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(57)【要約】
【課題】光リソグラフィツールにおける波面品質測定が
、測定中のツールのオフラインを強いることなくウエハ
作製／露光中でも可能となるように改善を行うこと。
【解決手段】波面測定システムが、電磁放射源を有する
。イメージングシステムが、電磁放射を対象平面に集束
させる。第１のグレーティングが、対象平面内に配置さ
れており、無作為な高さを有する複数の線群を含む。ス
テージが、第１のグレーティングを線群に並行して移動
させる。投影光学系が、イメージ平面上に第１のグレー
ティングのイメージを投影させる。第２のグレーティン
グが、イメージ平面にある。第２のグレーティングに隠
れた検出器が、第２のグレーティングによって精製され
たフリンジパターンを受け取る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
波面測定システムにおいて、
電磁放射源と、
電磁放射を対象平面に集束させるイメージングシステムと、
無作為な高さを有する複数の線群を含み対象平面内に配置されている第１のグレーティン
グと、
前記第１のグレーティングを線群に並行して移動させるステージと、
イメージ平面上に第１のグレーティングのイメージを投影させる投影光学系と、
イメージ平面の第２のグレーティングと、
前記第２のグレーティングにより生じた干渉縞パターンを受取る検出器とが含まれている
ことを特徴とする波面測定システム。
【請求項２】
前記電磁放射は、１３ｎｍ～１５ｎｍである、請求項１記載の波面測定システム。
【請求項３】
前記電磁放射源は、超紫外線放射源（ＥＵＶ）である、請求項１記載の波面測定システム
。
【請求項４】
さらにウエハステージが含まれており、該ウエハステージ上に第２のグレーティングが設
けられている、請求項１記載の波面測定システム。
【請求項５】
前記ステージは、検出器における空間的干渉性を大幅に消去させるために十分な距離でも
ってグレーチングを移動させる、請求項１記載の波面測定システム。
【請求項６】
前記検出器は、前記投影光学系のひとみと光学的に共役している、請求項１記載の波面測
定システム。
【請求項７】
前記第１のグレーティングは反射性グレーティングである、請求項１記載の波面測定シス
テム。
【請求項８】
波面測定システムにおいて、
電磁放射源と、
電磁放射を対象平面に集束させるイメージングシステムと、
レチクルステージ上に配置された第１のグレーティングと、；前記レチクルステージはイ
メージ平面に回折パターンを生成し、前記第１のグレーティングは複数の反射レンズを有
し、前記第１のグレーティングは該反射レンズに対して並行に移動可能であり、
イメージ平面上に前記第１のグレーティングのイメージを投影させる投影光学系と、
前記第１のグレーティングの回折イメージを受取るイメージ平面内のウエハステージ上に
配設された第２のグレーティングと、
前記第１のグレーティングのイメージを受取るウエハステージ上に配置された検出器とが
含まれていることを特徴とする波面測定システム。
【請求項９】
前記電磁放射は、１３ｎｍ～１５ｎｍである、請求項８記載の波面測定システム。
【請求項１０】
前記電磁放射源は、超紫外線放射源（ＥＵＶ）である、請求項８記載の波面測定システム
。
【請求項１１】
さらにウエハステージが含まれており、該ウエハステージ上に第２のグレーティングが設
けられている、請求項８記載の波面測定システム。
【請求項１２】
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前記台１のグレーティングは、検出器における空間的干渉性を大幅に消去させるために十
分な距離でもって移動可能である、請求項８記載の波面測定システム。
【請求項１３】
前記検出器は、前記投影光学系のひとみと光学的に共役している、請求項８記載の波面測
定システム。
【請求項１４】
前記第１のグレーティングは反射性グレーティングである、請求項８記載の波面測定シス
テム。
【請求項１５】
波面測定システムにおいて、
電磁放射源と、
電磁放射を対象平面に集束させるイメージングシステムと、
前記対象平面の線形グレーティングと、
前記対象平面と光学的に共役する平面に配置され無作為な高さを有する表面と、
