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(57)【要約】
【課題】最適な寸法を有するコンパクトな設計の非常に
高い解像度を達成するカタジオプトリック投影対物レン
ズを提供する。
【解決手段】カタジオプトリック投影対物レンズは、物
体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第
１の対物レンズ部分、第１の対物レンズ部分から到来す
る放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２の対物
レンズ部分、第２の中間実像を像平面上に結像させる第
３の対物レンズ部分を有し、第２の対物レンズ部分は凹
面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分であり
、物体平面から到来する放射を凹面鏡の方向に偏向させ
る第１の折曲鏡と、凹面鏡から到来する放射を像平面の
方向に偏向させる第２の折曲鏡とが設けられる。正の屈
折力を有するフィールドレンズは、第１の中間像および
／または第１の折曲鏡と凹面鏡との間において第１の中
間像のフィールドに近接する領域内に配置される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
　前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分であ
り、
　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させる第１の折曲鏡と、前記
凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第２の折曲鏡とが設けられ；
　正の屈折力を有するフィールドレンズが、前記第１の中間像と前記凹面鏡との間におい
て、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域内に配置されるカタジオプトリック投
影対物レンズ。
【請求項２】
　前記フィールドレンズは、少なくとも１個の中間像に光学的に近接して、前記像の主光
線高さが周辺光線高さと比較して大きい領域内に配置される請求項１に記載の投影対物レ
ンズ。
【請求項３】
　前記フィールドレンズは、単レンズである請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４】
　前記フィールドレンズは、前記凹面鏡より前記第１の折曲鏡に接近して配置される請求
項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項５】
　前記凹面鏡は、前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させるか、ま
たは前記凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる関連の折曲鏡を有し、
正の屈折力を有するフィールドレンズが、幾何学的に前記凹面鏡と前記折曲鏡との間にお
いてビームが２回通過する領域内に、該フィールドレンズの第１のレンズ部分が前記物体
平面と前記凹面鏡との間においてビーム路内に配置されるとともに、該フィールドレンズ
の第２のレンズ部分が前記凹面鏡と前記像平面との間においてビーム路内に配置されるよ
うな態様に配置される請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項６】
　前記フィールドレンズは、前記凹面鏡から上流においてビーム路内に配置される前記第
１の中間像に光学的に近接するだけではなく、前記凹面鏡から下流においてビーム路内に
配置される前記第２の中間像にも光学的に近接するように配置される請求項１に記載の投
影対物レンズ。
【請求項７】
　前記フィールドレンズは、ビームが２回通過する領域内に配置されるとともに、ビーム
が第１の方向に通過する第１のレンズ部分と、ビームが第２の方向に通過する第２のレン
ズ部分とを、前記第１のレンズ部分と前記第２のレンズ部分とが前記レンズの少なくとも
一方の側において互いに重複しない状態で有する請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項８】
　ＮＡ＞０．８５の像側開口数と、Ａ≦１０ｍｍの像側作動距離とを有する請求項１に記
載の投影対物レンズ。
【請求項９】
　前記像側作動距離は、約１ｍｍ～約８ｍｍの範囲内である請求項８に記載の投影対物レ
ンズ。
【請求項１０】
　高い屈折率を有する浸漬媒質が、動作時において自身の出射面と基板の入力結合面との



(3) JP 2018-194868 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

間に導入されるような浸漬対物レンズの形態をとる請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項１１】
　前記浸漬媒質は、投影対物レンズの動作波長においてｎI≧１．３の屈折率を有する請
求項１０に記載の投影対物レンズ。
【請求項１２】
　前記浸漬媒質とともにＮＡ＞１の像側開口数を有する請求項１０に記載の投影対物レン
ズ。
【請求項１３】
　前記開口数は、ＮＡ≧１、かつ／またはＮＡ≧１．１、かつ／またはＮＡ≧１．２であ
る請求項１２に記載の投影対物レンズ。
【請求項１４】
　正確に２個の中間実像を有する請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項１５】
　全ての前記中間像は、折曲鏡に近接して配置される請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項１６】
　全ての前記中間像は、折曲鏡からある距離をおいて配置される請求項１に記載の投影対
物レンズ。
【請求項１７】
　前記第３の対物レンズ部分は、屈折性である請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項１８】
　前記第３の対物レンズ部分は、前記第２の中間像の後に配置されるとともに正の屈折力
を有する第１のレンズ群と、前記第１のレンズ群のすぐ後に配置されるとともに負の屈折
力を有する第２のレンズ群と、前記第２のレンズ群のすぐ後に配置されるとともに正の屈
折力を有する第３のレンズ群と、前記第３のレンズ群のすぐ後に配置されるとともに正の
屈折力を有する第４のレンズ群と、前記第３のレンズ群から前記第４のレンズ群までの遷
移領域内に配置されるシステム絞りとを有する請求項１７に記載の投影対物レンズ。
【請求項１９】
　前記第３のレンズ群は、前記第２のレンズ群と前記第３のレンズ群との間において周辺
光線高さの変曲点に近接して配置される入射面を有し、いかなる実質的な屈折力を有する
負レンズも該入射面と前記システム絞りとの間に配置されない請求項１８に記載の投影対
物レンズ。
【請求項２０】
　正レンズのみが、前記入射面と前記像平面との間に配置される請求項１９に記載の投影
対物レンズ。
【請求項２１】
　前記像平面のすぐ上流の自身の最後の光学素子は、フッ化カルシウムにより、曲面状の
入射面と本質的に平面状の出射面とを有して構成される平凸レンズである請求項１に記載
の投影対物レンズ。
【請求項２２】
　少なくとも１個の折曲鏡が、前記第１の対物レンズ部分内に設けられて、前記第１の対
物レンズ部分内において光軸が少なくとも１回折り曲げられるようになっている請求項１
に記載の投影対物レンズ。
【請求項２３】
　折曲鏡は、少なくとも１個の前記対物レンズ部分内において、フィールドレンズが前記
折曲鏡と前記折曲鏡に最も接近して配置される中間像との間に配置されるような態様に配
置される請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項２４】
　２個の前記対物レンズ部分は、反射屈折性であり、各々が１個の凹面鏡を有する請求項
１に記載の投影対物レンズ。
【請求項２５】
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　前記第１の対物レンズ部分は、凹面鏡と前記第１の折曲鏡として用いられる関連ある折
曲鏡とを有するカタジオプトリック対物レンズ部分である請求項１に記載の投影対物レン
ズ。
【請求項２６】
　前記第１の対物レンズ部分は、凹面鏡と、折曲鏡として用いられるとともに前記第１の
対物レンズ部分の前記凹面鏡へと進む放射を前記凹面鏡から反射される放射から分離させ
る偏光選択ビーム分割面を有する物理的ビームスプリッターとを有するカタジオプトリッ
ク対物レンズ部分である請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項２７】
　前記折曲鏡は、前記物体平面から前記凹面鏡へと進む第１のビーム部分と前記凹面鏡か
ら前記像平面へと進む第２のビーム部分とが生じしめられるような態様に構成され、１個
の折曲鏡は、前記凹面鏡に対して、一方の前記ビーム部分が、前記折曲鏡上において折り
曲げられるとともに、他方の前記ビーム部分は、いかなる口径食も生じることなく前記折
曲鏡を通過するような態様に構成され、前記第１のビーム部分と前記第２のビーム部分と
は、交差領域内において交差する請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項２８】
　前記第１の折曲鏡は、前記第１のビーム部分が、前記第１の折曲鏡上において折り曲げ
られるとともに、前記第２のビーム部分は、いかなる口径食も生じることなく前記第１の
折曲鏡を通過するように構成される請求項２７に記載の投影対物レンズ。
【請求項２９】
　凹面鏡と、前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡へと偏向させる、前記凹面鏡に
関連ある第１の折曲鏡とを有するカタジオプトリック対物レンズ部分を有し、
　第２の折曲鏡が設けられて、前記凹面鏡から反射される放射を前記像平面へと偏向させ
、前記第２の折曲鏡は、少なくとも部分的に、前記光軸の方向に前記物体平面と前記第１
の折曲鏡との間において配置される軸方向領域内に配置される請求項１に記載の投影対物
レンズ。
【請求項３０】
　前記第１の折曲鏡は、前記光軸に近接する内側鏡縁部を有し、中間像は、前記内側鏡縁
部に幾何学的に近接して配置される請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３１】
　約１２０ｎｍ～約２６０ｎｍの波長範囲の紫外光用に設計される請求項１に記載の投影
対物レンズ。
【請求項３２】
　照明システムと、自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させ
るカタジオプトリック投影対物レンズとを有するマイクロリソグラフィー用投影露光シス
テムにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
　前記投影対物レンズは、請求項１に記載のように設計される投影露光システム。
【請求項３３】
　半導体構成品およびその他の微細構造素子を製造する方法において：
　所定のパターンを有するマスクをカタジオプトリック投影対物レンズの物体平面の領域
内に配置する段階と；
　所定の波長の紫外光を用いて前記マスクを照明する段階と；
　請求項１に記載のカタジオプトリック投影対物レンズを利用して、前記パターンの像を
