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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湾曲面であって、表面張力の排流力が、前記湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に
作用するように湾曲した湾曲面であって、前記方向に沿って曲率半径が連続的に変化する
湾曲面を備える液浸リソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記表面張力の排流力が、前記膜中の液体に対して、液体の膜中の液体を前記方向に移
動させるように重力とともに作用する請求項１に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項３】
　前記湾曲面の幾何形状が、前記方向を投影システムと基板との間に画定された液浸空間
に向けるようなものである請求項１または２に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項４】
　前記湾曲面の前記幾何形状は、前記方向が液体抽出用の開口へ向くような形状である請
求項１または２に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項５】
　前記湾曲面が、液浸液が湾曲面に対して９０°未満、望ましくは７０°未満、より望ま
しくは５０°未満、あるいは最も望ましくは３０°未満の静的接触角を有するものである
請求項１から４のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項６】
　前記湾曲面が、前記液浸リソグラフィ装置のコンポーネントの隅部に、あるいは隅部に
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隣接して配置される請求項１から５のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項７】
　表面張力の排流力が追加面上の液浸液の膜に対して追加の方向に作用するように、湾曲
した、前記追加の方向に曲率半径が縮小する追加面を備える請求項１から６のいずれか一
項に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項８】
　前記湾曲面が、実質的に水平な面と、前記液浸リソグラフィ装置の前記投影システムの
水平面に対してある角度をなす面との間の隅部にある請求項１から７のいずれか一項に記
載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項９】
　前記湾曲面が、前記投影システムの最終エレメントと基板との間の前記液浸空間に液体
を閉じ込める液体閉じ込め構造体上にある請求項１から８のいずれか一項に記載の液浸リ
ソグラフィ装置。
【請求項１０】
　前記湾曲面が、前記投影システムの最終エレメントと基板との間に画定され使用すると
き液浸液が供給される前記液浸空間の縁端部に、あるいはこの縁端部に隣接して存在する
請求項１から９のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１１】
　前記湾曲面が、基板を支持するための基板テーブル上にある請求項１から１０のいずれ
か一項に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１２】
　前記湾曲がＡｄａｍｅｋ湾曲である請求項１から１１のいずれか一項に記載の液浸リソ
グラフィ装置。
【請求項１３】
　投影システムの最終エレメントと基板テーブルおよび／または前記基板テーブルに支持
された基板との間の液浸空間に液体を閉じ込めるように構築および構成された液体閉じ込
め構造体において、湾曲面であって、前記湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に表面
張力の排流力が作用するように湾曲した湾曲面であって、前記方向に沿って曲率半径が連
続的に変化する湾曲面を備える液体閉じ込め構造体。
【請求項１４】
　液浸リソグラフィ装置用の投影システムの最終エレメントにおいて、湾曲面であって、
前記湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に表面張力の排流力が作用するように湾曲し
た湾曲面であって、前記方向に沿って曲率半径が連続的に変化する湾曲面を備える最終エ
レメント。
【請求項１５】
　液浸リソグラフィ装置内に基板を支持するように構成された基板テーブルにおいて、湾
曲面であって、前記湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に表面張力の排流力が作用す
るように湾曲した湾曲面を備える基板テーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[0001]　本発明は、リソグラフィ装置と、デバイスを製造する方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
[0002]　リソグラフィ装置は、基板上に、通常は基板のターゲット部分上に所望のパター
ンを与えるマシンである。リソグラフィ装置は、例えば集積回路（IC）の製造に使用する
ことができる。その場合、マスクまたはレチクルとも呼ばれるパターニングデバイスは、
ＩＣの個々の層上に形成するべき回路パターンを生成するために使用され得る。このパタ
ーンは、基板（例えばシリコンウェーハ）上のターゲット部分（例えばダイの一部、１つ
のダイ、またはいくつかのダイを含む）に転写することができる。パターンの転写は、一
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般に基板上に与えられた放射感応性材料（レジスト）の層上に結像することによって行わ
れる。一般に、単一の基板は、次々とパターニングされる網状の隣接したターゲット部分
を含むことになる。既知のリソグラフィ装置は、ターゲット部分上に全パターンを一度に
露光させることによって各ターゲット部分が照射される、いわゆるステッパと、放射ビー
ムによってパターンを所定方向（「スキャン」方向）にスキャンし、同時に、基板をこの
方向と平行または逆平行に同期してスキャンすることによって、各ターゲット部分が照射
される、いわゆるスキャナとを含む。基板上にパターンをインプリントすることによりパ
ターニングデバイスから基板へパターンを転写することも可能である。
【０００３】
[0003]　投影システムの最終エレメントと基板との間の空間を充填するように、リソグラ
フィ投影装置内の基板を比較的高い屈折率を有する液体、例えば水の中に浸漬することが
提案されている。この液体は望ましくは蒸留水であるが、別の液体を使用することができ
る。本発明の一実施形態が、液体に関して説明される。しかし、特に湿潤性流体、非圧縮
性流体および／または屈折率が空気より高い流体、望ましくは屈折率が水より高い流体と
いった別の流体が適切となることがある。気体以外の流体が特に望まれる。このことの要
点は、露光放射が液体中ではより短い波長を有することになるので、より小さなフィーチ
ャの結像が可能になることである。（液体の効果は、システムの有効な開口数（ＮＡ）が
増加し、焦点深度も増加することと考えることもできる。）懸濁された固体粒子（例えば
石英）を有する水、またはナノ粒子サスペンション（例えば最大寸法が１０ｎｍ以内の粒
子）を有する液体を含む他の液浸液が提案されている。懸濁された粒子の屈折率は、懸濁
している液体の屈折率と同一または類似であってよく、あるいはそうでなくてもよい。適
切であり得る他の液体は、芳香族化合物などの炭化水素、フッ化炭化水素、または水溶液
である。
【０００４】
[0004]　基板または基板および基板テーブルを液体の槽に浸漬すること（例えば米国特許
第４，５０９，８５２号を参照されたい）は、スキャン露光中に加速しなければならない
大量の液体があることを意味する。これには追加のモータまたはより強力なモータが必要
であり、また液体中の乱流が望ましくない影響および予測不能な影響をもたらすことがあ
る。
【０００５】
[0005]　提案された別の機構は、液体閉じ込めシステムを使用して、液体を基板の局所的
領域だけに供給し、かつ投影システムの最終エレメントと基板との間に供給するための液
体供給システムに関するものである（一般に、基板は投影システムの最終エレメントより
大きな表面積を有する）。これを構成するために提案されている１つの方法が、ＰＣＴ特
許出願公開の国際公開第９９／４９５０４号に開示されている。このタイプの機構は、局
所的液浸システムと称されてよい。
【０００６】
[0006]　別の機構に、ＰＣＴ特許出願公開の国際公開第２００５／０６４４０５号に開示
されているような、液浸液が閉じ込められていないオールウェット機構がある。そのよう
なシステムでは、液浸液は閉じ込められていない。基板の頂面全体が液体で覆われる。次
いで、基板の頂面全体が実質的に同一の条件に露光されるので、これは有利であり得る。
これは、基板の温度制御および処理に関して利点を有することができる。国際公開第２０
０５／０６４４０５号では、液体供給システムが、液体を投影システムの最終エレメント
と基板との間の間隙に供給する。その液体は、基板の残りの上に漏れる（または流れる）
ことができる。基板テーブルの縁端部にある障壁が液体の流出を防止し、その結果、制御
されたやり方で液体を基板テーブルの頂面から除去することができる。そのようなシステ
