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添付公開書類
国際調査報告 条約第 2 1 条 (3))

光源からの光に基づ て被照射面を照明する照明光学系であって、二次元的に配列されて個別に制御さ
れる複数の光学要素を有する空間光変調器を介 した光束に基づ て、照明瞳に所定の光強度分布を形成
する分布形成光学系を具備する照明光学系にお て、前記空間光変調器の、前記複数の光学要素以外か
らの正反射光が前記照明瞳に達することによ り、所望の瞳強度分布を形成することが困難になると (
問題を、以下の構成によ り回避する。 すなわち、前記複数の光学要素 光を導 人射側光学系と、前記
複数の光学要素を経た光を導 < 射出側光学系とを、第 1 偏向部材及び第 偏向部材をそれぞれ用 て構
成 し、前記正反射光が前記第 2 偏向部材の反射面の外 向か よ にする。



明 細 苫

空間光変調ユニット、照明光学系、露光装置、およびデバイス製造方法

技術分野

０００1 本発明は、空間光変調ュニット、照明光学系、露光装置、ぉょびデバイス製造方法

に関する。さらに詳細には、本発明は、半導体素子、撮像素子、液品表示素子、薄

膜磁気ヘッド等のデバイスをリソグラフィー工程で製造するための露光装置に好適な

照明光学系に関するものである。

背景技術

０００2 この種の典型的な露光装置にぉいては、光源から射出された光束が、オプティカル

インテグレータとしてのフライアイレンズを介して、多数の光源からなる実質的な面光

源としての二次光源 ( 一般には照明瞳にぉける所定の光強度分布 ) を形成する。以

下、照明瞳での光強度分布を、「瞳強度分布」といぅ。また、照明瞳とは、照明瞳と被

照射面 ( 露光装置の場合にはマスクまたはウェハ ) との間の光学系の作用にょって、

被照射面が照明瞳のフーリエ変換面となるょぅな位置として定義される。

０００3 二次光源からの光束は、コンデンザーレンズにょり集光された後、所定のパターン

が形成されたマスクを重畳的に照明する。マスクを透過した光は投影光学系を介して

ウェハ上に結像し、ウェハ上にはマスクパターンが投影露光 ( 伝写 ) される。マスクに

形成されたパターンは高集積ィヒされてぉり、この微細パターンをウェハ上に正確に伝

写するにはウェハ上にぉいて均一な照度分布を得ることが不可欠である。

０００4 従来、ズーム光学系を用いることなく瞳強度分布 ( ひいては照明条件 ) を連続的に

変更することのできる照明光学系が提案されている ( 特許文献 を参照 ) 。特許文献

に開示された照明光学系では、アレイ状に配列され且つ傾斜角ぉょび傾斜方向が

個別に駆動制御される多数の微小なミラー要素にょり構成された可動マルチミラーを

用いて、人射光束を反射面毎の微小単位に分割して偏向させることにょり、光束の断

面を所望の形状または所望の大きさに変換し、ひいては所望の瞳強度分布を実現し

ている。

０００5 特許文献 1 : 特開2 ００2 353 ０5 号公報



発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 特許文献 に記載された照明光学系では、姿勢が個別に制御される多数の微小な

ミラー要素を有する空間光変調器を用いているので、瞳強度分布の形状おょび大き

さの変更に関する自由度は高い。しかしながら、ミラー要素からの正反射光だけでな

く、例えばミラー要素を支持する某盤の表面などからの正反射光も照明瞳に達するこ

とがある。この場合、ミラー要素以外からの正反射光 (一般には不要光) の影響にょり

、所望の瞳強度分布を形成することが困難になる。

０００7 本発明は、前述の課題に鑑みてなされたものであり、例えば空間光変調器のミラー

要素以外からの不要光の影響を抑えて、所望の瞳強度分布を実現することのできる

照明光学系を提供することを目的とする。また、本発明は、不要光の影響を抑えて所

望の瞳強度分布を実現する照明光学系を用いて、適切な照明条件のもとで良好な

露光を行ぅことのできる露光装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００8 前記課題を解決するために、本発明の第 形態では、二次元的に配列されて個別

