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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板テーブルと、
パターン化されたビームを投射するための投影レンズ系と、
前記投影ビームの光路で除去可能に互いに異なる位置に位置決めすることができる、前
記投影ビームの焦点面を調整するための複数の交換可能光エレメントと、
を備えたリソグラフィック装置であって、
前記投影ビームの前記光路の前記交換可能光エレメントの存在及び／又は位置を調整す
ることができ、それにより、前記投影レンズ系の最終エレメントと前記基板の間に液体が
存在する、しないに無関係に、前記投影ビームの全光路長が変化しないことを保証するこ
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とができ、
前記交換可能光エレメントのうちの複数が中空であり、互いに屈折率が異なる流体が充
填され、
前記投影レンズ系の前記最終エレメントと前記基板の間の液体の量に応じて、前記光エ
レメントのうちのいずれの光エレメントを前記投影ビームの前記光路に配置するかを制御
するためのコントローラをさらに備えた、
リソグラフィック装置。
【請求項２】
基板テーブルと、
パターン化されたビームを投射するための投影レンズ系と、
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前記投影ビームの光路で除去可能に互いに異なる位置に位置決めすることができる、前
記投影ビームの焦点面を調整するための複数の交換可能光エレメントと、
を備えたリソグラフィック装置であって、
前記投影レンズ系の最終エレメントと前記投影レンズ系の焦点との間に所定の液体が存
在している場合の前記投影レンズ系の前記焦点が変化しないよう、前記投影ビームの前記
光路の前記交換可能光エレメントの存在及び／又は位置が調整され、
前記交換可能光エレメントのうちの複数が中空であり、互いに屈折率が異なる流体が充
填され、
前記投影レンズ系の前記最終エレメントと前記基板の間の液体の量に応じて、前記光エ
レメントのうちのいずれの光エレメントを前記投影ビームの前記光路に配置するかを制御
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するためのコントローラをさらに備えた、
リソグラフィック装置
【請求項３】
基板マークを有する基板を保持するための基板テーブルと、
位置合せビームを使用して基準マークと前記基板マークの間の位置合せを検出するため
の位置合せレンズ系と、
前記位置合せビームの光路で除去可能に互いに異なる位置に位置決めすることができる
、位置合せを検出する際に位置合せシステムの焦点面を調整するための複数の光エレメン
トと、
を備えた位置合せ装置であって、
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前記位置合せビームの前記光路の前記光エレメントの存在及び／又は位置を調整するこ
とができ、それにより、前記位置合せレンズ系の最終エレメントと前記基板テーブルの間
の液体の量に無関係に、前記位置合せビームの全光路長が変化しないことを保証すること
ができ、
前記光エレメントのうちの複数が中空であり、互いに屈折率が異なる流体が充填され、
前記位置合せレンズ系の前記最終エレメントと前記基板テーブルの間の液体の量に応じ
て、前記光エレメントのうちのいずれの光エレメントを前記位置合せビーム中に配置する
かを制御するためのコントローラをさらに備えた、
ことを特徴とする位置合せ装置。
【請求項４】
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基板マークを有する基板を保持するための基板テーブルと、
位置合せビームを使用して基準マークと前記基板マークの間の位置合せを検出するため
の位置合せレンズ系と、
前記位置合せビームの光路で除去可能に互いに異なる位置に位置決めすることができる
、位置合せを検出する際に位置合せシステムの焦点面を調整するための複数の光エレメン
トと、
を備えた位置合せ装置であって、
前記位置合せレンズ系の最終エレメントと前記位置合せレンズ系の焦点との間に所定の
液体が存在している場合の前記位置合せレンズ系の前記焦点が変化しないよう、前記位置
合せビームの前記光路の前記光エレメントの存在及び／又は位置が調整され、
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前記光エレメントのうちの複数が中空であり、互いに屈折率が異なる流体が充填され、
前記位置合せレンズ系の前記最終エレメントと前記基板テーブルの間の液体の量に応じ
て、前記光エレメントのうちのいずれの光エレメントを前記位置合せビーム中に配置する
かを制御するためのコントローラをさらに備えた、
ことを特徴とする位置合せ装置。
【請求項５】
前記位置合せレンズ系の前記最終エレメントと前記基板テーブルの間の空間の少なくと
も一部に液体を充填するための液体供給システムをさらに備えた、請求項３または４に記
載の位置合わせ装置。
【請求項６】
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パターン化されたビームを投射するための投影システムと、
請求項３から５までのいずれか一項に記載の位置合せ装置と、を備えたリソグラフィッ
ク装置。
【請求項７】
前記位置合せビームが前記投影システムの少なくとも一部を横切る、請求項６に記載の
リソグラフィック装置。
【請求項８】
前記投影レンズ系の前記最終エレメントと前記基板テーブルの間の空間の少なくとも一
部に液体を充填するための液体供給システムをさらに備えた、請求項１または２に記載の
リソグラフィック装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、リソグラフィック装置および位置合わせ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
リソグラフィック装置は、基板の目標部分に所望のパターンを適用するマシンである。
リソグラフィック装置は、たとえば集積回路（ＩＣ）の製造に使用することができる。こ
の場合、マスクなどのパターン化手段を使用して、ＩＣの個々の層に対応する回路パター
ンが生成され、このパターンが、放射線感応材料（レジスト）の層を有する基板（たとえ
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ばシリコン・ウェハ）上の目標部分（たとえば１つ又は複数のダイ部分からなる）に画像
化される。通常、１枚の基板には、順次露光される目標部分に隣接する回路網が含まれて
いる。知られているリソグラフィック装置には、パターン全体を１回で目標部分に露光す
ることによって目標部分の各々が照射される、いわゆるステッパと、パターンを投影ビー
ムで所与の方向（「走査」方向）に走査し、且つ、基板をこの方向に平行に、或いは非平
行に同期走査することによって目標部分の各々が照射される、いわゆるスキャナがある。
【０００３】
投影システムの最終エレメントと基板の間の空間を充填するべく、比較的屈折率の大き
い液体中、たとえば水中に、リソグラフィック投影装置内の基板を浸す方法が提案されて
いる。この方法のポイントは、液体中では露光放射の波長がより短くなるため、より小さ
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いフィーチャを画像化することができることである。（また、液体の効果は、システムの
有効ＮＡが大きくなり、且つ、焦点深度が長くなることにあると見なすことができる。）
【０００４】
しかしながら、基板又は基板と基板テーブルを液体槽に浸す（たとえば、参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれているＵＳ４，５０９，８５２号を参照されたい）ことは
、走査露光の間、加速しなければならない大量の液体が存在していることを意味しており
、そのためにはモータを追加するか、或いはより強力なモータが必要であり、また、液体
の攪乱により、望ましくない予測不可能な影響がもたらされることになる。
【０００５】
提案されている解決法の１つは、液体供給システムの場合、液体拘束システムを使用し
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て、基板の局部領域上のみ、及び投影システムの最終エレメントと基板の間に液体を提供
することである（基板の表面積は、通常、投影システムの最終エレメントの表面積より広
くなっている）。参照によりその全体が本明細書に組み込まれているＷＯ９９／４９５０
４号に、そのために提案されている方法の１つが開示されている。図２及び３に示すよう
に、液体は、好ましくは基板が最終エレメントに対して移動する方向に沿って、少なくと
も１つの入口ＩＮによって基板に供給され、投影システムの下を通過した後、少なくとも
１つの出口ＯＵＴによって除去される。つまり、基板を最終エレメントの下を−Ｘ方向に
走査する際に、最終エレメントの＋Ｘ側で液体が供給され、−Ｘ側で除去される。図２は
、入口ＩＮを介して液体が供給され、最終エレメントのもう一方の側で、低圧源に接続さ
れた出口ＯＵＴによって除去される構造を略図で示したものである。図２に示す図解では