ムは、基板の温度制御および処理を改善するが、液浸液の蒸発が絶え間なく起きる恐れが
ある。その問題を緩和する助けとなる１つのやり方が、米国特許出願公開第２００６／０
１１９８０９号に説明されている。基板をすべての位置で覆う部材が設けられ、この部材
は、液浸液が、この部材と基板および／または基板を保持する基板テーブルの頂面との間
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に広がるように配置される。
【０００７】
[0007]　それぞれが参照によってその全体を本明細書に組み込まれている欧州特許出願公
開第１，４２０，３００号および米国特許出願公開第２００４－０１３６４９４号には、
ツインステージまたはデュアルステージの液浸リソグラフィ装置の概念が開示されている
。そのような装置には、基板を支持するための２つのステージが備わっている。レベリン
グ測定は、ステージが第１の位置にあるとき液浸液なしで行われ、露光は、ステージが第
２の位置にあるとき液浸液の存在下で行われる。あるいは、装置はステージを１つだけ有
する。
【０００８】
[0008]　液浸リソグラフィ装置における基板の露光の後、基板テーブルは、その露光位置
から、基板を除去して別の基板と置き換えることができる位置へ移動される。これは基板
交換として知られている。２つのステージのリソグラフィ装置では、投影システムの下で
テーブルの交換を行うことができる。
【０００９】
[0009]　液浸装置では、液浸液は流体ハンドリングシステムまたは流体ハンドリング装置
によって扱われる。流体ハンドリングシステムは、液浸流体を供給することができ、した
がって流体供給システムである。流体ハンドリングシステムは、少なくとも部分的に流体
を閉じ込めることができ、それによって流体閉じ込めシステムになる。流体ハンドリング
システムは、流体に対して仕切りを設けることができ、それによって仕切り部材である。
そのような仕切り部材は、流体閉じ込め構造体であり得る。流体ハンドリングシステムは
、流体（気体など）の流れを生み出し、または使用し、例えば液体をハンドリングする上
で、例えば液浸流体の流れおよび／または位置を制御する上で助けとすることができる。
気体の流れは、液浸流体を閉じ込めるためのシールを形成することができ、したがって流
体ハンドリング構造体はシール部材と称されることがあり、そのようなシール部材は流体
閉じ込め構造体であり得る。液浸液は液浸流体として用いることができる。その場合、流
体ハンドリングシステムは、液体ハンドリングシステムでよい。流体ハンドリングシステ
ムは、投影システムと基板テーブルとの間に配置することができる。前述の説明に関して
、流体に関して定義された特徴に対するこの段落における言及は、液体に関して定義され
た特徴を含むものと理解され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
[0010]　液浸リソグラフィ装置では、液体の位置の制御が重要である。装置内で液体が占
める空間は、時間に対して一定ではない。これは、冷却速度の変動（例えば蒸発冷却速度
の変動）、流速の変動、振動、液体の損失などの望ましくない影響をもたらすことがある
。これらの１つまたは複数が結像誤差をもたらすことがあるので望ましくない。したがっ
て、液体の位置を可能な限り一定に維持するのが望ましい。（例えば投影システムの下の
基板の運動によって）例えば液浸空間における液浸液の高さが変化すると、投影システム
の最終光学エレメントの側面に対する液浸液のレベルが変化することがある。レベルが下
がると、投影システムの側面に液体の膜が残ることがある。これは、望ましくないことに
、投影システムの最終光学エレメントに熱負荷を加える恐れがある。別の実施例では、抽
出器の開口または通路が、液体で少なくとも部分的に阻止されることがある。これは、ま
ずいことに、例えば不均一な抽出流れをもたらす恐れがある。別の例では、液体が、望ま
しくない位置に集まることがあり、液浸装置における液体の損失をもたらす恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
[0011]　例えば、液浸リソグラフィ装置内の液浸液の位置を制御する上で助けとなる面を
設けるのが望ましい。
【００１２】
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[0012]　一態様によれば、その上の液浸液の膜に対してある方向に表面張力の排流力が作
用するように湾曲した面を備える液浸リソグラフィ装置が提供される。
【００１３】
[0013]　一態様によれば、液体を投影システムの最終エレメントと基板テーブルおよび／
または基板テーブルに支持された基板との間の液浸空間に閉じ込めるように構築および構
成された液体閉じ込め構造体が提供され、この液体閉じ込め構造体は、湾曲面上の液浸液
の膜に対してある方向に表面張力の排流力が作用するように湾曲した湾曲面を備える。
【００１４】
[0014]　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置用の投影システムの最終エレメントが提
供され、この最終エレメントは、湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に表面張力の排
流力が作用するように湾曲した湾曲面を備える。
【００１５】
[0015]　一態様によれば、液浸リソグラフィ装置内に基板を支持するように構成された基
板テーブルが提供され、この基板テーブルは、湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に
表面張力の排流力が作用するように湾曲した湾曲面を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
[0016]　次に、本発明の諸実施形態を、ほんの一例として、対応する参照符号が対応する
部分を示す添付の概略図を参照して説明する。
【００１７】
【図１】[0017]本発明の一実施形態によるリソグラフィ装置を示す図である。
【図２】[0018]リソグラフィ投影装置で使用する液体供給システムを示す図である。
【図３】リソグラフィ投影装置で使用する液体供給システムを示す図である。
【図４】[0019]リソグラフィ投影装置で使用するさらなる液体供給システムを示す図であ
る。
【図５】[0020]リソグラフィ投影装置で使用するさらなる液体供給システムを示す図であ
る。
【図６】[0021]本発明の一実施形態による液体閉じ込め構造体および投影システムの最終
エレメントを示す断面図である。
【図７】[0022]液体の膜に対して、湾曲面がどのように表面張力の排流力を加えるかとい
う原理を示す図である。
【図８】[0023]メニスカスを保持する複数のフィーチャを示す断面図である。
【図９】[0024]本発明の一実施形態による、メニスカスを保持する複数のフィーチャを示
す断面図である。
【図１０】[0025]本発明の一実施形態による、メニスカスを保持する複数のフィーチャを
示す断面図である。
【図１１】[0026]階段状の構造体を示す断面図である。
【図１２】[0027]本発明の一実施形態による階段状の構造体を示す断面図である。
【図１３】[0028]基板の縁端部にある基板テーブルの領域を示す断面図である。
【図１４】[0029]基板の縁端部にある基板テーブルの領域を示す断面図である。
【図１５】[0030]非閉じ込め型液浸リソグラフィ装置における基板テーブルの縁端部を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
[0031]　図１は、本発明の一実施形態によるリソグラフィ装置を概略的に示す。この装置
は、
－　放射ビームＢ（例えばUV放射またはDUV放射）を調節するように構成された照明シス
テム（照明器）ＩＬと、
－　パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するように構成され、いくつかの
パラメータに従ってパターニングデバイスを正確に位置決めするように構成された第１の
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ポジショナＰＭに接続されたサポート構造（例えばマスクテーブル）ＭＴと、
－　基板（例えばレジストコートウェーハ）Ｗを保持するように構成され、いくつかのパ
ラメータに従って基板を正確に位置決めするように構成された第２のポジショナＰＷに接
続された基板テーブル（例えばウェーハテーブル）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のター
ゲット部分Ｃ（例えば１つまたは複数のダイを備える）に投影するように構成された投影
システム（例えば屈折投影レンズシステム）ＰＳとを備える。
【００１９】
[0032]　この照明システムは、放射を導くか、整形するか、または制御するために、屈折
、反射、磁気、電磁気、静電気など様々なタイプの光学コンポーネント、または他のタイ
プの光学コンポーネント、あるいはそれらの任意の組合せを含んでよい。
【００２０】
[0033]　サポート構造ＭＴは、パターニングデバイスを保持する。サポート構造は、パタ
ーニングデバイスの方向、リソグラフィ装置の設計、および例えばパターニングデバイス
が真空環境中に保持されるかどうかなど他の条件によって決まる方法でパターニングデバ
イスを保持する。サポート構造は、パターニングデバイスを保持するために、機械、真空
、静電気、または他のクランプ技法を用いることができる。サポート構造は、例えば必要
に応じて固定にも可動にもすることができるフレームまたはテーブルとすることができる