投影対物レンズの像平面の領域内に配置される感光基板上に投影する段階とからなる方法
。
【請求項３４】
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　半導体構成品およびその他の微細構造素子を製造する方法において：
　所定のパターンを有するマスクをカタジオプトリック投影対物レンズの物体平面の領域
内に配置する段階と；
　所定の波長の紫外光を用いて前記マスクを照明する段階と；
　請求項１に記載のカタジオプトリック投影対物レンズを利用して、前記パターンの像を
投影対物レンズの像平面の領域内に配置される感光基板上に投影する段階とからなり、
　投影時において、ビームは、前記投影対物レンズの最後の光学素子と前記基板との間に
配置される浸漬媒質を通過する方法。
【請求項３５】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
　前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分であ
り；
　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させる第１の折曲鏡と、前記
凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第２の折曲鏡とが設けられ；
　ＮＡ＞０．８５の像側開口数を有し、正の屈折力を有するフィールドレンズが、前記第
１の中間像と前記凹面鏡との間において、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域
内に配置されるカタジオプトリック投影対物レンズ。
【請求項３６】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
　前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分であ
り；
　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させる第１の折曲鏡と、前記
凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第２の折曲鏡とが設けられ；
　前記第１および第２の折曲鏡は、前記物体平面から前記凹面鏡へと進む第１のビーム部
分と、前記凹面鏡から前記像平面へと進む第２のビーム部分とが生じしめられる態様に構
成され、一方の折曲鏡は、前記凹面鏡に対して、一方の前記ビーム部分が、前記折曲鏡上
において折り曲げられるとともに、他方のビーム部分は、いかなる口径食も生じることな
く前記折曲鏡を通過するような態様に構成され、前記第１のビーム部分と前記第２のビー
ム部分とは、交差領域内において交差するカタジオプトリック投影対物レンズ。
【請求項３７】
　ＮＡ＞０．８５の像側開口数を有する請求項３６に記載の投影対物レンズ。
【請求項３８】
　正の屈折力を有するフィールドレンズが、前記第１の中間像と前記凹面鏡との間におい
て、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域内に配置される請求項３６に記載の投
影対物レンズ。
【請求項３９】
　側方軸偏移ＡＯは、前記第１の対物レンズ部分により形成される第１の光軸部分と前記
第２の対物レンズ部分により形成されるとともに前記第１の光軸部分に対して平行に整合
する第２の光軸部分との間において定義され、
　物体像シフト（ＯＩＳ）は、物体フィールド中心と像フィールド中心との間において定
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義され、
　有限物体中心高さｈは、有効物体フィールドの前記物体フィールド中心と前記第１の光
軸部分との間における側方距離として定義され、
　倍率βを有し、
　　　　０≦ＯＩＳ≦｜ｈ・（１＋｜β｜）｜
の条件が成り立つ請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４０】
　ＯＩＳ＝０の条件が成り立つ請求項３９に記載の投影対物レンズ。
【請求項４１】
　前記フィールドレンズの屈折力および位置は、前記第１の中間像における第１の主光線
方向余弦ＣＲＡ１に関して：
　　　　｜ＣＲＡ１｜＜｜β1

*（ＹOB）／（ＬHOA）｜
の関係が成り立ち、ここで、β1は、前記第１の対物レンズ部分の倍率であり、ＹOBは、
主光線が考慮される最外側フィールド点の物体高さであり、ＬHOAは、前記第１の中間像
から前記凹面鏡までの幾何学的距離（水平軸の長さ）である請求項１に記載の投影対物レ
ンズ。
【請求項４２】
　前記第１の中間像における第１の主光線方向余弦ＣＲＡ１と、第２の中間像における第
２の主光線方向余弦ＣＲＡ２とが定義され、
　　　　｜ＣＲＡ１｜＜｜β1

*（ＹOB）／（ＬHOA）｜
　　　　｜ＣＲＡ２｜＜｜β1

*（ＹOB）／（ＬHOA）｜
の条件が満たされる請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４３】
　前記第１の対物レンズ部分の第１の軸方向長さＡＬ１は、前記第３の対物レンズ部分の
第３の軸方向長さＡＬ３より小さく、前記軸方向長さＡＬ１は、前記物体平面と、前記光
軸と前記第１の折曲鏡との交点との間において測定され、前記軸方向長さＡＬ３は、前記
光軸と前記第２の折曲鏡との交点と、前記像平面との間において測定される請求項１に記
載の投影対物レンズ。
【請求項４４】
　ＡＬ１／ＡＬ３＜０．９の条件が成り立つ請求項４３に記載の投影対物レンズ。
【請求項４５】
　中間像は、近軸中間像の位置と周辺光線中間像の軸方向位置との間において形成される
中間像空間内において軸方向に延在し、いかなる光学面も前記中間像空間内に配置されな
い請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４６】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させる投影対物レンズ
において：
　第１の屈折性結像対物レンズ部分と少なくとも１個の第２の屈折性結像対物レンズ部分
とを有し、
　少なくとも１個のレンズが、光学的に前記第１および第２の両方の結像対物レンズ部分
内に配置される投影対物レンズ。
【請求項４７】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
―　前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分で
あり；
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　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させるか、または前記凹面鏡
から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第１の折曲鏡が設けられ；
　正の屈折力を有するフィールドレンズが、幾何学的に前記第１の折曲鏡と前記凹面鏡と
の間において、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域内に配置されるカタジオプ
トリック投影対物レンズ。
【請求項４８】
　前記フィールドレンズは、幾何学的に前記凹面鏡と前記第１の折曲鏡との間において前
記ビームが２回通過する領域内に、該フィールドレンズの第１のレンズ部分が前記物体平
面と前記凹面鏡との間においてビーム路内に配置されるとともに、該フィールドレンズの
第２のレンズ部分が前記凹面鏡と前記像平面との間においてビーム路内に配置されるよう
な態様に配置される請求項４７に記載の投影対物レンズ。
【請求項４９】
　側方軸偏移ＡＯは、前記第１の対物レンズ部分により形成される第１の光軸部分と前記
第２の対物レンズ部分により形成されるとともに前記第１の光軸部分に対して平行に整合
する第２の光軸部分との間において定義され、
　物体像シフト（ＯＩＳ）は、物体フィールド中心と像フィールド中心との間において定
義され、
　有限物体中心高さｈは、有効物体フィールドの前記物体フィールド中心と前記第１の光
軸部分との間における側方距離として定義され、
　倍率βを有し、
　　　　０≦ＯＩＳ≦｜ｈ・（１＋｜β｜）｜
の条件が成り立つ請求項４７に記載の投影対物レンズ。
【請求項５０】
　前記フィールドレンズの屈折力および位置は、前記第１の中間像における第１の主光線
方向余弦ＣＲＡ１に関して：
　　　　｜ＣＲＡ１｜＜｜β1

*（ＹOB）／（ＬHOA）｜
の関係が成り立ち、ここで、β1は、前記第１の対物レンズ部分の倍率であり、ＹOBは、
主光線が考慮される最外側フィールド点の物体高さであり、ＬHOAは、前記第１の中間像
から前記凹面鏡までの幾何学的距離（水平軸の長さ）である請求項４７に記載の投影対物
レンズ。
【請求項５１】
　最大レンズ直径Ｄmaxと、最大像フィールド高さＹ´と、像側開口数ＮＡと、ＮL個のレ
ンズと、中間像で連結されるＮOP個の結像対物レンズ部分とを有し；
ＣＯＭＰ１＝Ｄmax／（Ｙ´・ＮＡ2）
ＣＯＭＰ２＝Ｄmax・ＮL／（Ｙ´・ＮＡ2）
ＣＯＭＰ３＝Ｄmax・ＮL／（ＮOP・Ｙ´・ＮＡ2）
であり、
（１）ＣＯＭＰ１＜１１
（２）ＣＯＭＰ２＜３４０
（３）ＣＯＭＰ３＜１１０
の少なくとも１つの条件が満たされる請求項４７に記載の投影対物レンズ。
【請求項５２】
　ＣＯＭＰ１＜１１かつＣＯＭＰ２＜３４０である請求項５１に記載の投影対物レンズ。
【請求項５３】
　前記凹面鏡は、鏡直径ＤMを有し、投影対物レンズは、最大レンズ直径Ｄmaxを有し、Ｄ

M＜０．７５*Ｄmaxの条件が成り立つ請求項４７に記載の投影対物レンズ。
【請求項５４】
　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させる第１の折曲鏡と、前記
凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第２の折曲鏡とを有する請求項
４７に記載の投影対物レンズ。
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【請求項５５】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分であって、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分である第
２の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分と；
　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させるか、または前記凹面鏡
から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第１の折曲鏡とを有し、
　側方軸偏移ＡＯは、前記第１の対物レンズ部分により形成される第１の光軸部分と前記
第２の対物レンズ部分により形成されるとともに前記第１の光軸部分に対して平行に整合
する第２の光軸部分との間において定義され、
　物体像シフト（ＯＩＳ）は、物体フィールド中心と像フィールド中心との間において定
義され、
　有限物体中心高さｈは、有効物体フィールドの前記物体フィールド中心と前記第１の光
軸部分との間における側方距離として定義され、
　倍率βを有し、
　　　　０≦ＯＩＳ≦｜ｈ・（１＋｜β｜）｜
の条件が成り立つカタジオプトリック投影対物レンズ。