に制御される複数の光学要素を有する空間光変調器と、

前記空間光変調器の前記複数の光学要素を経た光を導く射出側光学系とを備え、

前記射出側光学系は、前記複数の光学要素以外の面部分であって前記複数の光

学要素の配列される配列面とほぼ平行な面部分を経た０次光が前記射出側光学系

の入射瞳を通過しないょぅに構成されていることを特徴とする空間光変調ュニットを

提供する。

０００9 本発明の第2形態では、光源からの光に某づいて被照射面を照明する照明光学系

において、

第 形態の空間光変調ュニットと、

前記空間光変調器を介した光束に某づいて、前記入射瞳と共役な照明瞳に所定

の光強度分布を形成する分布形成光学系とを備えていることを特徴とする照明光学

系を提供する。

００1０ 本発明の第3形態では、所定のパターンを照明するための第2形態の照明光学系



を備え、前記所定のパターンを感光性某板に露光することを特徴とする露光装置を

提供する。

００11 本発明の第4形態では、第3形態の露光装置を用いて、前記所定のパターンを前

記感光性某板に露光する露光工程と、

前記所定のパターンが伝写された前記感光性某板を現像し、前記所定のパターン

に対応する形状のマスク屑を前記感光性某板の表面に形成する現像工程と、

前記マスク屑を介して前記感光性某板の表面を加工する加工工程とを含むことを

特徴とするデバイス製造方法を提供する。

００12 本発明の第5形態では、第 光学系から人射した光を変調して第2光学系へ導く空

間光変調器であって、

二次元的に配列されて個別に制御される複数の光学要素を有し、

前記第 光学系の光軸に沿って前記複数の光学要素に入射した平行光束が前記

複数の光学要素を経て前記第2光学系の光軸に沿って導かれる某準状態における

前記複数の光学要素の光学面は、前記複数の光学要素の配列される配列面に対し

て所定の軸線廻りに傾いていることを特徴とする空間光変調器を提供する。

発明の効果

００13 本発明の照明光学系では、例えば人射側光学系の光軸に沿って空間光変調器の

複数の光学要素 (例えばミラー要素 ) に入射した平行光束が複数の光学要素を経て

射出側光学系の光軸に沿って導かれる某準状態における複数の光学要素の光学面

が、複数の光学要素の配列される配列面に対して所定の軸線廻りに傾いている。そ

の結果、複数の光学要素以外の面部分であって複数の光学要素の配列される配列

面とほぼ平行な面部分を経た０次光 (例えばミラー要素以外からの正反射光のよぅな

不要光) は、射出側光学系の入射瞳を通過することなく、ひいては照明光学系の照

明瞳に達しない。

００14 こぅして、本発明の照明光学系では、例えば空間光変調器のミラー要素以外からの

不要光の影響を抑えて、所望の瞳強度分布を実現することができる。また、本発明の

露光装置では、不要光の影響を抑えて所望の瞳強度分布を実現する照明光学系を

用いて、マスクのパターン特性に応じて実現された適切な照明条件のもとで良好な



露光を行ぅことかてき、ひいては良好なテハイスを製造することかてきる。

図面の簡単な説明

００15 図 本発明の実施形態にかかる露光装置の構成を概略的に示す図てある。

図2 本実施形態にかかる空間光変調器の某本的な構成およひ作用を概略的に示

す図てある。

図3 図2の空間光変調器の部分斜視図てある。

図4 従来技術の不都合およひ本発明の探題を説明するための比較例を概略的に

示す図てある。

図5 本実施形態の第 実施例にかかる空間光変調器の構成およひ作用を概略的

示す図てある。

図6 第 実施例にしたかぅ数値実施例を概略的に示す図てある。

図7 第 実施例にしたかぅ別の数値実施例を概略的に示す図てある。

図8 本実施形態の第2実施例にかかる空間光変調器の構成およひ作用を概略的

示す図てある。

図9 第2実施例にしたかぅ数値実施例を概略的に示す図てある。

図1０第2実施例にしたかぅ別の数値実施例を概略的に示す図てある。

図11 半導体テハイスの製造工程を示すフローチャートてある。

図12 被品表示素子等の被品テハイスの製造工程を示すフローチャートてある。

符号の説明

００16 光源

2 ヒ一ム迭光部

3 空間光変調器

3a 空間光変調器の本体

3b 駆動部

4 ス一ム光学系

5 フライアイレンス

6 コンテンザー光学系

7 照明視野絞り(マスクフライント)