50

(4)

JP 4750812 B2 2011.8.17

、液体は、必ずしもそれには限定されないが、基板が最終エレメントに対して移動する方
向に沿って供給されている。様々な配向及び数の入口及び出口を最終エレメントの周りに
配置することが可能である。図３はその実施例の１つを示したもので、両側に出口を備え
た４組の入口が、最終エレメントの周りに一定のパターンで提供されている。
【０００６】
提案されているもう１つの解決法は、投影システムの最終エレメントと基板テーブルの
間の空間の境界の少なくとも一部に沿って展開したシール部材を備えた液体供給システム
を提供することである。シール部材は、Ｚ方向（光軸の方向）における若干の相対移動が
存在する可能性があるが、投影システムに対して実質的にＸＹ平面内に静止している。シ
ール部材と基板の表面の間にシールが形成される。このシールは、ガス・シールなどの非
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接触シールであることが好ましい。参照によりその全体が本明細書に組み込まれている欧
州特許出願第０３２５２９５５．４号に、このようなシステムが開示されている。
【０００７】
液浸液と空気の屈折率が異なるため、液浸液を備えたリソグラフィック投影装置と、液
浸液を備えていないリソグラフィック投影装置とでは、投影ビームの光路長が異なってい
る。したがって、「ドライ」リソグラフィと液浸リソグラフィの両方のための異なる投影
システムを設計しなければならない。レンズの設計には経費がかかるため、たとえば集積
回路の製造コストが著しく増加する。
【０００８】
基板を位置合せする場合にも同様の問題が生じる。基板の位置合せは、基板上若しくは
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基板テーブル上の基準マークに向けて投射された位置合せビームが、該基準マークから位
置合せマークに向かってその一部が反射することによって実施されるが、基板テーブルと
位置合せビームを投射する位置合せ装置との間に液浸液が存在している場合、その光路長
が変化するため、位置合せビームは正確に基準マークの表面に集束しない。また、液浸液
が予め基板テーブル上及び後続する基板上に存在し、露光に先立って位置合せを実施する
場合、位置合せマークの上若しくは基板テーブル上のセンサの上に流体が残留することが
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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本発明の目的は、液浸液の有無に関係なく使用することができるリソグラフィック投影
装置及び位置合せ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の一態様によれば、投影レンズ系の最終エレメントと投影レンズ系の焦点との間
に所定の液体が存在している場合の投影レンズ系の非平行光エレメントからの焦点距離が
、投影レンズ系の前記最終エレメントと投影レンズ系の焦点との間に前記所定の液体が存
在していない場合の投影レンズ系の非平行光エレメントからの焦点距離と同じ距離を維持
するよう、投影レンズ系の光路の補償光エレメントを他の異なる補償光エレメントに交換
するステップ、若しくは投影レンズ系の光路の他の補償光エレメントを除去するステップ
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を含む、リソグラフィック投影装置の投影レンズ系を変換する方法が提供される。
【００１１】
本発明の他の態様によれば、投影レンズ系の最終エレメントと投影レンズ系の焦点との
間に液体が存在していない場合の投影レンズ系の非平行光エレメントからの焦点距離が、
投影レンズ系の前記最終エレメントと投影レンズ系の焦点との間に前記所定の液体が存在
している場合の投影レンズ系の非平行光エレメントからの焦点距離と同じ距離を維持する
よう、投影レンズ系の光路の補償光エレメントを他の異なる補償光エレメントに交換する
ステップ、若しくは投影レンズ系の光路に他の補償光エレメントを追加するステップを含
む、リソグラフィック投影装置の投影レンズ系を変換する方法が提供される。
【００１２】
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本発明の他の態様によれば、位置合せレンズ系の最終エレメントと位置合せレンズ系の
焦点との間に所定の量の所定の液体が存在している場合の位置合せレンズ系の非平行光エ
レメントからの焦点が、位置合せレンズ系の最終エレメントと位置合せレンズ系の焦点と
の間に前記所定の液体が存在していない場合の位置合せレンズ系の非平行光エレメントか
らの焦点と同じ焦点を維持するよう、位置合せレンズ系の光路の補償光エレメントを他の
異なる補償光エレメントに交換するステップ、若しくは位置合せレンズ系の光路に他の補
償光エレメントを追加するか或いは位置合せレンズ系の光路から他の補償光エレメントを
除去するステップを含む、位置合せ装置の位置合せレンズ系を変換する方法が提供される
。
【００１３】
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本発明の他の態様によれば、位置合せレンズ系の最終エレメントと位置合せレンズ系の
焦点との間に液体が存在していない場合の位置合せレンズ系の非平行光エレメントからの
焦点距離が、位置合せレンズ系の最終エレメントと位置合せレンズ系の焦点との間に前記
所定の液体が存在している場合の位置合せレンズ系の非平行光エレメントからの焦点距離
と同じ焦点距離を維持するよう、位置合せレンズ系の光路の補償光エレメントを他の異な
る補償光エレメントに交換するステップ、若しくは位置合せレンズ系の光路に他の補償光
エレメントを追加するステップを含む、位置合せ装置の位置合せレンズ系を変換する方法
が提供される。
【００１４】
本発明の他の態様によれば、パターン化手段と前記投影ビームの焦点の間の全光路長が
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、前記投影レンズ系の最終エレメントと基板の間に所定の液体が存在している場合の全光
路長に対して変化しないよう、前記投影レンズ系の光路の前記補償光エレメントの存在及
び／又は位置を調整するべく、投影レンズ系の光路の補償光エレメントを他の補償光エレ
メントに交換するステップ、若しくは投影レンズ系の光路の他の補償光エレメントを除去
するステップを含む、リソグラフィック投影装置の投影レンズ系を変換する方法が提供さ
れる。
【００１５】
本発明の他の態様によれば、パターン化手段と前記投影ビームの焦点の間の全光路長が
、前記投影レンズ系の最終エレメントと基板の間に液体が存在していない場合の全光路長
に対して変化しないよう、前記投影レンズ系の光路の前記補償光エレメントの存在及び／
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又は位置を調整するべく、投影レンズ系の光路の補償光エレメントを他の補償光エレメン
トに交換するステップ、若しくは投影レンズ系の光路に他の補償光エレメントを追加する
ステップを含む、リソグラフィック投影装置の投影レンズ系を変換する方法が提供される
。
【００１６】
本発明の他の態様によれば、基準マークと前記位置合せビームの焦点の間の全光路長が
、前記位置合せレンズ系の最終エレメントと基板の間に所定の液体が存在している場合の
全光路長に対して変化しないよう、前記位置合せレンズ系の光路の前記補償光エレメント
の存在及び／又は位置を調整するべく、位置合せレンズ系の光路の補償光エレメントを他
の補償光エレメントに交換するステップ、若しくは位置合せレンズ系の光路に他の補償光
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エレメントを追加するステップを含む、位置合せ装置の投影レンズ系を変換する方法が提
供される。
【００１７】
本発明の他の態様によれば、基準マークと前記位置合せビームの焦点の間の全光路長が
、前記位置合せレンズ系の最終エレメントと基板の間に液体が存在していない場合の全光
路長に対して変化しないよう、前記位置合せレンズ系の光路の前記補償光エレメントの存
在及び／又は位置を調整するべく、位置合せレンズ系の光路の補償光エレメントを他の補
償光エレメントに交換するステップ、若しくは位置合せレンズ系の光路に他の補償光エレ
メントを追加するか或いは位置合せレンズ系の光路から他の補償光エレメントを除去する
ステップを含む、位置合せ装置の投影レンズ系を変換する方法が提供される。
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【００１８】
補償光エレメントを使用して、液浸液の有無による光路長の変化が補償され、それによ
り装置は常に液浸液の有無に無関係に実質的に同じ空間位置に集束する。投影ビーム若し
くは位置合せビーム中に配置される１つ又は複数の光エレメントは、放射源と基板若しく
は基板テーブルの間の光路長が、投影ビーム若しくは位置合せビームの光路内の液体の量
に無関係に一定の光路長を維持するように、つまり焦点の位置が変化しないように選択さ
れ、且つ、配置される。したがって液浸液の有無にかかわらず同じ投影ビーム若しくは位
置合せシステムを装置に使用することができるため、レンズの設計及び開発コストが削減
される。この装置は、液浸流体を使用した装置と液浸流体を使用しない装置の間で変換す
ることができる。
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【００１９】
投影ビーム若しくは位置合せビーム中の補償光エレメントの配置を変更するステップに
は、投影ビーム若しくは位置合せビームの光路に異なる補償光エレメントを配置するステ
ップが含まれている。投影ビーム若しくは位置合せビーム中の液体の量に応じて補償光エ
レメントを適切に選択することができる。別法としては、位置合せビームの光路に光エレ
メントを追加配置することも可能である。補償光エレメントは、投影システムの最終エレ
メント或いは投影位置合せシステムの最終エレメントとして便利に配置することができる
。
【００２０】
異なる補償光エレメントは、投影ビーム若しくは位置合せビーム中の、ビームが伝搬す