【請求項５６】
　前記フィールドレンズの屈折力および位置は、前記第１の中間像における第１の主光線
方向余弦ＣＲＡ１に関して：
　　　　｜ＣＲＡ１｜＜｜β1

*（ＹOB）／（ＬHOA）｜
の関係が成り立ち、ここで、β1は、前記第１の対物レンズ部分の倍率であり、ＹOBは、
主光線が考慮される最外側フィールド点の物体高さであり、ＬHOAは、前記第１の中間像
から前記凹面鏡までの幾何学的距離（水平軸の長さ）である請求項５５に記載の投影対物
レンズ。
【請求項５７】
　浸漬媒質とともにＮＡ＞１の像側開口数を有する請求項５５に記載の投影対物レンズ。
【請求項５８】
　前記開口数は、ＮＡ≧１．３である請求項５７に記載の投影対物レンズ。
【請求項５９】
　正の屈折力を有するフィールドレンズが、幾何学的に前記凹面鏡と前記折曲鏡との間に
おいてビームが２回通過する領域内に、該フィールドレンズの第１のレンズ部分が前記物
体平面と前記凹面鏡との間においてビーム路内に配置されるとともに、該フィールドレン
ズの第２のレンズ部分が前記凹面鏡と前記像平面との間においてビーム路内に配置される
ような態様に配置される請求項５５に記載の投影対物レンズ。
【請求項６０】
　最大レンズ直径Ｄmaxと、最大像フィールド高さＹ´と、像側開口数ＮＡと、ＮL個のレ
ンズと、中間像で連結されるＮOP個の結像対物レンズ部分とを有し；
　　　　ＣＯＭＰ１＝Ｄmax／（Ｙ´・ＮＡ2）
　　　　ＣＯＭＰ２＝Ｄmax・ＮL／（Ｙ´・ＮＡ2）
　　　　ＣＯＭＰ３＝Ｄmax・ＮL／（ＮOP・Ｙ´・ＮＡ2）
であり、
　　　　（１）ＣＯＭＰ１＜１１
　　　　（２）ＣＯＭＰ２＜３４０
　　　　（３）ＣＯＭＰ３＜１１０
の少なくとも１つの条件が満たされる請求項５５に記載の投影対物レンズ。
【請求項６１】
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　ＣＯＭＰ１＜１１かつＣＯＭＰ２＜３４０である請求項６０に記載の投影対物レンズ。
【請求項６２】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
―　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
―　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第
２の対物レンズ部分と；
―　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
―　前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分で
あり；
―　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させるか、または前記凹面
鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第１の折曲鏡が設けられ；
　最大レンズ直径Ｄmaxと、最大像フィールド高さＹ´と、像側開口数ＮＡと、ＮL個のレ
ンズと、中間像で連結されるＮOP個の結像対物レンズ部分とを有し；
ＣＯＭＰ１＝Ｄmax／（Ｙ´・ＮＡ2）
ＣＯＭＰ２＝Ｄmax・ＮL／（Ｙ´・ＮＡ2）
ＣＯＭＰ３＝Ｄmax・ＮL／（ＮOP・Ｙ´・ＮＡ2）
であり、
　　　　（１）ＣＯＭＰ１＜１１
　　　　（２）ＣＯＭＰ２＜３４０
　　　　（３）ＣＯＭＰ３＜１１０
の少なくとも１つの条件が満たされるカタジオプトリック投影対物レンズ。
【請求項６３】
　ＣＯＭＰ１＜１１かつＣＯＭＰ２＜３４０である請求項６０に記載の投影対物レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタ
ジオプトリック投影対物レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような投影対物レンズは、半導体構成品およびその他の微細構造素子を製造するマ
イクロリソグラフィー投影露光システムに用いられる。これらは、以下の本文中において
フォトマスクまたはレチクルと呼ばれるパターンを、一般にマスクまたはレチクルの形態
で、感光層により被覆される物体上に非常に高い解像度で、かつある縮尺で投影するのに
用いられる。
【０００３】
　この場合に、さらに一層微細な構造を製造するためには、一方では投影対物レンズの像
側の開口数（ＮＡ）を増大させ、かつ他方ではさらに一層短い波長、好ましくは約２６０
ｎｍ未満、たとえば２４８ｎｍ、１９３ｎｍまたは１５７ｎｍの波長の紫外光を用いるこ
とが必要である。
【０００４】
　これまでは、主に純屈折性の投影対物レンズが光リソグラフィーに用いられてきた。こ
れらは、折り曲げられない単一の光軸のみを有する機械的に比較的単純な軸対称の設計に
より弁別される。さらにまた、光軸に対して対称な物体フィールドを用いて、補正対象と
なる光透過レベルを最小限にするとともに、対物レンズの調節を簡単にすることができる
。
【０００５】
　しかしながら、屈折性の設計形態は、第一に、色補正とペッツヴァルの和の補正（像面
湾曲）との２つの基本的な結像誤差を特徴とする。
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【０００６】
　少なくとも１個のカタジオプトリック対物レンズ部分と凹状の鏡または凹面鏡とを有す
るカタジオプトリック設計を用いて、ペッツヴァルの条件の補正を簡単にし、かつ色補正
の能力を得ることができる。この場合に、ペッツヴァルの補正は、凹面鏡の曲率と該凹面
鏡に近接する負レンズとによって達成される一方で、色補正は、凹面鏡の上流の負レンズ
の屈折力（ＣＨＬの補正）と凹面鏡に対する絞りの位置（ＣＨＶ）とによって達成される
。
【０００７】
　しかし、ビーム分割を有するカタジオプトリック設計のひとつの欠点は、軸外物体フィ
ールド、すなわちより高い光伝導値（幾何学的ビーム分割を用いるシステムの場合）また
は一般に偏光の問題を引き起こす物理的なビーム分割素子のいずれかとともに機能するこ
とが必要であるというところにある。本明細書において用いられるところの「光伝導値」
という用語は、本願の出願書類においては、像フィールド直径と像側開口数との積として
定義されるラグランジュの光学的不変量またはエタンデュを指す。
【０００８】
　軸外カタジオプトリックシステムの場合、すなわち幾何学的ビーム分割を有するシステ
ムの場合は、光学設計の要件は、次のように公式化される：（１）光透過レベルを最大限
に低下させること、（２）折曲（ビーム偏向）の幾何学的形状を、そのための取付け技術
が開発可能になるように設計すること、および（３）カタジオプトリック鏡群内において
共同的に効果的な補正、特にペッツヴァルの和と色収差との補正を達成しうること。
【０００９】
　幾何学的光伝導レベル（エタンデュ）を低く保つためには、折曲が、原則として、低い
ＮＡの領域内、すなわちたとえば物体の近傍または中間実像に近接する位置において行な
われる設計にしなければならない。
【００１０】
　しかしながら、開口数が増大すると、物体側開口数もまた増大し、よって第１の折曲鏡
とレチクルとの間における距離が増加して、光透過レベルが高まるようになる。さらにま
た、凹状の鏡の直径と折曲鏡の大きさとが増大する。このことは、物理的な配設空間の問
題を招きうる。
【００１１】
　これらの問題は、まず第１に、第１の中継システムによって、レチクルを中間像上に結
像させるとともに、第１の折曲を前記中間像の領域内において行なうことによって克服さ
れうる。このようなカタジオプトリックシステムは、欧州特許第１１９１３７８Ａ１号に
開示されている。このシステムは、屈折性の中継システムと、凹面鏡を有する後続のカタ
ジオプトリック対物レンズ部分とを有する。光は、物体平面から、第１の中間像に近接し
て配置される折曲鏡（偏向鏡）に入射するとともに、前記折曲鏡から凹面鏡に、そして前
記凹面鏡から屈折性対物レンズ部分に入射して、第２の中間実像が第２の偏向鏡に近接し
て生じしめられ、前記屈折性対物レンズ部分は、この第２の中間像を像平面（ウェーハ）
上に結像させる。屈折性（Ｒ）、反射屈折性（Ｃ）および屈折性（Ｒ）の結像サブシステ
ムを前記の順序で有する連結システムは、以下では「Ｒ－Ｃ－Ｒ」形システムと呼ばれる
。
【００１２】
　同様の折曲形状を有するＲ－Ｃ－Ｒ形システムは、国際特許第２００４／０１９１２８
Ａ号、国際特許第０３／０３６３６１Ａ１号および米国特許第２００２／０１９９４６Ａ
１号に開示されている。米国特許出願第２００４／０２３３４０５Ａ１号には、第１の折
曲鏡が光学的に凹面鏡の下流に配置されて、前記凹面鏡から到来する放射を像平面の方へ
と偏向させる、対物レンズを含む異なる折曲形状を有するＲ－Ｃ－Ｒ形投影対物レンズが
開示されている。
【００１３】
　２つの中間実像を有するまた他のカタジオプトリックシステムは、日本国特許公開第２
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００２－３７２６６８号および米国特許第５，６３６，０６６号に開示されている。国際
特許第０２／０８２１５９Ａ１号および国際特許第０１／０４６８２号には、１つを超え
る個数の中間像を有するさらに他のカタジオプトリックシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】欧州特許第１１９１３７８Ａ１号
【特許文献２】国際特許第２００４／０１９１２８Ａ号
【特許文献３】国際特許第０３／０３６３６１Ａ１号
【特許文献４】米国特許第２００２／０１９９４６Ａ１号
【特許文献５】米国特許出願第２００４／０２３３４０５Ａ１号
【特許文献６】日本国特許公開第２００２－３７２６６８号
【特許文献７】米国特許第５，６３６，０６６号
【特許文献８】国際特許第０２／０８２１５９Ａ１号
【特許文献９】国際特許第０１／０４６８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の１つの目的は、最適な寸法を有するコンパクトな設計の、非常に高い解像度を
達成することを可能とするカタジオプトリック投影対物レンズを提供することにある。さ
らに他の目的は、ペッツヴァルの和と色収差との補正を良好な製造条件とともに可能にす
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記およびその他の目的を達成する方法として、本発明は、１つの態様によれば、自身
の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリック投
影対物レンズにおいて：物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対
物レンズ部分と；前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を
生じしめる第２の対物レンズ部分と；前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第
３の対物レンズ部分とを有し、前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプ
トリック対物レンズ部分であり；前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏
向させる第１の折曲鏡と、前記凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる
第２の折曲鏡とが設けられ；正の屈折力を有するフィールドレンズが、前記第１の中間像
と前記凹面鏡との間において、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域内に配置さ
れるカタジオプトリック投影対物レンズを提供する。
【００１７】
　また他の態様によれば、正の屈折力を有するフィールドレンズは、幾何学的に、前記第
１の折曲鏡と前記凹面鏡との間において、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域
内に配置される。この位置は、前記第１の中間像が光学的に上流、すなわち光の伝播方向
に前記フィールドレンズの前において創出される場合は、光学的に前記第１の中間像と前
記凹面鏡との間にある。第１の中間像は、さらにまた、光学的に下流、すなわち前記フィ
ールドレンズの後に配置され得、または部分的に前記フィールドレンズ内に延在しうる。
【００１８】
　非常に高い解像度を達成するために必要とされる開口数の増大は、従来技術のシステム
においては、往々にして、好ましい絞り位置の領域内に配置される光学素子の直径の重大
な増加を招く。本発明は、こうした効果を打ち消すものである。
【００１９】
　「フィールドレンズ」という表現は、個別のレンズまたは少なくとも２個の個別のレン
ズを有するレンズ群を表す。この表現は、レンズの機能が基本的に２個以上のレンズ（レ
ンズの分割）によっても果たされうるという事実を考慮に入れたものである。このフィー
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ルドレンズの屈折力は、フィールドの近傍、すなわち光学的にフィールド平面に近接する
位置において配置される。このフィールド平面のフィールド近傍の領域は、特に、結像の
主光線高さが周辺光線高さと比べて大きくなることによって弁別される。この場合に、周
辺光線高さは、光軸に最も近い物体フィールドの最内側点から開口絞りの縁部へと至る周
辺光線の光線高さである一方で、主光線（プリンシパルレイ）は、光軸に対して平行また
は鋭角をなす物体フィールドの最外側フィールド点から発するとともにシステム絞りの領
域内、すなわち開口絞りの取付けに適する絞り位置において光軸と交差する。これにより
、周辺光線高さと主光線高さとの間における比は、フィールド近傍の領域内において１未
満となる。
【００２０】
　「中間像」という表現は、近軸中間像と周辺光線中間像との間における領域を表す。中
間像の補正状態によって、この領域は、ある一定の軸方向範囲にわたって延在し得、その
場合は、一例として、近軸中間像は、球面収差（補正不足または補正過剰）によって周辺
光線中間像の上流または下流の光路内に配置されうる。近軸中間像と周辺光線中間像とは
、さらにまた、本質的に一致しうる。本出願の目的上、光学素子Ａ、たとえばフィールド
レンズは、該光学素子Ａの少なくとも一部分が（略軸方向に延在する）中間像とまた他の
光学素子Ｂとの間に配置される場合は、中間像と前記光学素子Ｂとの「間」に配置される
。このため、中間像もまた、部分的に光学面を超えて延在し得、このことは、たとえば補
正のために有利でありうる。中間像は、しばしば完全に光学素子の外側に配置される。中
間像領域の放射エネルギー密度は、特に高いため、このことは、たとえば光学素子に加わ
る放射負荷に関して有利でありうる。
【００２１】
　上流の中間像と凹面鏡との間における発散ビーム路内の正の屈折力は、ビーム路内にお
ける下流のレンズと凹面鏡とが小さい直径を有しうることに寄与する。このことは、特に
、好適な実施形態において、凹面鏡のすぐ上流に近接して設けられるとともに、前記凹面
鏡とともに縦色収差ＣＨＬの補正に大きく寄与する少なくとも１個の負レンズに当てはま
る。縦色収差が何か他の方法で補正される場合は、この負レンズは必要とされない。
【００２２】
　凹面鏡の上流のフィールド平面と凹面鏡との間において正の屈折力を挿入することは、
それ自体で、この正の屈折力の強さに比例する像面湾曲に対する寄与をもたらす。この効
果を少なくとも部分的に補償するために、凹面鏡は、正の屈折力が存在しない場合より大
きい曲率を有するべきである。その一方で、凹面鏡上での反射によって生じしめられる収
差を可能な限り小さく維持するために、凹面鏡に衝突する放射は、凹面鏡に対して本質的
に直角に衝突することが有利である。正の屈折力が中間像から下流に挿入されると、この
ことは、凹面鏡のすぐ上流における負の屈折力の増大を招いて、散乱効果により、放射が
大体において垂直に入射することが保証される。凹面鏡の上流における負の屈折力の増大
は、この領域内におけるレンズ直径の大きさの減少によるＣＨＬ補正の低下を少なくとも
部分的に補償して、良好なＣＨＬ相関が相対的に小さい鏡直径でも確保されうる。
【００２３】
　好適な実施形態において、第１の中間像は、折曲鏡に近接して配置され、このことは、
システムのエタンデュを小さく保つことを可能にする。フィールドレンズは、一般に、折
曲鏡によって悪影響を及ぼされることなく、前記中間像に非常に接近して取り付けられ得
、以って結像誤差の効果的な補正が可能になる。特に、対物レンズ部分を適切に設計して
、少なくともフィールドレンズに近接する中間像が重度の収差を受けることを保証するこ
とができる。このことは、特に結像誤差の効果的な補正を可能にする。補正の効果は、少
なくとも、中間像に対向するフィールドレンズのレンズ面を非球面として設計することに
より促進されうる。
【００２４】
　１つの実施形態において、フィールドレンズは、幾何学的に、ビームが２回通過する領
域内の凹面鏡と少なくとも１個の折曲鏡との間において、前記フィールドレンズの第１の
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レンズ部分が物体平面と凹面鏡との間においてビーム路内に配置されるとともに、前記フ
ィールドレンズの第２のレンズ部分が凹面鏡と像平面との間においてビーム路内に配置さ
れるような態様に配置される。
【００２５】
　フィールドレンズは、該レンズが凹面鏡の上流においてビーム路内に配置される中間像
平面に光学的に近接するだけではなく、凹面鏡から下流においてビーム路内に配置される
中間像平面にも光学的に近接して配置されるように配置されうる。これにより、２個の連
続するフィールド平面に関してフィールドに近接する構成が得られて、強力な補正効果が
ビーム路内の２点において達成されうる。
【００２６】
　少なくとも１個の多部分レンズは、ビームが２回通過する投影対物レンズの領域内にお
いて配置されうるとともに、ビームが第１の方向に通過する第１のレンズ部分と、ビーム
が第２の方向に通過する第２のレンズ部分とを有し、前記第１のレンズ部分と前記第２の
レンズ部分とは、少なくともレンズの一方の側部において互いに重複しない。この多部分
レンズは、フィールドレンズとして使用されうる。ビーム路のフットプリントが前記２個
のレンズ面の少なくとも一方において重複しない場合は、このような多部分レンズは、互
いに独立して作用する２個のレンズを共通の点に幾何学的に移動させることを可能にする
。さらにまた、互いに独立して作用する２個のレンズを１個のレンズとして、特に一体的
な多部分レンズとして１個のレンズブランクから物理的に製造することも可能である。こ
のような多部分レンズは、この種の多部分レンズの場合に、自身を互いに独立して通過す
るビームに対する光学効果がレンズ部分の屈折面を互いに独立して適切に独立整形するこ
とにより左右されうるため、ビームが２回通過する従来のレンズとは明らかに区別されう
る。これに代わる方法として、１個または２個の半レンズまたはレンズ素子を有するレン
ズ機構を一体的な多部分レンズの位置に配置して、ビームが互いを互いに独立して通過す
るときに該ビームを左右することもできる。
【００２７】
　幾何学的ビーム分割と中間像と多部分レンズとを有する投影対物レンズが、たとえば本
出願人の国際特許第０３／０５２４６２Ａ１号に開示されている。この特許出願における
開示は、本明細書の内容の一部とする。
【００２８】
　投影対物レンズは、好ましくはＮＡ＞０．８５の像側開口数と、Ａ≦１０ｍｍの像側作
動距離とを有する。このような投影対物レンズは、それが必要とされる場合は、ＮＡ＞１
の浸漬リソグラフィーに用いられうる。像側作動距離または像領域における作動距離は、
対物レンズの出射面と像平面との間における（最短）軸方向距離である。この乾燥系にお
いて動作時に気体により満たされる像領域における作動距離は、浸漬システムにおいては
動作時に気体の屈折率と比較して相対的に高い屈折率を有する浸漬媒質によって満たされ
る。
【００２９】
　像側作動距離は、一般に、最低値未満に低下しないことが有利である。この場合は、最
後の光学素子上または該光学素子内の傷、汚れおよび不均質性は、作動距離が短かすぎる
と、像の乱れを招きうることに注意しなければならない。これに対して、たとえば１ｍｍ
以上の有限の作動距離は、高い像側開口数を有する相対的に大きいサブアパチャー（１つ
の特定のフィールド点のフットプリント）をもたらして、平均化効果が起こるとともに、
あらゆる像の乱れが低減または抑制されるようになる。
【００３０】
　特定の基準が、浸漬システムにおける像領域内の作動距離の定義に関して考慮されなけ
ればならない。一方では、長い作動距離は、一般に浸漬液のより低い透光性（気体と比較
した場合）による放射損失の増加だけではなく、特に球面収差に関して、像平面に近接し
て配置される面の収差量の増大をも引き起こす。他方では、像側作動距離は、浸漬液の層
流化を可能にしうる程度に十分に大きくされなければならない。さらにまた、測定および
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センサのための空間を設けることも必要とされうる。好適な実施形態においては、像側作
動距離は、約１ｍｍ～約８ｍｍの範囲内、特に約１．５ｍｍ～約５ｍｍの範囲内である。
出射面と像平面との間において浸漬液が用いられる場合は、好適な実施形態は、ＮＡ≧０
．９８の像側開口数を有し、前記像側開口数は、好ましくは少なくともＮＡ＝１．０また
は少なくともＮＡ＝１．１とされる。投影対物レンズは、好ましくは、動作波長において
ｎI＞１．３の屈折率を有する浸漬媒質に調和せしめられる。
【００３１】
　ｎI≒１．４３の超純水は、１９３ｎｍの動作波長用の浸漬媒質として適する。Ｍ．ス
ウィックスおよびＭ．ロスチャイルド（M. Switkes and M. Rothschild）の論文である「
１５７ｎｍでの浸漬リソグラフィー（Immersion Lithography at 157 nm）」、J. Vac. S
ci. Technol. B 19(6)、２００１年１１月／１２月、ｐ．１以下参照に、１５７ｎｍの動
作波長において十分な透明性を有するとともに、マイクロリソグラフィーにおいて現在用
いられている多数のフォトレジスト材料に適合するパーフルオロポリエーテル（ＰＦＰＥ
）を基本とする浸漬液が提案されている。試験されたある浸漬液は、１５７ｎｍにおいて
ｎI＝１．３７の屈折率を有する。
【００３２】
　前記光学設計は、さらにまた、非接触近接場投影リソグラフィーにおける使用も可能に
する。この場合は、時間的に平均化されて、十分に短い像側作動距離が維持されるという
条件で、十分な光エネルギーが、気体により満たされた間隙を介して露光対象となる基板
に入射せしめられうる。この距離は、使用される動作波長の４倍未満、特に動作波長未満
とされるべきである。作動距離は、動作波長の半分未満、たとえば動作波長の３分の１、