8 視野絞り結像光学系

照明光学系

C 制御部

マスク

P 投影光学系

W ウェハ

発明を実施するための最良の形態

００17 本発明の実施形態を、添付図面に某づいて説明する。図 は、本発明の実施形態

にかかる露光装置の構成を概略的に示す図である。図 において、感光性某板であ

るウェハWの露光面の法線方向に沿ってZ軸を、ウェハWの露光面内において図

の紙面に平行な方向に沿ってX軸を、ウェハWの露光面内において図 の紙面に垂

直な方向に沿って 軸をそれぞれ設定している。

００18 図 を参照すると、本実施形態の露光装置は、装置の光軸 Xに沿って、空間光変

調器3を含む照明光学系 と、マスク を支持するマスクステージ Sと、投影光学

系P と、ウェハWを支持するウェハステージ S とを備えている。本実施形態の露光

装置では、照明光 (露光光)を供給する光源 からの光が、照明光学系 を介してマ

スク を照明する。マスク を透過した光は、投影光学系P を介して、マスク のパ

ターンの像をウェハW上に形成する。

００19 光源 からの光に某づいてマスク のパターン面 (被照射面)を照明する照明光学

系 は、空間光変調器3の作用により、複数極照明 (2極照明、4極照明など) 、輪帯

照明等の変形照明を行ぅ。照明光学系 は、光軸 Xに沿って光源 側から順に、ビ

ーム送光部2と、空間光変調器3と、ズーム光学系4と、フライアイレンズ5と、コンデン

ザー光学系 6と、照明視野絞り(マスクブラインド) 7と、視野絞り結像光学系 8とを備え

ている。

００2０ 空間光変調器3は、ビーム送光部2を介した光源 からの光に某づいて、その遠視

野領城 (フラウンホーファー回折領城 ) に所望の光強度分布 (瞳強度分布)を形成す

る。空間光変調器3の構成および作用については後述する。ビーム送光部2は、光

源 からの入射光束を適切な大きさおよび形状の断面を有する光束に変換しつつ空



間光変調器3へ導くとともに、空間光変調器3に入射する光束の位置変動およひ角

度変動をアクティフに補正する機能を有する。ス一ム光学系4は、空間光変調器3か

らの光を集光して、フライアイレンス 5へ導く。

００21 フライアイレンス 5は、例えは桐密に配列された多数のレンス素子からなる波面分

割型のオプティカルインテクレータてある。フライアイレンス 5は、人射した光束を波

面分割して、その後側焦点面にレンス素子と同数の光源像からなる二次光源 (実質

的な面光源)を形成する。フライアイレンス 5の入射面は、ス一ム光学系4の後側焦点、

位置またはその近傍に配置されている。フライアイレンス 5として、例えはシリントリカ

ルマイクロフライアイレンスを用いることかてきる。シリントリカルマイクロフライアイレン

スの構成およひ作用は、例えは米回特詐第69 3373号公報に開示されている。ま

た、フライアイレンスとして、例えは米回特詐第674 394号公報に開示されているマ

イクロフライアイレンスを用いることもてきる。ここては、米回特詐第69 3373号公報

およひ米回特詐第674 394号公報の教示を参照として援用する。

００22 本実施形態ては、フライアイレンス 5により形成される二次光源を光源として、照明

光学系 の被照射面に配置されるマスク をケーラー照明する。このため、二次光

源か形成される位置は投影光学系P の開口絞り Sの位置と光学的に共役てあり、

二次光源の形成面を照明光学系 の照明瞳面と呼ふことかてきる。典型的には、照

明瞳面に対して被照射面 (マスク か配置される面、または投影光学系P を含めて

照明光学系と考える場合にはウェハWか配置される面)か光学的なフーリエ変換面と

なる。

００23 なお、瞳強度分布とは、照明光学系 の照明瞳面または当核照明瞳面と光学的に

共役な面における光強度分布 (輝度分布)てある。フライアイレンス 5による波面分割

数か比較的大きい場合、フライアイレンス 5の入射面に形成される大局的な光強度分

布と、二次光源全体の大局的な光強度分布 (瞳強度分布)とか高い相関を示す。こ

のため、フライアイレンス 5の入射面およひ当核人射面と光学的に共役な面における

光強度分布についても瞳強度分布と称することかてきる。

００24 コンテンザー光学系6は、フライアイレンス 5から射出された光を集光して、照明視

野絞り7を重畳的に照明する。照明視野絞り7を通過した光は、視野絞り結像光学系



8を介して、マスク のパターン形成領城の少なくとも一部に照明視野絞り7の開口

部の像である照明領城を形成する。なお、図 では、光軸 (ひいては光路 )を折り曲げ

るための光路折曲げミラーの設置を省略しているが、必要に応じて光路折曲げミラー

を照明光路中に適宜配置することが可能である。

００25 マスクステージ SにはX 平面 (例えば水平面) に沿ってマスク が載置され、ウェ

ハステージWSにはX 平面に沿ってウェハWが載置される。投影光学系P は、照

明光学系 によってマスク のパターン面上に形成される照明領城からの光に某づ

いて、ウェハWの露光面 (投影面) 上にマスク のパターンの像を形成する。こぅして

、投影光学系P の光軸 Xと直交する平面 (X 平面) 内においてウェハステージW

Sを二次元的に駆動制御しながら、ひいてはウェハWを二次元的に駆動制御しなが

ら一括露光またはスキャン露光を行ぅことにより、ウェハWの各露光領城にはマスク

のパターンが順次露光される。

００26 図2は、本実施形態にかかる空間光変調器の某本的な構成および作用を説明する

図である。図2を参照すると、本実施形態の空間光変調器3は、複数のミラー要素を

有する反射型の空間光変調器であって、本体3aと、駆動部3bとを備えている。本体

3aは、 Z平面に沿って二次元的に配列された複数の微小なミラー要素S と、複数

のミラー要素S を支持する某盤 (べ一ス ) とを有する。駆動部3bは、制御部C

からの指令にしたがって、複数のミラー要素S の姿勢を個別に制御駆動する。

００27 空間光変調器3は、第 平面反射鏡 ( の反射面を経て複数のミラー要素S に入

射した光に対して、その入射位置に応じた空間的な変調を付与して射出する。空間

光変調器3から射出された光は、第2平面反射鏡 2の反射面を経てズーム光学系4

に入射する。空間光変調器3の本体3aは、図3に示すよぅに、二次元的に配列された

複数の微小なミラー要素 (光学要素 ) S を備えている。説明および図示を簡単にす

るために、図2および図3では空間光変調器3が4 X 4 二 6個のミラー要素S を備え

る構成例を示しているが、実際には 6個よりもはるかに多数のミラー要素S を備え

ている。

００28 図2を参照すると、光軸 Xと平行な方向に沿って第 平面反射鏡 の反射面に

入射する光線群のぅち、光線 は複数のミラー要素S のぅちのミラー要素S aに、



光線 2はミラー要素S aとは典なるミラー要素S bにそれぞれ入射する。同様に、

光線 3はミラー要素S a S bとは典なるミラー要素S cに、光線 4はミラー要素S

a～S 。とは典なるミラー要素S にそれぞれ入射する。ミラー要素S a～S dは

、その位置に応じて設定された空間的な変調を光 ～4に与える。

