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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットの測定値から前記ターゲットの構造的非対称性の形式を決定することと、
　前記非対称性の形式に関連する非対称性パラメータの値を決定するために前記ターゲッ
トの光学測定のシミュレーションを実行することと、を備え、
　前記非対称性パラメータは、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因す
る位置オフセットを、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因するプロセ
ス依存の倍率オフセットに関連付ける倍率を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記非対称性パラメータは、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因す
る位置オフセットを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ターゲットの構造的非対称性の形式を決定することは、前記光学測定のパラメータ
の関数として、ターゲットの測定から決定されるオーバレイの値、または、前記ターゲッ
トの測定から決定される非対称性に起因するプロセス依存の倍率オフセットの値を評価す
ることを備えることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記光学測定のパラメータは、当該光学測定の測定ビームの波長および／または偏光を
含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記決定される値を評価することは、（ｉ）前記決定される値または前記決定される値
を表す構成物と、（ｉｉ）前記光学測定のパラメータの関数としての一以上のフィンガー
プリントのオーバレイもしくはプロセス依存の倍率オフセットの値のセットまたは前記フ
ィンガープリントの値のセットを表す一以上のフィンガープリント構成物と、の間の適合
性を決定することを含み、フィンガープリントのセットまたはフィンガープリントの構成
物のそれぞれが異なる形式の非対称性を表すことを特徴とする請求項３または４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記ターゲットに関連するターゲット形成パラメータの変化に対する前記非対称性パラ
メータの感度を分析することをさらに備える特徴とする請求項１から５のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項７】
　前記感度を分析することは、前記ターゲット形成パラメータの変化に対する前記非対称
性パラメータの感度が最小値となる前記光学測定のパラメータの値を決定することを含む
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記光学測定のパラメータは、前記光学測定の測定ビームの波長および／または偏光を
含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記分析することは、シミュレーションを実行することを含むことを特徴とする請求項
６から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ターゲットは、上位層（overlying）周期構造を含むことを特徴とする請求項１か
ら９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シミュレーションを実行することは、特定された非対称性に対する横シフトがゼロ
の位置で、上位層周期構造の光学測定をシミュレーションすることを含むことを特徴とす
る請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ターゲットの測定値から前記ターゲットの構造的非対称性の形式を決定することと、
　前記非対称性の形式に関連する非対称性パラメータの値を決定するために前記ターゲッ
トの光学測定のシミュレーションを実行することと、
　前記シミュレーションから、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因す
るプロセス依存の倍率オフセットの値および前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対
称性に起因する位置オフセットの値を決定することと、を備えることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記非対称性パラメータに基づいて、前記ターゲットの測定から決定された前記ターゲ
ットのオーバレイまたはアライメントの値を補正することをさらに備えることを特徴とす
る請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　ターゲットの測定値から決定された前記ターゲットの構造的非対称性の形式に関連する
非対称性パラメータの値を決定するために前記ターゲットの光学測定のシミュレーション
を実行することと、
　前記ターゲットに関連するターゲット形成パラメータの変化に対する前記非対称性パラ
メータの感度を分析することと、を備え、
　前記非対称性パラメータは、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因す
る位置オフセットを、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因するプロセ
ス依存の倍率オフセットに関連付ける倍率を含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記ターゲット形成パラメータの変化に対する前記非対称性パラメータの感度が最小値
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となる前記光学測定のパラメータの値を決定することをさらに備えることを特徴とする請
求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記光学測定のパラメータは、前記光学測定の測定ビームの波長および／または偏光を
含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記分析することは、シミュレーションを実行することを含むことを特徴とする請求項
１４から１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ターゲットは、上位層周期構造を含むことを特徴する請求項１４から１７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記シミュレーションを実行することは、特定された非対称性に対する横シフトがゼロ
の位置で、上位層周期構造の前記光学測定をシミュレーションすることを含むことを特徴
とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ターゲットを用いる測定結果および前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称
性に起因する位置オフセットの値の決定に用いられる、前記非対称性に起因するプロセス
依存の倍率オフセットの値を前記シミュレーションから決定することをさらに備えること
を特徴とする請求項１４から１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記光学測定のパラメータの関数として、前記ターゲットの測定結果から決定されるオ
ーバレイの値または前記ターゲットの測定結果から決定される前記非対称性に起因するプ
ロセス依存の倍率オフセットの値を評価することにより、前記ターゲットの構造的非対称
性の形式を決定することをさらに備えることを特徴とする請求項１４から２０のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記非対称性パラメータに基づいて、前記ターゲットの測定から決定されるオーバレイ
またはアライメントの値を補正することをさらに備えることを特徴とする請求項１４から
２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　ターゲットにより回折される放射の測定パラメータを用いて前記ターゲットの構造的非
対称性パラメータを決定することと、
　前記ターゲットに関連するターゲット形成パラメータの変化に対して最小の感度となる
前記構造的非対称性パラメータに基づいて前記ターゲットの測定ビームの特性を決定する
ことと、を備え、
　前記構造的非対称性パラメータは、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に
起因する位置オフセット、または、前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起
因する位置オフセットを前記ターゲットを用いる測定結果の前記非対称性に起因するプロ
セス依存の倍率オフセットに関連付ける倍率を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記測定ビームの特性を用いて前記ターゲットを測定することと、前記構造的非対称性
パラメータに基づいて、前記測定ビームの特性を用いる前記ターゲットの測定から決定さ
れる前記ターゲットのオーバレイまたはアライメントの値を補正することと、をさらに備
えることを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記測定ビームの特性は、前記測定ビームの波長および／または偏光を含むことを特徴
とする請求項２３または２４に記載の方法。
【請求項２６】
　リソグラフィ工程を用いて一連の基板にデバイスパターンが付与されるデバイス製造方
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法であって、当該方法は、請求項１から２５のいずれか一項に記載の方法を用いて少なく
とも一つの回折測定ターゲットを評価することと、当該方法の結果にしたがって一以上の
基板に対する前記リソグラフィ工程を制御することとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも一つの回折測定ターゲットは、前記少なくとも一つの基板上の前記デバ
イスパターンの一部として形成され、または、前記デバイスパターンの側方に形成され、
当該方法の結果にしたがって後続基板に対する前記リソグラフィ工程が制御されることを
特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　請求項１から２７のいずれか一項に記載の方法をプロセッサに実行させるための機械に
読み取り可能な指令を備えることを特徴とする非一時的なコンピュータプログラム製品。
【請求項２９】
　基板上の回折測定ターゲットにビームを提供し、リソグラフィ工程のパラメータを決定
するために前記ターゲットにより回折された放射を検出するよう構成される検査装置と、
　請求項２８に記載の非一時的なコンピュータプログラム製品と、を備えることを特徴と
するシステム。
【請求項３０】
　放射ビームを変調させるパターニングデバイスを保持するサポート構造と、前記変調さ
れたものを放射感受性基板上に投影するよう構成される投射光学システムとを含むリソグ
ラフィ装置をさらに備えることを特徴とする請求項２９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願へのクロスリファレンス］
　本出願は、２０１４年１１月２６日に出願された欧州出願１４１９５００９．７号の利
益を主張し、その全体が参照により本書に援用される。
【０００２】
［技術分野］
　本発明は、例えばリソグラフィ技術によるデバイス製造に利用可能なメトロロジーのた
めの方法、装置およびコンピュータ製品に関し、リソグラフィ技術を用いるデバイス製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板の目標部分に与える機械である。リソグラ
フィ装置は、例えば集積回路（ＩＣ）の製造に用いることができる。その場合、マスクま
たはレチクルとも称されるパターニングデバイスがＩＣの個々の層に対応する回路パター
ンを生成するために使用されうる。このパターンは、基板（例えばシリコンウエハ）上の
（例えばダイの一部、一つのダイ又はいくつかのダイを備える）目標部分に転写できる。
パターンの転写は、基板上に設けられる放射感受性材料（レジスト）の層への結像を典型
的に介する。一般に、単一の基板は、連続的にパターン化される隣接する目標部分のネッ
トワークを含むであろう。
【０００４】
　リソグラフィ工程（つまり、リソグラフィ露光を含むデバイスまたは他の構造の現像工
程であり、レジストの現像やエッチングといった一以上の関連する処理ステップを典型的
に含みうる）において、生成した構造の測定を例えば工程制御や検証に役立てることがし
ばしば求められる。このような測定を実行するための様々なツールが知られており、これ
には、限界寸法（ＣＤ）の測定にしばしば用いられる走査型電子顕微鏡や、基板の二つの
層のアライメント精度であるオーバレイの測定に特化したツールが含まれる。最近、リソ
グラフィ分野に用いるための様々な形態の散乱計が開発されている。この装置は、放射の
ビームをターゲットに向け、散乱された放射の一以上の特性（例えば、単一角度での波長
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の関数としての反射強度、一以上の波長での反射角度の関数としての強度、反射角度の関
数としての偏光）を測定して「スペクトル」を取得する。「スペクトル」から注目するタ
ーゲットの特性を決定できる。注目する特性の決定は、様々な技術を用いて実行されてよ
く、例えば、厳密結合波解析や有限要素法といった反復手法によるターゲット構造の再構
成、ライブラリ検索、主成分分析などである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デバイス製造者は、基板上に存在するターゲット（マーク）を用いて基板をアライメン
トする。アライメントセンサは、マークの位置をサブｎｍの再現性で測定する。製造者は
、例えばターゲットの上に重なる周期構造を用いて製品上のオーバレイも測定する。ここ
で、サブｎｍの全測定不確かさ（ＴＭＵ）数も同様に達成しうる。しかしながら、ターゲ
ットの周期構造の断面形状は、非対称性もしくは測定される特性に影響を与える形状を有
するかもしれない。計測装置およびアライメントセンサは、例えばエッチング、化学機械
研磨（ＣＭＰ）、堆積等の処理ステップにより生じるターゲットの構造的非対称性に敏感
である。このような非対称性は、数ｎｍのオーダの測定誤差につながる。この影響は、位
置および／オーバレイ余地（バジェット）を支配する起点となるため、解決策が必要であ
る。
【０００６】
　測定レシピの選択（例えば各レシピが一以上の様々な波長および／または一以上の照明
偏光を有する）は、ツール起因誤差（ＴＩＳ）の平均値および／またはＴＩＳの変動性（
ＴＩＳ３シグマとも称される）といったパラメータを用いて実行されうる。しかし、参照
層が非対称形状を示す場合には問題がある。
【０００７】
　ターゲットの周期構造の形状における非対称性は、たいていの場合、測定されるオーバ
レイやアライメントなどに影響を及ぼすであろう。この影響は、測定に用いる照明の設定
に依存して変化しうる。
【０００８】
　ターゲットレシピの選択は、処理および結像後のターゲットの周期構造の形状の実際の
知識なしに実行される。さらに、現行プロセスの背景事情（コンテキスト）は、レシピ選
択の決断に用いられない。ＴＩＳおよび／またはＴＭＵに基づく条件子の使用は、ターゲ
ットの非対称性に対して最も安定した測定レシピを常に導くとは限らない。
【０００９】
　スループット、柔軟性および精度を改善可能なターゲットを用いる計測方法および装置
の提供が望ましい。さらに、本発明はこれに限られないが、暗視野技術を用いて読み出し
可能な小さなターゲット構造にこれを適用できれば、非常に大きな利点となるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ある実施の形態において、ターゲットの測定値からターゲットの構造的非対称性の形式
を決定することと、非対称性の形式に関連する非対称性パラメータの値を決定するために
ターゲットの光学測定のシミュレーションを実行することとを備える方法が提供される。
【００１１】
　その結果、ターゲットの構造的非対称性の形式（例えば、側壁角度の非対称性、間隔の
不均衡など）がターゲットの測定値（例えば光学測定）から決定される。ターゲットの光
学測定のシミュレーションが実行される。シミュレーションは、非対称性の形式に関連す
る非対称性パラメータの値を決定するために用いられる。このような非対称性パラメータ
は、ターゲットを用いる測定の非対称性に起因する位置オフセット（例えば、本書に記載
されるＸＯＳ）であってもよいし、および／または、ターゲットを用いる測定の非対称性
に起因する位置オフセットを、ターゲットを用いる測定の非対称性に起因するプロセス依
存の倍率オフセットに関連付ける倍率（本書に記載されるＧ）であってもよい。決定され
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た非対称性パラメータは、例えばターゲットのオーバレイ測定に関連するオーバレイの計
算を補正するために用いられてもよい。
【００１２】
　ある実施の形態において、ターゲットの測定値から決定されるターゲットの構造的非対
称性の形式に関連する非対称性パラメータの値を決定するためにターゲットの光学測定の
シミュレーションを実行することと、ターゲットに関連するターゲット形成パラメータの
変化に対する非対称性パラメータの感度を分析することとを備える方法が提供される。
【００１３】
　その結果、ターゲットの光学測定のシミュレーションが実行される。このシミュレーシ
ョンは、ターゲットの測定値（例えば光学測定）から決定される構造的非対称性の形式（
例えば、側壁角度の非対称性、間隔の不均衡など）に関連する非対称性パラメータ（例え