前記無作為な高さを有する表面を移動させるステージと、
イメージ平面上に前記線形グレーティングのイメージを投影させる投影光学系と、
イメージ平面の第２のグレーティングと、
前記第２のグレーティングにより生じた干渉縞パターンを受取る検出器とが含まれている
ことを特徴とする波面測定システム。
【請求項１６】
波面測定システムにおいて、
電磁放射源と、
電磁放射を対象平面に集束させるイメージングシステムと、
前記対象平面の線形グレーティングと、
前記対象平面と光学的に共役する平面内にて無作為な高さを有する表面と、
前記無作為な高さを有する表面を移動させるステージと、
イメージ平面上に前記線形グレーティングのイメージを投影させる投影光学系と、
イメージ平面の第２のグレーティングと、
前記第２のグレーティングにより生じた干渉縞パターンを受取る検出器と、
前記検出器におけるスペックルを低減する手段とが含まれていることを特徴とする波面測
定システム。
【請求項１７】
光学システムの波面を測定するための方法において、
放射源にて電磁放射を生成するステップと、
電磁放射を前記光学システムの対象平面に集束化するステップと、
第１のグレーティングを前記光学システムの電磁放射を対象平面に定める光路内に位置付
けするステップと、；前記第１のグレーティングは、複数の線群を含んでおり、
イメージ平面と対象平面を光学的に共役させるステップと、
第２のグレーティングを通して前記放射源のイメージを受信すると同時に第１のグレーテ
ィングを線群に並行して移動させるステップと、
波面パラメータを前記イメージから決定するステップとを含んでいることを特徴とする方
法。
【請求項１８】
光学システムの波面を測定するための方法において、
１）放射源にて電磁放射を生成するステップと、
２）電磁放射を光学システムの対象平面に集束化するステップと、
３）第１のグレーティングを光学システムの電磁放射を対象平面に定める光路内に位置付
けするステップと、；前記第１のグレーティングは、複数の線群を含んでおり、
４）イメージ平面と対象平面を共役させるステップと、
５）検出器をイメージ平面の下方に位置付け、第２のグレーティングをイメージ平面に位
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置付けるステップと、
６）第２のグレーティングを通して放射源のイメージを受信すると同時に第１のグレーテ
ィングを線群に並行して移動させるステップと、
７）波面パラメータをイメージから算出するステップとを含んでいることを特徴とする方
法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基本的には、超紫外線（ＥＵＶ）光リソグラフィシステムに関しており、さ
らにより詳細には、光リソグラフィシステムにおける波面パラメータの測定に関している
。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィは、基板表面上に特徴部分（パターン）を作製するために用いられる工程
である。そのような基板には、フラットパネルディスプレイや回路ボードなどの種々の集
積回路を作製するのに用いられる基板が含まれる。そのような適用分野で使用される基板
の大抵は半導体ウエハである。これに関連する技術の当業者であれば、ここに記述するこ
とが別のタイプの基板にも適用され得ることが認識される。
【０００３】
　リソグラフィ工程の間は、ウエハステージ（ＷＳ）で配列されたウエハが、リソグラフ
ィシステム内に配置されている露光システムによってウエハ表面上に投影されたイメージ
に露光される。この露光システムは、ウエハ上にイメージパターンを投影するためのレチ
クル（いわゆるマスク）を含んでいる。
【０００４】
　レチクルは、通常は、レチクルステージ（ＲＳ）上に設けられ、基本的には、ウエハと
光源の間に配置される。光リソグラフィにおいては、このレチクルは、例えばウエハ上の
プリント回路のためのフォトマスクとして用いられる。リソグラフィの光はマスクを経て
照射され、一連の光学系レンズを通ってイメージが縮小され、この縮小されたイメージが
ウエハ上に投影される。この工程は、フィルム上でイメージ形成のためにカメラベンドの
光をどのように用いるのかに似ている。この光は、リソグラフィ工程においてインテグラ