20

る方向の様々な位置に配置することが好ましい。たとえば、光エレメントの各々は、投影
ビーム若しくは位置合せビームの光路に同時に配置された場合に、光エレメントが互いに
衝突しないよう、投影ビーム若しくは位置合せビーム中に相互に排他的なステーションを
有することができる。単一の光エレメントを他の光エレメントに交換する場合、液浸液と
共に使用する光エレメントの方を他の光エレメントよりも基板の近くに配置しなければな
らない。光エレメントのいくつかを、たとえば基板テーブルにより近づけて配置し、他の
光エレメントを放射源により近づけて配置することができる。個々の補償光エレメントの
厚さは、３０μｍより厚いことが好ましく、詳細には５０μｍと５００μｍの間であるこ
とが好ましい。補償光エレメントと基板テーブルの間の間隔は３ｍｍ未満であることが好
ましく、したがって補償光エレメントは像平面に近いため、視野全体に渡って球面収差が
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一定である。
【００２１】
補償光エレメントは、平面プレートであることが好ましい。投影ビーム若しくは位置合
せビームの光路長を調整するために、異なる補償光エレメントには、異なる厚さ及び／又
は異なる光学特性、詳細には異なる屈折率を持たせることができる。たとえば補償光エレ
メントを中空にし、屈折率が異なる流体を個々の補償光エレメントに充填することができ
る。これは、たとえば流体の塩化ナトリウム濃度を変化させることによって、或いは補償
光エレメント内の流体の混合物の比率を変化させることによって達成することができる。
【００２２】
上で説明した方法は、ユーザが実行することができる。ユーザは、オペレータであり、
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或いは装置の所有者、装置を変換するために特に採用された外部業者若しくはこのような
装置を変換するために必要な他の任意の個人である。この方法は、全くの非自動方法であ
る。
【００２３】
本発明の他の態様によれば、
−投影放射ビームを提供するための照明システムと、
−投影ビームの断面にパターンを付与するべく機能するパターン化手段を支持するため
の支持構造と、
−基板を保持する基板テーブルと、
−パターン化されたビームを基板の目標部分に投射するための投影レンズ系と
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を備えたリソグラフィック装置であって、
−前記投影ビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、前記投影ビームの焦
点面を調整するための複数の交換可能光エレメントと、
−前記投影ビームの光路の前記交換可能光エレメントの存在及び／又は位置を調整する
ことができ、それにより、前記投影レンズ系の最終エレメントと前記基板の間に液体が存
在する、しないに無関係に、前記投影ビームの全光路長が変化しないことを保証すること
ができること
を特徴とするリソグラフィック装置が提供される。
【００２４】
本発明の他の態様によれば、
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−投影放射ビームを提供するための照明システムと、
−投影ビームの断面にパターンを付与するべく機能するパターン化手段を支持するため
の支持構造と、
−基板を保持する基板テーブルと、
−パターン化されたビームを基板の目標部分に投射するための投影レンズ系と
を備えたリソグラフィック装置であって、
−前記投影ビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、前記投影ビームの焦
点面を調整するための複数の交換可能光エレメントと、
−前記投影レンズ系の最終エレメントと前記投影レンズ系の焦点との間に所定の液体が
存在している場合の前記投影レンズ系の焦点が変化しないよう、前記投影ビームの光路の
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前記交換可能光エレメントの存在及び／又は位置が調整されること
を特徴とするリソグラフィック装置が提供される。
【００２５】
本発明の他の態様によれば、
−基板マークを有する基板を保持するための基板テーブルと、
−位置合せ放射ビームを使用して基準マークと前記基板マークの間の位置合せを検出す
るための位置合せレンズ系と
を備えた位置合せ装置であって、
−位置合せビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、位置合せを検出する
際に位置合せシステムの焦点面を調整するための複数の光エレメントと、
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−前記位置合せビームの光路の前記光エレメントの存在及び／又は位置を調整すること
ができ、それにより、前記位置合せレンズ系の最終エレメントと前記基板テーブルの間の
液体の量に無関係に、前記位置合せビームの全光路長が変化しないことを保証することが
できること
を特徴とする位置合せ装置が提供される。
【００２６】
本発明の他の態様によれば、
−基板マークを有する基板を保持するための基板テーブルと、
−位置合せ放射ビームを使用して基準マークと前記基板マークの間の位置合せを検出す
るための位置合せレンズ系と