。サポート構造は、パターニングデバイスが例えば投影システムに対して確実に所望位置
にあるようにすることができる。本明細書における「レチクル」または「マスク」という
用語のいかなる使用も「パターニングデバイス」というより一般的な用語と同義であると
考えることができる。
【００２１】
[0034]　本明細書に使用される用語「パターニングデバイス」は、基板の標的部分内にパ
ターンが生み出されるように、投影ビームにその断面でパターンを与えるために使用する
ことができる任意のデバイスを指すものと広義に解釈されたい。例えばパターンが位相シ
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、放射ビームに与えられた
パターンが、基板のターゲット部分内の所望のパターンと正確に一致しない可能性がある
ことに留意されたい。一般に、放射ビームに与えられたパターンは、集積回路など、ター
ゲット部分に作成されるデバイス内の特定の機能の層に相当することになる。
【００２２】
[0035]　パターニングデバイスは、透過型または反射型とすることができる。パターニン
グデバイスの諸例には、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Ｌ
ＣＤパネルが含まれる。マスクはリソグラフィで周知であり、バイナリ、レベンソン型（
alternating）位相シフトおよびハーフトーン型（attenuated）位相シフトなどのマスク
タイプ、ならびに様々なハイブリッドマスクタイプを含む。プログラマブルミラーアレイ
の一例は、小さな鏡の行列構成を使用し、鏡のそれぞれは、入来放射ビームを様々な方向
で反射するように個別に傾けることができる。傾斜式鏡は、鏡行列によって反射される放
射ビーム内にパターンを与える。
【００２３】
[0036]　本明細書に用いられる用語「投影システム」は、屈折システム、反射システム、
反射屈折システム、磁気システム、電磁気システム、および静電気光学システムあるいは
それらの任意の組合せを含むあらゆるタイプの投影システムを包含し、使用される露光放
射あるいは液浸液の使用または真空の使用など他の要因に適切なものとして、広義に解釈
されたい。本明細書における用語「投影レンズ」のいかなる使用も、より一般的な用語「
投影システム」と同義と見なされてよい。
【００２４】
[0037]　本明細書で記述されるように、装置は透過タイプ（例えば透過型マスクを使用す
るタイプ）である。あるいは、装置は反射タイプ（例えば上記で言及されたプログラマブ
ルミラーアレイを使用するタイプまたは反射性マスクを使用するタイプ）でよい。
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【００２５】
[0038]　リソグラフィ装置は、２つの基板テーブル（デュアルステージ）またはそれより
多い基板テーブル（および／または複数のパターニングデバイステーブル）を有するタイ
プとすることができる。そのような「マルチステージ」機械では、追加のテーブルを並列
に使用することができ、あるいは１つまたは複数の他のテーブルを露光のために使用しな
がら、１つまたは複数のテーブルで準備ステップを実行することができる。
【００２６】
[0039]　図１を参照すると、イルミネータＩＬは放射源ＳＯから放射ビームを受け取る。
例えばこの放射源がエキシマレーザであるとき、放射源とリソグラフィ装置は別個の実体
でよい。そのような例では、放射源がリソグラフィ装置の一部を形成するとは見なされず
、放射ビームは、放射源ＳＯからイルミネータＩＬまで、例えば適切な誘導ミラーおよび
／またはビームエキスパンダを備えるビームデリバリシステムＢＤを用いて通される。他
の例では、例えば放射源が水銀灯であるとき、放射源はリソグラフィ装置の一体型部品で
よい。放射源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
も一緒に、放射システムと呼ばれてよい。
【００２７】
[0040]　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Ａ
Ｄを備えてよい。一般に、イルミネータの瞳面内における強度分布の少なくとも外側およ
び／または内側半径範囲（一般にそれぞれσ-outerおよびσ-innerと呼ばれている）は調
節が可能である。また、イルミネータＩＬは、インテグレータＩＮおよびコンデンサＣＯ
など様々な他のコンポーネントを備えることができる。このイルミネータを使用して、所
望の均一性および強度分布をその断面に有するように放射ビームを調節することができる
。
【００２８】
[0041]　放射ビームＢは、サポート構造（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ってパター
ン付けされる。放射ビームＢはパターニングデバイスＭＡを通過した後、投影システムＰ
Ｓを通過し、投影システムＰＳはビームを基板Ｗのターゲット部分Ｃ上に合焦する。第２
のポジショナ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、
または容量センサ）を用いて、例えば放射ビームＢの経路中に様々なターゲット部分Ｃを
位置決めするように基板テーブルＷＴを正確に移動することができる。同様に、第１のポ
ジショナＰＭおよび別の位置センサ（図１に明確には示されていない）を使用して、例え
ばマスクライブラリからの機械的抽出の後にまたはスキャン中に、パターニングデバイス
ＭＡを放射ビームＢの経路に対して正確に位置決めすることができる。一般に、パターニ
ングデバイスＭＴの移動は、第１のポジショナＰＭの一部を形成するロングストロークモ
ジュール（粗動位置決め）およびショートストロークモジュール（微動位置決め）を使用
して実現することができる。同様に、基板テーブルＷＴの移動は、第２ポジショナＰＷの
一部を形成するロングストロークモジュールおよびショートストロークモジュールを使用
して実現することができる。ステッパの場合（スキャナとは対照的に）、パターニングデ
バイスＭＴはショートストロークアクチュエータのみに接続することができ、または固定
することができる。パターニングデバイスＭＡおよび基板Ｗは、パターニングデバイスア
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を使用して位置合
わせすることができる。図示のような基板アライメントマークは専用のターゲット部分を
占めるが、それらはターゲット部分間の空間に配置することができる（これらはスクライ
ブレーンアライメントマークとして知られている）。同様に、１つよりも多いダイがパタ
ーニングデバイスＭＡ上に設けられている状況では、パターニングデバイスアライメント
マークはダイ間に配置することができる。
【００２９】
[0042]　図示された装置は、以下のモードのうち少なくとも１つで使用され得る。
【００３０】
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[0043]　１．ステップモードでは、パターニングデバイスＭＴおよび基板テーブルＷＴが
本質的に静止したままであり、一方、放射ビームに与えられたパターン全体がターゲット
部分Ｃ上に１回で投影される（すなわち、１回の静止露光）。次いで、基板テーブルＷＴ
がＸおよび／またはＹ方向でシフトされ、その結果、異なるターゲット部分Ｃを露光する
ことができる。ステップモードでは、露光フィールドの最大サイズにより、１回の静止露
光で結像されるターゲット部分Ｃのサイズが制限される。
【００３１】
[0044]　２．スキャンモードでは、放射ビームに与えられたパターンがターゲット部分Ｃ
上に投影されている間に、パターニングデバイスＭＴおよび基板テーブルＷＴが同期して
スキャンされる（すなわち、１回の動的露光）。パターニングデバイスＭＴに対する基板
テーブルＷＴの速度および方向は、投影システムＰＳの（縮小）倍率と像反転特性によっ
て決定される可能性がある。スキャンモードでは、露光フィールドの最大サイズにより、
１回の動的露光におけるターゲット部分の（非スキャン方向での）幅が制限され、一方、
スキャン運動の長さにより、ターゲット部分の（スキャン方向での）高さが決定される。
【００３２】
[0045]　３．その他のモードでは、プログラマブルパターニングデバイスを保持してパタ
ーニングデバイスＭＴが基本的に静止状態に維持され、基板テーブルＷＴが移動またはス
キャンされ、一方、放射ビームに付与されたパターンがターゲット部分Ｃに投影される。
このモードでは、通常、パルス放射源が使用され、スキャン中、基板テーブルＷＴが移動
する毎に、あるいは連続する放射パルスと放射パルスの間に、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、上記で参照したタイプのプロ
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利用しているマス
クレスリソグラフィに容易に適用することができる。
【００３３】
[0046]　前述の各使用モードの組合せおよび／または変種、あるいは全く異なる使用モー
ドもまた使用することができる。
【００３４】
[0047]　投影システムＰＳの最終エレメントと基板との間に液体を供給するための機構は
、３つの一般的なカテゴリに分類することができる。これらは槽タイプの機構であり、い
わゆる局所的液浸システムおよびオールウェット液浸システムである。槽タイプの機構で
は、基板Ｗの実質的に全体および任意選択により基板テーブルＷＴの一部分が、液体の槽
の中に沈んでいる。
【００３５】