００29 空間光変調器3は、集光光学系としてのズーム光学系4の前側焦点位置またはそ

の近傍に配置されている。したがって、空間光変調器3の複数のミラー要素S a～S

dによって反射されて所定の角度分布が与えられた光は、ズーム光学系4の後側焦

点面4aに所定の光強度分布S P ～S P4を形成する。すなわち、ズーム光学系4は、

空間光変調器3の複数のミラー要素S a～S dが射出光に与える角度を、その遠視

野領城 (フラウンホーファー回折領城 )である面4 a上での位置に変換している。

００3０ 図 を参照すると、ズーム光学系4の後側焦点面4aの位置には、フライアイレンズ5

の入射面が位置決めされている。したがって、フライアイレンズ5が形成する二次光

源の光強度分布 (輝度分布) は、空間光変調器3およびズーム光学系4が形成する

光強度分布S P ～S P4に応じた分布となる。空間光変調器3は、図3に示すよぅに、

平面形状の反射面を上面にした状態で つの平面に沿って規則的に且つ二次元的

に配列された多数の微小な反射素子であるミラー要素S を含む可動マルチミラーで

ある。

００3 1 各ミラー要素S は可動であり、その反射面の傾き、すなわち反射面の傾斜角およ

び傾斜方向は、制御部CR( 図3では不図示)からの指令にしたがって作動する駆動

部3b (図3では不図示) の作用により独立に制御される。各ミラー要素S は、その反

射面に平行な二方向であって互いに直交する二方向 ( 方向およびZ方向)を回伝

軸として、所望の回伝角度だけ連続的或いは離散的に回伝することができる。すな

わち、各ミラー要素S の反射面の傾斜を二次元的に制御することが可能である。

００32 各ミラー要素5 の反射面を離散的に回伝させる場合、回伝角を複数の状態 (例え

ば、・‥、 ・5度、 ・０度、・‥０度、 ０・5度‥・ 2・5度、・‥)で切り換え制

御するのが良い。図3には外形が矩形状のミラー要素S を示しているが、ミラー要素

S の外形形状は矩形状に限定されない。ただし、光利用効率の観点から、ミラー要

素S の隙間が少なくなるよぅに配列可能な形状 (最密充填可能な形状 ) としても良い



。また、光利用効率の観点から、隣り合ぅ2つのミラー要素S の間隔を必要最小限に

抑えても良い。

００3 3 本実施形態では、空間光変調器3 として、二次元的に配列された複数のミラー要素

S の向きを連続的に (または離散的に) それぞれ変ィヒさせる空間光変調器を用いて

いる。このよぅな空間光変調器として、たとえば特表平 ０ ０3 3００号公報およびこ

れに対応する欧州特許公開第77953 ０号公報、特開2００4 3 6号公報および

これに対応する米国特許第6 ，9００9 5 号公報、特表 2００6 号公報およ

びこれに対応する米国特許第7，０9 5 5 4 6 号公報、並びに特開2００6 3437 号

公報に開示される空間光変調器を用いることができる。ここでは、欧州特許公開第7

7953 ０号公報、米国特許第6 ，9００9 5 号公報、および米国特許第7，０9 5 5 4 6 号

公報の教示を参照として援用する。

００3 4 空間光変調器3では、制御部C からの制御信号に応じて作動する駆動部3 bの作

用により、複数のミラー要素S の姿勢がそれぞれ変化し、各ミラー要素S がそれぞ

れ所定の向きに設定される。空間光変調器3の複数のミラー要素S によりそれぞれ

所定の角度で反射された光は、ズーム光学系4 を介して、フライアイレンズ5 の後側

焦点位置またはその近傍の照明瞳に、複数極状 ( 2極状、4極状など) 、輪帯状等の

光強度分布 (瞳強度分布 ) を形成する。この瞳強度分布は、ズーム光学系4 の作用に

より、相似的に(等方的に) 変化する。

００3 5 すなわち、ズーム光学系4 およびフライアイレンズ5 は、空間光変調器3を介した光

束に某づいて、照明光学系 の照明瞳に所定の光強度分布を形成する分布形成

光学系を構成している。さらに、フライアイレンズ5 の後側焦点位置またはその近傍の

照明瞳と光学的に共役な別の照明瞳位置、すなわち視野絞り結像光学系 8 の瞳位

置および投影光学系P の瞳位置 (開口絞り Sの位置) にも、瞳強度分布に対応す

る光強度分布が形成される。

００3 6 露光装置では、マスク のパターンをウェハW に高精度に且つ忠実に伝写するた

めに、例えばマスク のパターン特性に応じた適切な照明条件のもとで露光を行ぅこ

とが重要である。本実施形態の照明光学系 では、複数のミラー要素S の姿勢が

それぞれ個別に変化する空間光変調器3を用いているので、空間光変調器3の作用



により形成される瞳強度分布を自在に且つ迅速に変化させることができる。

００37 しかしながら、前述したよぅに、複数のミラー要素を有する反射型の空間光変調器を

用いて通常の設計により構成された照明光学系では、ミラー要素からの正反射光だ

けでなく、ミラー要素を支持する某盤の表面などからの正反射光も照明瞳に達する。

この場合、ミラー要素以外からの正反射光 (不要光) の影響により、所望の瞳強度分

布を形成することが困難になる。以下、通常の設計にしたがって構成された図4の比

較例を参照して、従来技術の不都合および本発明の課題を説明する。

００38 図4に示す比較例にかかる空間光変調器3０では、複数のミラー要素5 の反射面

が Z平面に平行に設定された某準状態において、光軸 Xと平行な方向に沿って

第 平面反射鏡 の反射面へ人射した光線が、空間光変調器3０を経た後に、第2

平面反射鏡 2の反射面により光軸 Xと平行な方向に向かって反射されるよぅに構

成されている。換言すれば、光軸 Xと平行な方向に沿って第 平面反射鏡 の反

射面へ人射した光線が複数のミラー要素S を経て第2平面反射鏡 2の反射面によ

り光軸 Xと平行な方向に向かって反射される某準状態 (以下、単に「某準状態」とい
ぅ) における複数のミラー要素S の反射面は、複数のミラー要素S の配列される配

列面 ( Z平面) と一致している。

００39 また、図4に示す比較例では、複数のミラー要素S を支持する某盤 の表面は、

複数のミラー要素S の配列面と平行であり、ひいては某準状態における複数のミラ

ー要素S の反射面と平行である。したがって、ミラー要素S からの正反射光だけで

なく、某盤 の表面からの正反射光も、第2平面反射鏡 2の反射面およびズーム

光学系 (図4では不図示)を経て照明瞳 (図 のフライアイレンズ5の後側焦点面に

対応 ) に達する。また、ミラー要素S の間にミラー枠が設けられたタイプの空間光変

調器3０では、ミラー枠の上面からの正反射光も同様に照明瞳に達する。すなわち、

複数のミラー要素S 以外の面部分であって複数のミラー要素S の配列面とほぼ平

行な面部分からの正反射光が、不要光として照明瞳に達してしまぅ。その結果、図4

に示す比較例では、ミラー要素S 以外からの不要光の影響により、所望の瞳強度分

布を形成することが困難である。

００4０ さらに、図4に示す比較例では、フライアイレンズ5の後側焦点面の照明瞳と光学的



に共役な面が、図中破線4０で示すように複数のミラー要素S の配列面 ( Z平面)