40

を備えた位置合せ装置であって、
−位置合せビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、位置合せを検出する
際に位置合せシステムの焦点面を調整するための複数の光エレメントと、
−前記位置合せレンズ系の最終エレメントと前記位置合せレンズ系の焦点との間に所定
の液体が存在している場合の前記位置合せレンズ系の焦点が変化しないよう、前記位置合
せビームの光路の前記光エレメントの存在及び／又は位置が調整されること
を特徴とする位置合せ装置が提供される。
【００２７】
また、前記投影レンズ系或いは位置合せレンズ系の前記最終エレメントと前記基板の間
の液体の量に応じて、前記光エレメントのうちのいずれの光エレメントを前記投影ビーム
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若しくは位置合せビームの光路に配置するかを制御するためのコントローラが存在してい
ることが好ましい。このコントローラは、コンピュータ・システム若しくはコンピュータ
・システムにロードされたプログラムの形態を取ることができる。また、投影システム若
しくは位置合せシステムの最終エレメントと基板テーブルの間の空間の少なくとも一部に
液体を充填するための液体供給システムを設けることも可能である。
【００２８】
本発明の他の態様によれば、
−投影放射ビームを提供するための照明システムと、
−投影ビームの断面にパターンを付与するべく機能するパターン化手段を支持するため
の支持構造と、
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−基板を保持する基板テーブルと、
−パターン化されたビームを基板の目標部分に投射するための投影レンズ系と
を備えたリソグラフィック装置であって、
−前記投影ビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、前記投影ビームの焦
点面を調整するための複数の交換可能光エレメントと、
−前記投影ビームの光路内の、前記複数の交換可能光エレメントを保持するための複数
のドッキング・ステーションと
を特徴とするリソグラフィック装置が提供される。
【００２９】
本発明の他の態様によれば、
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−基板マークを有する基板を保持するための基板テーブルと、
−位置合せ放射ビームを使用して基準マークと前記基板マークの間の位置合せを検出す
るための位置合せレンズ系と
を備えた位置合せ装置であって、
−位置合せビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、位置合せを検出する
際に位置合せシステムの焦点面を調整するための複数の光エレメントと、
−前記投影ビームの光路内の、前記複数の交換可能光エレメントを保持するための複数
のドッキング・ステーションと
を特徴とする位置合せ装置が提供される。
【００３０】
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ドッキング・ステーションの各々は、前記投影レンズ系若しくは前記位置合せレンズ系
の最終非平行プレート・エレメントからの距離を予め決定することができる。ドッキング
・ステーションのうちの少なくとも１つは、投影ビーム若しくは位置合せビームの光路に
液体が存在していない場合の前記投影ビーム若しくは位置合せビームの焦点が、基板若し
くは基板テーブル上に位置するように配置することができる。また、ドッキング・ステー
ションのうちの少なくとも１つは、投影ビーム若しくは位置合せビームの光路に所定の液
体が存在している場合の前記投影ビーム若しくは位置合せビームの焦点が、基板若しくは
基板テーブル上に位置するように配置することができる。
【００３１】
本発明の他の態様によれば、
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−基板マークを有する基板を保持するための基板テーブルと、
−位置合せ放射ビームを使用して基準マークと前記基板マークの間の位置合せを検出す
るための位置合せレンズ系と
を備えた位置合せ装置であって、
−位置合せビームの光路に除去可能に位置決めすることができる、位置合せを検出する
際に位置合せシステムの焦点面を調整するための複数の光エレメントと、
−前記位置合せシステムの最終エレメントと前記基板テーブルの間に液体が存在している
ことを検出するための検出器と、
−前記検出器による検出の結果に基づいて、どの光エレメントを前記位置合せビームの光
路に配置するかを制御するためのコントローラと
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を特徴とする位置合せ装置が提供される。
【００３２】
本発明の他の態様によれば、
−投影放射ビームを提供するための放射システムと、
−所望のパターンに従って投影ビームをパターン化するべく機能するパターン化手段を
支持するための支持構造と、
−パターン化されたビームを基板の目標部分に投射するための投影システムと、
−上で説明した位置合せ装置と、
を備えたリソグラフィック投影装置が提供される。
【００３３】
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位置合せビームは、投影システムの少なくとも一部を横切ることができる。
【００３４】
本発明の他の態様によれば、
−基板を提供するステップと、
−照明システムを使用して投影放射ビームを提供するステップと、
−投影ビームの断面にパターンを付与するべくパターン化手段を使用するステップと、
−パターン化された放射ビームを基板の目標部分に投射するステップと
を含むデバイス製造方法であって、
前記投影ビームの焦点を前記投影ビーム中の液体の有無に関係なく同じポイントに確実
に集束させるべく、複数の光エレメントのうちの１つ又は複数を前記投影ビームの光路に
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挿入することによって前記投影ビームの焦点面を調整するステップを特徴とするデバイス