４分の１または５分の１未満であることが特に有利である。これらの短い作動距離は、結
像システムの最後の光学面にすぐ近接して存在するエヴァネッセント場が結像に用いられ
る光学的近接場における結像を可能にする。
【００３３】
　よって、本発明は、さらにまた、出射面にすぐ近接して配置される露光光のエヴァネッ
セント場をリソグラフィー工程に用いることができる非接触投影露光方法を対象とする。
この場合は、作動距離が十分に短い（有限である）場合、リソグラフィーに用いられうる
光成分は、対物レンズの出射面から発せられうるとともに、投影対物レンズの最後の光学
面上における幾何学的全内反射条件にかかわらず、ある距離をおいてすぐ隣接する入射面
に入射しうる。
【００３４】
　非接触近接場投影リソグラフィーの実施形態においては、好ましくは動作波長以下、た
とえば約３ｎｍ～約２００ｎｍ、特に約５ｎｍ～約１００ｎｍの範囲内の一般的な作動距
離が用いられる。動作距離を投影システムのその他の特徴（出射面に近接する投影対物レ
ンズの特徴、入射面に近接する基板の特徴）に調和させて、時間的に平均化されて、少な
くとも１０％の入力効率が達成されるようにするべきである。
【００３５】
　これにより、本発明の範囲内において、半導体構成品等の製造方法であって、有限の作
動距離が投影対物レンズに関連ある露光光の出射面と基板に関連ある露光光の入射面との
間において設定され、露光時間間隔内の作動距離が、少なくとも折に触れて、出射面から
出射する光の光学的近接場の最大限を下回る値に設定される製造方法が得られうる。
【００３６】
　乾燥対物レンズとして使用することも、それが必要とされる場合は、軽微な改変により
可能である。乾燥対物レンズは、気体によって満たされる間隙が、動作時に、投影対物レ
ンズの出射面と露光対象となる物体、たとえばウェーハの入射面との間において生じしめ
られ、この間隙の幅が一般に動作波長より大幅に大きくなるように設計される。このよう
なシステムによって達成可能な開口数は、全内反射条件が出射面上において生じるため、
ＮＡ＜１に制限されるか、またはＮＡ＝１の値に近くなって、いかなる露光光が出射面か
ら発せられることをも防ぐ。乾燥システムの好適な実施形態において、像側開口数は、Ｎ
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Ａ≧０．８５またはＮＡ≧０．９である。
【００３７】
　像平面のすぐ上流の第３の対物レンズ部分は、好ましくは、純屈折性となるように設計
されるとともに、高い像側開口数（ＮＡ）を生じしめるために最適化されうる。この対物
レンズ部分は、好ましくは、第２の中間像の後に配置されるとともに正の屈折力を有する
第１のレンズ群と、前記第１のレンズ群のすぐ後に配置されるとともに負の屈折力を有す
る第２のレンズ群と、前記第２のレンズ群のすぐ後に配置されるとともに正の屈折力を有
する第３のレンズ群と、前記第３のレンズ群のすぐ後に配置されるとともに正の屈折力を
有する第４のレンズ群と、前記第３のレンズ群から前記第４のレンズ群への遷移領域内に
配置されるとともに、システム絞りがその近傍に配置されうる瞳面とを有する。第３のレ
ンズ群は、好ましくは、第２のレンズ群と第３のレンズ群との間において周辺光線高さの
屈曲点の近傍に配置される入射面を有し、この入射面とシステム絞りとの間には、何らか
の実質的な屈折力を有するいかなる負レンズも配置されない。好ましくは、この入射面と
像平面との間には、正レンズのみが配置される。これにより、適度なレンズ直径を有する
省資材設計が可能になる。
【００３８】
　像平面のすぐ上流の投影対物レンズ内の最後の光学素子は、好ましくは、高い球面また
は非球面状の湾曲を有する入射面と、本質的に平面状の出射面とを有する平凸レンズであ
る。このレンズは、実質的に半球状であるか、または半球状でない平凸レンズの形態をと
りうる。最後の光学素子、特に平凸レンズは、さらにまた、放射により誘導される密度変
化（特に圧密）によって引き起こされる問題を回避するために、フッ化カルシウムにより
構成されうる。
【００３９】
　第１の対物レンズ部分は、中継システムとして用いられて、第１の中間像が、所定の補
正状態で適切な位置において、物体平面から到来する放射により創出されうる。第１の対
物レンズ部分は、一般に純屈折性である。いくつかの実施形態においては、物体平面を結
像させて第１の中間像を形成する少なくとも１個の折曲鏡が、この第１の対物レンズ部分
内に設けられて、物体に最も近い対物レンズ部分内において、光軸が少なくとも１回、好
ましくは１回を超える回数にわたって折り曲げられるようになる。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、第１の対物レンズ部分は、凹面鏡と、全体としての投影
対物レンズの第１の折曲鏡として用いられうる関連ある折曲鏡とを有するカタジオプトリ
ック対物レンズ部分である。
【００４１】
　少なくとも２個のカタジオプトリックサブシステムを設けることは、重要な利点を有す
る。１個のカタジオプトリックサブシステムのみを有するシステムの有意な欠点を識別す
るためには、ペッツヴァルの和と色収差とが、カタジオプトリック部分においてどのよう
に補正されるかを考慮することが必要である。縦色収差ＣＨＬに対するレンズの寄与度は
、周辺光線高さｈの二乗と、レンズの屈折力ψと、材料の分散ｖとに比例する。その一方
で、ペッツヴァルの和に対する面の寄与度は、面曲率と屈折率（空気中の鏡の場合は－２
）の急激な変化とにのみ従属する。
【００４２】
　したがって、色補正に対するカタジオプトリック群の寄与度が大きくなることを可能に
するためには、大きい周辺光線高さ（すなわち大直径）が必要とされ、ペッツヴァルの補
正に対する寄与度が大きくなることを可能にするためには、大きい曲率（すなわち小直径
によって最もうまく達成される小半径）が必要とされる。これらの２つの要件は、矛盾す
る。
【００４３】
　ペッツヴァルの補正（すなわち像面湾曲の補正）と色補正とに基づく矛盾する要件は、
（少なくとも）１個のさらに他のカタジオプトリック対物レンズ部分をシステム内に導入
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することによって解決されうる。第１のカタジオプトリック部分は、像面湾曲と縦色収差
とのいずれもが大体または完全に補正されうるように設計されうるため、第１の中間像は
、これらの収差に関して規定された補正状態を有して、後続の対物レンズ部分が有利な設
計を有しうるようになる。
【００４４】
　１つの実施形態において、第１の対物レンズ部分は、折曲鏡として用いられるとともに
、同時に、第１の対物レンズ部分の凹面鏡へと至る放射をこの凹面鏡によって反射される
放射から分離させる偏光選択ビーム分割面を有する物理的ビーム分割を備えたカタジオプ
トリック対物レンズ部分である。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、アクティブミラーとして設計される凹面鏡が設けられて
、凹面鏡面の形状が適切な駆動装置により変動せしめられうるようになっている。これは
、さまざまな結像誤差を補償するのに用いられうる。
【００４６】
　本発明にしたがった投影対物レンズのいくつかの実施形態は、少なくとも１点において
交差ビーム路を有する。この目的のために、これらの投影対物レンズは、物体平面から凹
面鏡へと進む第１のビーム部分と前記凹面鏡から像平面へと進む第２のビーム部分とが生
じしめられるように設計され、１個の折曲鏡が、前記凹面鏡に対して、前記ビーム部分の
一方が前記折曲鏡上において折り曲げられるとともに、他方のビーム部分は、いかなる口
径食も生じることなく前記折曲鏡を通過し、前記第１のビーム部分と前記第２のビーム部
分とが交差領域内において交差するような態様に配置される。
【００４７】
　カタジオプトリック対物レンズ部分の領域内における交差ビーム路により、小型かつ機
械的に頑丈な構成の光学素子を有する投影対物レンズを得ることができる。この場合は、
いかなる口径食も生じないビーム路が達成されて、いかなる折曲鏡も、折曲鏡上において
反射されるか、または前記折曲鏡により反射されずに通過せしめられるかのいずれかであ
るビームを横切ることがないようになる。このようにすると、システム絞りのみが、軸方
向に対称な態様に、結像に寄与する光線の角度分布を制限する。同時に、大きい最大ビー
ム直径と、可能性としてフィールド平面の領域内における高い収束性または発散性のビー
ムに関連ある最大開口数でも、補正対象となる全体フィールドに関して適度な大きさを達
成することが可能になる。この場合に、「全体フィールド」という表現は、略矩形のフィ
ールドのまわりにおける最小円によって外囲されるフィールド領域を表す。補正対象とな
る全体フィールドの大きさは、フィールドの大きさと光軸に対する軸方向非対称フィール
ドの側方偏移とともに増大するとともに、補正処理を簡単にするために最小限に抑えられ
なければならない。
【００４８】
　交差ビーム路を有するカタジオプトリック投影対物レンズは、たとえば本出願人の２０
０３年１０月１７日出願の米国仮出願第６０／５１１，６７３号または２００３年１２月
２７日出願の米国特許出願第１０／７３４，６２３号または２００３年１２月１９日出願
の米国仮出願第６０／５３０，６２２号に開示されている。これらの特許出願の開示内容
は、参照により本明細書の内容に含まれる。
【００４９】
　好適な実施形態において、投影対物レンズの物体面内に配置される軸外有効物体フィー
ルドは、該投影対物レンズの像面内に配置される軸外有効像フィールド上に結像せしめら
れる。ここで、「有効物体フィールド」という用語は、投影対物レンズにより、所定の開
口数において口径食を生じることなく効果的に結像せしめられうる物体フィールドに関す
る。有効物体フィールドと第１の対物レンズ部分により形成される第１の光軸部分との間
における側方偏移の量は、有限物体中心高さｈを特徴としうる。同様に、投影対物レンズ
の像側において、有効像フィールドは、ｈ´＝｜β・ｈ｜にしたがって投影対物レンズの
倍率βにより物体中心高さｈと関係付けられる有限像中心高さｈ´だけ、光軸の像側部分
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に対して側方に偏移する。屈折性の第１の対物レンズ部分と反射屈折性の第２の対物レン
ズ部分と屈折性の第３の対物レンズ部分とを有する（Ｒ－Ｃ－Ｒ形とも呼ばれる）いくつ
かの従来式投影対物レンズにおいては、物体側の屈折性の対物レンズ部分と像側の屈折性
の対物レンズ部分とにより定義される光軸部分を整合させて、これらの光軸部分間におい
ていかなる側方の軸偏移も存在しないようにする努力がなされた。しかしながら、これら
の条件下では、物体フィールド中心と像フィールド中心との間において定義される有限値
の物体像シフト（ＯＩＳ）が引き起こされる。投影対物レンズの物体面と像面とが互いに
平行である場合は、物体像シフトは、物体側の光軸に対して平行に有効物体フィールドの
中心を通って延在する物体フィールド中心軸と、像側の光軸部分に対して平行に有効像フ
ィールドの中心を通って延在する像フィールド中心軸との間における側方偏移として定義
されうる。たとえば、投影対物レンズが走査操作用に設計される投影露光システムに内蔵
される場合は、小値の物体像シフトが望ましいかもしれないということがわかった。さら
にまた、投影対物レンズの適格性確認に用いられる測定技術は、小さい物体像シフト量が
