 に対する透過率の低下

、液体 Qの温度変ィロ等が抑制され、露光不良の発生を抑えることができる。

００76 なお、第3実施形態において、所定空間 8に供給される第2液体 は、供給流

路 6を流れる液体 Qと同じであってもよいし、異なっていてもよい。すなわち、所定

空間 8を流れる第2液体 Q2は、供給流路 6を流れる液体 Qと同じ種類である純

水であってもよ 、純水以外の所定の液体であってもよい。

００77 く第4実施形態ノ

次に、第4実施形態について図8を参照して説明する。この第4実施形態は、上述

の第3実施形態との差異が防止装置8０の構成のみであるので、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは

省略する。さて、上述の第3実施形態においては、供給流路 6には、図6に示すよぅ

に、液体供給装置 (純水製造装置6０)から送出された液体 Qが流れ、所定空間

8には、液体供給装置皿とは別の流体供給装置8 (第2液体供給装置82) から送

出された第2液体 Q2が流れる。第4実施形態において、図8に示すよぅに、液体供

給装置 (純水製造装置6０)から送出した液体 Qを、供給流路 6と所定空間 8と

のそれぞれに流すことができる。本実施形態においては、液体供給装置皿の脱気

装置63と所定空間 8とが接続管3 の流路 3 を介して接続されている。液体供給



装置皿の脱気装置63から接続管3 に送出された液体 Qは、接続管3 の途中に

設けられた温調器 (ファイン温調器) 84によって温度調整された後、所定空間 8に

供給される。このよぅに、液体供給装置皿から供給流路 6と所定空間 8とのそれぞ

れに液体 Qを供給するよぅにしてもよい。すなわち、第4実施形態においては、液体

供給装置皿の少なくとも一部が、防止装置8０の一部を構成している。

００78 なお、上述の第3、第4実施形態においては、温調器84を介して所定空間 8に液

体 ( Q2 Q を供給しているが、温調器84を省いてもよい。例えば、供給管 3が

第 気体を透過し、且つ断熱性の高い特性を有する材料で形成されている場合には

、温調器84を省くことができる。逆に、上述の第3、第4実施形態では液体供給装置

皿の温調器6 65の少なくとも一方を省略して、温調器64による所定空間 8内の

液体の温度調整により、供給管 3を流れる液体 Qの温度を調整することとしてもよ

００79 く第5実施形態ノ

次に、第5実施形態について図9を参照して説明する。この第5実施形態では、上

述の第3、第4実施形態との差異が防止装置8０の構成のみであるので、上述の実施

形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若

しくは省略する。図9に示すよぅに、第5実施形態の露光装置 Xは、供給管 3を透

過した第 気体による供給流路 6内の液体 Qの劣ィビを防止する防止装置8０を備

えている。本実施形態の防止装置8０は、供給管 3と外管 7との間の所定空間 8

に、前述の第 気体とは別の第2気体G2を供給する気体供給装置9 を備えている。

００8０ 気体供給装置9 と外管 7とは、接続管 9を介して接続されており、気体供給装置

9 は、第2気体G2を、接続管 9の流路 g を介して所定空間 8に供給可能であ

る。防止装置8０は、気体供給装置9 から供給した第2気体G2で所定空間 8を満た

す。気体供給装置9 は、第2気体G2を所定空間 8に供給することによって、所定

空間 8に存在する第 気体を排除、又は所定空間 8における第 気体の量 (濃度)