製造方法が提供される。
【００３５】
本明細書においては、とりわけＩＣの製造におけるリソグラフィック装置の使用が参照
されているが、本明細書において説明するリソグラフィック装置は、集積光学系、磁気領
域メモリのための誘導及び検出パターン、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド
等の製造などの他のアプリケーションを有していることを理解されたい。このような代替
アプリケーションのコンテキストにおいては、本明細書における「ウェハ」或いは「ダイ
」という用語の使用はすべて、それぞれより一般的な「基板」或いは「目標部分」という
用語の同義語と見なすことができることは、当分野の技術者には理解されよう。本明細書
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において参照されている基板は、たとえばトラック（通常、基板にレジスト層を塗布し、
且つ、露光済みレジストを現像するツール）或いは度量衡学ツール若しくは検査ツール中
で、露光前若しくは露光後に処理することができる。適用可能である場合、本明細書にお
ける開示は、このような基板処理ツール及び他の基板処理ツールに適用することができる
。また、基板は、たとえば多層ＩＣを生成するべく複数回に渡って処理することができる
ため、本明細書において使用されている基板という用語は、処理済みの複数の層が既に含
まれている基板を指している場合もある。
【００３６】
本明細書に使用されている「放射」及び「ビーム」という用語には、紫外（ＵＶ）放射
（たとえば、波長が３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ若しくは１２６ｎ
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ｍの放射）、詳細には光放射を含むあらゆるタイプの電磁放射が包含されている。
【００３７】
本明細書に使用されている「パターン化手段」という用語は、投影ビームの断面にパタ
ーンを付与し、それにより基板の目標部分にパターンを生成するべく使用することができ
る手段を意味するものとして広義に解釈されたい。投影ビームに付与されるパターンは、
基板の目標部分における所望のパターンに厳密に対応している必要はないことに留意され
たい。投影ビームに付与されるパターンは、通常、目標部分に生成される、たとえば集積
回路などのデバイス中の特定の機能層に対応している。
【００３８】
パターン化手段は、透過型であっても或いは反射型であっても良い。パターン化手段の
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実施例には、マスク、プログラム可能ミラー・アレイ及びプログラム可能ＬＣＤパネルが
ある。マスクについてはリソグラフィにおいては良く知られており、バイナリ、交番移相
及び減衰移相などのマスク・タイプ、及び様々なハイブリッド・マスク・タイプが知られ
ている。プログラム可能ミラー・アレイの実施例には、マトリックスに配列された微小ミ
ラーが使用されている。微小ミラーの各々は、入射する放射ビームが異なる方向に反射す
るよう、個々に傾斜させることができるため、この方法によって反射ビームがパターン化
される。パターン化手段のいずれの実施例においても、支持構造は、たとえば、必要に応
じて固定若しくは移動可能にすることができ、且つ、たとえば投影システムに対してパタ
ーン化手段を確実に所望の位置に配置することができるフレーム若しくはテーブルである
。本明細書における「レチクル」或いは「マスク」という用語の使用はすべて、より一般
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的な「パターン化手段」という用語の同義語と見なすことができる。
【００３９】
本明細書に使用されている「投影システム」という用語には、たとえば使用する露光放
射に適した、或いは液浸液の使用若しくは真空の使用などの他の要因に適した、屈折光学
系、反射光学系及びカタディオプトリック光学系を始めとする様々なタイプの投影システ
ムが包含されているものとして広義に解釈されたい。本明細書における「レンズ」という
用語の使用はすべて、より一般的な「投影システム」という用語の同義語と見なすことが
できる。
【００４０】
また、照明システムには、投影放射ビームを導き、整形し、或いは制御するための屈折
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光学コンポーネント、反射光学コンポーネント及びカタディオプトリック光学コンポーネ
ントを始めとする様々なタイプの光学コンポーネントが包含されており、このようなコン
ポーネントについても、以下、集合的若しくは個々に「レンズ」と呼ぶ。
【００４１】
リソグラフィック装置は、場合によっては２つ（二重ステージ）以上の基板テーブル（
及び／又は複数のマスク・テーブル）を有するタイプの装置であり、このような「多重ス
テージ」マシンの場合、追加テーブルを並列に使用することができ、或いは１つ又は複数
の他のテーブルを露光のために使用している間、１つ又は複数のテーブルに対して予備ス
テップを実行することができる。
【００４２】
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以下、本発明の実施例について、単なる実施例に過ぎないが、添付の略図を参照して説
明する。図において、対応する参照記号は、対応する部品を表している。
【実施例】
【００４３】
図１は、本発明の特定の実施例によるリソグラフィック装置を略図で示したものである
。この装置は、
−投影放射ビームＰＢ（たとえばＵＶ放射）を提供するための照明システム（イルミネ
ータ）ＩＬと、
−パターン化手段（たとえばマスク）ＭＡを支持するための、アイテムＰＬに対してパ
ターン化手段を正確に位置決めするための第１の位置決め手段ＰＭに接続された第１の支
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持構造（たとえばマスク・テーブル）ＭＴと、