[0048]　局所的液浸システムは、液体が基板の局所的領域へのみ供給される液体供給シス
テムを使用する。液体で満たされた空間は、平面図では基板の頂面より小さく、液体で満
たされた領域は、この領域の下で基板Ｗが移動している間中、投影システムＰＳに対して
実質的に静止したままである。図２～図５は、そのようなシステムで使用することができ
る様々な供給デバイスを示す。シーリング機構は、局所的領域に対して液体を封止するた
めに存在する。これを構成するために提案されている１つの方法が、ＰＣＴ特許出願公開
の国際公開第９９／４９５０４号に開示されている。
【００３６】
[0049]　オールウェット機構では、液体は閉じ込められていない。基板の頂面全体および
基板テーブルの全体または一部分が液浸液で覆われている。少なくとも基板を覆う液体の
深さは小さい。液体は、基板上の液体の薄膜などの膜でよい。液浸液は、投影システムの
領域および投影システムに対向する対向面（そのような対向面は基板および／または基板
テーブルの面であり得る）の領域に供給されてよく、あるいはその領域に存在してよい。
図２～図５の給液デバイスのうちの任意のものも、そのようなシステムで使用することが
できる。しかし、シーリング機構が存在しないもの、作動しないもの、通常ほど効率的で
ないもの、またはその他、液体を局所的領域だけに封止するのに効果がないものである。
【００３７】
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[0050]　図２および図３に示されるように、液体は、少なくとも１つの流入口により、基
板に対して、好ましくは基板の最終エレメントに対する移動方向に沿って供給される。液
体は、投影システムの下を通過した後に少なくとも１つの流出口によって除去される。す
なわち、基板がエレメントの下を－Ｘ方向にスキャンされるとき、液体はエレメントの＋
Ｘ側で供給されて－Ｘ側に吸収される。図２は、液体が、流入口を介して供給され、低圧
源に接続された流出口によってエレメントのもう一方の側に吸収される機構を概略的に示
す。図２の説明では、液体は最終エレメントに対する基板の移動方向に沿って供給される
が、必ずしもこの通りでなくてよい。様々な、方向ならびに最終エレメントのまわりに配
置される流入口および流出口の数が可能であり、図３に示された一実施例では、流入口の
両側に流出口がある組の４つが最終エレメントのまわりに規則的パターンで設けられてい
る。図２および図３では、液体の流れ方向が矢印によって示されていることに留意された
い。
【００３８】
[0051]　局所的液体供給システムを有するさらなる液浸リソグラフィの解決策が、図４に
示されている。液体は、投影システムＰＳの両側の２つの溝流入口によって供給され、流
入口の半径方向の外側に配置された複数の個別の流出口によって除去される。流入口は、
その中心に穴を有してプレートに配置され得て、この穴を通して投影ビームが投影される
。液体は、投影システムＰＳの片側の１つの溝流入口によって供給され、投影システムＰ
Ｓのもう一方の側の複数の個別の流出口によって除去され、その結果、投影システムＰＳ
と基板Ｗとの間に液体の薄い膜の流れをもたらす。流入口と流出口との組合せのどちらを
使用するかという選択は、基板Ｗの移動方向次第であり得る（流入口と流出口とのもう一
方の組合せは非活動状態である）。図４では、流体の流れ方向および基板の方向が矢印に
よって示されていることに留意されたい。
【００３９】
[0052]　提案されている別の機構に、投影システムの最終エレメントと基板テーブルとの
間の空間の境界の少なくとも一部分に沿って広がる液体閉じ込め構造体を、液体供給シス
テムに設けるものがある。そのような機構が図５に示されている。
【００４０】
[0053]　図５は、投影システムの最終エレメントと基板テーブルＷＴまたは基板Ｗとの間
の空間の境界の少なくとも一部分に沿って広がる液体閉じ込め構造体１２を有する局所的
液体供給システムすなわち流体ハンドリング構造体を概略的に示す。（以下の本文では、
基板Ｗの面への言及は、別様に明白に述べるのでなければ、基板テーブルの面に加えて、
あるいは基板テーブルの面の代わりに、ということも指すことに留意されたい）。液体閉
じ込め構造体１２は、Ｚ方向（光学軸の方向）のいくらかの相対運動はあり得るが、ＸＹ
平面では投影システムに対して実質的に静止している。一実施形態では、液体閉じ込め構
造体と基板Ｗの面との間にシールが形成され、これはガスシール（ガスシールを有するそ
のようなシステムは欧州特許出願公開第１，４２０，２９８号に開示されている）または
液体シールなどの非接触シールでよい。
【００４１】
[0054]　液体閉じ込め構造体１２は、投影システムＰＬの最終エレメントと基板Ｗとの間
の空間１１内に、液体を少なくとも部分的に含む。基板Ｗに対する非接触シール１６が、
投影システムの結像フィールドのまわりに形成されてよく、その結果、液体が基板Ｗの面
と投影システムＰＬの最終エレメントとの間の空間内に閉じ込められる。投影システムＰ
Ｌの最終エレメントの下に、これを取り囲んで配置された液体閉じ込め構造体１２により
、空間が少なくとも部分的に形成される。液体は、液体注入口１３によって投影システム
の下の液体閉じ込め構造体１２内の空間に導かれる。液体は、液体排出口１３によって除
去することができる。液体閉じ込め構造体１２は、投影システムの最終エレメントの少し
上に広がってよい。液体の緩衝がもたらされるように、液位が最終エレメントの上に上昇
する。一実施形態では、液体閉じ込め構造体１２は内周部を有し、その頂部端は、投影シ
ステムまたはその最終エレメントの形状に精密に一致して例えば円形でよい。最下部では
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、内周部は、結像フィールドの形状に精密に一致して例えば長方形であるが、この通りで
なくてよい。
【００４２】
[0055]　液体は、液体閉じ込め構造体１２の最下部と基板Ｗの面との間に使用中形成され
るガスシール１６によって空間１１内に含まれ得る。ガスシールは、例えば空気または合
成空気であるが、一実施形態ではＮ２または別の不活性ガスである気体によって形成され
る。ガスシール内の気体は、圧力をかけられ、流入口１５を通って液体閉じ込め構造体１
２と基板Ｗとの間の間隙へ供給される。気体は、流出口１４を通って抽出される。液体を
閉じ込める高速の気体流１６が内部に存在するように、気体流入口１５の超過圧力、流出
口１４の真空レベルおよび間隙の幾何形状が構成される。液体閉じ込め構造体１２と基板
Ｗとの間の液体に対する気体の力が、液体を空間１１内に封じ込める。流入口／流出口は
、空間１１を取り囲む環状溝でよい。これらの環状溝は、連続していても不連続でもよい
。気体１６の流れは、空間１１内に液体を封じ込めるのに有効である。そのようなシステ
ムは、米国特許出願公開第２００４－０２０７８２４号に開示されており、参照によって
その全体が本明細書に組み込まれる。別の実施形態では、液体閉じ込め構造体１２にガス
シールがない。
【００４３】
[0056]　図６は、液体供給システムの一部分である液体閉じ込め構造体１２を示す。液体
閉じ込め構造体１２は、投影システムＰＳの最終エレメントの周辺（例えば周囲）のまわ
りに広がる。
【００４４】
[0057]　空間１１を画定する面の複数の開口２０が、液体を空間１１へ供給する。液体は
、空間１１に入る前に、側壁２８、２２のそれぞれの開口２９、２０を通過する。
【００４５】
[0058]　液体閉じ込め構造体１２の最下部と基板Ｗとの間にシールが設けられる。図６で
、シールデバイスは、非接触シールをもたらすように構成され、いくつかのコンポーネン
トで構成されている。投影システムＰＳの光学軸から半径方向の外側に、空間１１の中へ
広がる（任意選択の）流量制御プレート５０が設けられる。液体閉じ込め構造体１２の底
面上の流量制御プレート５０の半径方向の外側に、基板Ｗまたは基板テーブルＷＴと対向
して開口１８０があってよい。開口１８０は、液体を基板Ｗの方向へ供給することができ
る。このことは、結像の間中、基板Ｗと基板テーブルＷＴとの間の間隙を液体で満たすこ
とにより液浸液中の気泡形成を防ぐのに有益であり得る。
【００４６】
[0059]　開口１８０の半径方向の外側に、液体閉じ込め構造体１２と基板Ｗおよび／また
は基板テーブルＷＴとの間から液体を抽出するための抽出器アセンブリ７０があってよい
。抽出器アセンブリ７０は、単相または２相の抽出器として動作することができる。
【００４７】
[0060]　抽出器アセンブリ７０の半径方向の外側に、凹部８０があってよい。凹部８０は
、流入口８２を介して大気に接続される。凹部８０は、流出口８４を介して低圧源に接続
されてよい。凹部８０の半径方向の外側に、気体ナイフ９０があってよい。抽出器アセン
ブリ、凹部および気体ナイフの機構は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれて
いる米国特許出願公開第２００６／０１５８６２７号に詳細に開示されている。
【００４８】
[0061]　抽出器アセンブリ７０は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれている
米国特許出願公開第２００６－００３８９６８号に開示されているものなどの液体除去デ
バイスあるいは抽出器または流入口を備える。一実施形態では、液体除去デバイス７０は
、気体から液体を分離して単一液相の液体抽出法を可能にするのに用いられる多孔性材料
１１０で覆われた流入口を備える。チャンバ１２０内の負圧は、多孔性材料１１０の穴の
中に形成されたメニスカスが、周囲気体が液体除去デバイス７０のチャンバ１２０内へ引