を低減することができる。すなわち、本実施形態においては、防止装置8０は、所定

空間 8を第2気 f G2で置換 (パージ する。

００8 1 第2気体G2は、供給管 3をほぼ透過しない気体である。第2気体G2は、供給管



3を形成する材料に応じて定められる。上述のよぅに、本実施形態においては、供給

管 3はP で形成され、第 気体は酸素であり、第2気体G2は、例えば窒素ガスで

ある。

００82 図 ０は供給流路 6を流れる液体 と、所定空間 8を満たす第2気体G2とを示

す模式図である。上述のよぅに、所定空間 8には第 気体とは別の第2気体G2が供

給され、所定空間 8は、第 気体の量 (濃度) が低減された気体で満たされる。した

がって、たとえ供給管 3が第 気体を透過可能であっても、所定空間 8における第

気体の量 (濃度) が十分に低減されているので、所定空間 8から供給管 3を透過

して供給流路 6内の液体 Qに溶け込む第 気体の量を抑えることができる。本実施

形態においては、供給管 3は、第 気体を透過可能であるが、供給管 3をほぼ透

過しない第2気体G2で所定空間 8が満たされるので、供給流路 6に第 、第2気体

が浸入するのを抑制することができる。

００83 また、気体供給装置9 から所定空間 8に供給された第2気体G2は、所定空間 8

(外管 7)の一部に設けられた排出口から排出され、例えば気体供給装置9 に戻さ

れたり、所定の処理装置に送られる。防止装置8０は、気体供給装置9 から所定空

間 8に対して第2気体G2を供給し続けることにより、供給流路 6を流れる液体 Q

の劣ィビを抑制することができる。

００84 また、本実施形態においては、供給管 3との間で所定空間 8を形成する外管 7

は、液体供給装置 (ファイン温調器65) に接続された供給管 3のほぼ全域に亘っ
て設けられており、液体 Qは、液体供給装置 (ファイン温調器65) から供給流路