ルな役割を演じている。例えばコンピュータチップとして周知のマイクロプロセッサの製
造工程においては、よりパワフルなマイクロプロセッサ製造の鍵は、光波長のサイズにあ
る。つまり波長が短ければ短いほど、より多くのトランジスタがウエハ上に形成でき、多
くのトランジスタを有するウエハは、結果的によりパワフルで高速なマイクロプロセッサ
となる。
【０００５】
　しかしながらより短い波長の光を使用できる製造業者にとっては、光の集束用に用いる
ガラスレンズによって、より短波長の適した光が吸収されてしまうという問題に直面する
。このような短波長の光の吸収のために、光はシリコンウエハまで届かなくなってしまう
。その結果として、シリコンウエア上に回路パターンを形成することができなくなってし
まう。この問題を克服するために、チップ製造業者サイドでは、超紫外線リソグラフィ（
ＥＵＶＬ）として知られているリソグラフィ工程の開発が試みられている。この工程では
、ガラスレンズがミラーによって置換えられている。
【０００６】
　照射ビームの品質を測定することの問題は、リソグラフィ応用分野につきまとう問題の
１つである。詳細には、光リソグラフィツールにおける波面品質測定が、測定中に当該ツ
ールのオフラインを強いることなく、ウエハの作製/露光中でも可能となるようにするこ
とが望ましい。このことは所有コストを増大させ、なんらかの非効率的な介入ないし処理
の低減に役立つ。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、前述したような従来技術の欠点に鑑みこれを解消すべく改善を行うこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は本発明により、電磁放射源と、電磁放射を対象平面に集束させるイメージン
グシステムと、無作為な高さを有する複数の線群を含み対象平面内に配置されている第１
のグレーティングと、前記第１のグレーティングを線群に並行して移動させるステージと
、イメージ平面上に第１のグレーティングのイメージを投影させる投影光学系と、イメー
ジ平面の第２のグレーティングと、前記第２のグレーティングにより生じた干渉縞パター
ンを受取る検出器とが含まれる構成によって解決される。
【０００９】
　本発明は、前述したような従来技術における１つ以上の問題や欠点を大幅に解消するた
めに、ＥＵＶ波面センサに対するチェックボードコンフィグレーションのトランスミッシ
ョンシアーグレーティングに向けられている。
【００１０】
　本発明の実施例は、波面測定システムを含み、この波面測定システムが電磁放射源を有
している。イメージングシステムは電磁放射を対象平面に集束する。第１のグレーティン
グは、対象平面内に配置され、無作為化された高さの複数の反射線群を有している。ステ
ージは、これらの線群に並行して第１のグレーティングを移動する。光学的投影システム
は、第１のグレーティングのイメージをウエハのイメージ平面に投影する。第２のグレー
ティングは、イメージ平面にある。第２のグレーティングに隠れた（若しくは第２のグレ
ーティング下方または後方の）検出器は、第２のグレーティングによって精製されたフリ
ンジ（干渉じま）パターンを受信する。
【００１１】
　別の実施例によれば、光学システムの波面測定方法が次のステップを含んでいる。すな
わち、１）放射源にて電磁放射を生成するステップと、２）電磁放射を光学システムの対
象平面に集束化するステップと、３）第１のグレーティングを当該光学システムの電磁放
射を対象平面に定める光路内に位置付けするステップと、該第１のグレーティングは、複
数の線群を含んでおり、４）イメージ平面と対象平面を結合させるステップと、５）検出
器をイメージ平面の下方に位置付け第２のグレーティングをイメージ平面に位置付けるス
テップと、６）第２のグレーティングを通してソースのイメージを受信すると同時に第１
のグレーティングを線群に並行して動かすステップと、７）波面パラメータをイメージか
ら算出するステップを含んでいる。
【００１２】
　本発明のさらに付加的な特徴や利点は、以下の明細書に記載され、その一部は説明で明
らかにされ、発明の具体例で学習される。本発明の利点は、詳細な説明、クレーム、図面
に示された構造によって実現され達成される。
【００１３】
　先の概要と以下の詳細な説明の両方は、実施例としてのものであって、請求項に記載さ