ばＸＯＳおよび／またはＧ）を決定するために用いられる。さらに、ターゲットに関連す
るターゲット形成パラメータの変化（例えば、積層体の屈折率変化、積層体の厚さの変化
など）に対する非対称性パラメータの感度が分析される。ある実施の形態において、低い
値または最小値の感度を有する光学測定の設定を見つけるために、一以上の光学測定の設
定（例えば、波長、偏光など）に対する感度が分析されてもよい。光学測定の設定は、タ
ーゲットのオーバレイ測定を行うために用いられてもよい。さらに、非対称性パラメータ
は、例えば、オーバレイ測定からオーバレイの計算を補正するために用いられてもよい。
【００１４】
　ある実施の形態において、ターゲットにより回折された放射の測定パラメータを用いて
ターゲットの構造的非対称性パラメータを決定することと、ターゲットに関連するターゲ
ット形成パラメータの変化に対して最小の感度となる構造的非対称性パラメータに基づい
てターゲットの測定ビームの特性を決定することとを備える方法が提供される。
【００１５】
　構造的非対称性パラメータ（例えばＸＯＳおよび／またはＧ）の値は、ターゲットによ
り回折される放射の測定パラメータから決定されてもよい。構造的非対称性パラメータの
値は、例えば測定パラメータを用いて非対称性の形式を決定し、非対称性の形式に対する
構造的非対称性パラメータを計算するためにターゲットの光学測定のシミュレーションを
実行して決定されてもよい。さらに、ターゲットに関連するターゲット形成パラメータの
変化（例えば、積層体の屈折率変化、積層体の厚さの変化など）に対して最小の感度とな
る構造的非対称性パラメータに基づいて、ターゲットの測定ビームの特性（例えば、波長
、偏光など）が決定される。決定された測定ビームの特性は、ターゲットのオーバレイ測
定を行うために用いられてもよい。さらに、構造的非対称性パラメータは、例えば、オー
バレイ測定からオーバレイの計算を補正するために用いられてもよい。
【００１６】
　ある実施の形態において、リソグラフィ工程を用いて一連の基板にデバイスパターンが
付与されるデバイス製造方法が提供される。この方法は、本書に記載される方法を用いて
少なくとも一つの回折測定ターゲットを評価することと、当該方法の結果にしたがって一
以上の基板に対するリソグラフィ工程を制御することとを含む。ある実施の形態において
、少なくとも一つの回折測定ターゲットは、少なくとも一つの基板上のデバイスパターン
の一部として形成され、または、デバイスパターンの側方に形成され、リソグラフィ工程
を制御することは、当該方法の結果にしたがって後続基板に対するリソグラフィ工程を制
御することを備える。
【００１７】
　ある実施の形態において、本書に記載される方法をプロセッサに実行させるための機械
に読み取り可能な指令を備える非一時的なコンピュータプログラム製品が提供される。
【００１８】
　ある実施の形態において、基板上の回折測定ターゲットにビームを提供し、リソグラフ
ィ工程のパラメータを決定するためにターゲットにより回折された放射を検出するよう構
成される検査装置と、本書に記載される非一時的なコンピュータプログラム製品とを備え
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るシステムが提供される。
【００１９】
　本発明の実施の形態の特徴および／または利点は、本発明の様々な実施の形態の構造お
よび動作とともに、添付の図面を参照しながら本書に詳述される。本発明は、本書に記載
される特定の実施の形態に限定されないことに留意される。このような実施の形態は、例
示を目的としてのみ本書に示される。追加の実施の形態は、当業者であれば、本書に含ま
れる教示に基づいて明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明の実施の形態は、以下の添付図面を参照しながら、例示を目的としてのみ説明さ
れるであろう。
【００２１】
【図１】本発明のある実施の形態に係るリソグラフィ装置を示す図である。
【００２２】
【図２】本発明のある実施の形態に係るリソグラフィセルまたはクラスタを示す図である
。
【００２３】
【図３Ａ】ある照明モードを提供する第１ペアの照明アパチャを用いた本発明のある実施
の形態に係るターゲットの測定に用いられる暗視野測定装置を概略的に示す図である。
【００２４】
【図３Ｂ】所定方向の照明に対するターゲットの回折スペクトルを概略的に示す図である
。
【００２５】
【図３Ｃ】回折に基づくオーバレイ測定用の測定装置を用いて別の照明モードを提供する
第２ペアの照明アパチャを概略的に示す図である。
【００２６】
【図３Ｄ】回折に基づくオーバレイ測定用の測定装置を用いてさらに別の照明モードを提
供する第１ペアおよび第２ペアのアパチャを組み合わせた第３ペアの照明アパチャを概略
的に示す図である。
【００２７】
【図４】基板上の多重周期構造（例えば多重グレーティング）ターゲットの形状および測
定スポットの外郭を示す図である。
【００２８】
【図５】図３の装置で得られる図４のターゲットの画像を示す図である。
【００２９】
【図６】図３の装置を用いて本発明の実施の形態に適用可能なオーバレイ測定方法のステ
ップを示すフローチャートである。
【００３０】
【図７】図７（ａ）－７（ｄ）は、ゼロ領域内で異なるオーバレイ値を有するオーバレイ
周期構造（例えばグレーティング）を概略的に示す断面図である。
【００３１】
【図８】理想的なターゲット構造におけるオーバレイ測定の原理を示す図である。
【００３２】
【図９】ターゲット構造のオーバレイ測定におけるオーバレイ測定の構造的非対称性の影
響を示す図である。
【００３３】
【図１０Ａ】二つの異なる形式の構造的非対称性（側壁角度の構造的非対称性および間隔
不均衡の構造的非対称性）に対する波長の関数としてのＫＯＳの値の例を示すグラフであ
る。
【００３４】
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【図１０Ｂ】側壁角度の構造的非対称性を概略的に示す図である。
【００３５】
【図１０Ｃ】間隔不均衡の構造的非対称性を概略的に示す図である。
【００３６】
【図１１Ａ】光学測定レシピの波長の関数としてのΔＧ・ＫＯＳ（任意単位）のシミュレ
ーション値を示すグラフである。
【００３７】
【図１１Ｂ】光学測定レシピの波長の関数としてのスタック感度の値の例を示すグラフで
ある。
【００３８】
【図１２】本発明のある実施の形態に係る構造的非対称性パラメータの決定および非対称
性パラメータの適用の処理を模式的に示すフローチャートである。
【００３９】
【図１３】本発明のある実施の形態に係る拡張動作範囲計測ターゲットを模式的に示す図
である。
【００４０】
【図１４】プロセススタックの変化を考慮した本発明のある実施の形態に係る拡張動作範
囲計測ターゲットの使用を模式的に示す図である。
【００４１】
【図１５】多層オーバレイ測定用の本発明のある実施の形態に係る拡張動作範囲計測ター
ゲットの使用を模式的に示す図である。
【００４２】
【図１６】本発明のある実施の形態に係る計測ターゲットを設計するためのシステムを概
略的に示す図である。
【００４３】
【図１７】本発明のある実施の形態に係る計測ターゲットを設計する工程を模式的に示す
フローチャートである。
【００４４】
【図１８】本発明のある実施の形態に係る計測、デザインおよび／または製造プロセスの
制御の基礎として、性能のモニタに計測ターゲットが用いられるプロセスを模式的に示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　実施の形態を詳細に記述する前に、実施の形態が実装されうる環境の例を示すことが有
益である。
【００４６】
　図１は、リソグラフィ装置ＬＡを概略的に示す。この装置は、放射ビームＢ（例えばＵ
Ｖ放射またはＤＵＶ放射）を調整するよう構成される照明システム（イルミネータ）ＩＬ
と、パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するよう構築され、特定のパラメ
ータにしたがってパターニングデバイスを正確に位置決めするよう構成される第１位置決
め装置ＰＭに接続されるパターニングデバイスサポートまたはサポート構造（例えばマス
クテーブル）ＭＴと；基板（例えばレジストコートされたウェハ）Ｗを保持するよう構築
され、特定のパラメータにしたがって基板を正確に位置決めするよう構成される第２位置
決め装置ＰＷに接続される基板テーブル（例えばウェハテーブル）ＷＴと；パターニング
デバイスＭＡにより放射ビームＢに付与されたパターンを基板Ｗの（例えば一以上のダイ
を含む）目標部分Ｃに投影するよう構成される投影システム（例えば屈折型投影レンズシ
ステム）ＰＳと、を含む。
【００４７】
　照明システムは、放射を方向付け、放射を成形し、または放射を制御するための屈折型
、反射型、磁気型、電磁気型、静電型あるいは他の形式の光学素子といった各種光学素子
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またはこれらの任意の組み合わせを含んでもよい。
【００４８】
　パターニングデバイスサポートは、パターニングデバイスの向き、リソグラフィ装置の
デザイン、および、例えばパターニングデバイスが真空環境で保持されるか否かといった
他の条件に応じた方法でパターニングデバイスを保持する。パターニングデバイスサポー
トは、機械式、真空式、静電式または他の固定技術を用いてパターニングデバイスを保持
できる。パターニングデバイスサポートは、フレームまたはテーブルであってよく、例え
ば必要に応じて固定式または可動式であってよい。パターニングデバイスサポートは、例
えば投影システムに対して、パターニングデバイスが所望の位置にあることを確実にして
よい。本書での「レチクル」または「マスク」の用語の使用は、より一般的な用語である
「パターニングデバイス」と同義であるとみなされてよい。
【００４９】
　本書での「パターニングデバイス」の用語は、放射ビームの断面にパターンを付して例
えば基板の目標部分にパターンを生成するために使用可能な任意のデバイスを参照するも
のとして広く解釈されるべきである。放射ビームに付されるパターンは、例えばパターン
位相シフトフィーチャまたはいわゆるアシストフィーチャを含む場合、基板の目標部分に
おける所望のパターンに完全に対応しなくてもよいことに留意されるべきである。たいて
いの場合、放射ビームに付されるパターンは、目標部分に生成される集積回路などのデバ
イスの特定の機能層に対応するであろう。
【００５０】
　パターニングデバイスは、透過型であっても反射型であってもよい。パターニングデバ
イスの例には、マスク、プログラマブルミラーアレイ、およびプログラマブルＬＣＤパネ
ルが含まれる。マスクはリソグラフィの分野では周知であり、バイナリマスクやレベンソ
ン型位相シフトマスク、ハーフトーン型位相シフトマスク、さらに各種のハイブリッド型
マスクが含まれる。プログラマブルミラーアレイの一例は、マトリックス状に配列される
小型のミラーを採用し、各ミラーは入射する放射ビームを異なる方向に反射するように個
別に傾斜できる。傾斜されるミラーは、ミラーマトリックスにより反射される放射ビーム
にパターンを付与する。
【００５１】
　図示されるように、装置は透過型である（例えば透過型マスクを用いる）。代わりに、
装置が反射型であってもよい（例えば上述のような形式のプログラマブルミラーアレイを
用いるか、反射型マスクを用いる）。
【００５２】
　リソグラフィ装置は、投影システムと基板の間の隙間を埋めるように、基板の少なくと
も一部が比較的高屈折率を有する液体（例えば水）により覆われる形式の装置であっても
よい。液浸液は、リソグラフィ装置の他の隙間、例えばパターニングデバイスと投影シス
テムの間に適用されてもよい。液浸技術は、投影システムの開口数を増やすための技術と
して周知である。本書で用いられる「液浸」の用語は、基板などの構造が流体中に水没し
なければならないこと意味するのではなく、むしろ露光中に投影システムＰＳと基板Ｗの
間に流体が配置されることを意味するのみである。
【００５３】
　図１を参照すると、イルミネータＩＬは、放射源ＳＯからの放射ビームを受ける。ソー
スおよびリソグラフィ装置は、ソースがエキシマレーザの場合、別体であってもよい。こ
の場合、ソースがリソグラフィ装置の一部を形成するとみなされず、放射ビームがソース
ＳＯからイルミネータＩＬに向けて、例えば適切な方向付けミラーおよび／またはビーム
エキスパンダを含むビームデリバリシステムＢＤの助けを借りて通過する。別の場合、例
えばソースが水銀ランプの場合、ソースがリソグラフィ装置の一体的部分であってもよい
。ソースＳＯおよびイルミネータＩＬは、必要に応じてビームデリバリシステムＢＤとと
もに、放射システムと称されてもよい。
【００５４】
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　イルミネータＩＬは、放射ビームの角度強度分布を調整するためのアジャスタＡＤを含
んでもよい。一般に、イルミネータの瞳面における強度分布の少なくとも外側半径範囲お
よび／または内側半径範囲（通常それぞれσアウタ、σインナと呼ばれる）を調整できる
。また、イルミネータＩＬは、インテグレータＩＮやコンデンサＣＯなどの様々な他の要
素を含んでもよい。イルミネータは、ビーム断面における所望の均一性及び強度分布を有
するように放射ビームを調整するために用いられてもよい。
【００５５】
　放射ビームＢは、パターニングデバイスサポート（例えばマスクテーブルＭＴ）に保持
されるパターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡに入射し、パターニングデバイスによ
りパターン化される。パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡの通過後、放射ビーム
Ｂはビームを基板Ｗの目標部分Ｃに合焦させる投影システムＰＳを通過する。第２位置決
め装置ＰＷおよび位置センサＩＦ（例えば干渉計デバイス、リニアエンコーダ、２Ｄエン
コーダまたは静電容量センサ）の助けを借りて、放射ビームＢの経路上に異なる目標部分
Ｃが位置するように基板テーブルＷＴが正確に移動されることができる。同様に、第１位
置決め装置ＰＭおよび別の位置センサ（図１には明示されていない）は、例えば、マスク
ライブラリからの機械検索後またはスキャン中に、放射ビームＢの経路に対してパターニ
ングデバイス（例えばマスク）ＭＡを正確に位置決めするために用いることができる。
【００５６】
　パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡおよび基板Ｗは、マスクアライメントマー
クＭ１，Ｍ２および基板アライメントマークＰ１，Ｐ２を用いて位置決めされうる。基板
アライメントマークは図示されるように専用の目標部分を占めているが、目標部分の間の
スペースに位置してもよい（これらはスクライブラインアライメントマークとして知られ
る）。同様に、パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡ上に二以上のダイが設けられ
る場合には、マスクアライメントマークがダイの間に位置してもよい。小さなアライメン
トマークがダイの内側のデバイスフィーチャ内に含まれていてもよく、この場合には、マ
ーカが可能な限り小さく、かつ、隣接するフィーチャとは異なる結像または処理条件を必
要としないことが望ましい。アライメントマーカを検出できるある実施の形態のアライメ
ントシステムは、別途後述する。
【００５７】
　図示される装置は以下のモードのうち少なくとも一つで使用することができる。
【００５８】
　１．ステップモードでは、パターニングデバイスサポート（例えばマスクテーブル）Ｍ
Ｔおよび基板テーブルＷＴａが実質的に静止状態とされる間、放射ビームに付与されたパ
ターンの全体が目標部分Ｃに一度で投影される（つまり、単一静的露光）。その後、基板
テーブルＷＴａがＸ方向および／またはＹ方向にシフトされ、その結果、異なる目標部分
Ｃを露光できる。ステップモードにおいて、露光フィールドの最大サイズは、単一静的露
光にて結像される目標部分Ｃのサイズを制限する。
【００５９】
　２．スキャンモードでは、パターニングデバイスサポート（例えばマスクテーブル）Ｍ
Ｔおよび基板テーブルＷＴａが同期してスキャンされる間、放射ビームに付与されるパタ
ーンが目標部分Ｃに投影される（つまり、単一動的露光）。パターニングデバイスサポー
ト（例えばマスクテーブル）ＭＴに対する基板テーブルＷＴａの速度および方向は、投影
システムＰＳの拡大（縮小）特性および像反転特性により決定されうる。スキャンモード
において、露光フィールドの最大サイズは、単一動的露光における目標部分の（非スキャ
ン方向の）幅を制限する。一方で、スキャン動作の長さは、目標部分の（スキャン方向の
）高さを決定する。
【００６０】
　３．別のモードでは、パターニングデバイスサポート（例えばマスクテーブル）ＭＴが
プログラマブルパターニングデバイスを保持して実質的に静止状態を維持し、基板テーブ
ルＷＴａが移動またはスキャンされる間、放射ビームに付与されるパターンが目標部分Ｃ
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に投影される。このモードにおいて、一般にパルス放射源が用いられ、基板テーブルＷＴ
ａの移動後またはスキャン中の一連の放射パルスの間に必要に応じてプログラマブルパタ
ーニングデバイスが更新される。この動作モードは、上述のタイプのプログラマブルミラ
ーアレイなどのプログラマブルパターニングデバイスを使用するマスクレスリソグラフィ
に容易に適用可能である。
【００６１】
　上記の使用モードを組み合わせて動作させてもよいし、使用モードに変更を加えて動作
させてもよく、さらに全く別の使用モードを用いてもよい。
【００６２】
　リソグラフィ装置ＬＡは、いわゆるデュアルステージ式であり、二つのテーブルＷＴａ
，ＷＴｂ（例えば二つの基板テーブル）および二つのステーション（露光ステーションお
よび測定ステーション）を有し、ステーション間でテーブルを交換できる。例えば、一方
のテーブル上の基板が露光ステーションで露光されている間、別の基板が他の基板テーブ
ル上に測定ステーションにて搭載され、様々な準備ステップを実行できる。この準備ステ
ップは、レベルセンサＬＳを用いて基板の表面制御をマッピングすること、アライメント
センサＡＳを用いて基板上のアライメントマーカの位置を測定することを含んでもよく、