−基板（たとえばレジスト被覆ウェハ）Ｗを保持するための、アイテムＰＬに対して基
板を正確に位置決めするための第２の位置決め手段ＰＷに接続された基板テーブル（たと
えばウェハ・テーブル）ＷＴと、
−パターン化手段ＭＡによって投影ビームＰＢに付与されたパターンを基板Ｗの目標部
分Ｃ（たとえば１つ又は複数のダイからなる）に結像させるための投影システム（たとえ
ば屈折型投影レンズ）ＰＬと
を備えている。
【００４４】
図に示すように、このリソグラフィック装置は、透過型（たとえば透過型マスクを使用
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した）タイプの装置である。別法としては、このリソグラフィック装置は、反射型（たと
えば上で参照したタイプのプログラム可能ミラー・アレイを使用した）タイプの装置であ
っても良い。
【００４５】
イルミネータＩＬは、放射源ＳＯから放射ビームを受け取っている。放射源がたとえば
エキシマ・レーザである場合、放射源及びリソグラフィック装置は、個別の構成要素にす
ることができる。その場合、放射源は、リソグラフィック装置の一部を形成しているとは
見なされず、放射ビームは、たとえば適切な誘導ミラー及び／又はビーム拡大器を備えた
ビーム引渡しシステムＢＤを使用して放射源ＳＯからイルミネータＩＬへ引き渡される。
それ以外のたとえば放射源が水銀灯である場合、放射源はリソグラフィック装置の一構成
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要素である。放射源ＳＯ及びイルミネータＩＬは、必要に応じてビーム引渡しシステムＢ
Ｄと共に放射システムと呼ぶことができる。
【００４６】
イルミネータＩＬは、放射ビームの角強度分布を調整するための調整手段ＡＭを備える
ことができる。通常、イルミネータのひとみ平面内における強度分布の少なくとも外部及
び／又は内部ラジアル・エクステント（一般に、それぞれσ−外部及びσ−内部と呼ばれ
ている）は調整が可能である。また、イルミネータＩＬは、通常、インテグレータＩＮ及
びコンデンサＣＯなど、他の様々なコンポーネントを備えている。イルミネータは、投影
ビームＰＢと呼ばれる、所望する一様な強度分布をその断面に有する調整済み放射ビーム
を提供している。
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【００４７】
マスク・テーブルＭＴ上に保持されているマスクＭＡに投影ビームＰＢが入射する。マ
スクＭＡを透過した投影ビームＰＢは、ビームを基板Ｗの目標部分Ｃに集束させるレンズ
ＰＬを通過する。基板テーブルＷＴは、第２の位置決め手段ＰＷ及び位置センサＩＦ（た
とえば干渉デバイス）を使用して正確に移動させることができ、それによりたとえば異な
る目標部分Ｃを投影ビームＰＢの光路に位置決めすることができる。同様に、第１の位置
決め手段ＰＭ及びもう１つの位置センサ（図１には明確に示されていない）を使用して、
たとえばマスク・ライブラリから機械的に検索した後、若しくは走査中に、マスクＭＡを
投影ビームＰＢの光路に対して正確に位置決めすることができる。通常、対物テーブルＭ
Ｔ及びＷＴの移動は、位置決め手段ＰＭ及びＰＷの一部を形成している長ストローク・モ
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ジュール（粗位置決め）及び短ストローク・モジュール（精密位置決め）を使用して実現
されているが、ステッパ（スキャナではなく）の場合、マスク・テーブルＭＴは、短スト
ローク・アクチュエータのみに接続することができ、或いは固定することも可能である。
マスクＭＡ及び基板Ｗは、マスク位置合せマークＭ１、Ｍ２及び基板位置合せマークＰ１
、Ｐ２を使用して位置合せすることができる。
【００４８】
図に示す装置は、以下に示す好ましいモードで使用することができる。
１．ステップ・モードでは、マスク・テーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴは、基本的に
静止状態に維持され、投影ビームに付与されたパターン全体が目標部分Ｃに１回の照射で
投影される（すなわち単一静止露光）。次に、基板テーブルＷＴがＸ及び／又はＹ方向に
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シフトされ、異なる目標部分Ｃが露光される。ステップ・モードでは、露光視野の最大サ
イズによって、単一静止露光で画像化される目標部分Ｃのサイズが制限される。
２．走査モードでは、投影ビームに付与されたパターンが目標部分Ｃに投影されている
間、マスク・テーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴが同期走査される（すなわち単一動的露
光）。マスク・テーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度及び方向は、投影システム
ＰＬの倍率（縮小率）及び画像反転特性によって決定される。走査モードでは、露光視野
の最大サイズによって、単一動的露光における目標部分の幅（非走査方向の）が制限され
、また、走査運動の長さによって目標部分の高さ（走査方向の）が左右される。
３．他のモードでは、プログラム可能パターン化手段を保持するべくマスク・テーブル
ＭＴが基本的に静止状態に維持され、投影ビームに付与されたパターンが目標部分Ｃに投
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影されている間、基板テーブルＷＴが移動若しくは走査される。このモードでは、通常、
パルス放射源が使用され、走査中、基板テーブルＷＴが移動する毎に、或いは連続する放
射パルスと放射パルスの間に、必要に応じてプログラム可能パターン化手段が更新される
。この動作モードは、上で参照したタイプのプログラム可能ミラー・アレイなどのプログ
ラム可能パターン化手段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。
【００４９】
上で説明した使用モードの組合せ及び／又はその変形形態若しくは全く異なる使用モー
ドを使用することも可能である。
【００５０】