き込まれるのを防止するように選択される。しかし、多孔性材料１１０の面が液体と接触
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するとき、流れを制限するメニスカスはなく、液体は、液体除去デバイス７０のチャンバ
１２０へ自由に流れ込むことができる。
【００４９】
[0062]　多孔性材料１１０は、それぞれが５～５０μｍの範囲の例えば直径などの幅の寸
法を有する多くの小さな穴を有する。多孔性材料１１０は、液体が除去されることになっ
ている面（例えば基板Ｗの面）より上の５０～３００μｍの範囲の高さに維持され得る。
一実施形態では、多孔性材料１１０は少なくともわずかに親液性であり、すなわち液浸液
（例えば水）に対して９０°未満、望ましくは８５°未満、あるいは望ましくは８０°未
満の動的接触角を有する。
【００５０】
[0063]　図６には具体的に示されていないが、液体供給システムは、液体のレベルの変動
に対処する機構を有する。これは、投影システムＰＳと液体閉じ込め構造体１２との間に
蓄積する液体を扱うことができてこぼれないようにするためである。この液体を扱う１つ
のやり方に、疎液性（例えば疎水性）コーティングを設けることがある。コーティングは
、開口を取り囲む液体閉じ込め構造体１２の頂部のまわり、および／または投影システム
ＰＳの最終光学エレメントのまわりに帯を形成することができる。コーティングは、投影
システムＰＳの光学軸の半径方向の外側にあってよい。疎液性（例えば疎水性）コーティ
ングは、空間１１内に液浸液を保つのに役立つ。
【００５１】
[0064]　図５および図６の実施例は、いつでも基板Ｗの頂面の局所的領域にのみ液体が供
給される、いわゆる局所的領域の機構である。気体抵抗の原理を利用する流体ハンドリン
グシステムを含む、他の機構が可能である。いわゆる気体抵抗の原理は、例えば米国特許
出願公開第２００８－０２１２０４６号、および２００８年５月８日出願の米国特許仮出
願第６１／０７１，６２１号に説明されている。そのシステムでは、抽出穴は、望ましく
は隅部を有する形状に構成される。隅部は、ステップおよびスキャンの方向に整列されて
よい。これによって、２つの流出口がスキャン方向に対して垂直に整列している場合と比
較して、ステップまたはスキャンの方向における所与の速度で流体を渡す構造体の面の２
つの開口間のメニスカスに対する力が低減する。本発明の一実施形態は、オールウェット
液浸装置で使用される流体ハンドリング構造体に適用することができる。オールウェット
の実施形態では、例えば投影システムの最終エレメントと基板との間に液体を閉じ込める
閉じ込め構造体から液体が漏れるのを可能にすることにより、流体が基板テーブルの頂面
の全体を覆うことが可能になる。オールウェットの実施形態向けの流体ハンドリング構造
体の一実施例は、２００８年９月２日出願の米国特許仮出願第６１／１３６，３８０号に
見いだすことができる。
【００５２】
[0065]　理解されるように、上記で説明された機構のあらゆるものが、任意の他の機構と
ともに使用することができ、それは本出願でカバーされる明確に説明された組合せのみで
はない。
【００５３】
[0066]　本発明の一実施形態は、湾曲面を利用する。面は、面上の液体の膜に対して表面
張力の排流力が作用するように湾曲する。表面張力の排流力は、重力が作用する方向だけ
でなく、あらゆる方向（例えば重力に対抗する方向）に作用することができる。面の湾曲
は、表面張力の排流力が特定方向（例えば第１の方向）に作用するように選択される。そ
の方向は、表面張力の排流力が液体に対して所望の方向に作用するように選択される。そ
の方向は、垂直成分および／または水平成分を有することができる。湾曲面は、面の排流
を助け、すなわち面を濡れた状態に保つ（例えば特定の面上の液体の膜を維持する）のを
助けるために、表面張力の排流力を生成するのに用いることができる。表面張力の排流力
（drainage force）という用語は、当技術分野で用いられる用語であるが、本発明の一実
施形態では、前述のように、この力は必ずしも液体を「排出する」作用をするわけではな
い。



(12) JP 5058305 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

【００５４】
[0067]　表面張力の排流力は、液体を、フィンの先端からフィンの谷間へと、重力に対し
て垂直な方向へ移動させるのに表面張力の排流力が用いられる凝縮器の凝縮フィンに関連
して研究されている。一旦液体がフィンの谷間に達すると、次いで、重力が、液体を下方
へ除去するように作用する。このようにして、フィンの先端に凝縮した液体の薄膜を、さ
らなる液体が膜上に凝縮するように、フィンの先端から移動することができる。例えばＪ
ｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓによって２００３年７月１１日に出版されたＡｄｒｉ
ａｎ　ＢｅｊａｎおよびＡｌａｎ　Ｄ．　Ｋｒａｕｓによる「Ｈｅａｔ　Ｔｒａｎｓｆｅ
ｒ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」という書籍を参照されたい。
【００５５】
[0068]　「Ｈｅａｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」の第１０章に、表面張力の
排流力が説明されている。要約すると、液体－蒸気の境界面が湾曲していると、境界面の
機械的平衡が確立するように、境界面を横切って圧力差が必ず存在するということである
。液体が大きな表面張力を有し、その表面が小さな曲率半径を有すると、液体と蒸気との
間に大きな圧力差が生じる。表面張力の排流力を誘起することができる基本的湾曲形状は
、その局所的曲率半径が第１の方向で縮小する湾曲である。これは、液体の膜に対して表
面上で第１の方向に作用する表面張力の排流力をもたらすことになる。
【００５６】
[0069]　Ａｄａｍｅｋは、（Adamek, T., 1981, "Bestimmung der Kondensationgroessen
 auf feingewellten Oberflaechen zur Auslegung optimaler Wandprofile," Waerme-und
 Stoffuebertragung, Vol. 15, pp 255-270で）表面張力の排流力が特に高い一連の湾曲
を定義した。それらの湾曲は次式で表され、
【００５７】
【数１】

ここで、κは液体－蒸気の境界面の曲率であり、θｍは凝縮面が曲がる最大角であり、Ｓ

ｍは最大の弧長であり、ζは形状係数であり、ｓは液体－蒸気の境界面に沿った距離であ
る。
【００５８】
[0070]　液体膜排流だけが存在して、この液体膜に対する凝縮がないという簡単なケース
については、各断面を通る液体膜の流れは一定である。排流を最大化するために、液体膜
の厚さは各断面で一定であり、このことは、圧力勾配が一定であることを意味する。液体
膜曲率の勾配に対して、圧力勾配が線形であり、液体膜の厚さが一定であるので、一実施
形態では、壁のプロファイルは、始めから終わりまで直線的に低下する曲率を有すること
ができる。排流の間中、液体膜に対する凝縮がある場合は常に、流れが始めから終わりま
で増加し、最適な排流のためにわずかに異なる壁プロファイルが必要となる。正確に壁プ
ロファイルを求めるために詳細な計算を実行することができる。より速い流れを補償する
ために、端に向かって圧力勾配が増加しなければならない。
【００５９】
[0071]　大きな表面張力の排流力を加えることによって液体の排流を最大化し、かつ液体
膜の層の厚さを最小化するのにＡｄａｍｅｋプロファイルが特に効果的であるので、Ａｄ
ａｍｅｋプロファイルを有する湾曲が望まれる。いわゆるＡｄａｍｅｋプロファイルは、
排流のための最適化がなされたものであり、最小厚さを意味している。
【００６０】
[0072]　図７で、左側のグラフは、形状係数ζが－０．５のＡｄａｍｅｋ形状を有する材
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料（材料は右側にある）の湾曲面を示す。この場合、材料の左側の表面に付着した液体の
膜には、示されるように、表面に沿って下方へ力が加わることになる。右側のグラフは、
表面上の液体の膜の液体中に存在する圧力プロファイルを示す。見ることができるように
、表面の距離に沿って負圧が増加し、これは、図示のように、膜中の液体に対して下方へ
作用する表面張力の排流力をもたらす。これらの力は、重力および膜に作用している可能
性があるあらゆる他の力（例えば、排出されることになる膜中の粘性力による、またはそ
れほどではないにせよ気体の流れによる剪断力）に加えられる。凹状曲面の変化する曲率
は、液体の表面張力により、半径が縮小する方向に液体膜を流れさせる。凸形状に関して
同じことが生じるが、これでは流れが逆方向になるはずである。
【００６１】
[0073]　本発明の一実施形態は、表面張力の排流力がどちらの方向に作用するべきか、と
いうこと次第で、正の湾曲および負の湾曲（凹面および凸面）を両方とも利用する。
【００６２】
[0074]　一実施形態では、第１の表面は、表面張力の排流力が、膜中の液体を第１の方向
に移動させるために、膜中の液体に対して重力とともに作用する方向に作用するような幾
何形状である。例えば、第１の方向は、投影システムＰＳの最終エレメントと基板Ｗとの
間の液浸空間への方向であり得る。一実施形態では、第１の方向は、液体抽出用の開口へ
向かうものである。
【００６３】
[0075]　望ましくは、表面は液浸液に対して親液性に作製される。例えば、液浸液は、第