6に送出された直後から、防止装置8０によって、その劣ィビを抑制される。したがって、

供給流路 6を流れる液体 Qの劣化を十分に抑制することができる。

００85 なお、気体供給装置9 に、所定空間 8に供給する第2気体G2の温度を調整する

温調器を設けることができる。防止装置8０は、温度調整された気体で、供給流路 6

を流れる液体 Qの温度を供給管 3を介して調整することができる。

００86 以上説明したよぅに、供給管 3が第 気体を透過可能であっても、供給管 3をほ

ぼ透過しない第2気体G2で所定空間 8を満たすことにより、第 気体による供給流

路 6内の液体 Qの劣ィヒ、すなわち供給流路 6を流れる液体 Q中に溶存する気



体成分の増大を防止することができる。したがって、液体 中の気泡の生成、液体

の露光光 に対する透過率の低下、液体 Qの温度変ィロ等が抑制され、露光

不良の発生を抑えることができる。

００87 なお、第5実施形態において、所定空間 8に供給される第2気体G2は、窒素ガス

であるが、第2気体G2の種類は任意に選択可能である。供給管 3を透過しない気

体であり、所望の性能を有する気体であれば、任意の気体を使用することができる。

また、第2気体G2は、供給管 3を透過しない気体に限られるものでなく、供給管 3

を透過しても、供給流路 6内の液体 Qを実質的に劣ィビさせない気体であればよい

００88 なお、上述の第3～第5実施形態では防止装置8０の全てを露光装置 Xが備えて

いる必要はなく、防止装置8０の一部 (例えば温調器など)を、露光装置 Xが設置さ

れる工場等の設備で代用してもよい。

００89 く第6実施形態ノ

次に、第6実施形態について図皿を参照して説明する。図皿に示すよぅに、第 気

体を透過しない膜 ００で供給管 3の外面を覆ぅよぅにしてもよい。あるいは、第 気

体を透過しないフイルム状の部材、すなわち第 気体に対してバリア性を有するフイ

ルム状の部材で供給管 3の外面を覆ぅよぅにしてもよい。こぅすることによっても、第

気体が供給流路 6に浸入することを防止することができる。

００9０ また、供給管 3を真空断熱材等で覆ぅよぅにしてもよい。これにより、供給管 3を介

して第 気体が供給流路 6内の液体 Qに溶け込むことを防止することができる。

００9 1 なお、上述の第6実施形態では膜 ００、フイルム状の部材、真空断熱材などのバリ

ア部材で供給管 3を覆ぅものとしたが、第 気体を透過しない材料で供給管 3の少

なくとも一部を構成してもよい。例えば、前述の所定物質が溶出し難い材料 (フッ素

系樹脂など)で、液体 Qと接触する内面 (内壁) が形成され、かつ前述の第 気体を

透過しない材料で外面 (外壁) が形成される供給管 3を用いることとしてもよい。また

は、前述の第 気体を透過しない材料で供給管 3を構成し、前述の所定物質が溶

出し難い材料 (フッ素系樹脂など)で、液体 Qとの接触面となる内面をコーテイング

することとしてもよい。



００9 2 なお、上述の第3～第6 実施形態においては、液体供給装置皿とノズル部材7 と

の間の供給管 3の全域を外管 (又はバリア部材) で覆っているが、一部だけでも

よい。また、供給管 3 に限らず、他の配管 (接続管 5等) の外側を外管 7で覆って

もよい。

００9 3 また、上述の第3～第6 実施形態においては、供給管 3等を覆ぅよぅに外管 (又

はバリア部材) を設けて、供給管 3等を介して供給流路 6 内に第 気体が浸入する

ことを防止しているが、露光装置 Xが収容される不図示のチヤンバ内に供給管 3の

少なくとも一部を配置し、そのチヤンバ内の第 気体の量 (濃度 ) を低減するよぅにして

もよい。この構成は、上述の第 、第2実施形態に適用してもよい。

００9 4 なお、上記各実施形態において、露光光 の光路空間 ( ) を液体 で満

たして液浸空間を形成する液浸形成装置としてのノズル部材7 ( 7 ) は、上述の構

成に限られず、例えば欧州特許公開第 ，4 2０ 298 号公報、国際公開第2００4 ０

558 ０3号公報、国際公開第2００4 ０5759 ０号公報、国際公開第2００5 ０29559

号公報、国際公開第2００4 ０86468 号パンフレソト(対応米国公開2００5 ０2 8０7

g ) 、特開2００4 2 6号公報 (対応米国特許第6 ，952 253 号) などに開

示されるノズル部材 (液浸システム) を用いてもよい。

００9 5 上述したよぅに、上記各実施形態における液体 Qは純水であるものとした。純水は

、半導体製造工場等で容易に大量に入手できるとともに、基板P 上のフオトレジスト及

び光学素子 (レンズ) 等に対する悪影響がない利点がある。また、純水は環境に対す

る悪影響がないとともに、不純物の含有量が極めて低いため、基板P の表面、及び投

影光学系P の先端面に設けられている光学素子の表面を洗浄する作用も期待でき

る。なお工場等から供給される純水の純度が低い場合には、露光装置が超純水製

造器を持つよぅにしてもよい。

００9 6 そして、波長が 程度の露光光 に対する純水 (水 ) の屈折率 は ・4 4程

度と言われており、露光光 の光源として エキシマレーザ光 (波長 )を

用いた場合、基板P 上では 、すなわち約 3 4 に短波長ィビされて高い解像度

が得られる。更に、焦点深度は空気中に比べて約 倍、すなわち約 ・4 4倍に拡大さ

れるため、空気中で使用する場合と同程度の焦点深度が確保できればよい場合に



は、投影光学系P の開口数をより増加させることができ、この点でも解像度が向上す

る。

００9 7 上記各実施形態では、投影光学系P の先端に光学素子 S が取り付けられてお

り、この光学素子により投影光学系P の光学特性、例えば収差 (球面収差、コマ収

差等) の調整を行ぅことができる。なお、投影光学系P の先端に取り付ける光学素子

としては、投影光学系P の光学特性の調整に用いる光学プレートであってもよい。あ