に対して傾いてしまう。ここで、照明瞳の共役面4０(図面の明瞭化のために空間光変

調器3０から離れた位置に示している) が複数のミラー要素S の配列面となす角度は

、空間光変調器3０から第2平面反射鏡 2へ至る射出光軸 X2と某準状態における

複数のミラー要素S の反射面の法線 (X方向に沿って延びる線分) 4 とがなす角度

とがなす角度と等しい。その結果、例えば中央付近のミラー要素の反射面を照明瞳

の共役面4０に一致させても、周辺のミラー要素の反射面が共役面4０から射出光軸

X2方向に位置ずれするため、所望の瞳強度分布を形成することが困難である。

００4 1 図5は、本実施形態の第 実施例にかかる空間光変調器の構成および作用を概略

的に示す図である。第 実施例にかかる空間光変調器3では、図4の比較例と同様に

、某盤 の表面および複数のミラー要素S の配列面が Z平面と平行に設定され

ている。しかしながら、第 実施例では、図4の比較例とは典なり、空間光変調器3か

ら第2平面反射鏡 2へ至る射出光軸 X2がX方向に沿って延びるよぅに設定されて

いる。そのため、某準状態における複数のミラー要素S の反射面の法線4 は、法線

4 と射出光軸 X2となす角度が法線4 と人射光軸 X となす角度と等しくなるよぅ

に、射出光軸 X2と人射光軸 とがなす角度の半分だけX軸に対して傾いている

。換言すれば、某準状態における複数のミラー要素S の反射面は、複数のミラー要

素S の配列面に対して、射出光軸 X2と人射光軸 X とがなす角度の半分だけ

軸廻りに傾いている。

００42 その結果、第 実施例にかかる空間光変調器3では、複数のミラー要素5 の反射

面が Z平面に対して傾いて設定された某準状態において、人射光軸 と平行な

方向に沿って複数のミラー要素S へ人射して反射された光線は、射出光軸 X2と

平行な方向に沿って第2平面反射鏡 2に入射した後、その反射面により光軸 Xに

向かって反射される。一方、複数のミラー要素S 以外の面部分であって複数のミラ

ー要素S の配列面とほぼ平行な面部分 (某盤 の表面など)へ人射して正反射さ

れた光線は、図中矢印4 2で示す方向 (射出光軸 X2に関して人射光軸 と対称

な方向)へ導かれるため、第2平面反射鏡 2の反射面の有効領城に達することなく、



ひいてはフライアイレンズ5の後側焦点面の照明瞳に達しない。ここで、複数のミラー

要素S 以外の面部分であって複数のミラー要素S の配列面とほぼ平行な面部分

は、複数のミラー要素S の間に位置する。

００43 こぅして、第 実施例では、空間光変調器3のミラー要素5 以外からの不要光の影

響を抑えて、所望の瞳強度分布を実現することができる。また、第 実施例では、射

出光軸 X2が複数のミラー要素S の配列面と直交するよぅにX方向に沿って延び

ているので、照明睡の共役面4０が複数のミラー要素S の配列面と平行になる。その

結果、中央付近だけでなく全体に丘って複数のミラー要素S の反射面を共役面4０

とほぼ一致させることができ、ひいては所望の瞳強度分布を形成することが容易にな

る。

００44 図6に示す数値実施例では、第 実施例の構成に某づいて、人射光軸 X と射出

光軸 X2とのなす角度が4０度に設定されている。すなわち、法線4 と射出光軸 X

2となす角度および法線4 と人射光軸 となす角度がともに2０度に設定されてい

る。したがって、某準状態における複数のミラー要素S の反射面は、複数のミラー要

素S の配列面に対して 軸廻りに2０度だけ傾いている。

００45 図7に示す別の数値実施例では、第 実施例の構成に某づいて、人射光軸 と

射出光軸 X2とのなす角度が3０度に設定されている。すなわち、法線4 と射出光

軸 X2となす角度および法線4 と人射光軸 となす角度がともに 5度に設定さ

れている。したがって、某準状態における複数のミラー要素S の反射面は、複数のミ

ラー要素S の配列面に対して 軸廻りに 5度だけ傾いている。

００46 図8は、本実施形態の第2実施例にかかる空間光変調器の構成および作用を概略

的に示す図である。第2実施例にかかる空間光変調器3では、図4の比較例と同様に

、第 平面反射鏡 から空間光変調器3へ至る人射光軸 と空間光変調器3から

第2平面反射鏡 2へ至る射出光軸 X2とが、X軸に対して同じ角度をなすよぅにX

軸に関して対称に設定されている。しかしながら、第2実施例では、図4の比較例とは

典なり、某盤 の表面および複数のミラー要素S の配列面が、 Z平面に対して傾

いて設定されている。そのため、墓準状態における複数のミラー要素S の反射面の

法線4 は、法線4 と射出光軸 X2となす角度が法線4 と人射光軸 となす角



度と等しくなるよぅにX方向に沿って延びている。換言すれば、某準状態における複

数のミラー要素S の反射面は、 Z平面に平行であり、複数のミラー要素S の配列

面に対して、射出光軸 X2と人射光軸 とがなす角度の半分だけ 軸廻りに傾

００47 その結果、第2実施例にかかる空間光変調器3では、複数のミラー要素5 の反射

面が Z平面と平行に設定された某準状態において、人射光軸 X と平行な方向に

沿って複数のミラー要素S へ人射して反射された光線は、射出光軸 X2と平行な

方向に沿って第2平面反射鏡 2に入射した後、その反射面により光軸 Xに向かっ
て反射される。一方、複数のミラー要素S 以外の面部分であって複数のミラー要素

S の配列面とほぼ平行な面部分 (某盤 の表面など)へ人射して正反射された光

線は、図中矢印4 2で示す方向 (射出光軸 X2に関して人射光軸 X と対称な方向

)へ導かれるため、第2平面反射鏡 2の反射面の有効領城に達することなく、ひいて

はフライアイレンズ5の後側焦点面の照明瞳に達しない。

００48 こぅして、第2実施例においても第 実施例と同様に、空間光変調器3のミラー要素

S 以外からの不要光の影響を抑えて、所望の瞳強度分布を実現することができる。

また、第2実施例においても第 実施例と同様に、射出光軸 X2が複数のミラー要素

S の配列面と直交する方向に沿って延びているので、照明瞳の共役面4０が複数の

ミラー要素S の配列面と平行になる。その結果、中央付近だけでなく全体に丘って

複数のミラー要素S の反射面を共役面4０とほぼ一致させることができ、ひいては所

望の瞳強度分布を形成することが容易になる。

００49 図9に示す数値実施例では、第2実施例の構成に某づいて、人射光軸 X と射出

光軸 X2とのなす角度が6０度に設定されている。すなわち、法線4 と射出光軸 X

2となす角度および法線4 と人射光軸 となす角度がともに3０度に設定されてい

る。したがって、某準状態における複数のミラー要素S の反射面は、複数のミラー要

素S の配列面に対して 軸廻りに3０度だけ傾いている。

００5０ 図 ０に示す別の数値実施例では、第2実施例の構成に某づいて、人射光軸

と射出光軸 X2とのなす角度が4０度に設定されている。すなわち、法線4 と射出

光軸 X2となす角度および法線4 と人射光軸 となす角度がともに2０度に設定



されている。したがって、某準状態における複数のミラー要素S の反射面は、複数

のミラー要素S の配列面に対して 軸廻りに2０度だけ傾いている。

００5 1 なお、上述の説明では、第 実施例の構成に某づく2つの数値実施例および第2実

施例の構成に某づく2つの数値実施例を例示したが、これに限定されることなく、第

実施例の構成に某づく数値実施例および第2実施例の構成に某づく数値実施例に

ついて様々な形態が可能である。また、上述の説明では、本発明にかかる空間光変

調器の具体的な構成例として、第 実施例および第2実施例を例示したが、これに限

定されることなく、本発明にかかる空間光変調器の具体的な構成について様々な形

態が可能である。

００5 2 ところで、上述の実施形態では、第2平面反射鏡 2が単体で、あるいは第2平面反

射鏡 2とズーム光学系4とが協働して、空間光変調器3の複数のミラー要素S を経

た光を導く射出側光学系を構成し、この射出側光学系と空間光変調器3とが空間光

変調ュニットを構成していると考えることができる。また、第 平面反射鏡 が単体で

、あるいはビーム送光部2中の光学系と第 平面反射鏡 とが協働して、空間光変

調器3の複数のミラー要素S へ光を導く人射側光学系を構成し、この入射側光学系

と射出側光学系と空間光変調器3とが空間光変調ュニットを構成していると考えるこ

ともできる。

００5 3 いずれの場合も、上述の実施形態における空間光変調ュニットでは、空間光変調

器3の複数のミラー要素S 以外の面部分であって複数のミラー要素S の配列面と

ほぼ平行な面部分を経た０次光 ( E反射光) が、照明光学系 の照明瞳と光学的に

共役な射出側光学系の入射瞳を通過しないよぅに、ひいては照明瞳に達しないよぅ

に構成されている。ちなみに、射出側光学系が平面反射鏡やブリズムのよぅな偏向部

材だけにより構成されていると考えられるとき、射出側光学系は学術上の入射瞳を持

たないことになるが、この場合、０次光が射出側光学系の入射瞳を通過しないれぢこ

とは、当該射出側光学系を含む後続の光学系で定義される人射瞳または当該人射

瞳の共役像の外側に０次光が向かぅことを指すことができる。

００54 なお、上述の実施形態では、ミラー要素S の反射面からの回折光による照明瞳で

の回折ボケの幅を矩形状の反射面の一辺方向と他辺方向とで対称にするために、



射出光軸 X2に沿って照明瞳側から見込むミラー要素S の反射面の見かけの外

形形状が正方形になるよぅに構成することが望ま 、。そのためには、例えば図5お

よび図8の各実施例において、ミラー要素S の矩形状の反射面のZ方向 (厳密には

Z平面においてミラー要素S の反射面の断面が細長く延びる方向) の寸法を、

方向の寸法よりも大きい所要の寸法に設定する必要がある。

００5 5 また、上述の実施形態では、第 平面反射鏡 から前側 (光源側)へ延びる人射

側光学系の前側光軸 Xと、第2平面反射鏡 2から後側 (マスク側)へ延びる射出側

光学系の後側光軸 Xとが つの直線に沿って延びている。このよぅに、空間光変調

器3を挟んで前側光軸 Xと後側光軸 Xとを互いに一致または互いに平行に設定し

、空間光変調器3の上流と下流とで光路を同軸 (または平 ) にすることにより、例え

ば瞳強度分布の形成のために回折光学素子を用いる従来の照明光学装置と光学系

を共用することができる。

００56 また、上述の実施形態では、ビーム送光部2からの光を偏向して空間光変調器3へ

導く第 偏向部材および空間光変調器3からの光を偏向してズーム光学系4へ導く第

2偏向部材として、第 平面反射鏡 および第2平面反射鏡 2をそれぞれ用いてい
る。しかしながら、これに限定されることなく、第 偏向部材および第2偏向部材として

、所要の断面形状を有する つまたは複数のブリズムなどを用いることができる。

００5 7 また、上述の実施形態における空間光変調ュニットでは、空間光変調器3の複数の

ミラー要素S 以外の面部分であって複数のミラー要素S の配列面とほぼ平行な面

部分を経た０次光 ( E反射光) が、人射側光学系 (ビーム送光部2) に入射しないよぅ

に構成されている。これにより、空間光変調器3での０次光が光源に戻されることによ

る悪影響を防止することができる。

００58 なお、上述の説明では、二次元的に配列されて個別に制御される複数の光学要素

を有する空間光変調器として、二次元的に配列された複数の反射面の向き (角度 :