１の表面に対する静的接触角として、９０°未満、望ましくは７０°未満、より望ましく
は５０°未満、最も望ましくは３０°未満を有することができる。
【００６４】
[0076]　親液性表面を有することの利点は、それによって液体のより薄い膜が表面上に存
在するはずである、ということである。さらに、液体が小滴ではなく膜として湾曲面上に
あると、表面張力の排流力だけが与えられる。表面の親液性を保証することは、湾曲面上
のいかなる液体も、非親液性表面が用いられた場合より膜になりやすい（小滴になりにく
い）ことを意味する。
【００６５】
[0077]　表面の一方の端から他方の端への曲率半径の差がより大きいと、より大きな表面
張力の排流力を生成するので、より優れている。第１の表面の適切な最小曲率半径は１ｍ
ｍ未満であり、望ましくは０．１ｍｍ未満であり、最も望ましくは０．０１ｍｍ未満であ
る。基板テーブルＷＴを製造するのに用いられるセラミックについては、１μｍの最小半
径が達成可能である。光学エレメント（例えば投影システムＰＳの最終エレメント）につ
いては、最小半径はさらに小さくてよく、恐らく０．１μｍである。湾曲面の曲率の最大
半径は、できるだけ大きくする。望ましくは１ｍｍより大きく、より望ましくは１０ｍｍ
より大きく、最も望ましくは１００ｍｍより大きい。第１の表面の適切な全長は、０．０
５ｍｍ～２０ｍｍの範囲、望ましくは０．０５ｍｍ～２ｍｍの範囲、最も望ましくは０．
０５ｍｍ～１ｍｍの範囲から選択される。全長が短いほど表面張力の排流力が大きい。水
の場合、３ｍｍ以内の全長の湾曲面は、重力より大きな表面張力の排流力を加えることが
できる。この湾曲面の上では、表面張力の排流力は、小さいが依然として役に立つことが
できる。局所的曲率半径が最小のところが凹面であれば、湾曲した第１の表面の端にメニ
スカスを保持することが可能であり得る。いくつかの実施形態では、次いで、蒸発によっ
て表面に加えられるあらゆる熱負荷が、少なくとも熱負荷が加えられる位置では実質的に
一定になるように、メニスカスがどこになるかということがより予測可能になるので、こ
れは有利であり得る。
【００６６】
[0078]　第１の表面は、連続的に変化する半径で湾曲しており、この半径は表面に沿った
変位とともに増加する。変位は、垂直成分および／または水平成分を有することができる
。
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【００６７】
[0079]　液体膜の流れ以外には湾曲面上の蒸発または凝縮がない場合、表面の曲率（κ＝
１／半径）は、望ましくはκ＝Ａｓ＋Ｂという式のように長さとともに直線的に変化し、
ここでＡおよびＢは定数である。蒸発または凝縮がある場合、表面の曲率（κ＝１／半径
）は、望ましくはκ＝Ａｓ２＋Ｂｓ＋Ｃという式のように長さとともに２次的に変化し、
ここでＡ、ＢおよびＣは定数である。
【００６８】
[0080]　本発明の一実施形態は、液浸リソグラフィ装置内の液浸液の位置を制御するため
に、表面上の液体の膜に対して表面張力の排流力を誘起する湾曲面を利用する。
【００６９】
[0081]　図６に、本発明の一実施形態の第１の表面が有利であり得る様々な位置が示され
ている。
【００７０】
[0082]　位置２１０は、投影システムＰＳの側面の表面の領域である。位置２１０は、液
体閉じ込め構造体１２と投影システムＰＳとの間に広がる液浸空間１１からの液体のメニ
スカス２００が投影システムＰＳと接触する領域にある。投影システムＰＳの下の基板Ｗ
および／または基板テーブルＷＴの移動が、位置２１０での投影システムＰＳの表面上の
メニスカス２００の位置の変化をもたらすことがある。メニスカス２００の位置が、液浸
空間１１の方へ、例えば下方へ移動するとき、液体の膜が、投影システムＰＳ上に、例え
ば少なくとも位置２１０の領域の一部分の上に残され得る。液体のそのような膜は蒸発す
ることがあり、それによって投影システムＰＳに熱負荷を加える。望ましくは、投影シス
テム上のメニスカス２００の位置は一定である。しかし、投影システムＰＳの表面上のメ
ニスカス２００のいくらかの移動は不可避であり得る。このため、投影システムＰＳ上の
メニスカスの位置が安定していることが望ましい（すなわち、表面に対するメニスカスの
移動ができるだけ小さいように概して同一の領域に配置される）。メニスカスの一定位置
が得られないことを考慮して、表面上に残された液体のいかなる膜も、望ましくはできる
だけ迅速に排出されるのが望ましい。そのため、表面張力の排流力が位置２１０で下方へ
（液浸空間１１の方向へ）作用するように湾曲する湾曲面を形成することは有利である。
【００７１】
[0083]　位置２１０は、投影システムＰＳの最終エレメントなどの液浸空間１１を画定す
る投影システムＰＳの傾いた面の上にあってよい。位置２１０は、使用するとき、メニス
カス２００が投影システムＰＳから液体閉じ込め構造体１２へ広がる投影システムの表面
の領域にある。位置２１０は、液浸空間１１の縁端部にある傾いた面の全長に沿った任意
の位置にあってよい。
【００７２】
[0084]　２００９年４月２２日出願の米国特許仮出願第６１／１７１，７０４号（その全
体が参照によって本明細書に組み込まれている）は、位置２１０に複数の保持機構を有す
るものを説明している。これらは、メニスカス２００の位置の高さ変動を制限するのに役
立つことができる。複数の突部２１１が領域２１０に存在する一実施例が、図８に示され
ている。複数の突部によって形成されたパターンが、例えば傾いた面上で光路を囲んでよ
い。この機構は、領域２１０の表面に形成された複数の凹部２１３でよい。凹部２１３は
、突部２１１と交互に配置されてよい。複数の保持機構は、パターンを形成するように構
成されてよく、均一な配置または不規則な配置でよい。それらは領域２１０の表面の上で
繰り返す一連に配置されてよい。
【００７３】
[0085]　本発明の一実施形態は、図８に示されたものなど複数のメニスカス保持機構に適
用することができる。これは、表面張力の排流力を生成するように湾曲した少なくとも２
つの湾曲面を設けることにより達成される。
【００７４】
[0086]　図９の実施例では、突部２１１の下側面２１４は、液体を、突部２１１の間の凹
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部２１３から下方に突部２１１の外表面上へ排出するのを促進するように湾曲している。
突部２１１の上部面２１２に鋭い隅部が存在し、それによって、その表面でのメニスカス
の保持を助長する。表面２１２および２１４は、凹部２１３または突部２１１の側壁を少
なくとも部分的に画定するものと見なすことができる。したがって、図９には、凹面およ
び凸面の両方の湾曲面がある。一実施形態では、凹部２１３に関して、（図示のように）
凸状曲面は、液浸空間１１から凹状曲面より遠くにあってよく、あるいはその逆でもよい
。凹状曲面および凸状曲面は、それぞれ凹部２１３の側壁を形成する。
【００７５】
[0087]　図１０の実施形態では、突部２１１の上部面２１２は、図９の実施形態と同様に
湾曲している。しかし、突部２１１の下側面２１４は、図９の実施形態に対して反対方向
に湾曲している。したがって、各突部が隅部をもたらし、その上側のポイントおよび下側
のポイントにメニスカスが保持され得る。図１０実施形態では、凹状曲面だけが用いられ
る。他の実施形態と同様に、湾曲面の機構の１つまたは複数の利点には、蒸発が起きる液
体領域が縮小され、液体の保持位置が画定され、したがって、再現可能な蒸発位置および
画定された場所での液体の収集により、液位が経時的に変動するとき、ある期間にわたっ
てより安定した蒸発負荷がもたらされることが含まれる。一実施形態では、凸状曲面だけ
が存在する。
【００７６】
[0088]　図１１は、複数のメニスカス保持機構として使用することができる階段状構造体
を示す。本発明の一実施形態は、図１２に示されたものなどの構造体を形成するために、
そのような階段状構造体に対して適用することができる。湾曲面は互いに隣接して配置さ
れ、それによって、それらの間に隆起部２１５を画定または形成する。各隆起部２１５で
の曲率半径は、メニスカスが隆起部２１５に保持されるように、小さいものである。液体
膜のメニスカスが隆起部２１５の間にあると、湾曲面は、メニスカスがそれに加えられた
力を有するような状態にある。付与力は、液体膜、したがってメニスカスが、次の隆起部
２１５へ向かって下へ移動するように表面張力の排流成分を有する。
【００７７】
[0089]　図９、図１０および図１２は、領域２１０で使用することができる複数のメニス
カス保持機構の実施形態を示すが、必ずしもこの通りでなくてよい。例えば、一実施形態
では、表面張力の排流力を誘起する１つの湾曲面だけが領域２１０に存在するのでもよい
。
【００７８】
[0090]　液体の膜に対して表面張力の排流力を誘起する湾曲面を用いることができる位置
は、位置２２０にある。位置２２０は、投影システムＰＳの隅部にある。位置２２０は、
実質的に水平な面と水平面に対してある角度をなす面との間の隅部にある。液浸液が位置
２２０に達すれば、そこに貼り付くことができる。位置２２０で液浸液に対して表面張力
の排流力を誘起する湾曲面を、この位置２２０に有することは有利である。
【００７９】
[0091]　一実施形態では、投影システムＰＳの最終エレメントの傾いた面の縁端部に、あ
るいはこの縁端部に隣接して位置２３０に湾曲面があってよい。液浸液を縁端部に捕える
ことができ、そのために、液体の膜に対して表面張力の排流力を誘起する湾曲面をこの位
置に設けることは、例えば過度の冷却を避けることによって熱的回復にかかる時間をより
短くするように、装置がドライモードに転換するように設定されて最終エレメントからの