双方のセンサは基準フレームＲＦにより支持される。仮に位置センサＩＦが測定ステーシ
ョンまたは露光ステーションにあるテーブルの位置を測定できない場合、双方のステーシ
ョンにてテーブルの位置が追跡可能となるよう第２位置センサが設けられてもよい。別の
例として、一方のテーブル上の基板が露光ステーションにて露光されている間、基板のな
い別のテーブルが測定ステーションにて待機する（選択的に測定ステーションにて測定動
作が実行されてもよい）。この他のテーブルは、一以上の測定デバイスを有し、選択的に
他のツール（例えばクリーニング装置）を有してもよい。基板の露光が完了すると、基板
のないテーブルが露光ステーションに移動して測定等を実行し、基板のあるテーブルが基
板の取出および別の基板の搭載が可能な場所（例えば測定ステーション）に移動する。こ
のマルチテーブル構成は、装置のスループットの実質的な増大を可能にする。
【００６３】
　図２に示されるように、リソグラフィ装置ＬＡは、リソグラフィセルＬＣ（たまにリソ
セルまたはリソクラスタとも称され、基板上での一以上の露光前および露光後プロセスを
実行するための装置も含む）の一部を形成する。従来、これらは、レジスト層を堆積させ
る一以上のスピンコート装置ＳＣ、露光されたレジストを現像する一以上の現像装置ＤＥ
、一以上の冷却プレートＣＨ、および、一以上のベークプレートＢＫを含む。基板ハンド
ラまたはロボットＲＯは、基板を入力／出力ポートＩ／Ｏ１，Ｉ／Ｏ２から取り出し、異
なるプロセス装置間で基板を移動させ、リソグラフィ装置のローディングベイＬＢに基板
を運ぶ。これら装置（しばしば集合的にトラックと称される）は、トラック制御ユニット
ＴＣＵの制御下にあり、ＴＣＵ自体は監視制御システムＳＣＳにより制御され、ＳＣＳは
リソグラフィ制御ユニットＬＡＣＵを介してリソグラフィ装置も制御する。したがって、
異なる装置がスループットおよびプロセス効率を最大化させるように動作しうる。
【００６４】
　リソグラフィ装置により露光される基板を正確かつ一貫して露光するため、露光された
基板を検査して、後続層との間のオーバレイ誤差、ライン幅、限界寸法（ＣＤ）などの一
以上の特性を測定することが望ましい。もしエラーが検出されれば、特に同一バッチの別
基板がまだ露光されている程度に迅速かつ高速に検査が実行できれば、一以上の後続基板
の露光に対して調整がなされてもよい。また、すでに露光された基板も（歩留まり向上の
ために）剥離および再加工されてよいし、または、廃棄されてもよく、これにより不良で
あることが分かっている基板上で露光が実行されるのを回避できる。基板上のいくつかの
目標部分のみが不良である場合には、良好である目標部分のみにさらなる露光が実行され
てもよい。別の可能性は、エラーを補償するために後続の処理ステップの設定を変化させ
ることであり、例えば、リソグラフィ処理ステップから生じる基板対基板のＣＤ変動を補
償するためにトリムエッチステップの時間を調整できる。
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【００６５】
　検査装置は、基板の一以上の特性を決定するため、具体的には、異なる基板または同じ
基板の異なる層の一以上の特性が層ごとおよび／または基板にわたってどのように異なる
のかを決定するために用いられる。検査装置は、リソグラフィ装置ＬＡまたはリソセルＬ
Ｃ内に一体化されてもよいし、または、独立式の装置であってもよい。最速の測定を可能
にするため、検査装置は、露光されたレジスト層における一以上の特性を露光直後に測定
することが望ましい。しかしながら、レジスト内の潜像は非常に低いコントラストを有し
（放射で露光されたレジスト部分とそうでないレジスト部分の間には非常に小さい屈折率
差しかない）、全ての検査装置が潜像の有効な測定の実行に十分な感度を有しているわけ
ではない。したがって、測定は露光後のベークステップ（ＰＥＢ）の後に実行されうる。
ＰＥＢは通常、露光された基板上で実行される第１ステップであり、レジストの露光され
た部分と露光されていない部分の間のコントラストを増大させる。この段階において、レ
ジスト内の像は、半潜像（semi-latent）と称されうる。現像されたレジスト像の測定を
実行することも可能であり（この時点でレジストの露光された部分または露光されていな
い部分のいずれかが除去されている）、または、エッチングなどのパターン転写ステップ
の後に実行することも可能である。後者の可能性は、基板の不良を再加工する可能性を制
限するが、例えばプロセス制御を目的として有益な情報をさらに提供するかもしれない。
【００６６】
　従来の散乱計に用いられるターゲットは、相対的に大きい周期構造レイアウトを備え（
例えば一以上のグレーティングを備える）、例えば４０μｍ×４０μｍである。この場合
、測定ビームは、たいてい周期構造レイアウトより小さいスポットサイズを有する（つま
り、一以上の周期構造がスポットに完全に覆われないようにレイアウトが不足する）。こ
れは、ターゲットを無限とみなすことができるために、ターゲットの数学的再構成を単純
化する。しかしながら、例えば、ターゲットがスクライブライン内ではなく製品フィーチ
ャの間に位置することができれば、ターゲットのサイズが減少し、例えば２０μｍ×２０
μｍ以下または１０μｍ×１０μｍ以下になる。この場合、周期構造レイアウトが測定ス
ポットより小さく作成されるかもしれない（つまり、周期構造レイアウトがはみ出る）。
典型的にこのようなターゲットは暗視野散乱計を用いて測定され、ゼロ次の回折（鏡面反
射に相当）が遮られ、高次のみが処理される。暗視野計測の例は、ＰＣＴ特許出願公開番
号ＷＯ２００９／０７８７０８およびＷＯ２００９／１０６２７９に見出すことができ、
これらは参照によりその全体が本書に援用される。本技術のさらなる発展は、米国特許出
願公開ＵＳ２０１１－００２７７０４，ＵＳ２０１１－００４３７９１およびＵＳ２０１
２－０２４２９７０に記載されており、これらは参照によりその全体が本書に援用される
。回折次数の暗視野検出を用いた回折に基づくオーバレイは、より小さなテーゲット上で
のオーバレイ測定を可能にする。これらのターゲットは、照明スポットより小さくするこ
とができ、基板上の製品構造により囲まれていてもよい。ある実施の形態において、複数
のターゲットを一つの画像内で測定できる。
【００６７】
　ある実施の形態において、基板上のターゲットは、一以上の１Ｄの周期的グレーティン
グを備えてもよく、現像後に固いレジストラインで棒状体（バー）が形成されるように印
刷される。ある実施の形態において、ターゲットが２Ｄの周期的グレーティングを備えて
もよく、固いレジスト柱状体（ピラー）またはレジスト内のビアから一以上のグレーティ
ングが現像後に形成されるよう印刷される。バー、ピラーまたはビアは、代替的に基板内
に刻まれ（エッチングされ）てもよい。グレーティングパターンは、リソグラフィ投影装
置（具体的には投影システムＰＬ）内の色収差に対する感度を有してもよく、照明の対称
性およびこのような収差の存在は、印刷されたグレーティングの変化に現れるであろう。
したがって、印刷されたグレーティングの測定データは、グレーティングの再構成に用い
ることができる。ライン幅や形状といった１Ｄグレーティングのパラメータまたはピラー
やビアの幅や長さもしくは形状といった２Ｄグレーティングのパラメータは、印刷工程お
よび／または他の測定プロセスの知見から、処理ユニットＰＵにより実行される再構成プ
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ロセスに入力されてもよい。
【００６８】
　本発明の実施の形態への使用に適した暗視野計測装置は、図３（ａ）に示される。（グ
レーティングなどの周期構造を備える）ターゲットＴおよび回折された光線は、図３（ｂ
）により詳細に示される。暗視野計測装置は、独立式の装置であってもよいし、リソグラ
フィ装置ＬＡ（例えば、測定ステーションにて）またはリソグラフィセルＬＣのいずれか
に組み込まれてもよい。装置を通じて複数の分岐を有する光軸は、破線Ｏで示される。こ
の装置において、出力１１（例えば、レーザまたはキセノンランプなどのソースまたはソ
ースに接続された開口）により出力される放射は、レンズ１２，１４および対物レンズ１
６を備える光学システムにより、プリズム１５を介して基板Ｗ上に向けられる。これらレ
ンズは、４Ｆ配置の二重シーケンスで構成される。検出器上に基板の像を与えるのであれ
ば、異なるレンズ配置を用いることもできる。
【００６９】
　ある実施の形態において、このレンズ配置は、空間周波数フィルタリング用の中間瞳面
の利用を可能にする。したがって、放射が基板に入射する位置での角度範囲は、基板面で
の空間スペクトルを示し、本書で（共役）瞳面と称される面内の空間強度分布を定義する
ことにより選択できる。具体的には、例えば、レンズ１２と１４の間であって対物レンズ
瞳面の逆投影像である面内に適切な形状のアパチャプレート１３を挿入することによりこ
れを実現できる。図示される例では、符号１３Ｎ，１３Ｓのアパチャプレート１３が異な
る形状を有し、異なる照明モードの選択を可能にする。第１照明モードにおいて、アパチ
ャプレート１３Ｎは、説明のみを目的として「北」と指定された方向からの軸外照明を提
供する。第２照明モードにおいて、アパチャプレート１３Ｓは、同様であるが「南」と名
付けられた反対方向からの照明を提供するために用いられる。所望の照明モード外のいず
れの不要な放射も所望の測定信号に干渉しうることから、瞳面の残りは暗闇であることが
望ましい。
【００７０】
　図３（ｂ）に示されるように、ターゲットＴは、対物レンズ１６の光軸Ｏに実質的に直
交するよう基板Ｗに配置される。軸Ｏからずれた角度からターゲットＴに入射する照明Ｉ
の光線は、ゼロ次の光線（実線０）および二つの１次光線（一点破線＋１および二点破線
－１）を生じさせる。はみ出る小さなターゲットＴの場合、これらの光線は、計測ターゲ
ットＴおよび他のフィーチャを含む基板の領域をカバーする多数の平行光線の一つにすぎ
ない。プレート１３のアパチャは（有効な放射量を認めるのに必要な）有限の幅を有する
ため、実際には入射光線Ｉがある角度範囲を占め、回折光線０および＋１／－１は多少拡
がるであろう。小さいターゲットの点像分布関数によれば、＋１および－１の各次数は、
ある角度範囲にわたってさらに拡がり、図示されるような単一の理想的な光線とならない
であろう。なお、周期構造のピッチおよび照明角度は、１次光線が中心光軸の近くにアラ
イメントされて対物レンズに入射するように設計または調整されることができる。図３（
ａ）および３（ｂ）に示される光線は、図面において純粋にこれらが容易に識別可能とな
るように、多少軸外しとなるよう示されている。
【００７１】
　基板Ｗ上のターゲットにより回折される少なくとも０および＋１の次数は、対物レンズ
１６により収集され、プリズム１５を通って戻るように方向付けられる。図３（ａ）に戻
ると、北（Ｎ）および南（Ｓ）の符号が付された径方向に反対のアパチャを指定すること
により、第１および第２照明モードの双方が示される。入射光線Ｉが光軸の北側からであ
る場合、つまり、アパチャプレート１３Ｎを用いて第１照明モードが適用される場合、＋
１（Ｎ）の符号が付された＋１の回折光線が対物レンズ１６に入射する。反対に、アパチ
ャプレート１３Ｓを用いて第２照明モードが適用される場合、（－１（Ｓ）の符号が付さ
れた）－１の回折光線が対物レンズ１６に入射するものとなる。したがって、ある実施の
形態において、測定結果は、例えば、ターゲットの回転後、照明モードの変更後、または
、－１次および＋１次の回折次数強度を個別に得るための結像モードの変更後において、
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特定条件下でターゲットを二回測定することにより得られる。特定のターゲットに対する
これら強度を比較することによりターゲット内の非対称性の測定が与えられ、リソグラフ
ィ工程のパラメータの指標（例えばオーバレイ誤差）としてターゲット内の非対称性を用
いることができる。上述の状況では、照明モードが変更される。
【００７２】
　ビームスプリッタ１７は、回折ビームを二つの測定路に分割する。第１測定路において
、光学システム１８は、ゼロ次および１次の回折ビームを用いて第１検出器１９（例えば
ＣＣＤまたはＣＭＯＳセンサ）上でターゲットの回折スペクトル（瞳面像）を形成する。
各回折次数がセンサ上の異なる点でぶつかるため、画像処理は、次数を比較および対比で
きる。センサ１９に撮像される瞳面像は、計測装置のピント調整および／または１次回折
ビームの強度測定の規格化に用いることができる。瞳面像は、本書に詳述されない再構成
などの多くの測定の目的のために用いることもできる。
【００７３】
　第２測定路において、光学システム２０，２２は、センサ２３（例えばＣＣＤまたはＣ
ＭＯＳセンサ）上に基板上のターゲットの像を形成する。第２測定路において、瞳面に共
役となる面内に開口絞り２１が設けられる。開口絞り２１は、ゼロ次の回折ビームを遮る
ように機能し、センサ２３上に形成されるターゲットの画像ＤＦが－１または＋１次のビ
ームから形成されるようにする。センサ１９および２３の撮像画像は、画像処理制御部Ｐ
Ｕに出力される。ＰＵの機能は、実行すべき測定の具体的な形式に依存するであろう。な
お、本書に用いられる「画像」の用語は広義である。仮に－１次および＋１次の一方しか
存在しなければ、周期構造のフィーチャ（例えばグレーティング線）の画像自体は形成さ
れないであろう。
【００７４】
　図３に示されるアパチャプレート１３および絞り２１の具体的形状は、純粋に例にすぎ
ない。本発明の別の実施の形態において、ターゲットの軸上照明が用いられ、実質的に一
方の１次回折放射のみをセンサに向けて通過させるために軸外アパチャを持つ開口絞りが
用いられる。さらに別の実施の形態において、１次ビームの代わりに又は１次ビームに加
えて、２次、３次、さらに高次のビーム（図３に不図示）を測定に用いることができる。
【００７５】
　これら異なる形式の測定に適用可能な照明を作るため、アパチャプレート１３は、所望
のパターンを所定の位置にもたらすように回転するディスクの周りに形成される多数のア
パチャパターンを備えてもよい。なお、アパチャプレート１３Ｎまたは１３Ｓは、一方向
（設定に応じてＸまたはＹ）に方向付けられた周期構造の測定に用いられる。直交する周
期構造の測定のため、９０°または２７０°のターゲットの回転が実行されてもよい。異
なるアパチャプレートが図３（ｃ）および（ｄ）に示される。図３（ｃ）は、二つの別の
形式の軸外照明モードを示す。図３（ｃ）の第１照明モードにおいて、アパチャプレート
１３Ｅは、説明のみを目的として、既述の「北」に対して「東」と指定された方向からの
軸外照明を提供する。図３（ｃ）の第２照明モードにおいて、アパチャプレート１３Ｗは
、同様であるが「西」と名付けられた反対方向からの照明を提供するために用いられる。
図３（ｄ）は、二つの別の形式の軸外照明モードを示す。図３（ｄ）の第１照明モードに
おいて、アパチャプレート１３ＮＷは、既述の「北」および「西」と指定された方向から
の軸外照明を提供する。第２照明モードにおいて、アパチャプレート１３ＳＥは、同様で
あるが既述の「南」および「東」と名付けられた反対方向からの照明を提供するために用
いられる。これら装置の使用、および、装置の多くの他の変形および応用は、例えば、上
記の従前に発行された特許出願公開に記載されている。
【００７６】
　図４は、基板上に形成される複合計測ターゲットの例を示す。複合ターゲットは、互い
に近くに位置する四つの周期構造（この場合、グレーティング）３２，３３，３４，３５
を備える。ある実施の形態において、周期構造の全てが計測装置の照明ビームにより形成
される測定スポット３１の内側となる程度に十分に互いに近接して配置される。その場合
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、四つの周期構造の全てが結果として同時に照明され、センサ１９および２３上に同時に
結像される。オーバレイ測定に特化した例において、周期構造３２，３３，３４，３５は
それ自体が上位層（overlying）の周期構造により形成される複合周期構造（例えば複合
グレーティング）であり、つまり、一の層内の少なくとも一つの周期構造が他の層内の少
なくとも一つの周期構造の上に覆うように、基板Ｗ上に形成されるデバイスの異なる層内
に周期構造がパターン化される。このようなターゲットは、２０μｍ×２０μｍの範囲内
または１６μｍ×１６μｍの範囲内の外形寸法を有しうる。さらに、全ての周期構造が特
定の層ペアの間のオーバレイの測定に用いられる。単一の層ペアより多くを測定可能なタ
ーゲットし、複合周期構造の異なる部分が形成される異なる層間のオーバレイの測定を容
易にするため、周期構造３２，３３，３４，３５はバイアスの異なるオーバレイオフセッ
トを有してもよい。したがって、基板上のターゲット用の周期構造の全ては、ある層ペア
の測定に用いられるであろうし、基板上の別の同じターゲット用の周期構造の全ては、別
の層ペアの測定に用いられるであろう。ここで、異なるバイアスは、層ペアの間の区別を
助けるであろう。オーバレイバイアスの意味は、特に図７を参照しながら後述される。
【００７７】
　図７（ａ）－（ｃ）は、異なるバイアスを持つ各ターゲットＴのオーバレイ周期構造（
この場合グレーティング）の断面を概略的に示す。これらは、図３および４に見られる基
板Ｗ上に用いることができる。Ｘ方向に周期性を持つ周期構造が例示のみを目的として示
される。異なるバイアスおよび異なる向きを伴うこれら周期構造の異なる組み合わせを与
えることができる。
【００７８】
　図７（ａ）から始めると、符号Ｌ１およびＬ２が付される二つの層に形成される複合オ
ーバレイターゲット６００が示される。下層Ｌ１において、第１周期構造（この場合グレ
ーティング）は、フィーチャ（例えばライン）６０２およびスペース６０４により基板６
０６上に形成される。層Ｌ２において、第２周期構造（この場合グレーティング）は、フ
ィーチャ（例えばライン）６０８およびスペース６１０により形成される。（断面は、フ
ィーチャ６０２，６０８が紙面に入る方向に延びるよう描かれる。）周期構造のパターン
は、双方の層においてピッチＰで繰り返される。ライン６０２および６０８は、例示を目
的としてのみ記述されており、ドット、ブロックおよびビアホールなどの他の形式のフィ
ーチャを用いることができる。図７（ａ）に示される場合において、オーバレイ誤差およ