傾き)を個別に制御可能な空間光変調器を用いている。しかしながら、これに限定さ

れることなく、たとえば二次元的に配列された複数の反射面の高さ (位置)を個別に

制御可能な空間光変調器を用いることもできる。このよぅな空間光変調器としては、た

とえば特開平6 869 号公報及びこれに対応する米国特許第5，3 2 5 3号



公報、並ひに特表 2００4 ０6 8 号公報およひこれに対応する米回特詐第6 ，8 8

5 ，493 号公報の図 d に開示される空間光変燗器を用いることかてきる。これらの空

間光変燗器ては、二吹元的な高さ分布を形成することて回折面と同様の作用を人射

光に与えることかてきる。なお、上述した二吹元的に配列された複数の反射面を持つ

空間光変燗器を、たとえは特表 2００6 3442 号公報およひこれに対応する米回

特詐第6 ，8 9 655 号公報や、特表 2００5 2 号公報およひこれに対応する

米国特汗公開第2００5 ００95749 号公報の開示に従って変形しても良い。

００5 9 また、上述の挽明ては、複数のミラー要素を有する反射型の空間光変燗器を用い

ているか、これに限定されることなく、たとえは米回特詐第5 ，2 2 9 872 号公報に開

示される透過型の空間光変燗器を用いても良い。ここては、米回特詐第5 ，3 2 5

3 号公報、米回特詐第6 ，885 493 号公報、米回特詐第6 ，8 9 655 号、米回特

詐公開第2００5 ００95749 号公報、およひ米回特詐第5 ，2 2 9 872 号公報の教示

を参昭として援用する。

００6 ０ なお、上述の実施形態ては、空間光変燗器を用いて瞳強度分布を形成する際に、

瞳輝度分布計側装置て瞳強度分布を計側しつつ、この計側結果に応して空間光変

燗器を制御してもよい。このよぅな技伯は、たとえは特開2００6 号公報や特

開2００3 号公報およひこれに対応する米回特詐公開第2００3 ００38225

号公報に開示されている。ここては、米回特詐公開第2００3 ００38225 号公報の教

示を参昭として援用する。

００6 1 また、上述の実施形態ては、マスクの代わりに、所定の電子テータに某ついて所定

パターンを形成する可変パターン形成装置を用いることかてきる。このよぅな可変パタ

ーン形成装置を用いれは、パターン面か縦置きても同期栢度に及はす影響を最低

限にてきる。なお、可変パターン形成装置としては、たとえは所定の電子テータに某

ついて駆動される複数の反射素子を含む (テンタル・マイクロミラー・テハイス )

を用いることかてきる。 を用いた露光装置は、例えは特開2００4 ０4 3 5 号

公報、回際特詐公開第2００6 ０8 ０285 号パンフレ外およひこれに対応する米回

特汗公開第2００7 ０296936 号公報に開示されている。また、 のよぅな非発

光型の反射型空間光変燗器以外に、透過型空間光変燗器を用いても良く、自発光



型の画像表示素子を用いても良い。なお、パターン面が横置きの場合であっても可

変パターン形成装置を用いても良い。ここでは、米国特許公開第2００7 ０296936

号公報の教示を参照として援用する。

００62 なお、上述の実施形態では、オプティカルインテグレータとして、フライアイレンズ5

を用いているが、その代わりに、内面反射型のオプティカルインテグレータ (典型的に

ほロツド型インテグレータ)を用いても良い。この場合、ズーム光学系4の後側にその

前側焦点位置がズーム光学系4の後側焦点位置と一致するように集光レンズを配置

し、この集光レンズの後側焦点位置またはその近傍に入射端が位置決めされるよう

にロツド型インテグレータを配置する。このとき、ロッド型インテグレータの射出端が照

明視野絞り7の位置になる。ロッド型インテグレータを用いる場合、このロッド型インテ

グレータの下流の視野絞り結像光学系8内の、投影光学系P の開口絞り Sの位置

と光学的に共役な位置を照明憤面と呼ぶことができる。また、ロッド型インテグレータ

の入射面の位置には、照明瞳面の二次光源の虚像が形成されることになるため、こ

の位置およびこの位置と光学的に共役な位置も照明瞳面と呼ぶことができる。ここで

、ズーム光学系4と上記の集光レンズとを、オプティカルインテグレータと空間光変調

器との間の光路中に配置された集光光学系とみなすことができ、ズーム光学系4、上

記の集光レンズおよびロツド型インテグレータを分布形成光学系とみなすことができ

る。

００63 述の実施形態の露光装置は、本願特許請求の範囲に挙げられた各構成要素を

含む各種ザブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよう

に、細み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この細み立て

の前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械

系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精

度を達成するための調整が行われる。各種ザブシステムから露光装置への細み立て

工程は、各種ザブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の

配管接続等が含まれる。この各種ザブシステムから露光装置への細み立て工程の前

に、各ザブシステム個々の細み立て工程があることはいうまでもない。各種ザブシス

テムの露光装置への細み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露光装置全



体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびクリーン度等

が管理されたクリーンルームで行っても良い。

００6 4 次に、上述の実施形態にかかる露光装置を用いたデバイス製造方法について説明

する。図 は、半導体デバイスの製造工程を示すフローチヤートである。図 に示

すよぅに、半導体デバイスの製造工程では、半導体デバイスの某板となるウェハWに

金属膜を蒸着し(ステップ54０) 、この蒸着した金属膜上に感光性材料であるフオトレ

ジストを塗布する (ステップ542) 。つづいて、上述の実施形態の投影露光装置を用

い、マスク (レチクル) に形成されたパターンをウェハW の各ショット領城に伝写し

(ステップS 44 :露光工程 ) 、この伝写が終了したウェハWの現像、つまりパターンが

伝写されたフオトレジストの現像を行ぅ(ステッ S4 :現像工程 ) 。その後、ステッ S
4 6によってウェハWの表面に生成されたレ、ジストパターンをマスクとし、ウェハWの表