得られると、従来の測定技術に対して単純化されうる。したがって、好適な実施形態にお
いては、下記の条件が成り立つ：
　　　 ０≦ＯＩＳ≦｜ｈ・（１＋｜β｜）｜。
【００５０】
　この条件にしたがった実施形態において、物体像シフトＯＩＳは、物体側の光軸部分と
像側の光軸部分とが同軸である設計の物体像シフトより小さくなる。好適な実施形態では
、いかなる物体像シフトも存在せず、ＯＩＳ＝０の条件が満たされるようになる。
【００５１】
　これらの条件は、第１の中間像と凹面鏡との間において第１の中間像に光学的に近接し
て配置される正の屈折力を備えるフィールドレンズを有する本発明の実施形態において有
用でありうる。しかしながら、小値のＯＩＳは、たとえば国際特許第２００４／０１９１
２８Ａ号に示されているようなこの種のフィールドレンズを有さない従来設計にも有用で
ありうる。
【００５２】
　本発明のまた他の態様は、ＮＡ＞１．２またはＮＡ＞１．３という非常に高い像側開口
数を得ることができる潜在性を有するとともに、同時に軌跡全長（物体面と像面との間に
おける軸方向距離）が、投影対物レンズを従来式投影露光システムに内蔵することを可能
にし、かつ同時に折曲鏡の上流および／または下流の屈折性対物レンズ部分内におけるレ
ンズの最大寸法（直径）を制限することを可能にする値に制限されうる投影対物レンズを
設計することを可能にする。この目的のために、好適な実施形態において、フィールドレ
ンズの屈折力と位置とは、第１の中間像における第１の主光線方向余弦ＣＲＡ1に関して
、
　　　 ｜ＣＲＡ１｜＜｜β1

*（ＹOB）／（ＬHOA）｜
の条件が成り立つように設定され、ここで、β1は、第１の対物レンズ部分の倍率を示し
、ＹOBは、主光線が考慮される最外側フィールド点の物体高さであり、ＬHOAは、第１の
中間像から凹面鏡までの幾何学的距離（水平軸の長さ）である。換言すれば、主光線は、
中間像においてテレセントリックまたは略テレセントリックであることが望ましいかもし
れない。前記に記載の条件にしたがった主光線は、以下では「本質的にテレセントリック
な主光線」と呼ばれる。このような中間像に近接する折曲鏡において本質的にテレセント
リックな主光線を得ることにより、該折曲鏡のすぐ上流および／または下流におけるレン
ズの大きさを制限することが可能になる。加えて、高い像側開口数をもたらす役割を担う
第３の対物レンズ部分内における配設空間が得られることがわかった。
【００５３】
　さらにまた、いくつかの実施形態において、非常に高い像側開口数を得るためには、第
１の対物レンズ部分の第１の軸方向長さＡＬ１が第３の対物レンズ部分の第３の軸方向長
さＡＬ３より小さくすると有利であることがわかり、ここで、軸方向長さＡＬ１は、物体
平面と、光軸と第１の折曲鏡との交点との間において測定され、軸方向長さＡＬ３は、光
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軸と第２の折曲鏡との交点と、像平面との間において測定される。好適な実施形態では、
ＡＬ１／ＡＬ３＜０．９、好ましくはＡＬ１／ＡＬ３＜０．８の条件が成り立つ。
【００５４】
　本発明にしたがったシステムは、好ましくは、たとえば２４８ｎｍ、１９３ｎｍまたは
１５７ｎｍまたはそれ以下の遠紫外帯域において用いられうる。
【００５５】
　前記の特徴およびその他の特徴は、特許請求の範囲だけではなく、明細書および図面に
も示されており、個別の特徴は、単独または互いに組み合わされた形態で本発明の一実施
形態として、かつその他の分野において実施されうるとともに、有利な実施形態と、さら
にまたそれ自体で保護に値する実施形態を表しうる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明にしたがったカタジオプトリック投影対物レンズの１つの実施形態を有す
る浸漬リソグラフィー用投影露光システムの略図である。
【図２】屈折性の第１の対物レンズ部分と反射屈折性の第２の対物レンズ部分と屈折性の
第３の対物レンズ部分とを有する、本発明にしたがった投影対物レンズの好適な実施形態
の設計を示す略図である。
【図３】本発明にしたがった投影対物レンズの第１の実施形態のレンズ断面図である。
【図４】本発明にしたがった投影対物レンズの第２の実施形態のレンズ断面図である。
【図５】異なる折曲形状と交差ビーム路とを有する、本発明にしたがった投影対物レンズ
の１つの実施形態の設計を示す略図である。
【図６】反射屈折性の第１の対物レンズ部分と反射屈折性の第２の対物レンズ部分と屈折
性の第３の対物レンズ部分とを有する、本発明にしたがった投影対物レンズの１つの実施
形態を示す略図である。
【図７】図６に示された設計に用いられうる、物理的ビームスプリッターを有する反射屈
折性の第１の対物レンズ部分の１つの実施形態のレンズ断面図である。
【図８】本発明にしたがった投影対物レンズ用の折曲鏡の異なる鏡構成を示す図である。
【図９】同軸の第１および第３の対物レンズ部分を有する実施形態のレンズ断面図である
。
【図１０】同軸の第１および第３の対物レンズ部分を有するまた他の実施形態のレンズ断
面図である。
【図１１】いかなる物体像シフト（ＯＩＳ）も存在しないように側方に偏移する第１およ
び第３の対物レンズ部分を有する実施形態のレンズ断面図であり、図１１´は、そのため
の条件を示す図である。
【図１２】いかなるフィールドレンズも有さない基準システムのレンズ断面図である。
【図１３】折曲鏡において本質的にテレセントリックな主光線を有する実施形態のレンズ
断面図である。
【図１４】従来システム（ａ）と、折曲鏡において本質的にテレセントリックな主光線を
有する実施形態（ｂ）とにおける主光線の軌道を示す略図である。
【図１５】折曲鏡における本質的にテレセントリックな主光線と前記折曲鏡に幾何学的に
接近するフィールドレンズとを有しており、前記フィールドレンズは、光学的に第１の対
物レンズ部分内と第３の対物レンズ部分内との両方に位置するまた他の実施形態のレンズ
断面図である。
【図１６】折曲鏡からさらに離間して光学的に反射屈折性の第２の対物レンズ部分内にお
いてフィールドレンズを有するとともに、ＮＡ＝１．３０を有する実施形態のレンズ断面
図である。
【図１７】ＮＡ＝１．３５を有する図１６の投影対物レンズの変形態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　以下の好適な実施形態の説明において、「光軸」という表現は、光学素子の曲率中心を
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通る直線または一連の直線分を意味する。光軸は、折曲鏡（偏向鏡）またはその他の反射
面上において折り曲げられる。方向および距離は、光軸に対して、像平面または該像平面
に配置され、露光対象である基板の方向に向かう場合は「像側」として、物体平面の方向
または該物体平面に配置されるレチクルの方向に向かう場合は「物体側」として表される
。これらの例における物体は、集積回路のパターンを有するマスク（レチクル）であるが
、異なるパターン、たとえば格子であってもよい。これらの例における像は、感光層を備
えるとともに基板として用いられるウェーハ上に投影される。その他の基板、たとえば液
晶表示装置用の素子または光学格子用の基板も可能である。
【実施例】
【００５８】
　図１に、浸漬リソグラフィーを手段とする大規模集積回路構成品の製造用に意図される
ウェーハステッパ１の形態をとるマイクロリソグラフィー用投影露光システムの略図が示
されている。この投影露光システム１は、光源として、１９３ｎｍの動作波長を有するエ
キシマレーザー２を有するが、その他の動作波長、たとえば１５７ｎｍまたは２４８ｎｍ
もまた可能である。下流の照明システム３は、自身の出射面４上において下流の投影対物
レンズ５のテレセントリック要件に調和せしめられた大型の鮮鋭な境界の均質に照明され
る照明フィールドを生じしめる。この照明システム３は、照明モードを選択するための装
置を有するとともに、本例においては、可変コヒーレンス度を有する従来式照明と環状フ
ィールド照明と双極子または四極子照明との間において切り換えられうる。
【００５９】
　マスク６を保持し、かつ操作する装置４０（レチクル段）は、前記照明システムの後に
おいて、投影対物レンズ５の物体平面４上に配置されるとともに走査のために前記平面上
において離脱方向７（ｙ方向）に移動せしめられうるような態様に配置される。
【００６０】
　マスク平面とも呼ばれる前記平面４の後に、マスクの像を、フォトレジスト層により被
覆されるウェーハ１０上に４：１の縮尺で結像させるカタジオプトリック縮小対物レンズ
５が設けられる。その他の縮尺、たとえば５：１、１０：１または１００：１またはそれ
以上も同様に可能である。感光基板として用いられるウェーハ１０は、平面状の基板面１
１とフォトレジスト層とが本質的に投影対物レンズ５の像平面１２と一致するように配置
される。前記ウェーハは、スキャナ駆動装置からなって、前記ウェーハをマスク６と同期
的に、かつ前記マスクに対して平行に移動させる装置５０（ウェーハ段）により保持され
る。この装置５０は、さらにまた、マニピュレータを有して、前記ウェーハを投影対物レ
ンズの光軸１３に対して平行なｚ方向と前記軸に対して直角をなすｘおよびｙ方向とのい
ずれにも移動させる。傾斜装置が一体化されるとともに、光軸１３に対して直角に延在す
る少なくとも１つの傾斜軸を有する。
【００６１】
　ウェーハ１０を保持するために設けられる前記装置５０は、浸漬リソグラフィー用に設
計される。前記装置は、スキャナ駆動装置により移動せしめられうるとともに、その底部
がウェーハ１０を保持する平坦なくぼみまたは凹部を有する保持装置１５を有する。最上
部において開口する液体浸漬媒質２０用の扁平な液密保持部が、周縁リム部１６によって
形成され、浸漬媒質２０が、図示されない装置により、前記保持部内に導入されうるとと
もに、前記保持部から取り除かれうる。前記リム部の高さは、充填される浸漬媒質が、ウ
ェーハ１０の表面１１を完全に覆い、作動距離が適正に設定されている場合に、投影対物
レンズ５の出射側端部領域が、対物レンズ出口と前記ウェーハ表面との間において浸漬液
中に浸漬されうるように設計される。システム全体は、中央コンピュータ装置６０により
制御される。
【００６２】
　図２に、本発明にしたがった投影対物レンズの１つの好適な実施形態の略図が示されて
いる。この投影対物レンズ２００を用いて、マスクのパターン（該対物レンズの物体平面
２０１上に配置される）は、ある縮尺で、前記物体平面に対して平行に整合せしめられる
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該対物レンズの像平面２０２上にある縮尺で結像せしめられる。前記投影対物レンズは、
物体フィールドを結像させて第１の中間実像２１１を形成する第１の屈折性対物レンズ部
分２１０と、前記第１の中間像を結像させて第２の中間実像２２１を形成する第２のカタ
ジオプトリック対物レンズ部分２２０と、前記第２の中間像をある縮尺で像平面２０２上
に結像させる第３の屈折性対物レンズ部分２３０とを有する。前記カタジオプトリック対
物レンズ部分２２０は、凹面鏡２２５を有する。第１の折曲鏡２１３は、前記第１の中間
像に近接して、光軸２０４に対して４５°の角度をなして配置されて、物体平面から到来
する放射を凹面鏡２２５の方向に反射するようになっている。自身の平面状の鏡面が前記
第１の折曲鏡の平面状の鏡面に対して直角をなして整合せしめられる第２の折曲鏡２２３