びバイアスは存在せず、その結果、各フィーチャ６０８が下層周期構造内のフィーチャ６
０２のちょうど上にある（ここで、当該測定は「ライン・オン・ライン」である。ある実
施の形態において、各フィーチャ６０８がスペース６１０のちょうど上にある場合にオー
バレイ誤差が生じないかもしれないが、当該測定は「ライン・オン・トレンチ」である）
。
【００７９】
　図７（ｂ）にて、上部周期構造のフィーチャ６０８が下部周期構造のフィーチャ６０２
に対して右に距離ｄ（距離ｄはピッチＰより小さい）だけシフトするように、バイアス＋
ｄを持つ同じターゲットが示される。つまり、フィーチャ６０８およびフィーチャ６０２
は、仮に両者がそれぞれの公称位置に正確に印刷されれば、フィーチャ６０８がフィーチ
ャ６０２に対して距離ｄだけオフセットされるであろうように配置される。バイアス距離
ｄは、実際上、数ｎｍであり、例えば１０ｎｍ２０ｎｍかもしれない一方で、ピッチＰは
例えば３００－１０００ｎｍの範囲であり、例えば５００ｎｍまたは６００ｎｍである。
図７（ｃ）にて、フィーチャ６０８がフィーチャ６０２に対して左にシフトされるように
バイアス－ｄを持つ同じターゲットが示される。図７（ａ）から７（ｃ）に示されるこの
種のバイアスされたターゲット、および、測定でのこれらの使用は、例えば、上述の特許
出願公開に記載される。
【００８０】
　さらに、上記に示唆されるように、図７（ａ）－（ｃ）は（＋ｄまたは－ｄの小さなバ
イアスの有無に拘わらず）フィーチャ６０２の上を覆うフィーチャ６０８であって、ゼロ
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領域にバイアスを有する「ライン・オン・ライン」ターゲットとして称されるものを描い
ているが、ターゲットがピッチの半分であるＰ／２に調整されたバイアスを有してもよく
、上部周期構造内の各フィーチャ６０８が下部周期構造内のスペース６０４の上を覆うよ
うにしてもよい。これは、「ライン・オン・トレンチ」ターゲットと称される。この場合
において、小さなバイアス＋ｄまたは－ｄが適用されてもよい。「ライン・オン・ライン
」ターゲットまたは「ライン・オン・トレンチ」ターゲットの選択は、用途に依存する。
【００８１】
　図４に戻ると、図示されるように、周期構造３２，３３，３４、３５は、入射する放射
をＸおよびＹ方向に回折させるようにそれらの向きが異なりうる。一例において、周期構
造３２および３４は、それぞれ＋ｄおよび－ｄのバイアスを持つＸ方向の周期構造である
。周期構造３３および３５は、それぞれ＋ｄおよび－ｄのオフセットを持つＹ方向の周期
構造であってよい。４個の周期構造が図示されているが、別の実施の形態は、所望の精度
を得るためにより大きなマトリックスを含んでもよい。例えば、３×３のアレイの９個の
複合周期構造が－４ｄ，－３ｄ，－２ｄ，－ｄ，０，＋ｄ，＋２ｄ，＋３ｄ，＋４ｄのバ
イアスを有してもよい。これら周期構造の個別の画像は、センサ２３の撮像画像にて識別
可能である。
【００８２】
　図５は、図３の装置内の図４のターゲットを使用し、図３（ｄ）のアパチャプレート１
３ＮＷまたは１３ＳＥを用いるときに、センサ２３上に形成され、センサ２３により検出
されうる画像例を示す。センサ１９は異なる個別の周期構造３２－３５を分解できないが
、センサ２３であればできる。黒い四角は、センサ上の画像の視野を示し、この範囲内の
円形領域４１に対応する箇所に基板上の照明スポット３１が結像する。この範囲内の矩形
領域４２－４５が周期構造３２－３５の像を表す。仮に周期構造が製品領域に位置してい
れば、この画像の視野の周辺に製品フィーチャも視認しうる。画像処理制御部ＰＵは、周
期構造３２－３５の個別画像４２－４５を識別するためのパターン認識を用いてこれらの
画像を処理する。このようにして、センサフレーム内の特定の場所に極めて正確に画像が
アライメントされる必要がなくなり、測定装置全体としてのスループットが大きく改善さ
れる。
【００８３】
　いったん周期構造の個別画像が識別されると、例えば、識別された領域内で選択された
ピクセルの強度値を平均化または合計することにより、それら個別画像の強度を測定でき
る。画像の強度および／または他の特性は互いに比較できる。これらの結果は、リソグラ
フィ工程の異なるパラメータ測定のために組み合わせることができる。オーバレイ性能は
このようなパラメータの一例である。
【００８４】
　図６は、例えばＰＣＴ特許出願公開番号ＷＯ２０１１／０１２６２４に記載される方法
を用いて、要素周期構造３２－３５を含む二つの層の間のオーバレイ誤差を周期構造の非
対称性を通じてどのように測定するかを示しており、それらの＋１次および－１次の暗視
野画像の強度の比較により明らかになる。ステップＭ１にて、基板（例えば半導体ウェハ
）が図２のリソグラフィセルを通じて１回以上処理され、周期構造３２－３５を備えるタ
ーゲットを含む構造が生成される。Ｍ２にて、図３の計測装置を使用し、一以上の１次回
折ビーム（－１という）を用いて周期構造３２－３５の画像が取得される。ある実施の形
態において、第１照明モード（例えばアパチャプレート１３ＮＷを用いて生成される照明
モード）が使用される。その後、例えば、照明モードの変更、画像モードの変更、または
、計測装置の視野内での基板Ｗの１８０°の回転のいずれかにより、別の１次回折ビーム
（＋１）を用いて周期構造の第２画像を得ることができる（ステップＭ３）。その結果、
＋１回折放射は、第２画像内に撮像される。ある実施の形態において、照明モードが変更
され、第２照明モード（例えばアパチャプレート１３ＳＥを用いて生成される照明モード
）が使用される。ある実施の形態において、０°および１８０°の基板の向きで測定を行
うことにより、ＴＩＳ（ツール起因誤差）のような機器由来の人為的影響を除去できる。
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【００８５】
　なお、各画像に１次回折放射の片方のみが含まれることにより、ここで称される「画像
」は従来の暗視野顕微鏡画像ではない。個別の周期構造フィーチャは分解されない。各周
期構造は、単に特定の強度レベルの領域として示されるであろう。ステップＭ４にて、注
目領域（ＲＯＩ）が各要素周期構造の画像内に識別され、ここから強度レベルが測定され
るであろう。
【００８６】
　個別の周期構造３２－３５のそれぞれについて注目領域を識別してその強度を測定する
と、周期構造の非対称性（つまり、例えばオーバレイ誤差）を決定できる。これは、ステ
ップＭ５にて画像処理制御部ＰＵが各周期構造３２－３５について得られる＋１および－
１次の強度値を比較してそれらの強度の任意の差異（つまり、非対称性）を識別すること
でなされる。「差異」の用語は、減算のみを意味することを意図しない。差異は、比率の
形式で計算されてもよい。ステップＭ６にて、多数の周期構造について測定された非対称
性を（可能であれば）それら周期構造のオーバレイバイアスの知識とともに使用して、タ
ーゲットＴの近傍におけるリソグラフィ工程の一以上の性能パラメータを計算する。注目
する性能パラメータはオーバレイである。焦点および／または線量といったリソグラフィ
工程の他の性能パラメータも計算できる。一以上の性能パラメータは、リソグラフィ工程
の改善のためにフィードバックすることができ、図６の測定および計算プロセス自体の改
善、ターゲットＴのデザインの改善などに用いることができる。
【００８７】
　オーバレイを決定するためのある実施の形態において、図８は、ゼロオフセットを有し
、オーバレイターゲットを形成する個別の周期構造内に構造的非対称性を何ら有しない「
理想的」なターゲットについてのオーバレイ誤差ＯＶと測定された非対称性Ａとの間の関
係を表す曲線７０２を示す。このグラフは、オーバレイを決定する原理を説明するだけの
ものであり、各グラフにおいて、測定される非対称性Ａおよびオーバレイ誤差ＯＶの単位
は任意である。
【００８８】
　図７（ａ）－７（ｃ）の「理想的」な場合において、曲線７０２は、測定される非対称
性Ａがオーバレイと正弦波状の関係を有することを示す。正弦波変化の周期Ｐは、周期構
造の周期（ピッチ）に対応し、もちろん適切なスケールに変換される。この例では正弦波
形状が純粋であるが、実際の状況では高調波を含むことができる。単純化を目的として、
この例（ａ）では、ターゲットから１次回折放射のみが画像センサ２３（または特定の実
施の形態におけるその等価物）に到達することが仮定され、（ｂ）では、これら１次の範
囲内において、上層と下層の周期構造間の強度とオーバレイの結果の間に純粋な正弦波の
関係が存在するように実験的ターゲットがデザインされることが仮定される。実際上これ
が真実であるかは、光学システムのデザイン、照明放射の波長および周期構造のピッチＰ
、ターゲットのデザイン（設計）およびスタック（積層体）に相関する。
【００８９】
　上述のように、単一測定に頼る代わりに、オーバレイ測定のためにバイアスされた周期
構造を用いることができる。このバイアスは、そのバイアスが作られるパターニングデバ
イス（例えばレチクル）に規定される既知の値を有し、測定信号に対応するオーバレイの
基板上較正として機能する。図面において、この計算がグラフを用いて示される。図６の
ステップＭ１－Ｍ５において、それぞれ＋ｄおよび－ｄのバイアスを有する要素周期構造
（例えば、図７（ｂ）および７（ｃ）に示される）について非対称性測定結果Ａ（＋ｄ）
およびＡ（－ｄ）が得られる。これら測定結果を正弦波曲線に合わせると、図示されるよ
うな点７０４および７０６が与えられる。バイアスが既知であれば、真のオーバレイ誤差
ＯＶを計算できる。正弦波曲線のピッチＰは、ターゲットのデザインから分かる。曲線７
０２の縦スケールは最初分からないが、我々が１次高調波比例定数と呼ぶことのできる未
知の係数Ｋである。
【００９０】
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　方程式の項において、オーバレイと測定された非対称性Ａとの関係性は以下のように仮
定される：
【数１】

ここで、ＯＶは、周期構造のピッチＰが角度２πラジアンに一致するようなスケールで表
される。二つの値Ａに到るための異なる既知のバイアスを持つ周期構造の二つの測定結果
を用いれば、二つの方程式を解いて未知のＫおよびオーバレイＯＶを計算できる。
【００９１】
　この測定技術は、高速であり（いったん較正されれば）コンピュータ的に比較的単純で
あるが、オーバレイ／横シフトが非対称性のみによって生じるという仮定に依拠する。つ
まり、例えばターゲットに構造的非対称性がないという「理想的」な状況を仮定している
。重畳する周期的構造の一方または双方に含まれるフィーチャの非対称性といった積層体
中の任意の構造的非対称性は、オーバレイ／横シフト以外の１次の非対称性をも生じさせ
る。オーバレイに関係しないこの構造的非対称性は、測定結果に明確に摂動を与え、不正
確な結果をもたらすであろう。
【００９２】
　構造的非対称性の一例として、ターゲットの一以上の周期構造が構造的に変形しうる。
例えば、ターゲットの周期構造フィーチャ（例えばグレーティングライン）の一以上の側
壁が意図されたように垂直ではないかもしれない。別の例として、周期構造フィーチャ間
の一以上のスペース（例えばグレーティングスペースまたはトレンチ）が意図よりも大き
いかもしれないし、小さいかもしれない。さらに、ターゲットの周期構造の一以上のフィ
ーチャ（例えばグレーティングライン）が意図よりも小さい幅または大きい幅を有するか
もしれない。また、ターゲットの一以上の周期構造について意図するものとの差異が均一
であったとしても、その意図するものとの差異がターゲットの一以上の他の周期構造につ
いて同じではないかもしれない。複合ターゲットの下部周期構造における構造的非対称性
は、構造的非対称性の一般的な形態である。これは、例えば、下部周期構造が最初に形成
された後に実行される化学機械研磨（ＣＭＰ）などの基板処理ステップに起因しうる。
【００９３】
　図７（ｄ）を参照すると、下部周期構造の構造的非対称性の例が概略的に示される。図
７（ａ）－（ｃ）にて周期構造内のフィーチャおよびスペースが完全な角形の側面となる
ように示されるが、実際のフィーチャおよびスペースは、表面上でいくらかの傾きを有し
、特定の粗さを有するであろう。それらが少なくとも対称形状となることが意図されるに
も拘わらずである。下部周期構造内の図７（ｄ）のフィーチャ６０２および／またはスペ
ース６０４はもはや対称形状を有しておらず、むしろ、例えば一以上の処理ステップによ
り歪むようになっている。したがって、例えば、各スペース６０４の底面は傾いている。
フィーチャおよびスペースの側壁角度も非対称になっている。図６の方法により二つのバ
イアスされた周期構造のみを用いてオーバレイが測定される場合、構造的非対称性はオー
バレイと区別されることができず、その結果、オーバレイ測定の信頼性が失われる。
【００９４】
　したがって、測定（例えば、ターゲットをアライメントに用いる場合のアライメント測
定、ターゲットをオーバレイ測定に用いる場合のオーバレイ測定など）の精度は、ターゲ
ットの一以上の周期構造（例えばグレーティング）の非対称な構造的変形により著しく減
少しうる。構造的非対称性から生じる測定誤差は、ターゲットの生成または測定工程の変
更（例えばプロセスオフセット）により補正されうる。これは、例えば、歩留まり（つま
り、ターゲットが正確であったかどうかを決定するための処理済デバイスの評価）、ター
ゲットの断面、または、複雑な測定および分析的な再構成に基づく。しかしながら、これ
らの方法は低速および／または破壊的となりうる。これらは、一定である非対称性起因の
プロセス誤差を補正することにのみ有効であるかもしれない。しかし、ターゲットの構造
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的非対称性の変化は、断面または歩留まり測定により効果的に解決されない。したがって
、例えば、これらの制限または他の制限の一以上を克服する、構造的非対称性について評
価および補正する安定した解決策が求められる。
【００９５】
　したがって、オーバレイおよび他の影響により生じる測定ターゲットの非対称性への寄
与をより直接的かつ単純な方法で区別できることが好ましい。そのため、ある実施の形態
では、ターゲットの非対称な変形の測定を決定する安定的な計算手法が提供され、その測
定がターゲットを用いてなされる測定結果の補正に用いられうる。ターゲットを用いてな
されるその測定は、例えばリソグラフィ工程によるデバイス生成において本質的に用いら
れうる。さらに、ターゲットを用いてなされる測定結果の補正に用いられること以外にも
、ターゲットの非対称な変形の測定は、ターゲットの（再）設計（例えば設計レイアウト
の変更）、ターゲットの形成工程（例えば材料変更、印刷工程や条件の変更など）、測定
条件の公式化（例えば、測定ビームの波長、偏光、照明モードなどの項における光学測定
公式の変更）などに用いられうる。
【００９６】
　ある実施の形態は、オーバレイの測定に用いる回折ターゲットの＋１次および－１次の
回折に基づく測定の項に記述されるであろう。このような測定技術の原理の一部は、上述
されている。しかしながら、本発明のある実施の形態は、ターゲットを用いる他の測定技
術にも応用しうる。例えば、本書に記載される技術は、アライメントターゲットの測定に
応用しうる。
【００９７】
　上述のように、仮にターゲットが完全に対称であれば、ターゲットからの＋１次および
－１次の放射の間で検出される強度の非対称性ΔＩは、以下で与えられる：
【数２】

ここで、Ｋはプロセス依存の倍率（スケール係数、１次高調波比例定数）であり、重なり
合うターゲットの周期構造（例えば下側または下部グレーティング）に対するターゲット
の周期構造（例えば上側または上部グレーティング）の横シフトであり、Ｐは周期構造の
ピッチである。したがって、重畳する二つの周期構造の間のオーバレイ（ＯＶ）は、上述
のように、バイアスされた二つの周期構造を用いて測定される強度の非対称性から得られ
るかもしれない。
【００９８】
　しかし、ここでは、完全に対称ではないターゲットについて考察する。より具体的には
、ターゲットの下部周期構造（例えば下部グレーティング）が非対称に変形している実施
の形態について説明する。しかしながら、本書に記載される技術は、ターゲットの上部周
期構造（例えば上部グレーティング）における構造的変形といった他の形式または追加の
形式のターゲットの構造的非対称性に応用しうる。
【００９９】
　式（２）に戻ると、構造的非対称性は、式に二つの追加項を導入する。第１項は、測定
強度の非対称性の定数Ｋに対するオフセットＫＯＳである。第２項は、横シフトＸに対す
る位置オフセットＸＯＳである。その結果、ターゲットの構造的非対称性が存在する場合
、検出される強度の非対称性ΔＩは以下のようになる：

【数３】

【０１００】
　追加項ＫＯＳおよびＸＯＳは、積層体依存であり（例えば、ターゲット内の周期構造の
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上に重なる材料もしくは下に位置する材料、または、その形成に依存する）、かつ、レシ
ピ依存である（例えば、波長や偏光などの光学測定の一以上のパラメータに依存する）。
【０１０１】
　図９は、ターゲットの構造的非対称性、例えば図７（ｄ）に示される下部周期構造の構
造的非対称性の影響を示す。「理想的」な正弦波曲線７０２はもはや適用されない。代わ
りに、少なくとも近似的に、構造的非対称性は、オーバレイの全値にわたって比較的一定
である非対称性の値ＡまたはΔＩに対してオフセットＫＯＳを加える影響を有する。さら
に、少なくとも近似的に、構造的非対称性は、横シフトに対してオフセットＸＯＳを加え
る影響を有する。ここで、オフセットの影響は図９においてＸＯＳ／Ｐと示され、横シフ
トの値は図９においてＸＧ／Ｐと示される。ここで、ＸＧは（式（２）および（３）でＸ
として示される）横シフトであり、Ｐはピッチである。その結果得られる曲線は、図９に
７１２として示される。
【０１０２】
　さらに、最初において、追加項ＫＯＳおよびＫＯＳはたいてい未知である。その結果、
それら、または、非対称性の他の関連する測定を確定することが望ましい。
【０１０３】
　オフセット項ＫＯＳは、一以上の様々な技術により決定できる。例えば、ターゲットの
下部周期構造については、下部周期構造の上方に設けられる上部周期構造などの上に重な
る層の前に、本書に記述される技術を用いて直接的に測定することができる。
【０１０４】
　別の例として、オフセット項ＫＯＳは、例えば、三以上の異なるバイアス値を有する複