面に対してエッチング等の加工を行ぅ(ステップ548 :加工工程 ) 。

００6 5 ここで、レ、ジストパターンとは、上述の実施形態の投影露光装置によって伝写された

パターンに対応する形状の凹凸が生成されたフオトレジスト屑であって、その凹部が

フオトレ、ジスト屑を貫通しているものである。ステッ 548では、このレ、ジストパターンを

介してウェハWの表面の加工を行ぅ。ステッ S48で行われる加工には、例えばウェ

ハWの表面のエッチングまたは金属膜等の成膜の少なくとも一方が含まれる。なお、

ステップ544 では、上述の実施形態の投影露光装置は、フオトレ、ジストが塗布された

ウェハWを、感光性某板つまりプレートPとしてパターンの伝写を行ぅ。

００6 6 図 2は、液品表示素子等の液品デバイスの製造工程を示すフローチヤートである

。図 2に示すよぅに、液品デバイスの製造工程では、パターン形成工程 (ステップS 5

０) 、カラーフィルタ形成工程 (ステップ 2) 、セル組立工程 (ステップ554) およびモ

ジュール組立工程 (ステップ556) を順次行ぅ。

００6 7 ステップ5 5０のパターン形成工程では、プレートPとしてフオトレジストが塗布された

ガラス某板上に、上述の実施形態の投影露光装置を用いて回路パターンおよび電

極パターン等の所定のパターンを形成する。このパターン形成工程には、上述の実

施形態の投影露光装置を用いてフオトレジスト屑にパターンを転写する露光工程と、

パターンが伝写されたプレートPの現像、つまりガラス某板上のフオトレ、ジスト屑の現



像を行い、パターンに対応する形状のフオトレジスト屑を生成する現像工程と、この現

ている。

００6 8 ステップ 2のカラーフィルタ形成工程では、 (Red) G (G een) (B ue) に対応

する3つのドットの組をマトリックス状に多数配列するか、または 、G、 の3木のストラ

イプのフィルタの組を水平走査方向に複数配列したカラーフィルタを形成する。

００6 9 ステップ 4のセル組立工程では、ステップS 5０によって所定パターンが形成され

たガラス某板と、ステップS 5 2によって形成されたカラーフィルタとを用いで液品パネ

ル (液品セル) を細み立てる。具体的には、例えばガラス某板とカラーフィルタとの間

に液品を注入することで液品パネルを形成する。ステップS56 のモジュール組立工

程では、ステップS 5 4 によって細み立てられた液品パネルに対し、この液品パネルの

表示動作を行わせる電気回路およびバックライト等の各種部品を取り付ける。

００7０ また、本発明は、半導体デバイス製造用の露光装置への適用に限定されることなく

、例えば、角型のガラスプレートに形成される液品表示素子、若しくはブラズマディス

プレイ等のディスプレイ装置用の露光装置や、撮像素子 (C C 等 ) 、マイクロマシー

ン、薄膜磁気ヘッド、及び チップ等の各種デバイスを製造するための露光装置

にも広く適用できる。更に、本発明は、各種デバイスのマスクパターンが形成されたマ

スク (フオトマスク、レチクル等 ) をフオトリソグラフィ工程を用いて製造する際の、露光

工程 (露光装置) にも適用することができる。

００7 1 なお、上述の実施形態では、露光光として エキシマレーザ光 (波長 : 3 )