は、凹面鏡２２５から到来する放射を像平面２０２の方向に反射する。
【００６３】
　各折曲鏡２１３、２２３は、中間像に光学的に近接して配置されて、光伝導値が低値に
保たれうるようになっている。中間像、すなわち近軸中間像と周辺光線中間像との間の領
域全体は、好ましくは鏡面上には配置されず、以って結果的に中間像と鏡面との間におい
て有限の最小距離が得られて、鏡面内におけるいかなる欠陥、たとえば傷または不純物も
像平面上において鮮鋭に結像せしめられないようになっている。前記最小距離は、放射の
サブアパチャー、すなわち特定のフィールド点から発するビームのフットプリントまたは
鏡面上における範囲が、鏡面上において５ｍｍまたは１０ｍｍ未満の直径を有さないよう
に設定されなければならない。両方の第１の中間像２１１が、すなわち第２の中間像２２
１もまた、折曲鏡と凹面鏡２２５との間における幾何学的空間内に配置される（実線矢印
）実施形態がある。この側部アームは、水平アーム（ＨＯＡ）とも呼ばれる。また他の実
施形態においては、第１の中間像２１１´は、第１の折曲鏡２１３の上流においてビーム
路内に配置され得、第２の中間像２２１´は、第２の折曲鏡から下流においてビーム路内
に配置されうる（破線により示される矢印）。
【００６４】
　この例証的な実施形態における折曲げ角は、正確に９０°である。これは、折曲鏡の鏡
層の性能にとって有利である。９０°より大または小の偏向もまた可能であり、これによ
り結果的に斜めに配置される水平アームが得られる。
【００６５】
　全ての対物レンズ部分２１０、２２０、２３０は、正の屈折力を有する。略図において
、正の屈折力を有するレンズまたはレンズ群は、外方に向けられた先端を有する両方向矢
印により表される一方で、負の屈折力を有するレンズまたはレンズ群は、これに対して、
内方に向けられた頭部を有する両方向矢印により表される。
【００６６】
　第１の対物レンズ部分２１０は、正の屈折力を有する２つのレンズ群２１５、２１６か
らなり、前記レンズ群間に、実線により示される主光線２０３が鎖線により示される光軸
２０４と交差する絞り可能位置がある。前記光軸は、第１の折曲鏡２１３において９０°
にわたって折り曲げられる。第１の中間像２１１は、第１の折曲鏡２１３からすぐ下流の
光路内において生じしめられる。
【００６７】
　第１の中間像２１１は、後続のカタジオプトリック対物レンズ部分２２０に対して物体
として作用する。この対物レンズ部分は、フィールドに近接する正レンズ群２２６と、絞
りに近接する負のレンズ群２２７と、前記レンズ群からすぐ下流に配置されるとともに前
記第１の中間像を結像させて第２の中間像２２１を形成する凹面鏡２２５とを有する。全
体として正の作用を有する前記レンズ群２２６は、「フィールドレンズ」として用いられ
るとともに、正の単レンズによって形成されるが、前記単レンズの作用は、さらにまた、
全体として正の屈折力を有する２個以上の個別のレンズによって生じしめられうる。負の
レンズ群２２７は、負の作用を有する１個以上のレンズからなる。
【００６８】
　光学的に第２の折曲鏡２２３の直前に配置される第２の中間像２２１は、第３の屈折性
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対物レンズ部分２３０により像平面２０２上に結像せしめられる。この屈折性対物レンズ
部分２３０は、第１の正のレンズ群２３５と、第２の負のレンズ群２３６と、第３の正の
レンズ群２３７と、第４の正のレンズ群２３８とを有する。前記正のレンズ群２３７、２
３８間において、主光線が光軸を横切る絞り可能位置がある。
【００６９】
　図３に、本質的に図２を参照して説明された原理を用いて形成される投影対物レンズ３
００のレンズ断面図が示されている。同一または対応する要素または要素群は、図２の場
合と同じ参照符号に１００を加えた参照符号を用いて示されている。
【００７０】
　このシステムの１つの特別な特徴は、ビームが２つの対向する方向に通過する両凸正レ
ンズ３２６が、幾何学的に折曲鏡３１３、３２３と凹面鏡３２５との間において、ビーム
が２回通過する投影対物レンズ領域内に設けられるところにあり、ビームは、前記両凸正
レンズの互いに偏移するレンズ部分を、第１の中間像３１１と凹面鏡３２５との間におけ
る光路内と、前記凹面鏡と第２の中間像３２１または像平面３０２との間における光路内
との両方において通過する。この正レンズ３２６は、凹面鏡３２５より折曲鏡３１３、３
２３により接近して、特に前記折曲鏡と前記凹面鏡との間における軸方向距離の最初の３
分の１以内に配置される。正レンズ３２６の領域において、周辺光線高さは、主光線高さ
に比べて小さくなり、主光線高さに対する周辺光線高さの比は、約０．３となる。これに
より、正レンズ３２６は、第１の中間像３１１と第２の中間像３２１との両方に対して、
フィールドに接近して配置されるとともに、以って両方の中間像に対してフィールドレン
ズとして作用する。第１の中間像３１１と凹面鏡３２５との間における光路内の正の屈折
力は、とりわけ、後続のレンズ３２７および凹面鏡３２５の直径が小さく保たれうること
を保証する。前記凹面鏡から第２の中間像３２１に至るとともに、さらに像平面へと至る
光路内における正の屈折力は、さらにまた第２の折曲鏡３２３に到達する放射の入射角バ
ンド幅の縮小をもたらすとともに、以って前記第２の折曲鏡を有利な反射層により被覆す
ることができ、さらにまた像フィールドに最も接近するとともに本質的に浸漬投影対物レ
ンズの高い像側開口数（ＮＡ＝１．２０）をもたらす役割を担う屈折性対物レンズ部分３
３０におけるレンズ直径が制限されることになる。
【００７１】
　前記正レンズは、それが必要とされる場合は、前記折曲鏡により妨害されることなく、
２つの中間像に非常に近接する位置に移動せしめられて、強力な補正効果が可能となるよ
うにされうる。フィールドに接近して配置される正の屈折力は、水平アームをより長くす
ることを可能にする。第１の中間像３１１における大きい開口のため、水平アームの長さ
は、一般に短縮されて、凹面鏡３２５と、前記凹面鏡のすぐ上流に配置される負レンズ群
３２７内の負のメニスカスレンズとの直径が色補正に関連づけられるとともに、よって無
制限に大きくされてはならないようになる。フィールドの近傍に正のレンズ群３２６を含
むことにより、さらにまた、ペッツヴァル湾曲の補償によって（凹面鏡と比べて）負レン
ズ３２７の屈折力が増大するとともに、以って凹面鏡の領域において相対的に小直径で縦
色誤差の補正が向上する。これにより、カタジオプトリック対物レンズ部分は、コンパク
トで、かつ相対的に小さいレンズ直径を有して設計されて、適正な色補正が得られうる。
【００７２】
　２つの中間像３１１、３２１にすぐ近接して配置されるフィールドレンズ３２６もまた
、光学的な補正に関して、以下の本文により詳細に説明されるように、重要な利点を有す
る。原則的に、重要な収差を受ける中間像に近接して光学面を有することは、結像誤差の
補正に有利である。その理由は、下記のとおりである：中間像から長距離の位置、たとえ
ばシステム絞りまたは該絞りの共役平面に近接する位置において、光ビームの全ての開放
光線は、瞳座標とともに単調に上昇する有限の高さを有し、すなわち光学面は、全ての開
放光線に作用する。瞳縁部においてさらに外方に配置される開放ビームもまた、この面上
において漸進的に増大する高さ（すなわち、より正確には、主光線から漸増的な距離）を
有する。
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【００７３】
　しかしながら、著しい収差を受ける中間像に近接する位置においては、この限りではな
い。実際に、中間像の火面内に配置される場合は、前記面は、略周辺光線像内または周辺
光線像に近接して配置され得、すなわち周辺光線に対して効果的には作用しないが、帯域
光線に対して著しい光学効果を有する。このため、たとえば光学収差における輪帯収差を
補正することが可能になる。この原理を用いて、たとえば球面輪帯収差に故意に影響を与
えることができる。
【００７４】
　中間像３１１、３２１に対向するとともに前記中間像にすぐ隣接して配置される正レン
ズ３２６の凸レンズ面は、非球面状の曲面とされる。フィールドに近接した配置とともに
、これにより、非常に重要な補正効果を達成することが可能になる。
【００７５】
　像に最も接近する少なくとも２～３個のレンズをフッ化カルシウムにより製造して、圧
密の問題を回避することができる。固有複屈折を補償するために、これらのレンズの主結
晶軸は、互いに対して回転せしめられうる。凹面鏡３２５は、さらにまた、鏡面の形状が
適切なマニピュレータにより変動せしめられうるアクティブミラーの形態をとりうる。こ
れを用いて、さまざまな結像誤差を補償することができる。前記中間像の少なくとも一方
に近接するビーム路は、実質的にテレセントリックである。
【００７６】
　表１に、設計の詳細が表形式で示されている。この場合は、第１欄に、屈折性、反射性
またはその他の態様で指定される面の番号が示されており、第２欄に、その面の半径ｒ（
単位：ｍｍ）が示され、第３欄には、その面と後続の面との間における距離ｄ（単位：ｍ
ｍ）が示され、第４欄には、素子の材料が示され、第５欄には、その光学素子の光学的に
利用可能な有効半径（単位：ｍｍ）が示されている。屈折面は、第１欄において、「Ｒ」
により示されている。表２に、対応する非球面データが示されており、これらの非球面の
矢高は、下式を用いて計算されている：
【数１】

【００７７】
　この場合、半径の逆数（１／ｒ）は、面頂点における面曲率であり、ｈは、面点と光軸
間の距離である。したがって、矢高は、ｐ（ｈ）、すなわち前記面点と前記面頂点との間
におけるｚ方向、すなわち光軸方向の距離である。定数Ｋ、Ｃ１、Ｃ２等は、表２に示さ
れている。
【００７８】
　浸漬対物レンズ３００は、全てのレンズに用いられるフッ化カルシウムがｎ＝１．５５
９３の屈折率を有する約１５７ｎｍの動作波長用に設計される。これは、１５７ｎｍにお
いてｎI＝１．３７である浸漬媒質として真空技術において用いられるパーフルオロエー
テル（フォムブリン（Fomblin）登録商標）に適合化せしめられるとともに、約１．５ｍ
ｍの像側動作距離を有する。像側開口数ＮＡは、１．２であり、像縮尺率は、４：１であ
る。このシステムは、２６×５．０ｍｍ2の大きさを有する像フィールド用に設計される
とともに、二重テレセントリック系である。
【００７９】
　図４に、図３に示された実施形態の変形態様を表すとともに、同様に図２を参照して説
明された原理を用いて形成される投影対物レンズ４００のレンズ断面図が示されている。
同一または対応する要素または要素群は、図３の場合と同じ参照符号に１００を加えた参
照符号を用いて示されている。この例証的な実施形態の詳細は、表３および４に示されて
いる。
【００８０】
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　この実施形態においても、フィールドレンズとして用いられる両凸正レンズ４２６が、
折曲鏡４１３、４２３と凹面鏡４２５の間に配置される中間像４１１、４２１に光学的に
すぐ近接する水平アーム内に配置されて、以って小さい寸法を有する水平アームが得られ
る一方で、中間像に対する重要な補正効果がもたらされる。
【００８１】
　この実施形態のさらに他の特別な特徴は、小さい寸法と小さい最大直径とにより、特に
コンパクトな構成を有する第３の屈折性対物レンズ部分４３０の設計にある。最初の正レ