合周期構造を用いた測定から計算できる。つまり、このような計算を通じて、ＫＯＳの項
を式（３）のＫの項から分離できる。このような決定方法の例は、ＰＣＴ特許出願公開番
号ＷＯ２０１３／１４３８１４、米国特許出願公開番号２０１３／０２５８３１０および
欧州特許出願番号１３１９４５２２．２に記載されており、それぞれが参照によりその全
体が本書に援用される。例えば、オフセット項ＫＯＳは、－ｄ，＋ｄおよびゼロバイアス
または０．５Ｐバイアスを持つ少なくとも３個のバイアスされた複合周期構造を用いて測
定できる。別の例として、オフセット項ＫＯＳは、－ｄ，＋ｄ，－ｄ＋０．５Ｐ，＋ｄ＋
Ｐのバイアスを持つ少なくとも４個のバイアスされた複合周期構造を用いて測定できる。
【０１０５】
　課題はオフセットＸＯＳの決定である。この項が実際のシフトＸに加わるためである。
したがって、いくつかの背景（context）情報がなければ、これらの項を分離することは
事実上不可能である。
【０１０６】
　したがって、ある実施の形態において、重なり合う周期構造を持つターゲット積層体は
、ターゲット（つまり、重なり合う周期構造）の光学測定をシミュレータで定義される放
射ビームでシミュレーションするコンピュータシミュレータにより定義される。結果とし
て、多数のパラメータｐｉ（ｐ１，ｐ２，ｐ３など）の項でパラメータ化されたターゲッ
トモデルが設定される。これらパラメータは、例えば１Ｄ周期構造における側壁角度、フ
ィーチャの高さまたは深さ、フィーチャの幅などである。ターゲット材料および下位層／
上位層の特性も（測定放射ビームに存在する特定の波長での）屈折率といったパラメータ
によって表される。さらに、波長、偏光などの測定ビームおよび測定に関連するパラメー
タも定義されうる。その結果、ターゲットが数十（複数ダース）のパラメータに定義され
うる一方で、固定値を有するようにこれらの多くをモデルが定義し、残りは変数または「
浮動」パラメータとなる。さらに、浮動パラメータのいくつかは、完全に独立した浮動パ
ラメータとなることなく変化することが許容されるかもしれない。
【０１０７】
　さらに、モデルにおいて、ターゲットの周期構造の公称寸法や、様々な測定レシピの値
（すなわち、波長や偏光などの測定ビームや測定に関連するパラメータ）に沿った任意の
材料の公称値（例えば屈折率等）などがパラメータとして与えられ、その後、シミュレー
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ションにて処理される。ある実施の形態において、公称値は、測定データを含んでもよい
。例えば、測定データは、計測装置を用いる光学測定結果を含んでもよいし、公称値はこ
のような測定結果から再構成されてもよい。シミュレーションにおいて、形状およびモデ
ルの異なる要素の光学特性を表すパラメータは、ターゲットの散乱特性の計算に用いられ
、例えば、ＲＣＷＡ（厳密結合波解析）や任意の他のマクスウェル方程式のソルバーとい
った厳密な光学回折方法が用いられる。これは、ターゲットの推定またはモデル回折パタ
ーンを与える。
【０１０８】
　さらに、シミュレーションにおいて、下部周期構造に対する上部周期構造のＸ＝０に対
応する位置は、構造的非対称性により位置などが正確に定まることができない場合であっ
ても定義される。ある実施の形態において、ユーザ（例えばデバイス製造者）は、例えば
、プロセスの物理的説明またはモデル、または電気的オーバレイ測定結果またはデバイス
歩留まりとの相関といった他の方法に基づいて、この位置を定義するための入力を与える
ことができる。例えば（プロセス起因のいかなる非対称性をも有しない）意図する構造の
形状の知識を用いて、位置を定義しうる。ある実施の形態において、ユーザは異なる位置
の定義を用いてシミュレーションを再実行してもよい。ターゲットからの測定結果がデバ
イス設計の公差の範囲内となるように位置を定義（または再定義）しうる。つまり、例え
ばオーバレイ誤差が少なくともデバイス設計のオーバレイ余地の範囲内、好ましくは十分
にオーバレイ余地の範囲内となるように、位置を定義（または再定義）してもよい。
【０１０９】
　いったんＸ＝０に対応する位置が定義できれば、シミュレータは、ある実施の形態にお
いて、特定のターゲット積層体および周期構造の一以上の特定の構造的非対称性について
ΔＩの値を計算する。その結果、ある実施の形態において、（例えば瞳面内または像面内
の）検出器にわたるピクセルにて決定される、正および負の１次回折間の（例えば瞳面内
または像面内の）強度の差分から非対称性起因の誤差が計算されうる。瞳面で検出される
場合、小さな量の非対称性であっても比較的大きな非対称性起因の誤差を有するピクセル
が特定されるかもしれない。これらのピクセルは、瞳面全体についての非対称性起因の誤
差の計算から除外されてもよい。非対称性起因の誤差は、非対称性を有するモデル上での
具体的な測定装置の測定結果をシミュレーションする数値計算により計算されてもよい。
このような計算の実施の形態は、米国特許出願公開２００６／００３３９２１に記載され
ており、その全体が参照により本書に援用される。さらに、非対称性起因の誤差は、異な
る横シフトでの非対称性起因の誤差の差異を考慮して、異なる横シフト（異なる値のＸ）
にて計算されてもよい。例えば、米国特許出願公開２０１２／００１３８８１（その全体
が参照により本書に援用される）を参照のこと。
【０１１０】
　そのため、シミュレータは、一以上の具体的な構造的非対称性を特定のターゲット積層
体に適用してΔＩの値を得ることができる。その後、ΔＩは、具体的な構造的非対称性に
より生じるＫＯＳおよびＸＯＳの値を（例えば式（３）を用いて）計算するために用いる
ことができる。
【０１１１】
　さらに、ＫＯＳおよびＸＯＳの項は、倍率Ｇにより互いに関連付けられる（例えば線形
的に関連付けられる）：
【数４】

つまり、倍率Ｇは、シミュレーションに基づくＫＯＳおよびＸＯＳの計算値から決定でき
る。
【０１１２】
　したがって、仮に実際のターゲットの積層体の性質が分かっており、実際のターゲット
の構造的非対称性の「形式」が分かっていれば、実際のターゲットに関連し、かつ、実際
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のターゲットに対して有効であろう具体的な適切な値のＧをシミュレーションから決定で
きる。シミュレーションに基づくＧの値を用いて、実際のターゲットに関連して測定され
た非対称性オフセットＫＯＳから実際のターゲットについての位置シフトＸＯＳを計算す
るために式（４）を用いることができ、ＫＯＳの値は、例えば上述の一以上の技術を用い
て計算または測定できる。
【０１１３】
　そのため、実際のターゲットに関連するシミュレーションから適切な値のＧに到るため
の少なくとも二つのさらに別の考察が存在する。実際のターゲットの積層体の性質および
実際のターゲットの構造的非対称性の「形式」である。例えば、非対称性の実際の「形式
」（例えば形状）は、通常、演繹的には分からない。構造的非対称性は、例えば側壁角度
の非対称性、底面角度の非対称性、上面角度の非対称性、その他の形式の非対称性、また
は、これらの組み合わせであることができる。セグメント化された周期構造（例えば、グ
レーティングが周期的なラインおよびスペースを有し、ライン自体が例えば周期方向の法
線方向にさらにセグメント化される）の場合、異なるセグメント間の非対称性（不均衡）
の可能性を考察する必要があるかもしれない。
【０１１４】
　そのため、ある実施の形態において、ターゲットの非対称性（非対称性モデル）の「形
式」が実際のターゲットの測定から再構成される。例えば、非対称性の各形式が具体的な
「フィンガープリント」のＫＯＳおよび／またはオーバレイの値を波長および偏光の関数
として有する。したがって、実際のターゲットのＫＯＳおよび／またはオーバレイの値を
、様々な測定レシピ、例えば波長および／または偏光について（好ましくは基板上の様々
な場所においても）測定することにより、その測定結果を「フィンガープリント」に対し
て比較し、測定されたＫＯＳおよび／またはオーバレイの値にどの「フィンガープリント
」が最も適合性を有するかを決定でき、その結果、構造的非対称性の形式を特定できる。
【０１１５】
　図１０（Ａ）は、ＦｉｎＦＥＴ積層体における構造的非対称性の二つの形式について、
ＴＥ偏光の波長の関数としてＫＯＳの変化を描いたグラフの例を示す。側壁角度の非対称
性は線１１００により示され、間隔不均衡の非対称性は線１１０２により示される。図１
０（Ｂ）は、側壁角度の非対称性の例を示し、フィーチャの側壁が意図したようには垂直
ではない。側壁角度の非対称性は、例えばエッチング工程で生じることができる。図１０
（Ｃ）は、間隔不均衡の例を示し、少なくとも一つのフィーチャのペア間の間隔が少なく
とも一つの他のフィーチャのペア間の間隔と異なる。間隔不均衡は、例えば間隔（スペー
サ）のパターニング工程で生じることができる。
【０１１６】
　図１０（Ａ）に見ることができるように、これら二つの形式の構造的非対称性は、波長
範囲にわたって顕著に異なる変化を有する。これは、マルチ波長測定が構造的非対称性の
形式を特定できることを意味し、そのマルチ波長測定結果を「フィンガープリント」と比
較することにより、実際のターゲットにおける構造的非対称性の「形式」の特定に最も適
合するものを見つけることができる。構造的非対称性の「形式」の知見があれば、構造的
非対称性の「形式」を決定するために生成されるシミュレーションに基づくＫＯＳおよび
オーバレイの値を（例えば式（４）を用いて）Ｇの値の導出に用いることができる。
【０１１７】
　理解されるであろうように、「フィンガープリント」用のデータは、異なる偏光、照明
モード等について、および／または、他の構造的非対称性について得ることができる。し
たがって、ある実施の形態において、異なる具体的な構造的非対称性およびその組み合わ
せの「フィンガープリント」のライブラリが存在することができ、ここで「フィンガープ
リント」は、例えばデータまたはデータを表す構成物（較正データを表す数式や、データ
を表すグラフ線など）の集合体である。「フィンガープリント」が具体的な種類（例えば
、側壁角度、間隔不均衡など）の構造的非対称性について記述される一方で、「フィンガ
ープリント」が異なる種類の構造的非対称性の組み合わせ（例えば、側壁角度と間隔不均
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衡の双方）を表してもよい。したがって、実際上の構造的非対称性が一種類の構造的非対
称性となる傾向にあったとしても、または、一種類の構造的非対称性の影響を受けたとし
ても、構造的非対称性の形式が一種類の構造的非対称性に限定されるものではない。
【０１１８】
　さらに、上述のように、実際の積層体の性質は、十分な精度で分からないかもしれない
。プロセス変化（例えば、ターゲットがデバイスの材料層を典型的に共有するために、デ
バイス開発の研究開発段階に必然的または意図的に生じる）に起因して、ターゲット用の
実際の積層体は、シミュレーションに用いる基準となる積層体とは異なるかもしれない。
つまり、積層体に変化があるかもしれない。
【０１１９】
　そのため、ある実施の形態では、一以上の光学測定レシピのいずれにおいて、倍率Ｇが
プロセス変化に対して小さい感度（例えば最小の感度）を有するかどうかの決定がなされ
る（レシピは光学測定の波長、偏光などの設定である）。これは、そのレシピを用いれば
、積層体の変化が存在したとしても、そのレシピで測定されたＫＯＳから非対称性起因の
位置オフセットＸＯＳが正確に計算されうることを意味するであろう。
【０１２０】
　プロセス変化は、以下から選択される一以上を含みうる：積層体材料の変化（例えば屈
折率変化）、材料の厚さ変化（例えば上を被覆する材料の変化）、構造的非対称性の大き
さの変化など。ある実施の形態において、プロセス変化は、構造的非対称性の形式自体と
は異なる積層体の任意の変化であってもよい。これは、特定のプロセスの構造的非対称性
の形式がたいていの場合に極めて一定している一方で、構造的非対称性の大きさの変化（
例えば、側壁の傾斜角度の変化、間隔不均衡の幅の変化など）が生じることができるため
である。
【０１２１】
　プロセス変化に対するＧの感度を決定するため、式（４）から、位置オフセットＸＯＳ

の変化ΔＸＯＳは、プロセス起因の倍率Ｇの変化ΔＧと測定されたＫＯＳの誤差ΔＫＯＳ

の組み合わせによって以下の式にしたがって生じることが理解される：
【数５】

【０１２２】
　ここで、第２項Ｇ×ΔＫＯＳは、測定結果の誤差に関連し、例えば平均化または一以上
の他の測定誤差補正技術により補正されることができる一方で、第１項ΔＧ×ＫＯＳは、
どのレシピにおいて倍率Ｇがプロセス変化に対して低い感度（例えば最小感度）を有する
かを決定するために評価される必要がある。つまり、プロセスパラメータに対する摂動（
例えばモンテカルロ法にしたがった摂動）が様々な異なる光学測定レシピについてのシミ
ュレーションにおいて作られる。図１１（Ａ）は、光学測定レシピの波長λの関数として
のΔＧ・ＫＯＳ（任意単位）のシミュレーション値を示すグラフ例であり、シミュレーシ
ョンでモデル化された典型的なＦｉｎＦＥＴ積層体について計算され、シミュレーション
でのプロセス変化の摂動にしたがっている。約７２０ｎｍの波長にて積層体の変化に起因
する位置誤差の変化が最小となることが分かる。したがって、積層体誤差が存在したとし
ても、非対称性起因の位置誤差ＸＯＳは、測定されたＫＯＳおよびそのレシピでのシミュ
レーションに基づくＧの値から正確に計算されうる。
【０１２３】
　比較として、図１１（Ｂ）は、公称スタック感度のグラフの例を波長の関数として示す
。スタック感度は、ターゲット（例えばグレーティングなどの周期構造）層間の回折によ
って信号強度がオーバレイの変化によりどの程度変化するかの測定結果として理解するこ
とができる。図１１（Ｂ）から、非対称性起因の位置オフセットを目的とするプロセス変
化に対して最も安定した波長は、必ずしもスタック感度が最高となる波長ではないことが
分かる。したがって、仮に光学測定レシピの波長を（最高の全測定不確かさ（ＴＭＵ）を
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達成する目的で）最高のスタック感度に最適化したとしても、そのレシピは優れたＴＭＵ
を達成するであろうが、比較的劣った非対称性の安定性を有するであろう。
【０１２４】
　図１２を参照すると、ある実施の形態に係るターゲットの構造的非対称性パラメータを
決定し、非対称性パラメータを適用する方法を示すフローチャートが与えられる。１２０
０にて、実際のターゲットの測定データが得られる。このようなデータは、本書に記載さ
れるように、回折に基づく測定データであることができる。
【０１２５】
　１２１０にて、積層体調整プロセスが実行される。ある実施の形態において、測定デー
タは、実施のターゲットの非対称性の形式を決定するために評価される。ある実施の形態
において、ターゲットの構造的非対称性を決定することは、ターゲットの測定結果から決
定されたオーバレイの値、または、ターゲットの測定結果から決定された非対称性に起因
するプロセス依存の倍率オフセット（例えばＫＯＳ）の値を、光学測定のパラメータの関
数として評価することを備える。ある実施の形態において、光学測定のパラメータは、光
学測定の測定ビームの波長および／または偏光を含む。ある実施の形態において、決定さ
れた値を評価することは、（ｉ）決定された値または決定された値を表す構成物と、（ｉ
ｉ）一以上のフィンガープリントのオーバレイの値のセットまたはフィンガープリントの
値のセットを表す一以上のフィンガープリント構成物と、の間の適合性を決定することを
備え、フィンガープリントのセットまたはフィンガープリントの構成物のそれぞれは、異
なる形式の非対称性を表す。そのため、上述のように、ある実施の形態において、このよ
うな評価は、様々な測定レシピ（例えば様々な波長および／偏光）についてのオーバレイ
の測定値または実際のターゲットのＫＯＳを、波長および／または偏光の関数としての一
以上の「フィンガープリント」のオーバレイまたはＫＯＳと比較することを含み、測定さ
れたオーバレイまたはＫＯＳの変化に対してどの「フィンガープリント」が最も適合性を
有するかを決定するために構造的非対称性の具体的な形式がそれぞれ特定され、その結果
、構造的非対称性の種類が特定される。
【０１２６】
　さらに、ターゲットのシミュレーション表現についての光学測定のシミュレーションが
実行され、非対称性の形式に関連する非対称性パラメータの値が決定される（１２３０）
。ある実施の形態において、ターゲットを用いた測定結果の非対称性に起因するプロセス
依存の倍率オフセットの値（例えばＫＯＳ）、および、ターゲットを用いた測定結果の非
対称性に起因する位置オフセットの値（例えばＸＯＳ）がシミュレーションから決定され
る。ある実施の形態において、上述のように、シミュレータは、所定のターゲット積層体
について及び周期構造の一以上の所定の構造的非対称性について、ΔＩの値を計算する。
つまり、シミュレータは、一以上の具体的な構造的非対称性を所定のターゲット積層体に
適用してΔＩの値を生成する。ΔＩの値は、その後、具体的な構造的非対称性により生じ
るＫＯＳおよびＸＯＳの値を（例えば式（３）を用いて）計算するために用いることがで
きる。ある実施の形態において、上位層周期構造の光学測定のシミュレーションは、特定
された非対称性に対する横シフトがゼロの位置に設定される。したがって、決定された非
対称性の形式は、シミュレーション用に所定の構造的非対称性を定義するために、または
、複数のシミュレーションされた構造的非対称性の中から所望のデータを選択するために
用いることができる。
【０１２７】
　したがって、ＫＯＳおよびＸＯＳの値から、ターゲットを用いる測定結果の非対称性に
起因する位置オフセット（例えばＸＯＳ）を、ターゲットを用いる測定結果の非対称性に
起因するプロセス依存の倍率オフセット（例えばＫＯＳ）に関連付ける倍率Ｇといった非
対称性パラメータを決定できる（１２３０）。非対称性パラメータ（例えば倍率Ｇ）は、
補正の実行、ターゲットの設計などに用いることができる。ある実施の形態において、非
対称性パラメータは、ターゲットを用いる測定結果の非対称性に起因する位置オフセット
（例えばＸＯＳ）であってもよい。ある実施の形態において、位置オフセットは、上述の