や エキシマレーザ光 (波長 : 248 )を用いることができる。また、これに限定さ

れることなく、他の適当なレーザ光源、たとえば波長 のレーザ光を供給する

レーザ光源などを用いることもできる。

００7 2 また、上述の実施形態において、投影光学系と感光性某板との間の光路中を ・

よりも大きな屈折率を有する媒体 (典型的に拭液体 ) で満たす手法、所謂液浸法を適

用しても良い。この場合、投影光学系と感光性某板との間の光路中に液体な満たす

手法としては、国際公開第W 9 9 495 ０4号パンフレソトに開示されているよぅな局

所的に液体な満たす手法や、特開平6 24873 号公報に開示されているよぅな露



光対象の某板を保持したステージむ液槽の中で移動させる手法や、特開平 ０ ０

3 4号公報に開示されているよぅなステージ上に所定深さの液体槽を形成し、その

中に某板を保持する手法などを採用することができる。ここでは、国際公開第W g9
495０4号パンフレソト、特開平6 24873号公報および特開平 ０ ０3 4号

公報の教示を参照として援用する。

0073 また、上述の実施形態において、米国特許公開第2００6 ０ 7０9０ 号公報及び

米国特許公開第2００7 ０ 46676号公報に開示されるいわゆる偏光照明方法を適

用することも可能である。ここでは、米国特許公開第2００6 ０ 7０9０ 号公報及び

００74 また、上述の実施形態では、露光装置においてマスクを照明する照明光学系に対

して本発明を適用しているが、これに限定されることなく、マスク以外の被照射面を照

明する一般的な照明光学系に対して本発明を適用することもできる。



請求の範囲

二次元的に配列されて個別に制御される複数の光学要素を有する空間光変調器と

前記空間光変調器の前記複数の光学要素を経た光を導く射出側光学系とを備え、

前記射出側光学系は、前記複数の光学要素以外の面部分であって前記複数の光

学要素の配列される配列面とほぼ平行な面部分を経た０次光が前記射出側光学系

の入射瞳を通過しないよぅに構成されていることを特徴とする空間光変調ュニット。

2 前記空間光変調器の前記複数の光学要素へ光を導く人射側光学系を備えているこ

とを特徴とする請求項 に記載の空間光変調ュニット。

3 前記入射側光学系の光軸に沿って前記複数の光学要素に入射した平行光束が前

記複数の光学要素を経て前記射出側光学系の光軸に沿って導かれる某準状態に

おける前記複数の光学要素の光学面は、前記配列面に対して所定の軸線廻りに傾

いていることを特徴とする請求項2に記載の空間光変調ュニット。

4 前記複数の光学要素の光学面は、前記所定の軸線と直交する方向の寸法が前記所

定の軸線と平行な方向の寸法よりも大きい外形形状を有することを特徴とする請求項

3に記載の空間光変調ュニット。

5 前記入射側光学系は前記空間光変調器側に配置された第 偏向部材を有し、前記

射出側光学系は前記空間光変調器側に配置された第2偏向部材を有することを特

徴とする請求項2乃至4のいずれか 項に記載の空間光変調ュニット。

6 前記第 偏向部材から前側へ延びる前記入射側光学系の光軸と前記第2偏向部材

から後側へ延びる前記射出側光学系の光軸とは互いに一致または互いに平行であ

ることを特徴とする請求項5に記載の空間光変調ュニット。

7 前記第2偏向部材は反射面を備え、

前記複数の光学要素以外の面部分であって前記複数の光学要素の配列される前

記配列面とほぼ平行な面部分を経た前記０次光は前記第2偏向部材の前記反射面

の外へ向かぅことを特徴とする請求項5または6に記載の空間光変調ュニット。

8 前記入射側光学系は、前記複数の光学要素以外の面部分であって前記複数の光

学要素の配列される配列面とほぼ平行な面部分を経た０次光が前記入射側光学系



を通過しないよぅに構成されていることを特徴とする請求項2乃至7のいずれか 項に

記載の空間光変調ュニット。

9 前記空間光変調器は、二次元的に配列された複数のミラー要素と、該複数のミラー

要素の姿勢を個別に制御駆動する駆動部とを有することを特徴とする請求項 乃至8

のいずれか 項に記載の空間光変調ュニット。

０ 前記駆動部は、前記複数のミラー要素の向きを連続的にまたは離散的に変化させる

ことを特徴とする請求項9に記載の空間光変調ュニット。

光源からの光に某づいて被照射面を照明する照明光学系とともに用いられ、該照明

光学系中の分布形成光学系へ前記光源からの光を導いて、前記入射瞳と共役な照

明瞳に所定の光強度分布を形成することを特徴とする請求項 乃至 ０のいずれか

項に記載の空間光変調ュニット。

2 前記照明光学系は、前記被照射面と光学的に共役な面を形成する投影光学系と細

み合わせて用いられ、前記照明瞳は前記投影光学系の開口絞りと光学的に共役な

位置であることを特徴とする請求項 に記載の空間光変調ュニット。

3 前記複数の光学要素以外の面部分であって前記複数の光学要素の配列される前記

配列面とほぼ平行な面部分は、前記複数の光学要素の間に位置することを特徴とす

る請求項 乃至 2のいずれか 項に記載の空間光変調ュニット。

4 光源からの光に某づいて被照射面を照明する照明光学系において、

請求項 乃至 3のいずれか 項に記載の空間光変調ュニットと、

前記空間光変調器を介した光束に某づいて、前記入射瞳と共役な照明瞳に所定

の光強度分布を形成する分布形成光学系とを備えていることを特徴とする照明光学

系。

5 前記分布形成光学系は、オプティカルインテグレータと、該オプティカルインテグレー

タと前記空間光変調ュニットとの間の光路中に配置された集光光学系とを有すること

を特徴とする請求項 4に記載の照明光学系。

6 前記被照射面と光学的に共役な面を形成する投影光学系と細み合わせて用いられ

、前記照明憤は前記投影光学系の開口絞りと光学的に共役な位置であることを特徴

とする請求項 4または 5に記載の照明光学系。



7 所定のパターンを照明するための請求項 4乃至 6のいすれか 項に記載の照明光

学系を備え、前記所定のパターンを感光性某板に露光することを特徴とする露光装

置。

8 請求項 7に記載の露光装置を用いて、前記所定のパターンを前記感光性某板に露

光する露光工程と、

前記所定のパターンか伝写された前記感光性某板を現像し、前記所定のパターン

に対応する形状のマスク屑を前記感光性某板の表面に形成する現像工程と、

前記マスク屑を介して前記感光性某板の表面を加工する加工工程とを含むことを

特徴とするデハイス製造方怯。

9 第 光学系から人射した光を変調して第2光学系へ導く空間光変調器てあって、

二次元的に配列されて個別に制御される複数の光学要素を有し、

前記第 光学系の光軸に沿って前記複数の光学要素に入射した平行光束か前記

複数の光学要素を経て前記第2光学系の光軸に沿って導かれる某準状態における

前記複数の光学要素の光学面は、前記複数の光学要素の配列される配列面に対し

て所定の軸線廻りに傾いていることを特徴とする空間光変調器。

2０ 二次元的に配列された複数のミラー要素と、核複数のミラー要素の姿勢を個別に制

御駆動する駆動部とを有することを特徴とする請求項 9に記載の空間光変調器。

2 前記駆動部は、前記複数のミラー要素の向きを連続的にまたは離散的に変化させる

ことを特徴とする請求項2０に記載の空間光変調器。

22 光源からの光に某ついて被照射面を照明する照明光学系とともに用いられ、核照明

光学系中の分布形成光学系へ前記光源からの光を導いて、前記照明光学系の照明

瞳に所定の光強度分布を形成することを特徴とする請求項 9乃至2 のいすれか

項に記載の空間光変調器。

23 前記照明光学系は、前記被照射面と光学的に共役な面を形成する投影光学系と細

み合わせて用いられ、前記照明瞳は前記投影光学系の開口絞りと光学的に共役な

位置てあることを特徴とする請求項22に記載の空間光変調器。

24 光源からの光に某ついて被照射面を照明する照明光学系において、

請求項 9乃至23のいすれか 項に記載の空間光変調器と、



前記空間光変調器を介した光束に某づいて、前記照明光学系の照明瞳に所定の

光強度分布を形成する分布形成光学系とを備えていることを特徴とする照明光学系

25 前記分布形成光学系は、オプティカルインテグレータと、該オプティカルインテグレー

タと前記空間光変調器との間の光路中に配置された集光光学系とを有することを特

徴とする請求項24に記載の照明光学系。

26 前記被照射面と光学的に共役な面を形成する投影光学系と細み合わせて用いられ

、前記照明瞳は前記投影光学系の開口絞りと光学的に共役な位置であることを特徴

とする請求項24または25に記載の照明光学系。

27 所定のパターンを照明するための請求項24乃至26のいずれか 項に記載の照明光

学系を備え、前記所定のパターンを感光性某板に露光することを特徴とする露光装

置。

28 請求項27に記載の露光装置を用いて、前記所定のパターンを前記感光性某板に露

光する露光工程と、

前記所定のパターンが伝写された前記感光性某板を現像し、前記所定のパターン

に対応する形状のマスク屑を前記感光性某板の表面に形成する現像工程と、

前記マスク屑を介して前記感光性某板の表面を加工する加工工程とを含むことを

特徴とするデバイス製造方法。
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従 て記載されて な 。
v

第 欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機関は認めた。 I

請求の範囲 に係 る発明にお て共通の事項である、二次元-的Tに配列 れて個 に
御 れる複数の光学要素を有する空間光変調器は、以下の回際調査報告に引用する\ 文献に記載
された発明8に照-ら6 ばT 、特 な技術的特徴ではな r 。請求の範囲 C に\ 係 る発明の特 な
技術的特徴 認められる、 0射出側光学系が、前記複数の光学要素以外の面部分であ て前記
複数の光学要素の配列 れる配列面 ほぼ平行な面部分を経た J次光が前記射出側光学系の
入[射I 瞳を通過 しな 8よT に構T 成されて る \ 構成を、請求の[ I 範囲 に係 る発明
は具備 して な 。
\ よ て請求の範囲 に係 る発明は、発明の単\一性の要件を満た8して- Tな 。

・ 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に 寸したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。 i

・ 汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の 寸を求めな た。

( ) 9 J ε
・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に 寸しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納

付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・ 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科v及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。 ( ( ) ( ) Z T O d ) ε

追加調査手数科の納付はあ (たか、異z 議申立てはi な ) た。 v

様6 式6 6 6 9 ノ0 / 8 0 ノ0 Z d / 第1 0 d - の続葉 午 月
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