液体の高速排流が望まれるとき、特に有利であり得る。それに加えて、あるいはその代わ
りに、投影システムＰＳの最終エレメントの底面（水平面）の外端上に凸湾曲が設けられ
てよい。これは、液体層が最終エレメントから分離するのを防止するのに役立つ。結果と
して、これは、空間１１内のより大きな液体流量を可能にする。結果として空間１１内に
生じるより高い液体の再生速度によって、擾乱が起きた後に、液体の光学的性質をより高
速で回復することが可能になる。擾乱は、ずれた温度を有して表面が空間１１の下の通る
ような基板Ｗのスキャン移動、または投影ビームによる空間１１内の液体の加熱の結果で
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あり得る。
【００８０】
[0092]　投影システムＰＳ上の位置２２０および２３０に類似の隅部または縁端部を有す
る他のコンポーネントがあり得る。投影システムＰＳ以外のコンポーネントの隅部または
縁端部に表面張力の排流力を誘起する湾曲面を設けることは有利であり得る。一実施形態
では、表面張力の排流力を誘起する湾曲面を、液体閉じ込め構造体１２の頂部の隅部であ
る位置２４０に適用することができる。一実施形態では、液体閉じ込め構造体１２上の位
置２５０は、表面張力の排流力を誘起する湾曲面を設けることが有利であり得る縁端部で
ある。
【００８１】
[0093]　位置２５０は、液体閉じ込め構造体１２の縁端部にあり得る、あるいは縁端部よ
り液浸空間１１に近い液体閉じ込め構造体１２の表面の領域であり得る。位置２５０は、
液浸液のメニスカス２００を配置することができる液体閉じ込め構造体１２の表面の領域
であり得る。位置２５０での液体閉じ込め構造体１２の表面は、縁端部より空間１１の方
へより近い場合、位置２１０での投影システムＰＳの表面に類似の特徴を有してよい。こ
の領域内の位置２５０は、投影システムＰＳ上の位置２１０と類似のやり方で前述のよう
に扱うことができる。それに加えて、あるいはその代わりに、位置２５０は、投影システ
ムＰＳ上の位置２３０と同様に縁端部として扱うことができる。
【００８２】
[0094]　図１３および図１４は、表面張力の排流力を誘起する湾曲面が、基板Ｗを支持す
るように構成された基板テーブルＷＴの表面の一部分である実施形態を示す。基板テーブ
ルＷＴは、例えば基板Ｗが基板テーブルＷＴに支持されたとき、抽出のために基板Ｗの縁
端部のまわりの基板テーブルＷＴの間隙の中へ液浸液を通す１つまたは複数の開口および
／または流出口の通路を有することができる。
【００８３】
[0095]　他のコンポーネントも、そのような開口および／または通路を有することができ
る。例えば、基板交換の間に２つのテーブル間で液浸空間１１を移すために用いられる架
橋面は、面に形成された間隙を有することができる。一実施形態では、間隙の両側の面は
、測定テーブルおよび基板テーブルＷＴであり得る２つのテーブルの表面から形成される
。一実施形態では、架橋面は、基板交換の間中、第１の基板テーブルＷＴおよび第２の基
板テーブルＷＴなどの２つのテーブルの間に配置される橋である。この橋は、架橋面とテ
ーブルの表面との間に形成された間隙を有することができる。
【００８４】
[0096]　間隙は、液浸液を通して抽出するための１つまたは複数の流出口を含むことがで
きる。そのような流出口の開口および／または通路には、同様に、表面張力の排流力を誘
起する湾曲面が備わっていてよい。例えば、２００９年５月２６日出願の米国特許仮出願
第１２／４７２，０９９号（その全体が参照によって本明細書に組み込まれている）を見
ると、間隙の間に流出する液浸液用の流出口の詳細を開示しており、この間隙は、液浸空
間の下、例えば２つの基板テーブルの間および／または基板テーブルと別の基板テーブル
への橋との間を進む。湾曲面上の液体の膜に対して表面張力の排流力を誘起する湾曲面は
、例えば米国特許仮出願第１２／４７２，０９９号で説明された隅部に対して適用され得
る。これらの面は、図１３および図１４に関して以下で説明されるものに類似でよい。こ
れらの流出口に関して説明される湾曲面は、流出口を、液体が除去された状態に維持する
のに役立つ。これは、流出口からの流体（特に気体）の安定した流れを助長するのに有利
であり得る。
【００８５】
[0097]　図１３および図１４は、液浸液を通して抽出するための流出口を示す。流出口３
２０は、基板Ｗの縁端部と基板Ｗが配置されている基板テーブルＷＴの凹部の縁端部との
間の間隙３３０の間に漏れる液体を抽出するように設計されている。
【００８６】
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[0098]　図１３では、流出口３２０は、基板Ｗを支持する基板サポート３００の下に設け
られている。基板サポート３００は、基板テーブルＷＴの一部分である。一実施形態では
、基板サポート３００は、いわゆるピンプルテーブルでよい。流出口３２０の通路３１０
は、基板サポート３００の下を導かれる。基板サポート３００の外端の下側部に湾曲面が
形成される。湾曲面により、湾曲面上にある液体の膜に対して表面張力の排流力が誘起さ
れる。これは、図１３の位置２６０として示されている。したがって、この湾曲面は、流
出口３２０への開口および／または流出口３２０の通路３１０に設けられる。この利点は
、液体が位置２６０を過ぎて滑らかに流れることができることである。そうでなければ、
液体が、基板サポート３００の鋭い外側の下辺に貼り付くことがあり、それによって流出
口３２０を部分的に、または完全に閉塞する。これは、流出口を通る流体の滑らかな流れ
を妨げる恐れがある。結果として、通路３１０を通る不均一な流速（すなわち時間ととも
に変動する流速）が生じることがある。滑らかでない流体抽出流れは、振動および／また
は不均一な冷却効果を有害にもたらすことがある。そのような無制御の現象は、液浸シス
テムでは望ましくない。湾曲面の自動排出機能が、通路３１０内の残留液を低減または除
去するという利点がある。これは、その位置における蒸発量を減少させる。その位置が基
板Ｗに近く、局所的冷却をもたらすことがあるので、その位置での蒸発は特に望ましくな
い。さらに、残留液が通路３１０に残っていると、これが再ウェッティング、気泡発生を
もたらすことがある。したがって、通路３１０内に液体がないときに液体閉じ込め構造体
１２が基板Ｗの縁端部を横切るのが最善である。位置２６０での湾曲面の使用は、この助
けとなり得る。
【００８７】
[0099]　図１４の実施形態は、流出口３２０の別の機構向けのものである。図１４の実施
形態では、流出口３２０は、基板テーブルＷＴの頂面の下に伸びることができる。流出口
３２０の開口部に湾曲面を設けることができる。例えば、湾曲面は、基板サポート３００
の隅部によって形成される開口の位置２７０に設けることができる。その代わりに、ある
いはそれに加えて、例えばポイント２８０で示されるような隅部で流出口の通路３１０に
湾曲面が適用され得る。この機構は、図１３に示された機構と同様に、通路の中への滑ら
かな流れが促進され得るので望ましい。
【００８８】
[0100]　上記で説明されたように、オールウェット液浸システムでは、液体は基板テーブ
ルＷＴの縁端部の上を流れる。２００９年５月８日出願の米国特許仮出願第６１／１７６
，８０２号（その全体が参照によって本明細書に組み込まれている）で説明されているよ
うに、オールウェット液浸リソグラフィ装置の基板テーブルＷＴの縁端部は、縁端部の上
に液浸液の望ましい流れを助長するために湾曲していてよい。基板テーブルＷＴの縁端部
の下面は、まずいことに、液浸液が縁端部から収集ドレインの中へ落下するのではなく、
縁端部に付いているような状態であり得る。したがって、一実施形態では、図１５に示さ
れるように、湾曲面上の液体の膜に対して表面張力の排流力を誘起する湾曲面が、基板テ
ーブルＷＴの下面の外端上の位置２９０に画定されてよい。位置２９０は、基板テーブル
ＷＴの縁端部の近くにあってよい。一実施形態では、位置２９０の少なくとも一部分は基
板テーブルＷＴの下面の一部分であり、また、位置２９０の領域は、基板テーブルＷＴの
縁端部によって部分的に画定され得る。一実施形態では、位置２９０は、湾曲面が位置２
２０、２３０、２７０、２８０にあるように湾曲して形成された表面を有することができ
る。この表面は、１つの湾曲面、または本明細書で図１２に関して説明されているような
複数の湾曲面を有することができる。
【００８９】
[0101]　基板テーブルＷＴの縁端部の上をドレイン２９６の中へ流れる液浸液２９５のい
くらかは、基板テーブルＷＴの下面上に集まることができる。位置２９０の湾曲面は、下
面上の液浸液に加えられた重力に対して追加の力を加えることができ、その結果、液浸液
が下面を離れて移動し、例えば落下し得る。
【００９０】
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[0102]　本文中では、ＩＣ製造時におけるリソグラフィ装置の使用を具体的に参照するこ
とがあるが、本明細書に説明されたリソグラフィ装置が、集積光学システム、磁気ドメイ
ンメモリ用の誘導パターンおよび検出パターン、フラットパネルディスプレイ、液晶ディ
スプレイ（LCD）、薄膜磁気ヘッドなどの製造など、他の用途を有し得ることを理解され
たい。当業者なら、そのような代替用途の文脈では、本明細書における用語「ウェーハ」
または「ダイ」のいかなる使用も、それぞれ、より一般的な用語「基板」または「ターゲ
ット部分」と同義なものと見なしてよいことを理解するであろう。本明細書で言及する基
板は、露光前または露光後に、例えばトラック（一般に基板にレジストの層を与え、露光