10

図４に示すように、検出器２２は、基板Ｗ上に存在する液浸液の有無を検出している。
この実施例では、検出器２２は、強度の小さい電磁波の反射によって基板Ｗ上の液体の存
在を検出しているが、液体の存在は、たとえばソナー・パルス或いは電流を使用して検出
することも可能であり、或いは液体を物理的に検出することもできる。検出器２２は、図
４に示すように、基板の目標部分Ｃに液体が存在していることを検出することが好ましい
。コントローラ２１は、検出器２２による測定に基づいて、１つ又は複数の光エレメント
９、１０、１１及び１２の中から必要な光エレメントを決定している。コントローラ２１
は、光エレメント９、１０、１１及び１２の中から、基板の上部表面への投影ビームＰＢ
の正確な集束を保証するために必要な光エレメントを決定することができる。必要な光エ
レメント１０が決定されると、光エレメント１０が投影ビームの光路の投影システムＰＬ
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の最終レンズ・エレメント５０の直ぐ後段へ移動する。したがって投影ビームＰＢは基板
の上部表面に一次まで集束し、投影システムの最終非平行エレメントと投影ビームの焦点
の間の距離ｄ１が一定に維持される。図４に示すように、光エレメント１０は平面平行プ
レートであり、投影ビームＰＢが伝搬する方向に対して直角に配置されている。
【００５１】
図５では、同じリソグラフィック装置が液体供給システム３０と共に使用されている。
液体供給システム３０は、屈折率が周囲のガス環境の屈折率より大きい液体を投影ビーム
の光路に供給しており、屈折率の差によって光路長が変化する。検出器２２が投影システ
ムと基板の間の流体を検出し、コントローラは、投影ビームＰＢを基板Ｗ上に集束させる
ためには別の光エレメント９が位置合せビームの光路に必要であることを決定する。した
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がって、投影ビームＰＢの光路に屈折率のより大きい流体が存在しているにもかかわらず
、放射源と基板の表面の間の光路長及びｄ１は一定である。光エレメント９は、投影ビー
ムＰＢ中の、元の光エレメント１１の位置とは異なる位置（もっと下の方）に配置されて
いる。
【００５２】
投影ビームＰＢの光路の長さは、光エレメントの厚さｄｐを調整することによって変更
することができる。屈折率がｎｏの材料を使用して、量ｄｏによって光路を調整するため
には（流体の有無を補償するためには）、平面プレートの厚さは、ｄｐ＝ｃ．ｄｏで与え
られる厚さｄｐでなければならない。ここで、
【００５３】
【数１】
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ｎ１は、平面プレート光エレメントの屈折率である。
【００５４】
図６では、検出器２２は、投影システムと基板の間に流体が存在していないことを検出
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し、投影システムに光エレメント１１が追加されている。光エレメント９及び１１は、投
影ビームを基板の表面に集束させるだけの十分な組合せ厚さ及び屈折率を有している。光
エレメント１１は、投影ビーム中に、光エレメント９の上側若しくは下側のいずれかに配
置することができる。この実施例では、光エレメント９、１０、１１及び１２の各々は、
投影ビーム中に割り当てられた（相互に排他的な）位置を有しているため、光エレメント
９、１０、１１及び１２の任意の組合せを、他の光エレメントと衝突することなく投影ビ
ーム中に配置することができる。
【００５５】
別法としては、光エレメント１０及び１１の厚さｄｐが固定され、屈折率が変更される
。これは、たとえばガラス製の平面プレートをたとえばパースペックス（商標）の平面プ
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レートに交換することによって達成することができる。また、別法として、光エレメント
を中空平面プレートにし、屈折率が既知の流体を充填することも可能である。この場合、
光エレメント１０の屈折率は、流体の組成を変化させることによって変更される。図７に
示すように、光エレメント１４の内部の流体１５は交換可能であり、その組成は、流体交
換手段１６によって調整されている。流体の組成は、たとえば流体の塩化ナトリウム濃度
を変化させることによって調整することができ、或いは混合物中の２種類の流体の比率を
変化させることによって調整することができる。また、光エレメント１４の流体１５を交
換し、補給することによって光エレメント１４が冷たい状態に維持されるため、コンポー
ネントの熱膨張及び収縮によるエラー及び損傷が低減される。
【００５６】
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図８は位置合せ装置を示したもので、位置合せシステムＡＳを介して位置合せビームＡ
Ｂが基板マークＰ１に向かって投射されている。位置合せビームＡＢは、基板マークＰ１
で一部が反射する。この位置合せビームは、位置合せマークＭ１上に結像する。知られて
いる方法を使用して基板マークＰ１と位置合せマークＭ１の位置合せが検出され、基板Ｗ
の位置合せが決定される。図１０に示すように、検出器２２が基板上の液体の量を検出し
、検出された液体の量に応じてコントローラ２１が光エレメント１０を選択している。
【００５７】
また、位置合せは、図９に示すいわゆるスルー・ザ・レンズ・システムを使用して実施
することも可能である。このようなシステムの場合、位置合せビームＡＢは、投影レンズ
ＰＬを介して基板マークＰ１に向けて投射され、マスクＭＡ上のマークＭ１に向かって反
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射する。この場合も、基板マークＰ１上への位置合せビームの正確な集束を保証するべく
、検出器２２が投影システムの最終エレメントと基板の間の液体の量を検出し、コントロ
ーラ２１が位置合せビーム中に配置すべき適切な光エレメントを選択している。
【００５８】
図１０では、投影システムを使用して位置合せビームＡＢが基板テーブルＷＴ上の基準
マークＦ１に向けて投射されている。この基準マークＦ１は、部分反射型位相格子である
。部分的に反射する位置合せビームＡＢの鮮明度は、液体の厚さの非一様性によって低下
するが、依然として位置合せを可能にするだけの十分な鮮明性を有している。検出器２２
が基板Ｗ上に微小量の液体が存在していることを検出すると、コントローラ２１によって
薄い光エレメント１１が選択され、位置合せビームＡＢの光路に配置される。検出器がさ
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らに微小な量の液体を検出した場合、より分厚い光エレメント１０が選択され、また、検
出器がもう少し多量の液体を検出した場合、さらに薄い光エレメント９が選択されること
になる。
【００５９】
上で説明した実施例では、球面収差が視野全体に渡って確実に一定になるよう、光エレ
メントは、位置合せビーム中の、投影システムＰＬ若しくは位置合せシステムＡＳの直ぐ
後段に配置されているが、図１１に示すように、システム内の異なる位置に光エレメント
を配置することも可能である。光エレメント１０は、投影システムＰＬを介した投射に先
立って、位置合せビームＡＢ中に配置されているが、依然として位置合せビームＡＢが正
確に基板マークＰ１上に集束することを保証している。投影ビーム若しくは位置合せビー
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ムの光路に異なる光エレメントを挿入する場合、投影ビームＰＢ若しくは位置合せビーム
ＡＢを基板の表面或いは基板マーク上に二次若しくはより高次まで集束させるべく、投影
システムＰＬ若しくは位置合せシステムＡＳ内の光エレメントの位置を調整することがで
きる。
【００６０】
投影ビームＰＢ若しくは位置合せビームＡＢの光路に光エレメントを配置する必要性の
有無、及び配置すべき光エレメントを決定している検出器２２及びコントローラ２１に代
わって、技術者が液浸形式の装置から「ドライ」装置への装置変更を決定することができ
る。光エレメント１０、１１及び１２は、投影システムＰＬ若しくは位置合せシステムＡ
Ｓの底部に、適切な間隔を隔ててネジ止めすることができ、或いは恒久的に取り付けるこ