るいは露光光 を透過可能な平行平面板であってもよい。

００9 8 なお、液体 の流れによって生じる投影光学系P の先端の光学素子と基板P と

の間の圧力が大きい場合には、その光学素子を交換可能とするのではなく、その圧

力によって光学素子が動かないよぅに堅固に固定してもよい。

００9 9 なお、上記各実施形態では、投影光学系P と基板P表面との間は液体 Qで満た

されている構成であるが、例えば基板Pの表面に平行平面板からなるヵバーガラスを

取り付けた状態で液体 Qを満たす構成であってもよい。

０1００ なお、上記各実施形態の液体 Qは水 (純水 ) であるが、水以外の液体であってもよ

い、例えば、露光光 の光源が レーザである場合、この レーザ光は水を透過し

ないので、液体 Qとしては レーザ光を透過可能な例えば、過フッィヒポリエーテル (

P P )、フッ素系オイル等のフッ素系流体であってもよい。この場合、液体 Qと接

触する部分には、例えばフッ素を含む極性の小さい分子構造の物質で薄膜を形成

することで親液ィロ処理する。また、液体 Qとしては、その他にも、露光光 に対する

透過性があってできるだけ屈折率が高く、投影光学系P 及び 又は基板P表面に

塗布されているフォトレジストに対して安定なもの (例えばセダ一油) を用いることも可

能である。

０1０1 また、液体 Qとしては、屈折率が ・6～・8程度のものを使用してもよい。更に、

石英及び 又は蛍石よりも屈折率が高い(例えば ・6以ｱ) 材料で光学素子 S を

形成してもよい。

０1０2 なお、上記各実施形態では干渉計システム (3 4 )を用いてマスクステージ3、

及び基板ステージ4の各位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例えば各

ステージに設けられるスケール (回折格子) を検出するェンコーダシステムを用いても



よい。この場合、干渉計システムとェンコーダシステムの両方を備えるハイブリッドシス

テムとし、干渉計システムの計測結果を用いてェンコーダシステムの計測結果の較正

(キヤリブレーション)を行ぅことが好ま 、。また、干渉計システムとェンコーダシステ

ムとを切り替えて用いる、あるいはその両方を用いて、ステージの位置制御を行ぅよぅ

にしてもよい。

０1０3 なお、上記各実施形態の基板Pとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウェハ

のみならず、ディスプレイデバイス用のガラス基板、薄膜磁気ヘッド用のセラミッククエ

ハ、あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版 (合成石英、シリコン

ウェハ)等が適用される。

０1０4 露光装置 Xとしては、マスク と基板Pとを同期移動してマスク のパターンを走

査露光するステップ・アントスキヤン方式の走査型露光装置 (スキヤニングステッパ)

の他に、マスク と基板Pとを静止した状態でマスク のパターンを一括露光し、基

板Pを順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置 (ステッ
パ) にも適用することができる。

０1０5 また、露光装置 Xとしては、第 パターンと基板Pとをほぼ静止した状態で第 パタ

ーンの縮小像を投影光学系 (例えば 8縮小倍率で反射素子を含まない屈折型投

影光学系 )を用いて基板P上に一括露光する方式の露光装置にも適用できる。この

場合、更にその後に、第2パターンと基板Pとをほぼ静止した状態で第2パターンの

縮小像をその投影光学系を用いて、第 パターンと部分的に重ねて基板P上に一括

露光するスティッチ方式の一括露光装置にも適用できる。また、スティッチ方式の露

光装置としては、基板P で少なくとも2つのパターンを部分的に重ねて転写し、基

板Pを順次移動させるステップ・アントスティッチ方式の露光装置にも適用できる。

０1０6 また、上記各実施形態では投影光学系P を備えた露光装置を例に挙げて説明し

てきたが、投影光学系P を用いない露光装置及び露光方法に本発明を適用するこ

とができる。投影光学系を用いない場合であっても、露光光はマスク又はレンズなど

の光学部材を介して基板に照射され、そのよぅな光学部材と基板との間の所定空間

に液浸領域が形成される。

０1０7 また、本発明は、例えば特開平 ０ 63０99号公報及び特開平 ０ 4783号



公報 (対応米国特許第6，59０ 634号) 、特表2０００ ０5958 号公報 (対応米国

特許第5，969 44 号) 、米国特許第6，2０8 4０7号などに開示されているよぅな複

数の基板ステージを備えたマルチステージ型の露光装置にも適用できる。

０1０8 更に、例えば特開平 354００号公報 (対応国際公開 999 /23692) 、及び

特開2０００ 645 ０4号公報 (対応米国特許第6，897 963 号) に開示されている

よぅに、基板を保持する基板ステージと基準マークが形成された基準部材及び 又

は各種の光電センサを搭載した計測ステージとを備えた露光装置にも本発明を適用

することができる。

０1０9 また、上述の実施形態においては、投影光学系P と基板Pとの間に局所的に液体

を満たす露光装置を採用しているが、本発明は、特開平6 24873 号公報、特開

平 ０ ０3 4号公報、米国特許第5，825 ０43号などに開示されているよぅな露

光対象の基板の表面全体が液体中に浸かっている状態で露光を行ぅ液浸露光装置

にも適用可能である。

０11０ 露光装置 Xの種類としては、基板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られず、液品表示素子製造用又はディスプレイ製造用の

露光装置、薄膜磁気ヘッド、撮像素子 (CC ) 、マイクロマシン、 S チッ
プ、あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露光装置などにも広く適用で