したレジストを現像するツール）、メトロロジーツールおよび／またはインスペクション
ツール内で処理されてよい。適用可能であれば、本開示は、そのようなものおよび他の基
板処理ツールに適用されてよい。その上、基板は、例えば多層ＩＣを作成するために複数
回処理されてよく、そのため、本明細書に用いられる用語の基板は、既に複数の処理層を
含む基板も意味してよい。
【００９１】
[0103]　本明細書で用いられる用語「放射」および「ビーム」は、紫外線（UV）放射（例
えば３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍまたは１２６ｎｍの、またはその
くらいの波長を有するもの）を含むすべてのタイプの電磁放射を包含する。用語「レンズ
」は、文脈上可能であれば、屈折性光学コンポーネントおよび反射性光学コンポーネント
を含む様々なタイプの光学コンポーネントの任意のものまたはその組合せを意味してよい
。
【００９２】
[0104]　以上、本発明の特定の実施形態について説明したが、本発明は、説明されている
方法以外の方法で実践することも可能であることは理解されよう。例えば、本発明の実施
形態は、上記で開示した方法を記述した機械読取可能命令の１つまたは複数のシーケンス
を含んだコンピュータプログラムの形態を取ることができ、あるいはこのようなコンピュ
ータプログラムを記憶したデータ記憶媒体（例えば半導体記憶装置、磁気ディスクまたは
光ディスク）の形態を取ることができる。さらに、機械読取可能命令は、複数のコンピュ
ータプログラムで実施することができる。これら複数のコンピュータプログラムは、１つ
または複数の異なるメモリおよび／またはデータ記憶媒体上に記憶することができる。
【００９３】
[0105]　本明細書において説明されているコントローラの各々またはそれらの組合せは、
１つまたは複数のコンピュータプログラムを、リソグラフィ装置の少なくとも１つのコン
ポーネントの中に配置されている１つまたは複数のコンピュータプロセッサによって読み
出すことにより動作することができる。これらのコントローラの各々、あるいはそれらの
組合せは、信号を受け取り、処理し、かつ、送信するのに適した任意の構成を有している
。１つまたは複数のプロセッサは、これらのコントローラのうちの少なくとも１つと通信
するように構成されている。例えば、コントローラの各々は、前述の方法のための機械読
取可能命令を含んだコンピュータプログラムを実行するための１つまたは複数のプロセッ
サを含むことができる。これらのコントローラは、このようなコンピュータプログラムを
記憶するためのデータ記憶媒体および／またはこのような媒体を受け入れるためのハード
ウェアを含むことができる。したがって、１つまたは複数のコンピュータプログラムの機
械読取可能命令に従って１つまたは複数のコントローラを動作させることができる。
【００９４】
[0106]　本発明の１つまたは複数の実施形態は、あらゆる液浸リソグラフィ装置に適用す
ることができ、具体的には、上記で言及したタイプ、ならびに液浸液が、槽の形式で供給
されるもの、基板の局所的な表面領域上にのみ供給されるもの、または閉じ込められてい
ないものに適用することができるが、他を除外するものではない。非閉じ込め型機構では
、液浸液が、基板および／または基板テーブルの表面の上を流れることができ、その結果
、基板テーブルおよび／または基板の遮蔽物がない表面の実質的に全体が濡れる。そのよ
うな非閉じ込め型液浸システムでは、液体供給システムは、液浸流体を閉じ込めなくてよ
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く、あるいは、ある割合の液浸液を閉じ込めるが実質的に完全に閉じ込めるわけではない
閉じ込めを設けてよい。
【００９５】
[0107]　本明細書で企図される液体供給システムは、広義に解釈されるべきである。特定
の実施形態では、この液体供給システムは、投影システムと基板および／または基板テー
ブルとの間の空間に液体を供給する機構または構造体の組合せであり得る。この液体供給
システムは、１つまたは複数の構造体、１つまたは複数の液体開口、１つまたは複数の気
体開口あるいは２相流用の１つまたは複数の開口の組合せを含む１つまたは複数の流体開
口を備えることができる。開口は、それぞれが、液浸空間への流入口（もしくは流体ハン
ドリング構造体からの流出口）または液浸空間からの流出口（もしくは流体ハンドリング
構造体への流入口）であり得る。一実施形態では、空間の表面は基板および／または基板
テーブルの一部分でよく、あるいは空間の表面が完全に基板および／または基板テーブル
の表面を覆ってよく、あるいは空間が基板および／または基板テーブルを包んでよい。こ
の液体供給システムは、液体の、位置、量、質、形状、流速またはその他の特徴を制御す
るために、１つまたは複数のエレメントを任意選択によりさらに含むことができる。
【００９６】
[0108]　一実施形態では、湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に表面張力の排流力が
作用するように湾曲した湾曲面を備える液浸リソグラフィ装置が提供される。
【００９７】
[0109]　表面張力の排流力は、膜中の液体に対して、液体の膜中の液体をその方向に移動
させるように重力とともに作用することができる。湾曲面の幾何形状は、排流力の方向が
、投影システムと基板との間で画定された液浸空間に向かうものでよい。湾曲面の幾何形
状は、排流力の方向が、液体抽出用の開口に向かうものでよい。湾曲面は、液浸液が、湾
曲面に対して９０°未満、望ましくは７０°未満、より望ましくは５０°未満、あるいは
最も望ましくは３０°未満の静的接触角を有するものでよい。湾曲面は、液浸リソグラフ
ィ装置のコンポーネントの隅部に、あるいは隅部に隣接して配置することができる。湾曲
面の最小曲率半径は１ｍｍ未満でよく、望ましくは０．１ｍｍ未満であり、あるいは最も
望ましくは０．０１ｍｍ未満である。その方向における湾曲面の全長は、０．０５ｍｍ～
２０ｍｍの範囲、望ましくは０．０５ｍｍ～２ｍｍの範囲、最も望ましくは０．０５ｍｍ
～１ｍｍの範囲から選択されてよい。
【００９８】
[0110]　液浸リソグラフィ装置は、表面張力の排流力が追加面上の液浸液の膜に対して追
加の方向に作用するように、湾曲した、追加の方向に曲率半径が縮小する追加面をさらに
備えることができる。湾曲面および追加面は、複数のメニスカス保持機構を備えた保持表
面の一部分でよい。湾曲面は凹面でよく、追加面は凸面である。湾曲面および追加面は隣
同士でよく、それらの間に隆起部を形成する。湾曲面および追加面は、少なくとも部分的
に凹部の側壁を画定することができる。
【００９９】
[0111]　湾曲面は、投影システムの最終エレメントの傾いた面上にあってよい。湾曲面は
、実質的に水平な面と、液浸リソグラフィ装置の投影システムの水平面に対してある角度
をなす面との間の隅部にあってよい。湾曲面は、投影システムの最終エレメントの傾いた
面の縁端部にあってよく、あるいはこの縁端部に隣接してあってよい。湾曲面は、投影シ
ステムの最終エレメントと基板との間の液浸空間に液体を閉じ込める液体閉じ込め構造体
上にあってよい。湾曲面は、投影システムの最終エレメントと基板との間に画定され、使
用するとき液浸液が供給される液浸空間の縁端部にあってよく、あるいはこの縁端部に隣
接してあってよい。湾曲面は、基板を支持するための基板テーブル上にあってよい。
【０１００】
[0112]　湾曲面は、液浸液を通して抽出するための開口および／または流出口の通路を少
なくとも部分的に画定することができる。流出口は、基板の縁端部と基板を支持する基板
テーブルとの間の間隙を通過する液浸液用のものでよい。流出口は、基板テーブルの縁端
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部と第２の基板テーブルの縁端部との間の間隙または第１の基板テーブルと第２の基板テ
ーブルとの間の架橋面を通過する液体用の流出口でよい。
【０１０１】
[0113]　液浸装置は、液浸液が、閉じ込められることなく、使用するとき基板テーブル上
に支持された基板の頂面を実質的に覆うオールウェットの装置でよく、基板テーブルの湾
曲面を備えた縁端部の下面の上を、使用するとき液浸液が流れる。湾曲面は、第１の方向
に縮小する局所的曲率半径を有することができる。湾曲はＡｄａｍｅｋ湾曲でよい。
【０１０２】
[0114]　投影システムの最終エレメントと基板テーブルおよび／または基板テーブルに支
持された基板との間の液浸空間に液体を閉じ込めるように構築および構成された液体閉じ
込め構造体が提供される。この液体閉じ込め構造体は、湾曲面上の液浸液の膜に対してあ
る方向に表面張力の排流力が作用するように湾曲した湾曲面を備える。
【０１０３】
[0115]　液浸リソグラフィ装置用の投影システムの最終エレメントが提供される。この最
終エレメントは、湾曲面上の液浸液の膜に対してある方向に表面張力の排流力が作用する
ように湾曲した湾曲面を備える。液浸リソグラフィ装置内に基板を支持するように構成さ
れた基板テーブルが提供される。この基板テーブルは、湾曲面上の液浸液の膜に対してあ
る方向に表面張力の排流力が作用するように湾曲した湾曲面を備える。
【０１０４】
[0116]　以上の説明は、実例による説明を意図したものであり、本発明を限定するもので
はない。したがって、以下で詳述される特許請求の範囲から逸脱することなく、説明され
た本発明に対して修正を加えることができることは当業者には明らかであろう。
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