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ような倍率Ｇおよびターゲットを用いる測定結果の非対称性に起因するプロセス依存の倍
率オフセット（例えばＫＯＳ）を用いて決定されてもよい。
【０１２８】
　１２２０にて、プロセス安定性評価が実行される。ある実施の形態において、ターゲッ
トに関連するターゲット形成パラメータの変化に対する非対称性パラメータの感度が分析
される。つまり、ある実施の形態において、一以上の光学測定のレシピ（レシピは、光学
測定の波長、偏光などの設定である）のいずれにおいて、非対称性パラメータ（例えば倍
率Ｇ）がターゲット形成パラメータの変化（例えばプロセス変化）に対して小さい感度（
例えば最小の感度）を有するかどうかの決定がなされる。したがって、ある実施の形態に
おいて、感度分析は、ターゲット形成パラメータの変化に対する非対称性パラメータの感
度が最小値となる光学測定のパラメータ（例えば、光学測定の測定ビームの波長および／
または偏光）の値を決定することを備える。ある実施の形態において、分析することはシ
ミュレーションを実行することを備える。例えば、ΔＧ×ＫＯＳの項がプロセス変化に対
してシミュレーションで評価される。つまり、様々な異なる光学測定レシピについてプロ
セスパラメータに対する摂動がシミュレーションで生成され、例えばΔＧ×ＫＯＳの最小
値を有するレシピは、実際のターゲットの測定用のレシピを選択するため、および、シミ
ュレーションに基づく非対称性パラメータ（例えば、特定の値のＧ）を選択するために用
いられる。
【０１２９】
　１２３０にて、決定された非対称性パラメータ（この場合、倍率Ｇ）は、ターゲットの
設計などでの測定結果の補正に用いるために提供される。１２３５により示されるように
、積層体の調整および／またはプロセス安定性分析は、大量製造に用いるターゲットに先
行する準備または開発段階にて実行されてもよい。追加的または代替的に、積層体の調整
および／またはプロセス安定性分析は、大量製造の間に実行されてもよい。この場合、測
定データは、例えば、スループットの向上のためにまばらにサンプリングされたターゲッ
トに由来してもよい。
【０１３０】
　決定された非対称性パラメータ（この場合、倍率Ｇ）を実際のターゲットの測定結果の
補正に使用する例は、１２９５に示される。つまり、ある実施の形態において、決定され
た非対称性パラメータは、大量製造中になされるターゲットの測定に適用される。ある実
施の形態において、測定結果はターゲットの高密度サンプリングに由来してもよい。した
がって、ある実施の形態において、決定された非対称性パラメータは、実際のターゲット
の測定結果を生成する工程にフィードフォワードされてもよい。さらに、ターゲット形成
パラメータの変化（例えば、プロセス変化）に対して非対称性パラメータ（例えば、倍率
Ｇ）が低い感度（例えば最小感度）を有することとなる光学測定のレシピ（レシピは、光
学測定の波長、偏光などの設定である）は、実際のターゲットの測定結果を生成する工程
にフィードフォワードされてもよい。
【０１３１】
　１２６０にて、例えば光学測定のレシピ１２５０（レシピは、光学測定の波長、偏光な
どの設定である）を用いて実際のターゲットの測定データが取得される。このレシピにて
、ターゲット形成パラメータの変化（例えば、プロセス変化）に対して非対称性パラメー
タ（例えば、倍率Ｇ）が低い感度（例えば最小感度）を有する。このようなデータは、本
書に記載されるような回折に基づく測定データであることができる。その測定データは、
例えばプロセス安定性分析１２２０にて決定されるように、ターゲット形成パラメータの
変化（例えば、プロセス変化）に対して非対称性パラメータ（例えば、倍率Ｇ）が低い感
度（例えば最小感度）を有することとなる光学測定レシピ（レシピは、光学測定の波長、
偏光などの設定である）を用いて取得される。後述するように、測定データは、例えば、
三以上の異なるバイアス値を有する複合周期構造を用いて取得される測定データを含んで
もよい。
【０１３２】
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　１２７０にて、測定データから、ターゲットを用いる測定結果（例えばＫＯＳ）の非対
称性に起因するプロセス依存の倍率オフセットの値が決定される。上述のように、プロセ
ス依存の倍率オフセットの値は、一以上の様々な技術を用いて決定できる。例えば、上述
のように、例えば、三以上の異なるバイアス値を有する複合周期構造を用いる測定データ
から決定できる。
【０１３３】
　１２８０にて、実際のターゲットの測定結果に対する構造的非対称性の影響を決定する
ために非対称性パラメータ１２４０（例えば倍率Ｇ）が用いられる。ある実施の形態にお
いて、非対称性パラメータ（例えば倍率Ｇ）は、プロセス依存の倍率オフセット１２７０
と組み合わされる。つまり、構造的非対称性（例えばＸＯＳ）に起因する位置シフトに到
るために式（４）が用いられてもよい。ここで、ターゲットの測定は、実際のターゲット
のオーバレイｏｖを測定することであり、位置シフトは実際のオーバレイの変化（例えば
δｏｖａ）に変換される。したがって、１２９０にて、オーバレイ測定は、構造的非対称
性を考慮して補正されうる。
【０１３４】
　特定層へのプロセスの累積（プロセススタック）は、公差を大幅に超えて変化すること
ができる。典型的に存在するターゲットは、プロセススタックにおける大きな変化（つま
り、プロセス変化）に対処することができない。さらに、回折に基づく典型的なオーバレ
イターゲットは、層ペアの間のオーバレイの測定に用いられる。しかし、単一の層ペアだ
けでなく、複数の層ペアの間でのオーバレイ測定をするニーズが存在する。そのため、あ
る実施の形態によれば、全体サイズとしては小さいが、マルチ・デザイン・グレーティン
グのセットを含むマルチ・グレーティング・ターゲット・クラスタ（グレーティングの単
一クラスタ）を備える回折計測ターゲットが提供される。参照の便宜上、このターゲット
を拡張動作範囲計測ターゲットと呼ぶ。本書に記載される技術は、拡張動作範囲計測ター
ゲットに適用されてもよい。
【０１３５】
　例えばプロセス開発において、拡張動作範囲計測ターゲットに由来するグレーティング
のサブセットは、特定のプロセススタックの条件に用いることができる一方、拡張動作範
囲計測ターゲットに由来する別のグレーティングのサブセットは、別のプロセススタック
の条件に用いることができ、したがって、プロセススタックにおける非常に大きな変化を
考慮できる。代替的または追加的に、例えば多層オーバレイについて、拡張動作範囲計測
ターゲットに由来するグレーティングのサブセットは、ある層のペアのために用いること
ができる一方で、拡張動作範囲計測ターゲットの別のサブセットは、別の層のペアのため
に用いることができ、したがって、多層オーバレイを可能にする。
【０１３６】
　したがって、非常に大きなプロセススタックの変化がある（例えば、計測ターゲットの
特定のグレーティングの設計ではプロセススタックの変化に適切に対処できない）状況に
おいて、拡張動作範囲計測ターゲットが大幅に異なる設計（全てが妥当なサイズのターゲ
ットに含まれる）を可能にし、プロセススタックの変化が生じたとしても、成功する測定
結果となる確率を高めるであろう。これは、プロセススタックの変化を積極的に予期した
異なる設計の存在により、１回の測定が成功する確率を高めることができるであろう。ま
た、マルチオーバレイ測定の状況において、拡張動作範囲計測ターゲットは、１回の測定
シーケンスにおいて、多層間のオーバレイ測定を可能にする。つまり、ある実施の形態に
おいて、層の複数ペアを１回の測定シーケンスにて測定でき、ある実施の形態において、
層の複数ペアの回折データを同時に検出できる。
【０１３７】
　拡張動作範囲計測ターゲットが異なるデザインのグレーティングを有することで、異な
るデザインのグレーティングのセットを持つ単一の計測ターゲットにより、プロセススタ
ックおよび／または多層体における非常に大きな変化に対処できる。これにより、異なる
個別ターゲットのそれぞれ用に異なるパターニングデバイス（例えばマスク）を生成する
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コストおよび／または測定時間のコストを顕著に低減できる。さらに、比較的小さなサイ
ズの拡張動作範囲計測ターゲットにより、複数の異なる個別ターゲット用のターゲット「
不動産」（つまり、これら個別の層ペアターゲットを収容するためのパターニングデバイ
スのパターン上の利用可能なスペース）のコスト、および、増加する測定回数に起因する
スループットのコストを顕著に低減しうる。そのため、拡張動作範囲計測ターゲットは、
これら複数のターゲットの全てを、複数の個別ターゲットに比べて不動産の視点から十分
に小さく、測定回数の観点からもより好ましい単一のターゲット・クラスタの範囲内にも
たらすことができる。
【０１３８】
　図１３を参照すると、ある実施の形態の拡張動作範囲計測ターゲット８００が示される
。拡張動作範囲計測ターゲット８００は、複数のサブターゲットを備え、この例では、４
個のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８を備える。理解されるであろうよう
に、異なる数のサブターゲットが設けられてもよい。例えば、２個だけのサブターゲット
が設けられてもよい。代わりに、３個、５個、６個、７個、８個などのサブターゲットが
設けられてもよい。ある実施の形態において、各サブターゲット８０２－８０８は、隣接
するサブターゲットからギャップ８２０だけ離れている。ある実施の形態において、ギャ
ップは、２００ｎｍ以上、２５０ｎｍ以上、３５０ｎｍ以上、５００ｎｍ以上、７５０ｎ
ｍ以上または１μｍ以上である。ギャップは、サブターゲットの再構成を容易にしてサブ
ターゲットを個別に特定できるようにする。さらに、ギャップは、あるサブターゲットか
ら別のサブターゲットまで拡がる回折のクロストークを避けるのに役立つかもしれない。
【０１３９】
　各サブターゲットは、周期構造を備える。ある実施の形態において、各サブターゲット
は、少なくとも周期構造のペアを備える。ある実施の形態において、各サブターゲットは
、少なくとも周期構造の二つのペアを備える。ある実施の形態において、サブターゲット
内の周期構造のフィーチャ（例えばライン）は、同じ方向に延びる。ある実施の形態にお
いて、サブターゲットの少なくとも一つの周期構造は、サブターゲットの別の周期構造の
ラインが延びる方向と実質的に直交する方向に延びるラインを有してもよい。ある実施の
形態において、あるサブターゲットの周期構造のフィーチャが延びる方向は、別のサブタ
ーゲットのそれとは異なってもよい。
【０１４０】
　ある実施の形態において、図１３に示されるように、各サブターゲットは、第１方向に
延びるラインを有する第１ペアの周期構造８１０と、第１方向と実質的に直交する第２方
向に延びるラインを有する第２ペアの周期構造８２０とを有する。この例において、各サ
ブターゲット８０２－８０８は、図４のターゲットと全体的に同様のレイアウトを有する
。つまり、各サブターゲットは、Ｘ方向に延びるラインを持ち、反対側の角に配置される
第１ペアのグレーティングと、Ｙ方向に延びるラインを持ち、第１ペアのグレーティング
に対して反対側の角に配置される第２ペアのグレーティングとを有する。しかしながら、
サブターゲットのレイアウトは、図１３に示されるものと異なっていてもよい。例えば、
周期構造の場所が異なってもよい。別の例として、周期構造のあるペアの長さおよび／ま
たは幅は、周期構造の別のペアの長さおよび／または幅とは異なっていてもよい。
【０１４１】
　サブターゲット８０２－８０８は、図４のターゲットと同一の連続する領域内に完全に
または少なくとも部分的に収まることができるようなサイズを有する。例えば、拡張動作
範囲計測ターゲット８００は、２５μｍ×２５μｍ以内、２０μｍ×２０μｍ以内、１６
μｍ×１６μｍ以内、１２μｍ×１２μｍ以内、１０μｍ×１０μｍ以内、または、８μ
ｍ×８μｍ以内の外形寸法を有してもよい。ある実施の形態において、各サブターゲット
の少なくとも一部が基板上の特定サイズの連続領域内に収まる。ある実施の形態において
、複数のサブターゲットの各周期構造は、基板上の特定サイズの連続領域内に収まる。あ
る実施の形態において、この特定サイズは、１０００μｍ２以下、９００μｍ２以下、８
００μｍ２以下、７００μｍ２以下、６００μｍ２以下、５００μｍ２以下、４５０μｍ
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２以下、４００μｍ２以下、３５０μｍ２以下、３００μｍ２以下、２５０μｍ２以下、
２００μｍ２以下、１５０μｍ２以下、または、１００μｍ２以下である。ある実施の形
態において、サブターゲット８０２－８０８の各周期構造は、約３μｍ×３μｍまたは約
４μｍ×４μｍより小さくない。ある実施の形態において、サブターゲット８０２－８０
８の各周期構造は、約９μｍ２または約１６μｍ２より小さくない。
【０１４２】
　ある実施の形態において、各サブターゲットの少なくとも一部は、基板上の測定スポッ
トの領域内（例えば、測定スポットの幅の範囲内）である。ある実施の形態において、複
数のサブターゲットの各周期構造の少なくとも一部は、基板上の測定スポットの領域内（
例えば、測定スポットの幅の範囲内）である。ある実施の形態において、複数のサブター
ゲットの各周期構造は、基板上の測定スポットの領域内（例えば、測定スポットの幅の範
囲内）である。ある実施の形態において、測定スポットは、約３５μｍ以下、約３０μｍ
以下、約２５μｍ以下、約２０μｍ以下、約１５μｍ以下、または、約１０μｍ以下の幅
（例えば直径）を有する。そのため、ある実施の形態において、複数のサブターゲットを
１回の測定シーケンスで測定でき、ある実施の形態において、複数のサブターゲットの回
折データを同時に検出できる。
【０１４３】
　図４のターゲットと同様、複数のサブターゲットは、少なくとも部分的に別の周期構造
の上に重なる（この他の周期構造は、単に分かりやすさのため、図１３に示されない）。
ある実施の形態において、各サブターゲット８０２－８０６は、少なくとも部分的にそれ
ぞれの周期構造の上に重なる。ある実施の形態において、第１の拡張動作範囲計測ターゲ
ット８００は、第２の拡張動作範囲計測ターゲット８００の上に重なる。その場合、第１
の拡張動作範囲計測ターゲット８００の複数のサブターゲット８０２－８０６のそれぞれ
は、第２の拡張動作範囲計測ターゲット８００の複数のサブターゲット８０２－８０６の
それぞれの上に重なるであろう。ある実施の形態において、第１の拡張動作範囲計測ター
ゲット８００がある一つの層内にあり、第２の拡張動作範囲計測ターゲット８００が別の
一つの層内にあってもよい。ある実施の形態において、第１の拡張動作範囲計測ターゲッ
ト８００が一つの層内にあり、第２の拡張動作範囲計測ターゲット８００が異なる層内に
ある複数のサブターゲットのそれぞれを有してもよい。
【０１４４】
　さらに、複数のサブターゲットが単一レイアウト内に形成される場合以外に、（ａ）異
なるプロセス条件および／または（ｂ）多層オーバレイ用の異なる層のペアのために、複
数のサブターゲットのそれぞれが設計される。いいかえれば、ある実施の形態において、
複数のサブターゲットの第１サブターゲット８０２は、複数のサブターゲットの第２サブ
ターゲット８０４と異なるデザインを有する。ある実施の形態において、各サブターゲッ
ト８０２－８０８が異なるデザインを有してもよい。ある実施の形態において、複数のサ
ブターゲットの二以上のサブターゲット８０２，８０８が複数のサブターゲットの二以上
の他のサブターゲット８０４，８０６とは異なるデザインを有してもよい。
【０１４５】
　図１４を参照すると、異なるプロセス条件用に設計された複数のサブターゲットを有す
る（図１３のデザインの）拡張動作範囲計測ターゲット９００，９０２の使用例が示され
る。参照を容易にするため、サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は、図１４
において一列に描かれている。図１３のレイアウトから理解されるであろうように、図１
４のサブターゲット８０６，８０８は、実際には、図１４のサブターゲット８０２，８０
４の「手前側」または「奥側」に配置される。つまり、それぞれ紙面の内側および外側に
配置される。さらに、この実施の形態では、第１の拡張動作範囲計測ターゲット９００が
一つの層にあり、第２の拡張動作範囲計測ターゲット９０２が別の一つの層にある。つま
り、図１４において、第１の拡張動作範囲計測ターゲット９００の各サブターゲット８０
２，８０４，８０６，８０８は上部層にあり、第２の拡張動作範囲計測ターゲット９０２
の各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は（第１の拡張動作範囲計測ターゲ
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ット９００の各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８が少なくとも部分的に第
２の拡張動作範囲計測ターゲット９０２のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０
８のそれぞれの上に重なるように）第１の拡張動作範囲計測ターゲット９００の下の単一
層内にある。
【０１４６】
　図１４の例において、各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は、異なるプ
ロセススタック用に設計される。この例において、サブターゲット８０２は、１００ｎｍ
の第１層９０４および１００ｎｍの第２層９０６を有するプロセススタック用に設計され
、サブターゲット８０４は、１００ｎｍの第１層９０４および１１０ｎｍの第２層９０６
を有する異なるプロセススタック用に設計され、サブターゲット８０６は、１１０ｎｍの
第１層９０４および１１０ｎｍの第２層９０６を有する異なるプロセススタック用に設計
され、サブターゲット８０８は、１２０ｎｍの第１層９０４および１１０ｎｍの第２層９
０６を有するプロセススタック用に設計される。理解されるであろうように、異なるプロ
セススタックの条件は、この例に用いるものと異なってもよい。例えば、プロセス条件は
、層の厚さ以外であることができる。他のプロセス条件は、屈折率、層材料、エッチレー
ト、ベーク温度、露光焦点、露光線量などを含んでもよい。さらに、この実施の形態にお