きる。

０111 なお、上述の実施形態においては、光透過性の基板上に所定の遮光パターン (又

は位相パターン・減光パターン)を形成した光透過型マスクを用いたが、このマスクに

代えて、例えば米国特許第6，778 257号公報に開示されているよぅに、露光すべ

きパターンの電子データに基づいて透過パターン又は反射パターン、あるいは発光

パターンを形成する電子マスク(可変成形マスクとも呼ばれ、例えば非発光型画像表

示素子 (空間光変調器)の一種である (D g a M c o m Device) などを含

む を用いてもよい。

０112 また、例えば国際公開第2００ ０35 68号パンフレソトに開示されているよぅに、

干渉縞を基板P上に形成することによって、基板P上にライン・アントスペースパター

ンを露光する露光装置 (リソグラフィシステム) にも本発明を適用することができる。



０113 さらに、例えば特表2００4 985 ０号公報 (対応米国特許第6，6 3 6号) に

開示されているよぅに、2つのマスクのパターンを、投影光学系を介して基板上で合

成し、 回のスキヤン露光によって基板上の つのショット領域をほぼ同時に二重露光

する露光装置にも本発明を適用することができる。

０114 なお、本国際出願で指定又は選択された国の法令で許容される限りにおいて、上

記各実施形態及び変形例で引用した露光装置などに関する全ての公開公報及び

米国特許の開示を援用して本文の記載の一部とする。

０115 以上のよぅに、本願実施形態の露光装置 Xは、本願請求の範囲に挙げられた各

構成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精

度を保つよぅに、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、こ

の組み立ての前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整

、各種機械系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系について

は電気的精度を達成するための調整が行われる。各種サブシステムから露光装置へ

の組み立て工程は、各種サブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、

気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種サブシステムから露光装置への組み立

て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程があることはいぅまでもない。各

種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露

光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびク

リーン度等が管理されたクリーンルームで行ぅことが望ま 、。

０116 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図 2に示すよぅに、マイクロデバイスの機

能・性能設計を行ぅステッ 2０、この設計ステップに基づいたマスク (レチクル) を製

作するステッ 2０2、デバイスの基材である基板を製造するステッ 2０3、前述した

実施形態の露光装置 Xによりマスクのパターンを基板に露光する工程、露光した基

板を現像する工程、現像した基板の加熱 (キュア)及びェッチング工程などの基板処

理プロセスを含むステッ 2０4、デバイス組み立てステップ (ダイシング工程、ボンデ

ィング工程、パッケージ工程などの加工プロセスを含む) 2０5、検査ステッ 2０6等を

経て製造される。

産業上の利用可能，性



本発明によれば、露光不良の発生を抑制して、精度良くパターンを基板に形成す
ることができ、所定の性能を有するデバイスを製造することができる。このため、本発

明は、我国の半導体産業を含むハイテク産業及び 技術の発展に貢献するであろぅ



請求の範囲

基板を露光する露光装置において、

露光光の光路空間に液体を供給する供給 口と、

前記液体が流れ、かっ前記供給 口に流体的に接続された供給流路とを備え、

前記供給流路において前記液体中に混入する所定物質の量が所定値以下に設

定されている露光装置。

2 前記所定物質は、前記供給流路を形成する部材から前記液体中に溶出する溶出

物質を含む請求項 記載の露光装置。

3 前記所定物質は、金属、ボロン、及びアニオンの少なくとも っを含む請求項 又は

2記載の露光装置。

4 前記金属の前記液体中への混入量が、 PP 以下に設定されている請求項3記載

の露光装置。

5 前記ボロンの前記液体中への混入量が、 PP 以下に設定されている請求項3又は

4記載の露光装置。

6 前記アニオンの前記液体中への混入量が、 PP 以下に設定されている請求項3～
5のいずれか一項記載の露光装置。