れた発明の詳細な説明を支援する目的のものであることを理解されたい。
【００１４】
　次に本発明を図面に基づき以下の明細書で詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１には、ＥＵＶソース（図１には図示されていない）を含んだ、ＥＵＶ光リソグラフ
ィシステム１００の部分が示されている。このシステム１００は、ミラーＭ４とＭ３を含
んだイメージ光学系と、ひとみ１０１と、ウエハ１０５上にイメージングされるパターン
像を伴うレチクルステージ（ＲＳ）上に設けられた反射レチクル１０２と、ミラーＭ１及
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びＭ６の投影光学系１０４を含んでいる。ＥＵＶは、ウエハ１０５上に放射される。これ
はウエハステージ（ＷＳ）上に設けられている。レチクル１０２は、比較的長い波長（近
紫外線/可視光線等）で動作する光リソグラフィシステムとは違って、ＥＵＶシステムに
おいて反射性のものであることが認められるが、ここでのレチクル１０２は通常は透過性
でもあり、故に本発明は両タイプのレチクルに対して適用可能である。
【００１６】
　さらに図１に示されているように、本発明では、波面測定のために、センサモジュール
１０６がウエハステージ上に配置され、ソースモジュール１０３はレチクルステージ上に
配置されている。このセンサモジュール１０６とソースモジュール１０３は、総括的に波
面センサ（ＷＦＳ）と称される。
【００１７】
　図２には、本発明による波面測定装置の別の実施例が示されており、詳細には光リソグ
ラフィシステム内に組込まれた形態で示されている。ソースモジュール１０３は、レチク
ルステージＲＳ（図示せず）上に配置されており、リニアソースモジュールグレーティン
グ２０３を含んでいる。波面センサ（もしくはセンサモジュール１０６）は、図示されて
いないウエハステージＷＳ上に配置され、センサモジュールグレーティング２０１（これ
はリニアグレーティング若しくは２Ｄチェックボードグレーティングであってもよい）と
ＣＣＤ検出器２０２を含んでおり、これはセンサモジュールグレーティング２０１の下方
に配置されている。投影光学系（ＰＯ）１０４は、通常露光の期間中の状態と同じままで
あり、図２中でも図をわかりやすくするためにシングルエレメントとして概略的に示され
ている。
【００１８】
　波面は、イメージングが実行されていない時に測定可能である。この波面を測定するた
めには、レチクルステージが移動され、それによってレチクル１０２自体ではなく、レチ
クルステージ上のソースモジュール１０３のグレーティング２０３の１つが光路内に位置
付けられる。ウエハステージも移動され、それによって波面センサが、ソースモジュール
グレーティング２０３のイメージの受信のために位置付けられる。ＣＣＤ検出器２０２は
、センサモジュールグレーティング２０１の下方におかれ、伝送された電磁放射を検知す
る。レチクルステージは、ソースモジュールグレーティング２０３の直交配向による波面
測定を可能にするために、異なる回折格子を光路内に配置すべく移動可能である。
【００１９】
　センサモジュールグレーティング２０１は、透過性領域と非透過性領域を含んでいる。
非透過性領域は、例えばニッケル、クロム等のＥＵＶ放射を吸収する材料（このケースで
は１３.５ｎｍに対する露光波長）で形成可能である。
【００２０】
　通常の当業者にとっては、センサモジュール１０６とソースモジュール１０３の間の何
らかの許容誤差に関しては、センサモジュールグレーティング２０１の最初の製造（その
正確なディメンションの測定）と、それに応じたソースモジュールグレーティング２０３
の製造によって解決できることは明らかである。このことは、２つのグレーティング製造
時の同時設定における極端な精度の必要性を緩和させる。
【００２１】
　センサモジュールグレーティング２０１の別の実施例は、クロスグレーティングである
。それにより適切なピッチの２つのリニアグレーティングが実質的には一方が他方の上に
配置されるようになり、適切なピッチ寸法を有する各グレーティングによって、波面シア
ーがチェックボードコンフィグレーションのものと同等なものになる。チェックボードグ
レーティングが最良の結果に結び付くことは通説である。
【００２２】