いて、拡張動作範囲計測ターゲット９００は、その下に重なる関連した拡張動作範囲計測
ターゲット９０２とは異なるように設計される（例えば、図１４において、拡張動作範囲
計測ターゲット９０２のグレーティングラインがセグメント化される一方、拡張動作範囲
計測ターゲット９００ではそうならない）が、拡張動作範囲計測ターゲット９００および
拡張動作範囲計測ターゲット９０２が同一であってもよい。さらに、図１４では４個の異
なるプロセススタックを良好に測定できるが、良好に測定できる可能性を有するであろう
異なる数のプロセススタックが存在してもよい。
【０１４７】
　デザインの差異の観点において、ある実施の形態において、差異とは、少なくとも一つ
のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８と別のサブターゲット８０２，８０４
，８０６，８０８との間の周期構造のピッチの差である。ある実施の形態において、ピッ
チは、１００ｎｍから１０００ｎｍの範囲で選択される。ある実施の形態において、デザ
インの差異とは、少なくとも一つのサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８と別
のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８との間の周期構造のフィーチャ（例え
ばライン）またはスペースの幅の差である。ある実施の形態において、デザインの差異と
は、少なくとも一つのサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８と別のサブターゲ
ット８０２，８０４，８０６，８０８との間の周期構造のフィーチャのセグメント化の差
である。ある実施の形態において、デザインの差異とは、少なくとも一つのサブターゲッ
ト８０２，８０４，８０６，８０８と別のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０
８との間の周期構造のバイアス（例えば量および／または方向）の差である。ある実施の
形態において、バイアスは、１ｎｍから６０ｎｍの範囲で選択される。矢印は、ある実施
の形態のバイアスの方向を描いている。バイアスが必須ではないことが確認されよう。あ
る実施の形態において、デザインの差異とは、重なり合う拡張動作範囲計測ターゲット間
のラインまたはスペースの幅の差（例えば、「上部および下部のＣＤ」の差）であり、例
えば、第１の拡張動作範囲計測ターゲットの少なくとも一つのサブターゲット８０２，８
０４，８０６，８０８のラインまたはスペースの幅が、重なり合う第２の拡張動作範囲計
測ターゲットの少なくとも一つのサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８のライ
ンまたはスペースの幅が異なる。ある実施の形態において、デザインの差異とは、サブタ
ーゲット８０２，８０４，８０６，８０８とそれらに関連する周期構造のレイアウトの差
である。ある実施の形態において、デザインの差異とは、少なくとも一つのサブターゲッ
ト８０２，８０４，８０６，８０８と別のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０
８との間の測定ビームの最適波長の差である。各サブターゲット８０２，８０４，８０６
，８０８について同じ波長の測定レシピが用いられる場合、各サブターゲットで最小の性
能損失を受けるようにサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８が最適化されても
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よい。または、ある実施の形態において、複数のサブターゲットについて複数の波長が用
いられてもよいし、サブターゲットに適用される広帯域波長から複数の波長が分離されて
もよい。
【０１４８】
　そのため、ある実施の形態において、拡張動作範囲計測ターゲット９００，９０２は、
第１の例において、サブターゲット８０２の特徴を有するプロセススタック、つまり、１
００ｎｍの第１層９０４および１００ｎｍの第２層９０６を有するプロセススタックに提
供されうる。したがって、それら拡張動作範囲計測ターゲット９００，９０２の測定がな
されるとき、サブターゲット８０２からの測定結果がプロセススタックにとって良好であ
る一方、サブターゲット８０４，８０６，８０８からの測定結果はそれほど良好でないで
あろう。しかし、便利なことに、同じ拡張動作範囲計測ターゲット９００，９０２は、第
２の例において　サブターゲット８０４の特徴を有するプロセススタック、つまり、１０
０ｎｍの第１層９０４および１１０ｎｍの第２層９０６を有するプロセススタックに提供
されうる。したがって、それら拡張動作範囲計測ターゲット９００，９０２の測定がこの
異なるプロセススタックでなされるとき、サブターゲット８０４からの測定結果がこの場
合のプロセススタックにとって良好である一方、サブターゲット８０２，８０６，８０８
からの測定結果はそれほど良好でないであろう。
【０１４９】
　測定結果が良好であるかを決定するため、一以上の異なる技術が用いられてもよい。例
えば、上述の第１の例において、サブターゲット８０４，８０６，８０８を効果的に測定
できないために、それらのいずれかの測定結果が単純に存在しないかもしれないし、非常
に弱い測定結果が存在するかもしれない。別の例では、残差（例えばオーバレイ残差）を
各サブターゲットについて測定でき、あるサブターゲットについて小さいまたは最小の残
差は、サブターゲットからの測定結果が良好であることを意味しうる。別の例では、同じ
パラメータ（例えばオーバレイ）を別工程により測定しうる。例として、電気的試験がパ
ラメータの値の決定のために実行されてもよく、電気的試験による測定と最も近い値を持
つサブターゲットは、サブターゲットからの測定結果が良好であることを意味しうる。
【０１５０】
　図１５を参照すると、多層オーバレイ用の複数のサブターゲットを有する（図１３のデ
ザインの）拡張動作範囲計測ターゲット１０００，１００２の使用例が示される。参照を
容易にするため、サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は、図１５において一
列に描かれている。図１３のレイアウトから理解されるであろうように、図１５のサブタ
ーゲット８０６，８０８は、実際には、図１５のサブターゲット８０２，８０４の「手前
側」または「奥側」に配置される。つまり、それぞれ紙面の内側および外側に配置される
。さらに、この実施の形態では、第１の拡張動作範囲計測ターゲット９００は、一つの層
にあり、第２の拡張動作範囲計測ターゲット９０２は、異なる層内の複数のサブターゲッ
トのそれぞれを有する。つまり、図１５において、第１の拡張動作範囲計測ターゲット９
００の各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は上部層にあり、第２の拡張動
作範囲計測ターゲット９０２の各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は（第
１の拡張動作範囲計測ターゲット９００の各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８
０８が少なくとも部分的に第２の拡張動作範囲計測ターゲット９０２のサブターゲット８
０２，８０４，８０６，８０８のそれぞれの上に重なるように）第１の拡張動作範囲計測
ターゲット９００の下の異なる層内にある。
【０１５１】
　図１５の例において、各サブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は、異なる層
用に設計される。この例において、サブターゲット８０２は、上部層および層１０１０の
第１の層ペアのオーバレイを測定するために設計され、サブターゲット８０４は、上部層
および層１００８の第２の層ペアのオーバレイを測定するために設計され、サブターゲッ
ト８０６は、上部層および層１００６の第３の層ペアのオーバレイを測定するために設計
され、サブターゲット８０８は、上部層および層１００４の第４の層ペアのオーバレイを
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測定するために設計される。この例の各サブターゲットが異なる層ペアを測定する一方で
、ある実施の形態において、二以上のサブターゲットが第１の層ペアを測定してもよいし
、一以上の他のサブターゲットが第２の層ペアを測定してもよい。さらに、図１５では４
個の異なる層ペアが測定可能であるが、異なる数の層ペアが計測可能であってもよい。
【０１５２】
　この実施の形態において、第１拡張動作範囲計測ターゲット９００の各サブターゲット
８０２，８０４，８０６，８０８は、同一のデザインを有し、第１拡張動作範囲計測ター
ゲット９００のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８は、デザインの観点で、
第２拡張動作範囲計測ターゲット９０２のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０
８と同じである。しかしながら、上述のように、第２拡張動作範囲計測ターゲット９０２
の二以上のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８が異なる層内にある一方、第
１拡張動作範囲計測ターゲット９００の下に依然として重なっている。ある実施の形態に
おいて、第１拡張動作範囲計測ターゲット９００の一以上のサブターゲット８０２，８０
４，８０６，８０８は、第１拡張動作範囲計測ターゲット９００の別の一以上のサブター
ゲット８０２，８０４，８０６，８０８とは異なるデザインを有してもよい。ある実施の
形態において、第１拡張動作範囲計測ターゲット９００の一以上のサブターゲット８０２
，８０４，８０６，８０８は、第２拡張動作範囲計測ターゲット９０２の一以上のサブタ
ーゲット８０２，８０４，８０６，８０８とは異なるデザインを有してもよい。
【０１５３】
　ある実施の形態において、拡張動作範囲計測ターゲットにおける各サブターゲット８０
２，８０４，８０６，８０８の場所に起因して、特定の異なる層ペアのそれぞれについて
のオーバレイを容易に作成できる。さらに、拡張動作範囲計測ターゲットが異なる層ペア
のそれぞれについてサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８を有するため、複数
の異なる層ペアの測定が１回の測定シーケンスで取得されうる。例えば、異なる層ペアの
それぞれの回折情報が１回で撮像される。異なる層ペアで別々に測定されたオーバレイの
値を用いる代わりに、または、これに加えて、サブターゲット８０２，８０４，８０６，
８０８を用いる測定の平均値、中央値または他の統計値をプロセス制御に用いてもよい。
これは、一以上のサブターゲット８０２，８０４，８０６，８０８の小ささに起因した特
定の信頼性に対して懸念がある場合に役立つかもしれない。
【０１５４】
　このように、拡張動作範囲計測ターゲットは、例えばプロセス開発段階および多層オー
バレイ測定における計測ターゲットを用いる新たな手法を切り拓くことができる。先進的
ノード（例えば、困難かつ変動するプロセスおよび／またはマルチパターニング（例えば
ダブルパターニング）用の複数層を伴う）では、デバイス設計者および製造者がプロセス
スタックを動的に変化させており、および／または、複数の層を用いており、計測が機能
することを期待している。拡張動作範囲計測ターゲットは、このように、計測結果に対す
るより多くのプロセス安定性をもたらすことができ、比較的未知のプロセススタックへの
計測を初回で成功させる確率を高めることができる。例えば、測定速度に起因する利益は
、拡張動作範囲計測ターゲットの各サブターゲットの少なくとも一部が測定スポットの領
域内に位置する場合に実現できる。もしそうであれば、拡張動作範囲計測ターゲットは、
例えば、プロセス条件が不明かもしれない場合におけるプロセススタックへの計測を初回
で成功させる可能性を高めることができる。さらに、拡張動作範囲計測ターゲットは、タ
ーゲットの「不動産」、パターニングデバイスの製造および／またはスループットの観点
からコストを低減しつつ、多層の素早い測定を可能にでき、および／または、プロセスス
タックの顕著な変動に対処できる。さらに、拡張動作範囲計測ターゲットは、存在する計
測装置を用いる開発および／または製造場所で用いることができ、センサハードウェアの
変更を必要としないかもしれない。
【０１５５】
　ある実施の形態において、計測ターゲットを設計するシステムおよび方法が提供される
。ある実施の形態において、計測ターゲットは、予想される異なるプロセススタックおよ
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び／または所望の測定に対して適切となるべきである。さらに、計測ターゲットは、典型
的なプロセス変化（これは異なるプロセススタックに由来する顕著な差異とは異なる）を
カバーできるようにすべきである。したがって、ある実施の形態において、計測ターゲッ
トの安定性の確保を助けるような設計手法が用いられる。つまり、計測ターゲット（それ
に関連する周期構造を含む）は、プロセススタック情報を用いる計算および／またはシミ
ュレーションにより計測ターゲットの安定性の確保を助けるように設計されることができ
る。例えば、異なるプロセススタック用の拡張動作範囲計測ターゲットについて、サブタ
ーゲットに関連する特定の異なるプロセススタックに関連して予想される典型的なプロセ
ス変化のために拡張動作範囲計測ターゲットの各サブターゲットの安定性を決定できる。
【０１５６】
　上述のように、提案する計測ターゲットデザインは、それらの適合性および／または実
行可能性を確認するための試験および／またはシミュレーションに依存してもよく、印刷
可能性および検出可能性の双方に起因してもよい。商業的環境において、オーバレイマー
クの良好な検出可能性とは、低い全測定不確かさ及び短い移動－取得－移動時間の組み合
わせであると考えられうる。低速の取得は生産ライン全体のスループットに悪影響を与え
るためである。現代のマイクロ回折に基づくオーバレイターゲット（μＤＢＯ）は、面上
で１０－２０μｍのオーダであり、モニタ基板の文脈で用いられるような４０×１６０μ
ｍ２のターゲットと比べて本質的に低い検出信号を与えるかもしれない。
【０１５７】
　追加的に、いったん上述の基準を満たす計測ターゲットが選択されると、膜厚変化、様
々なエッチバイアス、エッチおよび／または研磨処理により生じる地理的な非対称性とい
った典型的なプロセス変化に対して検出可能性が変化するおそれがあるであろう。したが
って、様々なプロセス変化に対して低い検出可能性変化および低いオーバレイ／アライメ
ント変化を有するターゲットを選択することが役立つかもしれない。同様に、結像される
マイクロ電子デバイスの製造に用いられる具体的な装置のフィンガープリント（印刷特性
であり、例えばレンズ収差を含む）は、一般に、計測ターゲットの結像および製造に影響
を与えるであろう。したがって、計測ターゲットがフィンガープリントの影響に耐性を示
すのを確実にすることが役立つかもしれない。具体的なリソグラフィフィンガープリント
により、いくつかのパターンがより大きい又は小さい影響を受けるであろうからである。
【０１５８】
　したがって、ある実施の形態において、計測ターゲットを設計する方法が提供される。
ある実施の形態において、提案される一以上の計測ターゲットデザインの適合性および／
または実行可能性を確認するために、様々な計測ターゲットをシミュレーションすること
が望ましい。
【０１５９】
　リソグラフィおよび計測ターゲットを含む製造プロセスをシミュレーションするための
システムにおいて、主要な製造システム要素および／またはプロセスは、例えば図１６に
示される様々な機能モジュールにより記述できる。図１６を参照すると、機能モジュール
は、計測ターゲット（および／またはマイクロ電子デバイス）のデザインパターンを定義
する設計レイアウトモジュール１３００；パターニングデバイスパターンをターゲットデ
ザインに基づいてどのようにポリゴンにレイアウトするか定義するパターニングデバイス
レイアウトモジュール１３０２；シミュレーションプロセスの間に利用される画素化され
た連続階調のパターニングデバイスの物理的特性をモデル化するパターニングデバイスモ
デルモジュール１３０４；リソグラフィシステムの光学要素の性能を定義する光学モデル
モジュール１３０６；所定のプロセスに利用されるレジストの性能を定義するレジストモ
デルモジュール１３０８；フォトレジスト現像工程（例えばエッチ）の性能を定義するプ
ロセスモデルモジュール１３１０；計測ターゲットとともに用いられる計測システムの性
能を定義し、その結果、計測システムとともに用いられるときの計測ターゲットの性能を
定義する計測モジュール１３１２を含む。一以上のシミュレーションモジュールの結果、
例えば、予測等高線およびＣＤは、結果モジュール１３１４に与えられる。
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【０１６０】
　照明および投影光学系の特性（ＮＡシグマ（σ）設定および任意の具体的な照明源形状
を含むがこれに限られない）は、光学モデルモジュール１３０６に取得される。ここで、
σ（またはシグマ）は、照明の外側半径範囲である。基板上を被覆するフォトレジスト層
の光学特性（つまり、屈折率、膜厚、伝搬および偏光効果）は、光学モデルモジュール１
３０６の部分として取得されてもよい。一方で、レジストモデルモジュール１３０８は、
例えば基板上に形成されるレジストフィーチャの等高線を予測するために、レジスト露光
、露光後ベーク（ＰＥＢ）および現像の間に生じる化学プロセスを記述する。パターニン
グデバイスモデルモジュール１３０４は、ターゲットデザインフィーチャがパターニング
デバイスのパターンにどのようにレイアウトされるかを取得し、（例えばＵＳ特許番号７
，５８７，７０４に記載されるような）パターニングデバイスの詳細な物理的特性の指標
を含んでもよい。シミュレーションの目的は、例えばエッジ位置やＣＤを正確に予測する
ことであり、したがって、これをターゲットデザインに対して比較することができる。タ
ーゲットデザインは、一般に、プレＯＰＣパターニングデバイスレイアウトとして定義さ