7 前記所定物質は、気体成分を含む請求項 ～6のいずれか一項記載の露光装置。

8 前記気体成分の前記液体中への混入量が、 o Pb以下に設定されている請求項

7記載の露光装置。

9 前記供給流路を形成する部材は、フッ素系樹脂材料を含む請求項 ～8のいずれ

か一項記載の露光装置。

０ 前記供給流路を形成する部材は、チタン材を含む請求項 ～9のいずれか一項記

載の露光装置。

前記基板の表面と対向する下面を有する光学部材をさらに備え、

前記光路空間は、前記光学部材の前記下面と前記基板の前記表面との間に位置

する請求項 ～０のいずれか一項記載の露光装置。

2 基板を露光する露光装置において、

露光光の光路空間に液体を供給する供給 口と、



前記液体が流れ、かっ前記供給 口に流体的に接続された供給経路と、

第 気体が透過可能であり、かっ前記供給経路を形成する第 部材と、

前記第 部材を透過した前記第 気体による前記液体の劣ィビを防止する防止装置

と、を備えた露光装置。

3 前記防止装置は、前記第 部材を囲む周囲空間における前記第 気体の量を低減

する請求項 2記載の露光装置。

4 前記周囲空間は流体で満たされている請求項 3 載の露光装置。

5 前記防止装置は、前記周囲空間に前記流体を供給する流体供給装置を含む請求

項 4記載の露光装置。

6 前記流体は液体である請求項 4又は 5記載の露光装置。

7 前記液体は脱気されている請求項 6記載の露光装置。

8 前記流体は気体である請求項 4又は 5記載の露光装置。

9 前記気体は窒素を含む請求項 8記載の露光装置。

2０ 前記防止装置は、前記周囲空間内の前記流体の温度を調整する温度調整器を含

み、

前記温度調整された前記流体により、前記供給流路を流れる前記液体の温度を前

記第 部材を介して調整する請求項 4～9のいずれか一項記載の露光装置。

2 前記第 部材を囲む第2部材をさらに備え、

前記防止装置は、前記第 部材と前記第2部材との間の空間に前記流体を供給す

る請求項 4～2０のいずれか一項記載の露光装置。

22 前記第 部材はフッ素系樹脂で形成されている請求項 2～2 のいずれか一項記

載の露光装置。

23 前記第 気体は酸素を含む請求項22記載の露光装置。

24 請求項 ～請求項23のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法

25 基板を露光する露光方法において、

供給流路に液体を流す動作と、

前記供給流路を介して供給 口から露光光の光路空間に前記液体を供給する動作



とを含み、

前記供給流路において前記液体中に混入する所定物質の量を所定値以下に設

定する露光方法。

26 前記所定物質は、前記供給流路を形成する部材から前記液体中に溶出する物質

を含む請求項25記載の露光方法。

27 前記所定物質は、金属、ボロン、及びアニオンの少なくとも つを含む請求項26記

載の露光方法。

28 前記液体中への前記金属の混入量が 以下に設定される請求項27記載の露

光方法。

29 前記液体中への前記ボロンの混入量が 以下に設定される請求項27記載の露

光方法。

3０ 前記液体中への前記アニオンの混入量が 以下に設定される請求項27記載

の露光方法。

3 前記所定物質は気体成分を含む請求項26記載の露光方法。

32 前記液体中への前記気体成分の混入量が O b以下に設定される請求項3 記

載の露光方法。

33 前記供給流路を形成する部材を透過可能な気体による前記液体の劣ィビが防止さ

れる請求項25記載の露光方法。

34 請求項25～請求項33のいずれか一項記載の露光方法を用いるデバイス製造方

法。

35 基板を露光する液浸露光装置に用いられ、露光光が通過する液浸空間を形成す

る液浸形成装置であって、

前記露光光の光路空間に液体を供給する供給 口と、

前記供給 口に接続される供給流路とを備え、

前記供給流路及び前記供給 口を介して前記光路空間が前記液体で満たされて前

記液浸空間が形成されるとともに、前記供給流路における前記液体への所定物質の

混入が抑制される液浸形成装置。

36 前記所定物質は、前記供給流路を形成する部材から前記液体中に溶出する物質



を含む請求項35記載の液浸形成装置。

37 前記所定物質は、金属、ボロン、及びアニオンの少なくとも っを含む請求項36記

載の液浸形成装置。

38 前記所定物質は、気体成分を含む請求項35～37のいずれか一項記載の液浸形

成装置。

39 前記供給流路を形成する部材は、フッ素系樹脂材料とチタン材との少なくとも一方

を含む請求項35～37のいずれか一項記載の液浸形成装置。

4０ 前記供給流路を形成する部材を透過可能な気体による前記液体の劣ィビが防止さ

れる請求項35～37のいずれか一項記載の液浸形成装置。

4 前記供給流路を形成する部材に対する前記液体を劣ィビさせる気体の透過が抑制

される請求項35～37のいずれか一項記載の液浸形成装置。
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