　前述の考察が主としてＥＵＶ光リソグラフィシステムの観点によるものであることは明
らかであるが、ここでは典型的には反射性の光学素子が使用されており（ソースモジュー
ルグレーティング２０３、投影光学系１０４及びイメージング光学系）、本発明は、反射
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性の構成要素の代わりに適切な透過性/反射性構成要素を用いた他の波長が使用される光
リソグラフィにも同様に適用可能である。
【００２３】
　ソースモジュールグレーティング２０３のピッチは、プラスとマイナスの一次イメージ
の間で消滅する干渉を作るべく選択される。
【００２４】
　図３及び図４には、参照波面とシアー波面を生成するためのラテラルシアリング干渉計
３１０におけるひとみの使用が表わされている（図１の入射ひとみ１０１参照）。図３及
び図４に示されているように、波面３０１は、一次ソースから発せられている間、空間の
ポイントにおいて収束される。ポイントソース３０２のイメージは、入射ひとみ１００に
存在する。この入射ひとみ１０１には部分透過性のフィルムが配置される。ピンホール３
０３は、入射ひとみ１０１に位置付けされている。このピンホール３０３は、波面３１１
を有する透過波を生成する。これは回折された球面参照波３０５を含んでいる。従ってこ
のラテラルシアリング干渉計３１０は、１つまたは複数の見かけのソースを生成し、その
波面３１１は干渉縞３１２を生じさせるべく干渉する。
【００２５】
　図５には、本発明による別の波面測定システムが示されており、ここではソースモジュ
ール１０３が対象平面（レチクル１０２面、図示されず）と投影光学系に位置付けされて
いるのが示されている。イメージシアリンググレーティング２０３は、レチクルステージ
上に配置され、多重波面を生成してる。これらはセンサモジュール１０６において検出さ
れる。
【００２６】
　図６には、ＣＣＤ検出器２０３によって見られる波面干渉縞（図３の３１２）が示され
ている。この図６に示されているように、右手上方の写真図には、シングルオブジェクト
スペーススリットに対する剪断された干渉縞（シアードフリンジ）が示されており、ここ
ではスリットが非干渉性のディフューズソースの前面に配置されており、このソースは最
大開口数を充たし、何らかの波面の不均質性を平滑化している。また右手下方の図には、
干渉縞可視関数６０１が示されており、これは０次の回折パターンと一次の回折パターン
を伴っている。グレーティング２０３上の５０％のデューティサイクルは、全ての偶数次
の回折パターンを不可視にする。図６の左手下方には、シアーレシオが０.５のイメージ
スペースシアリンググレーティング２０１が示されている。
【００２７】
　ラテラルシアリング干渉計３１０は、それ自身か若しくは他の方法でフレージングされ
た波面を干渉させる。これは波面自身のシフトされたコピーの干渉である。ラテラルシア
リング干渉計３１０における問題の１つは、前述したように、リソグラフィツールのパー
ツとしてＥＵＶ光源の使用が必要となることである。このＥＵＶ光源の特徴は、ラテラル
シアリング干渉計３１０への使用に適した適応化が必要なことである。このＥＵＶ光源の
特徴は、照明領域内に空間的干渉性の相当量が存在することである。この高レベルな空間
的干渉性は、照明される表面上に２つの異質なポイントが与えられることを意味する。そ
れらの間の位相関係は、時間を超えて安定し続ける。空間的干渉性の測定は、それらの間
の安定した位相関係を有する２つのポイント間の最大距離となる。このケースにおいては
、ＥＵＶ光源によって照明される領域が対象平面（若しくはソースモジュールグレーティ
ング２０３）を含んでおり、これは並列な線群からなっている。各線群は、その高さにお
いてランダムな変化を有するか所定の“粗さ”的な量を有している。
【００２８】
　前述のようにシアリング干渉計が使用される時は、空間的干渉性の高いレベルの存在が
、ソースモジュールグレーティング２０３の線群のランダムな高さと結合して、結果的に
高レベルなスペックルとなる。このスペックルは、問題を引き起す。なぜなら一様な照明
領域を有する代わりに、干渉法が実際に行われているところで、照明領域が高い輝度と低
い輝度（遠方域）の“斑点模様”の領域を有するからである。