10

とができる。技術者が「ドライ」装置から液浸装置への装置変更を決定した場合、光エレ
メント１０、１１及び１２が除去され、液体供給システム３０によって投影システムＰＬ
若しくは位置合せシステムＡＳと基板Ｗの間の空間に流体が供給される。また、技術者は
、投影システムのいくつかの他の光エレメントの位置及び場合によっては形状を調整する
ことができ、それにより、より高次の光効果を考慮することができる。
【００６１】
以上、本発明の特定の実施例について説明したが、説明した以外の方法で本発明を実践
することができることは理解されよう。以上の説明は、本発明を制限することを意図した
ものではない。
【図面の簡単な説明】
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【００６２】
【図１】本発明の一実施例によるリソグラフィック装置を示す図である。
【図２】液体供給システムを示す図である。
【図３】図２に示す液体供給システムの代替図である。
【図４】本発明の一実施例による、光エレメントが投影ビーム中に配置されたリソグラフ
ィック投影装置を示す図である。
【図５】異なる光エレメントが投影ビーム中に配置された、図４に示すリソグラフィック
投影装置を示す図である。
【図６】投影ビーム中に光エレメントの組合せを備えたリソグラフィック投影装置を示す
図である。
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【図７】リソグラフィック投影装置の光エレメントに流体が充填された構造を示す線図で
ある。
【図８】本発明による位置合せ装置を示す図である。
【図９】本発明の一実施例による代替位置合せ装置を示す図である。
【図１０】本発明の一実施例による、位置合せモードにある投影システムを示す図である
。
【図１１】本発明による位置合せ装置の光エレメントの代替構造を示す図である。
【符号の説明】
【００６３】
９、１０、１１、１２、１４ 光エレメント

40

１５ 光エレメントの内部の流体
１６ 流体交換手段
２１ コントローラ
２２ 検出器
３０ 液体供給システム
５０ 投影システムＰＬの最終レンズ・エレメント
ＡＢ 位置合せビーム
ＡＭ 調整手段
ＡＳ 位置合せシステム
ＢＤ ビーム引渡しシステム
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Ｃ 目標部分
ＣＯ コンデンサ
Ｆ１ 基準マーク
ＩＦ 位置センサ
ＩＬ 照明システム（イルミネータ）
ＩＮ 入口
ＩＮ インテグレータ
Ｍ１、Ｍ２ マスク位置合せマーク
ＭＡ パターン化手段（マスク）
10

ＭＴ 第１の支持構造（マスク・テーブル）
ＯＵＴ 出口
Ｐ１、Ｐ２ 基板位置合せマーク
ＰＢ 投影放射ビーム（投影ビーム）
ＰＭ 第１の位置決め手段
ＰＬ 投影システム（レンズ、投影レンズ）
ＰＷ 第２の位置決め手段
ＳＯ 放射源
Ｗ 基板
ＷＴ 基板テーブル

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】
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