れることができ、ＧＤＳＩＩやＯＡＳＩＳなどの標準化されたデジタルファイルフォーマ
ットに与えられるであろう。
【０１６１】
　一般に、光学モデルおよびレジストモデル間の接続は、レジスト層内でシミュレーショ
ンされる空中像強度であり、これは基板への投影放射、レジスト界面での屈折およびレジ
スト膜積層体内での多重反射により生じる。放射強度分布（空中像強度）は、光子の吸収
により潜在的な「レジスト像」に変換され、これはさらに拡散プロセスおよび様々な負荷
効果により変更される。フルチップ用途に十分に高速な効率的なシミュレーション方法は
、レジスト積層体内の実際の３次元強度分布を２次元空中（およびレジスト）像で近似す
る。
【０１６２】
　したがって、モデル公式は、プロセス全体の既知の物理および化学の（全てではないが
）ほとんどを記述し、各モデルパラメータは、別個の物理的または化学的効果に対応する
ことが好ましい。したがって、このモデル公式は、モデルが製造プロセス全体のシミュレ
ーションにいかにうまく用いることができるかの上限を設定する。しかしながら、いくつ
かの場合、モデルパラメータが測定誤差および読取誤差により不正確であるかもしれず、
システム内に他の不完全性があるかもしれない。モデルパラメータの精密な較正により、
極めて正確なシミュレーションを実行できる。
【０１６３】
　製造プロセスにおいて、様々なプロセスパラメータの変化は、デバイスデザインを忠実
に反映できる適切なターゲットの設計に顕著な影響を及ぼす。このようなプロセスパラメ
ータは、（エッチングまたは現像工程により決定される）側壁角度、（デバイス層または
レジスト層の）屈折率、（デバイス層またはレジスト層の）厚さ、入射する放射の周波数
、エッチング深さ、フロアの傾斜（チルト）、放射源の吸光係数、（レジスト層またはデ
バイス層の）コーティング非対称性、化学機械研磨工程中の浸食変化などを含む。
【０１６４】
　計測ターゲットデザインは、例えば、ターゲット係数（ＴＣ）、スタック感度（ＳＳ）
、オーバレイ影響（ＯＶ）などの様々なパラメータにより特徴付けることができる。スタ
ック感度は、ターゲット（例えばグレーティング）層間の回折に起因して、オーバレイの
変化に対して信号強度がどの程度変化するかの測定結果として理解できる。ターゲット係
数は、測定システムによる光子収集の変化に起因した、特定の測定回数に対する信号対雑
音比の測定結果として理解できる。ある実施の形態において、ターゲット係数は、光子雑
音に対するスタック感度の比率として考えることもできる。つまり、信号（つまり、スタ
ック感度）を光子雑音の測定結果で除算すれば、ターゲット係数を決定しうる。オーバレ
イ影響は、ターゲットデザインの関数としてオーバレイ誤差の変化を測定する。
【０１６５】
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　本書には、例えば計測システムのシミュレーションまたはターゲットの製造工程のシミ
ュレーション（例えば、リソグラフィ工程を用いる計測ターゲットの露光、計測ターゲッ
トの現像、ターゲットのエッチングなどが含まれる）に用いる計測ターゲットデザインを
定義するためのコンピュータに実装される方法が記述される。ある実施の形態において、
ターゲットについての一以上のデザインパラメータ（例えば幾何学的寸法）を特定でき、
さらに一以上のデザインパラメータについて個別の値または値の範囲を特定できる。さら
に、ユーザおよび／またはシステムは、例えばターゲットを必要とするリソグラフィ工程
に基づいて、同一層内または複数層間のいずれかにおいて、一以上の制約が一以上のデザ
インパラメータ（例えば、ピッチおよびスペース幅の関係、ピッチまたはスペース幅の限
界、フィーチャ（例えばライン）幅およびピッチの関係（例えばフィーチャ幅はピッチよ
り小さい）、非対称性パラメータなど）に課されてもよい。ある実施の形態において、個
別の値または範囲が特定されている一以上のデザインパラメータに、または一以上の他の
デザインパラメータに、一以上の制約が課されてもよい。
【０１６６】
　図１７は、ある実施の形態にしたがって計測ターゲットデザインを決定するためのコン
ピュータに実装される方法を概略的に示す。方法は、ブロックＢ１にて、計測ターゲット
の複数のデザインパラメータ（例えば幾何学的寸法）のそれぞれについての値の範囲また
は複数の値を与えることを含む。
【０１６７】
　ある実施の形態において、計測ターゲットデザインシステムのユーザは、一以上のデザ
インパラメータ（例えば幾何学的寸法）を計測ターゲットについて特定しうる。例として
、ユーザは、拡張動作範囲計測ターゲットの必要性を特定し、さらに拡張動作範囲計測タ
ーゲットのサブターゲットの数を特定する。さらに、ある実施の形態において、ユーザは
、一以上の周期構造といった計測ターゲットの一以上のデザインパラメータのそれぞれの
個別の値または値の範囲を特定してもよい。拡張動作範囲計測ターゲットの例として、ユ
ーザは、拡張動作範囲計測ターゲットの一以上のサブターゲットおよびサブターゲットの
一以上の周期構造の一以上のデザインパラメータのそれぞれの個別の値または値の範囲を
特定（例えば選択）してもよい。例えば、ユーザは、計測ターゲットのフィーチャ（例え
ばライン）幅、スペース幅、計測ターゲットのサイズ、ピッチなどの値の範囲またはセッ
トを選択してもよい。ある実施の形態において、計測ターゲットが複数の周期構造（例え
ばグレーティング）またはセグメント化された周期構造（例えばグレーティング）を備え
る場合、他のデザインパラメータ（例えば共通ピッチ）の値の範囲またはセットを選択ま
たは提供してもよい。
【０１６８】
　ある実施の形態において、デザインパラメータは、以下から選択される一以上の幾何学
的寸法を有してもよい：ターゲットの周期構造のピッチ、ターゲットの周期構造フィーチ
ャ（例えばライン）の幅、ターゲットの周期構造のスペース幅、周期構造のフィーチャの
一以上のセグメント化パラメータ（セグメント化の形式に依存するＸおよび／またはＹ方
向のセグメント化ピッチ／フィーチャ幅／スペース幅）。さらに、パラメータが単層また
は複数層（例えば二つの層または二つの層に加えて中間シールド層）について特定されて
もよい。複数層について、それらのピッチが共通してもよい。特定の計測ターゲット（例
えば焦点またはアライメントターゲット）について、他のパラメータが用いられてもよい
。他のデザインパラメータは、以下から選択される一以上のような物理的制約であっても
よい：ターゲット用の計測システムに用いる放射の波長、計測システムに用いる放射の偏
光、計測システムの開口数、ターゲット形式および／またはプロセスパラメータ。ある実
施の形態において、均一および対称ではないパターン、例えば変調されたオーバレイター
ゲットおよび焦点ターゲットが設けられてもよい。したがって、デザインパラメータが特
定方向に変化してもよいし、必ずしも均一でなくてもよい。
【０１６９】
　ブロックＢ２にて、計測ターゲットの一以上のデザインパラメータについて一以上の制
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約が与えられる。選択的に、ユーザが一以上の制約を定義してもよい。制約は、線形代数
の数式である。ある実施の形態において、制約が非線形であってもよい。いくつかの制約
は、他の制約に関連してもよい。例えば、フィーチャ幅、ピッチおよびスペース幅は、三
つのうち任意の二つが既知であれば、三つ目が完全に決定されうるように関連する。
【０１７０】
　ある実施の形態において、ユーザは、計測ターゲットの面積、寸法またはその両方に対
する制約を特定してもよい。拡張動作範囲計測ターゲットについて、ユーザは、サブター
ゲットの数に対する制約を特定してもよい。
【０１７１】
　ある実施の形態において、制約は、計測パラメータ制約であってもよい。例えば、いく
つかの計測システムにおいて、システムの物理が制約を課してもよい。例えば、システム
に用いる放射の波長がターゲットデザインのピッチ、例えば下限を制約してもよい。ある
実施の形態において、波長、ターゲット形式および／または計測システムの開口の関数と
してピッチの制限（上限／下限）がある。制約として用いることのできる物理的な制限は
、以下から選択される一以上を含む：計測システムに用いる放射の波長、計測システムに
用いる放射の偏光、計測システムの開口数および／またはターゲット形式。ある実施の形
態において、制約はプロセスパラメータ制約（例えば、エッチ形式、現像形式、レジスト
形式など）であってもよい。ある実施の形態において、制約は、本書に記載されるような
非対称性パラメータであってもよい。
【０１７２】
　使用される特定のプロセスに依存して、ある実施の形態において、一以上の制約は、あ
る層のデザインパラメータ（例えば幾何学的寸法）と別の層のデザインパラメータ（例え
ば幾何学的寸法）との間の制約に関連してもよい。
【０１７３】
　ブロックＢ３にて、プロセッサにより、方法は、デザインパラメータの解を求め、およ
び／または、デザインパラメータの値の範囲内または複数の値から抽出して選択する。こ
こで、複数の計測ターゲットデザインは、一以上の制約を満たす一以上のデザインパラメ
ータを有する。例えば、解を求めることを含む実施の形態において、一以上の潜在的な計
測ターゲットデザインの解が求められてもよい。つまり、一以上の潜在的な計測デザイン
は、例えば特定の値の解を得るための一以上の同等の制約を用いて許容される値の解を求
めることにより導出されてもよい。例えば、抽出を含む実施の形態において、様々なデザ
インパラメータおよび制約により凸多面体が定義されてもよい。凸多面体の量は、全ての
制約を満たすサンプル計測ターゲットデザインを与える一以上のルールにしたがって抽出
されてもよい。一以上の抽出ルールは、サンプル計測ターゲットデザインに適用されても
よい。
【０１７４】
　しかしながら、このようにして発見される全ての計測ターゲットデザインがプロセス変
化を同等に表すものではないことが留意されよう。このように、ある実施の形態において
、本書に記載される方法を用いて発見される計測ターゲットデザインがブロックＢ４にて
さらにシミュレーションされ、例えば一以上の計測ターゲットデザインの実行可能性およ
び／または適合性が決定されてもよい。シミュレーションされた計測ターゲットデザイン
は、その後、ブロックＢ５にて評価され、例えば主要性能評価指標（ＫＰＩ）または安定
性条件に基づく格付けにより、一以上の計測ターゲットデザインのいずれがプロセス変化
を最良に又はより適切に示すかが特定されてもよい。ブロックＢ６にて、例えば測定のた
めの特定の計測デザインが選択され、使用されてもよい。
【０１７５】
　図１８は、計測、設計および／または製造プロセスの制御の基礎として、性能のモニタ
に計測ターゲットが用いられるプロセスを模式的に示すフローチャートである。ステップ
Ｄ１にて、製品フィーチャおよび本書に記載される一以上の計測ターゲットを製造するた
めに基板が処理される。ステップＤ２にて、リソグラフィ工程パラメータ（例えばオーバ
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レイ）の値が測定され、例えば図６の方法を用いて計算され、選択的に非対称性パラメー
タを用いて補正される。ステップＤ３にて、測定されたリソグラフィ工程パラメータ（例
えばオーバレイ）の値が、計測レシピを更新するために（利用可能でありうる他の情報と
ともに）用いられてもよい。更新された計測レシピは、リソグラフィ工程パラメータの再
測定および／または後続処理される基板上のリソグラフィ工程パラメータの測定に用いら
れる。このようにして、計算されたリソグラフィ工程パラメータの精度が改善される。必
要に応じて、更新プロセスは自動化できる。ステップＤ４にて、リソグラフィ工程パラメ
ータの値は、リソグラフィパターニングステップ、および／または、デバイス製造プロセ
スにおける再加工および／または別基板の処理のための他のプロセスステップを制御する
レシピの更新に用いられる。もう一度述べるが、必要に応じてこの更新は自動化できる。
【０１７６】
　本書に記載する計測ターゲットの実施の形態は、大部分がオーバレイ測定の観点で記述
されているが、本書に記述される計測ターゲットの実施の形態は、リソグラフィ工程パラ
メータの一以上の追加的または代替的な測定に用いられてもよい。例えば、計測ターゲッ
トは、露光線量変化の測定や露光のフォーカス／デフォーカスの測定などに用いられても
よい。
【０１７７】
　上述のターゲット構造は、測定を目的として特に設計および形成された計測ターゲット
であるが、他の実施の形態において、基板上に形成されるデバイスの機能部分であるター
ゲット上で特性が測定されてもよい。多くのデバイスは、グレーティングに類似した規則
的、周期的構造を有する。本書に用いられるターゲットのグレーティングまたは周期構造
の用語は、グレーティングや周期構造が測定の実行のために特に設けられていることを必
要としない。さらに計測ターゲットのピッチＰは、測定ツールの光学システムの分解能に
近いが、リソグラフィ工程により目標部分Ｃに作成される典型的な製品フィーチャの寸法
より非常に大きくてもよい。実際のところ、オーバレイ周期構造のフィーチャおよび／ま
たはスペースは、製品フィーチャの寸法と同様に小さな構造を含むように作成されてもよ
い。
【０１７８】
　基板およびパターニングデバイス上に実現されるターゲットの物理的構造に関連して、
ある実施の形態は、機械に読み取り可能な指令の一以上のシーケンスを含む、および／ま
たは、ターゲットデザインを記述し、基板用にターゲットを設計する方法を記述し、基板
上にターゲットを製造する方法を記述し、基板上のターゲットを測定する方法を記述し、
および／または、リソグラフィ工程についての情報を得るために測定結果を分析する方法
を記述する機能データを含むコンピュータプログラムを含んでもよい。このコンピュータ
プログラムは、例えば図３の装置内のユニットＰＵおよび／または図２の制御ユニットＬ
ＡＣＵで実行されてもよい。このようなコンピュータプログラムが記憶されるデータ記憶
媒体（例えば半導体メモリ、磁気または光学ディスク）が提供されてもよい。例えば図３
に示されるような形式の実在する計測装置がすでに製造および／または使用されている場
合、本発明のある実施の形態は、本書に記載される一以上の方法をプロセッサに実行させ
るための更新されたコンピュータプログラム製品を提供することにより実現可能である。
プログラムは、選択的に、光学システム、基板サポート、および、適切な複数のターゲッ
ト上でリソグラフィ工程のパラメータを測定する方法を実行するための同様のものを制御
するために構成されてもよい。プログラムは、さらなる基板を測定するためのリソグラフ
ィおよび／または計測レシピを更新できる。プログラムは、さらなる基板のパターニング
および処理のためのリソグラフィ装置を（直接的または間接的に）制御するよう構成され
てもよい。
【０１７９】
　本書の実施の形態は、オーバレイを測定する計測ターゲットに注目してきたが、本書の
記載は、適切な変更とともに、例えば、アライメントマークを用いるリソグラフィ装置に
おける基板およびパターニングデバイスのアライメントに適用されてもよい。したがって
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サを用いて直接的に測定されてもよく、その後、アライメントスタックのモデルは、ＫＯ

Ｓと構造的非対称性に起因するアライメントの位置オフセットＸＯＳとの間の倍率の決定
に用いることができる。同様に、アライメント測定のための適切なレシピが決定されても
よい。
【０１８０】
　さらに、本書では、例えば回折次数に由来する強度から重なり合う周囲構造の相対位置
を測定する、回折に基づく計測に関連して実施の形態が記載された。しかしながら、本書
の実施の形態は、必要に応じた適切な変更とともに、例えばターゲットの高品質画像を用
いて層１のターゲット１から層２のターゲット２までの相対位置を測定する、画像に基づ
く計測に適用されてもよい。通常、これらターゲットは、周期構造または「ボックス」（
ボックス・イン・ボックス（ＢｉＢ））である。
【０１８１】
　上記では、光学リソグラフィとの関連で本発明の実施の形態の使用に特に言及している
が、本発明は、インプリントリソグラフィなどの他の用途においても使用可能であり、文
脈上許されれば、光学リソグラフィに限定されないことが理解されよう。インプリントリ
ソグラフィでは、パターニングデバイスの微細構成によって、基板Ｗ上に生成されるパタ
ーンが画定される。パターニングデバイスの微細構成を基板Ｗに設けられたレジストの層
に押しつけ、その後、電磁放射、熱、圧力またはその組合せにより、レジストを硬化する
。レジストを硬化した後、パターニングデバイスＭＡがレジストから除去され、パターン
が残される。
【０１８２】
　本書で用いられる「放射」および「ビーム」の用語は、いかなる種類の電磁的な放射を
包含し、紫外（ＵＶ）放射（例えば、３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ
もしくは１２６ｎｍ、または、その近傍の波長を有する）および極端紫外（ＥＵＶ）放射
（例えば、５－２０ｎｍの範囲の波長を有する）を含むとともに、イオンビームや電子ビ
ームといった粒子ビームをも含む。
【０１８３】
　「レンズ」の用語は、文脈が許される場合において、屈折型、反射型、磁気型、電磁気
型および静電型の光学素子を含む任意の種類の光学素子の任意の一つまたは組み合わせと
称されてもよい。
【０１８４】
　特定の実施の形態の前述の説明は、当業者の範囲内の知識を適用することによって、他
の人が、過度の実験をすることなく、本発明の一般的な考え方から逸脱することなく、そ
のような特定の実施の形態を様々な用途に容易に変更および/または適合させることがで
きる本発明の一般的性質を十分に明らかにするであろう。したがって、そのような適合お
よび変更は、本書に提示された教示および示唆に基づいて、開示された実施の形態の意義
および均等物の範囲内にあることが意図される。本明細書の表現または用語は、本明細書
の用語または表現が教示および指針に照らして当業者によって解釈されるように、限定で
はなく例示による説明のためのものであることが理解されよう。
【０１８５】
　本発明の範囲は、上述の例示的な実施の形態のいずれにも限定されるのではなく、以下
の請求項およびその等価物にしたがってのみ規定されるべきである。
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