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【００２９】
　ソースモジュールグレーティング２０３は、１つのディメンショナルグレーティングで
ある。それ故にこのソースモジュールグレーティング２０３の各線群は、粗いパターンを
有しており、そのため各線群はそれら自身によってＥＵＶ放射を“散乱”をさせる。各線
群の散乱特性は、１００ｎｍのオーダーにあるディメンションを伴う。
【００３０】
　このようなスペックルの問題に対する解決手段は、ソースモジュールグレーティング２
０３の移動（並進移動）にある。それによって遠領域の空間的干渉性が解体され、スペッ
クルが低減されるか若しくは消滅する。この移動量は、実質的にエレクトロニクスと検出
器の積分時間に比較される。ある実施例では、シングルフレームの収集時間が、ほぼ１/
４秒にである。換言すれば、エレクトロニクスの積分周期内で、１つが全ソースモジュー
ルグレーティング２０３の“置換”を必要とする。これは、イメージ平面における他の空
間的干渉性を完全に駆逐する。
【００３１】
　ソースモジュールグレーティング２０３を移動させるのに最も効果的なやり方は、ソー
スモジュールグレーティング２０３がイメージ平面と光学的に共役している平面内にある
時である。さらに移動に最も効果的なのは、ソースモジュールグレーティング２０３を線
群に並列な方向に動かすことである。
【００３２】
　このケースでは、投影光学系１０４のひとみの投影がカメラ上に存在し、このカメラは
典型的にはＣＣＤアレイを含んでいる。しかしながらソースモジュールグレーティング２
０３は、ＣＣＤアレイと光学的には共役せず、むしろ投影光学系１０４のイメージ平面内
のセンサもージュールグレーティング２０１と光学的に共役している。
【００３３】
　この光学的な共役平面とは１つの共役平面内の単一点が他の共役平面内の単一点に対応
していることを意味する。
【００３４】
　同様にひとみ平面内の単一点は、ＣＣＤ検出器平面内の単一点に対応する。本発明では
、空間的干渉性が、イメージ平面内のみではなくＣＣＤ検出器平面内で消去される。
【００３５】
　対象平面内の振幅とひとみ平面内の振幅の間でフーリエ変換の関係が存在する。換言す
れば、効果的なフーリエ変換対が存在する。フーリエ変換の属性が与えられるならば、あ
るドメイン領域の対象は他のドメイン領域の対象にトランスレートされず、その代わりに
、他のドメイン領域の位相シフトが導入される。それ故にわずかな量だけの対象平面内へ
のソースモジュールグレーティング２０３のトランスレートは、イメージ平面内のスペッ
クルを十分に除去させられない。その結果としてイメージ平面内の位相シフトとなる。こ
れは空間的干渉性の消去には不十分である。イメージ平面内の位相シフトは現れず、大幅
な輝度分布となる。
【００３６】
　ソースモジュールグレーティング２０３は、望ましくは線群に対して並行にのみトラン
スレートされる。なぜならソースモジュールグレーティング２０３の別の方向へのトラン
スレートは、干渉縞（図６参照）の品質に影響を与えるからである。ソースモジュールグ
レーティング２０３の無作為化された表面の本来の理由から、ソースモジュールグレーテ
ィング２０３の無作為表面がどの方向にトランスレートを開始するかを述べることは不可
能である。ソースモジュールグレーティング２０３のこの属性は、等方性とも称する。従
ってソースモジュールグレーティング２０３の線群に対して並行なトランスレートによれ
ば、散乱効果に限っていえば、ソースモジュールグレーティング２０３が線群に対して垂
直方向にトランスレートされたのと同じ効果になる。この考察に対する他のやり方として
、ソースモジュールグレーティング２０３が２つの別個の部分を有しているものと考える
。一方の部分は線群であり、これは無作為構造を有さず、もう一方の部分は、線群に亘っ
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方向でのグレーティング線群のトランスレーションは、干渉縞には影響を及ぼさない。そ
れ故に、線群に並行なソースモジュールグレーティング２０３のトランスレートを用いれ
ば、スペックルが低減されるか消去される。
【００３７】
　大ざっぱなオーダー差によれば、１３.５ナノメータソースに対してソースモジュール
グレーティング２０３は大体２０ミクロントランスレートされる。
【００３８】
　前述した実施例の代替例として、対象平面、ソースモジュールグレーティング２０３は
、２つの別個のエレメントに分離可能であり、すなわちフラットな表面を有する線群を備
えたグレーティングと、散乱体若しくは拡散体として作用する別個の無作為表面である。
これらの２つの部分は、対象平面内に共に近接して配置される。また代替例として、この
２つの部分は、別々に間隔を空けて離間させてもよい（例えばＥＵＶ光源により近づく方
向での他の光学的共役平面への無作為表面部分の配置によって）。このことは潜在的によ
り多くのステージの必要性を伴う。すなわち一方では、対象平面とグレーチングのポジシ
ョン内外でのトランスレートを必要とし、他方では、ステージと無作為表面部分の移動を
必要とする。
【００３９】
　当該分野の当業者にとっては、従属請求項における定義として本発明の真意と範囲から
逸脱することなくその形態や詳細において種々の変更が可能であることは容易に理解され
得る。従って本発明の外延及び範囲は、前述してきた具体的ないくつかの実施例に限定さ
れるというものではなく、以下の独立請求項とそれらの従属請求項に従ってのみ定められ
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】ＥＵＶ光リソグラフィシステムの構成部分を示した図
【図２】本発明のセンサモジュールとソースモジュールが光リソグラフィシステム内でど
のように適するように配置されているかを示す図
【図３】シアー波面を生成するための干渉計の使用を表わした図
【図４】シアー波面を生成するための干渉計の使用を表わした図
【図５】本発明が光リソグラフィツール内で使用された例を概略的に示した図
【図６】本発明を用いて焦点面に現れた干渉縞の例を示した図である。



(10) JP 2008-261866 A 2008.10.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2008-261866 A 2008.10.30
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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月8日(2008.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学システムの波面を測定するための方法において、
　放射源にて電磁放射を生成するステップと、
　電磁放射を前記光学システムの対象平面に集束化するステップと、
　レチクルが配置されたレチクルステージを用いて、当該レチクルではなくて、互いに並
列な複数の線群を含む第１のグレーティングを前記光学システムの電磁放射を対象平面に
定める光路内に位置付けするステップと、
　イメージ平面と対象平面を光学的に共役させるステップと、
　第２のグレーティングを通して前記放射源のイメージを受信すると同時に第１のグレー
ティングを前記レチクルステージを用いて前記線群に並行にのみ移動させるステップと、
　波面パラメータを前記イメージから決定するステップとを含んでいることを特徴とする
方法。
【請求項２】
　光学システムの波面を測定するための方法において、
１）放射源にて電磁放射を生成するステップと、
２）電磁放射を光学システムの対象平面に集束化するステップと、
３）レチクルが配置されたレチクルステージを用いて、当該レチクルではなくて、互いに
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並列な複数の線群を含む第１のグレーティングを光学システムの電磁放射を対象平面に定
める光路内に位置付けするステップと、
４）イメージ平面と対象平面を共役させるステップと、
５）検出器をイメージ平面の下方に位置付け、第２のグレーティングをイメージ平面に位
置付けるステップと、
６）第２のグレーティングを通して放射源のイメージを受信すると同時に第１のグレーテ
ィングを前記レチクルステージを用いて前記線群に並行にのみ移動させるステップと、
７）波面パラメータをイメージから算出するステップとを含んでいることを特徴とする方
法。
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