ンズ群４３５と後続の負レンズ群４３６および両者間に開口絞り（口径絞り）Ａを有する
２つの後続の正レンズ群４３７、４３８とを有する基本設計は、図３に示された設計に対
応する。第３のレンズ群４３７の入射面Ｅは、ビーム直径の最大拡散領域内かつ周辺光線
高さの変曲点の範囲内において、第２のレンズ群４３６内における唯一のレンズである両
凸負レンズ４３６の後に配置される。この入射面と開口絞りＡとの間、または前記開口絞
りと像平面との間において、光学設計に重要である発散効果を有するいかなる負レンズも
配置されない。特に、正レンズのみが、入射面Ｅと像平面との間において設けられる。
【００８２】
　有意な屈折力を有する負レンズが、ビーム直径が相対的に大きくなる領域内に存在しな
い場合は、このことは、レンズの最大直径がこの領域内において実行可能な大きさに制限
されることを可能にする。「相対的に大きいビーム直径」は、本明細書の目的上、特にレ
ンズ上における周辺光線高さが、潜在的な絞り位置、たとえばシステム絞り位置において
、少なくとも周辺光線高さの半分の大きさになる場合に生じる。この方法は、負レンズの
拡散効果は確かに補正のために望ましいかもしれないが、負レンズから下流におけるあら
ゆる拡散効果は、負レンズが存在しない場合に必要とされるレンズ直径より大きいレンズ
直径をもたらす傾向にあることを考慮に入れている。さらにまた、ビームの光線は、下流
の像平面の方向に互いに合同せしめられ、このために正の屈折力が必要とされる。この目
的のために必要とされる正レンズは、ビームの合同において負レンズの拡散効果を補償す
る必要もないという条件で、全体として相対的に適度な設計とされうる。さらに、レンズ
の個数は、制限されうる。これにより、本発明は、最小限のレンズ寸法を有するコンパク
トな投影対物レンズを得ることを可能にする。
【００８３】
　図５に、光学的な観点において、図２を参照して説明された原理に基づいて設計される
投影対物レンズ５００の１つの実施形態が示されている。同一または対応する要素または
要素群は、図２の場合と同じ参照符号に３００を加えた参照符号を用いて示されている。
【００８４】
　図２と図５とに示されるシステムにおけるビーム形状間の比較から、異なるビーム路が
、本発明の範囲内において可能であることがわかる。図２のシステムにおいては、物体平
面から凹面鏡２２５へと進む第１のビーム部分と、前記凹面鏡から像平面へと進む第２の
ビーム部分とは、いかなる位置においても交差しないため、非交差ビーム路が示されてい
る。これに対して、図５に示される実施形態は、交差ビーム路を有する。第１の折曲鏡５
１３は、光軸５０４の側において、第２の折曲鏡５２３とは別の方向に向けられて配置さ
れ、第２の折曲鏡は、幾何学的に物体平面により接近して配置される。その結果として、
物体平面５０１から凹面鏡５２５へと進む第１のビーム部分５４０と、凹面鏡５２５から
第２の折曲鏡５２３を介して像平面へと進む第２のビーム部分５５０とは、第２の折曲鏡
５２３の鏡面のすぐ上流の領域内において、中間像５１１、５２１に近接して交差する。
この場合は、第２の中間像５２１は、光学的に第２の折曲鏡５２３の直前に、かつ前記第
１の折曲鏡の光軸５０４に対向する内側鏡縁部５２８に幾何学的に近接して配置される。
放射が、前記第１の折曲鏡により、いかなる口径食も生じることなく内側鏡縁部５２８の
領域において第２の折曲鏡の方向に「付勢」されるこの交差ビーム路は、システムの光伝
導値の最適化を可能にする。さらにまた、２個の折曲鏡のためのより大きい物理的空間が
得られる。
【００８５】
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　この実施形態においても、正のフィールドレンズ群５２６が、両方の中間像に光学的に
近接して、幾何学的に前記折曲鏡と凹面鏡との間において配置されるが、前記第２の折曲
鏡と前記第２の中間像とは、正レンズ５２６からいくらかさらに離れる。
【００８６】
　自身の物体平面６０１上に配置されるパターンを、前記物体平面に対して平行に整合せ
しめられる像平面６０２上に、２つの中間実像６１１、６２１を生じしめて結像させる投
影対物レンズ６００の１つの実施形態を、図６を参照して説明する。この投影対物レンズ
は、物体フィールドの第１の中間実像６１１を生じしめる第１のカタジオプトリック対物
レンズ部分６１０と、前記第１の中間像を結像させて第２の中間実像６２１を形成する後
続の第２のカタジオプトリック対物レンズ部分６２０と、前記第２の中間像６２１を直接
、すなわちいかなるまた他の中間像も生じしめることなく、像平面６０２上に結像させる
後続の第３の屈折性対物レンズ部分とを有する。
【００８７】
　これまでに説明された実施形態との１つの重要な相違点は、第１の対物レンズ部分６１
０が、コンパクトなカタジオプトリックサブシステムであるところにある。このカタジオ
プトリック対物レンズ部分６１０は、光軸が物体平面に対して直角をなす凹面鏡６１５と
、物体平面と凹面鏡との間において配置され、かつ光軸６０４に対して４５°に傾斜せし
められるとともに、投影対物レンズ６１０の第１の折曲鏡として用いられる平面状のビー
ム分割面６１３を有する偏光選択ビームスプリッター６６０（ビームスプリッタキューブ
ＢＳＣ）とを有する。λ／４板６６１と第１の正レンズ群６６２と第２の正レンズ群６６
３とビームスプリッター６６０とまた他のλ／４板６６４と凹面鏡の直前に配置される負
レンズ群６６５とが、物体平面と凹面鏡との間において、前記順序で配置される。前記凹
面鏡に続いて、さらに他のλ／４板６６６と正レンズ群６６７とが、折曲鏡６１３から下
流においてビーム路内に配置される。フィールドに近接する位置に正レンズ群６２６を有
する第２のカタジオプトリック対物レンズ部分６２０の基本構成は、本質的に図２に示さ
れた基本設計に対応する。第３の屈折性対物レンズ部分は、正レンズ群のみを有し、前記
正レンズ群間に絞り位置が配置される。
【００８８】
　したがって、この例証的な実施形態においては、折曲は、この折曲を担う折曲鏡６１３
と第１のサブシステムにより生じしめられる第１の中間像６１１との間において配置され
る少なくとも１個の正レンズ６６７の形態をとる正の屈折力を有する第１のカタジオプト
リック対物レンズ部分内において起こる。全体としてのシステムは、第１のλ／４板によ
り直線偏光放射に変換される円偏光入力光を用いて作用し、前記直線偏光放射は、斜めに
配置されるビーム分割層６１３に対してｐ偏光されるとともに、よって本質的に完全に前
記ビーム分割層を通過して凹面鏡６５０に達する。前記ビーム分割層と凹面鏡との間に配
置されるλ／４板は、前記直線変更放射により２回通過されるとともに、この過程で偏光
優先方向を９０°にわたって回転させて、凹面鏡から偏光分割層６１３に到達する放射が
前記層に対してｓ偏光されるとともに、後続の対物レンズ部分の方向に反射されるように
する。第３のλ／４板６６６は、放射を円偏光放射に変換し、然る後に前記放射は後続の
サブシステムを通過する。
【００８９】
　第１のカタジオプトリック対物レンズ部分６１０は、鏡の曲率と前記鏡の上流の負の屈
折力とに関連して、像面湾曲と縦色収差とのいずれもが大体または完全に補正されうるよ
うに設計されうるため、後続の部分的な対物レンズは、これらの結像誤差の負荷を全くま
たはわずかしか受けない。さらにまた、この構成では、物体平面と水平に整合せしめられ
るカタジオプトリック対物レンズ部分６２０との間における物理的空間を拡大させること
が可能になり、これを利用して光伝導値を低減させることができる。
【００９０】
　開口絞りＡは、好ましくは、像に最も接近する第３の対物レンズ部分６３０内において
、主光線が光軸と交差する位置に配置される。２つのさらに他の絞り可能位置が、第１お
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よび第２の対物レンズ部分内において、各々が凹面鏡６１５、６２５に接近して示されて
いる。
【００９１】
　第１の対物レンズ部分は、物理的にコンパクトなものになりうる。図７に、図６に示さ
れたシステムの第１の対物レンズ部分６１０として用いられうるカタジオプトリックサブ
システムの実施形態が示されており、この実施形態の詳細は、表５に示されている。同一
または対応する要素または要素群は、図６の場合と同じ参照符号に１００を加えた参照符
号を用いて示されている。全てのレンズは、球面状であり、全てのビーム分割ブロック７
６０を含む透明要素は、合成石英ガラスにより構成される。
【００９２】
　図８に、ビーム路を折り曲げるために設けられる折曲鏡のさまざまな実施態様の略図が
示されている。これらの折曲鏡は、たとえば、特に表面鏡として独立型の平面鏡の形態を
とりうる（図８（ａ）および（ｂ））。この場合は、図２の実施形態においては、図８（
ｂ）に示されるような別個の鏡が一緒に保持されることも可能である。これらの折曲鏡は
、さらにまた、図８（ｃ）および（ｄ）に示されるように、独立型のプリズムの形態をと
りうる。反射プリズム面は、それが必要とされる場合は、自身上において生じる入射角に
よって内部全反射面として作用しうるか、または反射コートを有しうる。特に、図２～４
に示される実施形態では、これらの鏡は、図８（ｅ）に示されるような鏡プリズムの外側
反射面の形態もとりうる。
【００９３】
　図９に、図２を参照して説明されたようなＲ－Ｃ－Ｒ形の投影対物レンズ９００のさら
に他の実施形態が示されている。前記の基本構造に関する説明を参照する。第１の屈折性
対物レンズ部分９１０は、物体面９０１内に配置される軸外有効物体フィールドＯＦを第
１の中間像９１１に結像させるように設計される。第１の平面状の折曲鏡９１３は、前記
第１の中間像のすぐ上流において第１の対物レンズ部分内に配置される。凹面鏡９２５を
含む第２のカタジオプトリック対物レンズ部分９２０は、前記第１の中間像を、第２の折
曲鏡９２３のすぐ上流において前記折曲鏡からある距離に配置される第２の中間像９２１
に結像させるように設計される。自由に接近可能な開口絞りＡＳを含む第３の屈折性対物
レンズ部分９３０は、前記第２の中間像を、光軸の外側に配置される有効像フィールドＩ
Ｆが創出される像面９０２上に結像させるように設計される。前記第１の対物レンズ部分
９１０は、中継システムとしての役割を果たして、前記第１の中間像を第１の折曲鏡９１
３に接近させて配置する。第２のカタジオプトリック対物レンズ部分９２０は、前記折曲
鏡に幾何学的に近接し、かつ両方の中間像に光学的に近接する位置において正の単レンズ
（フィールドレンズ９２６）を含み、以ってフィールド関連の結像誤差の効率的な補正を
可能にする。前記第３の対物レンズ部分は、本実施形態においては２６ｍｍ・５．５ｍｍ
のフィールドサイズの有効物体フィールドＯＦにおいてＮＡ＝１．２０である像側開口数
を得るために投影対物レンズの縮小率の重要な部分を提供する集束レンズ群としての役割
を果たす。軌跡全長（物体面９０１と像面９０２との間における軸方向距離）は、１４０
０ｍｍである。波面収差は、約４ｍλｒｍｓである。詳細は、表９、９Ａに示されている
。結像の主光線ＣＲは、主光線の軌道を辿りやすくするために、実線で描かれている。
【００９４】
　第１の対物レンズ部分９１０のレンズは、該レンズの回転対称軸であるとともに、物体
面９０１に対して垂直をなす第１の光軸部分ＯＡ１を形成する。第２の対物レンズ部分の
凹面鏡９２５とレンズとの回転対称軸は、本実施形態では、物体側の第１の光軸部分ＯＡ
１に対して垂直に整合する、第２の光軸部分ＯＡ２を形成する。換言すれば、光軸は、第
１の折曲鏡９１３により、９０°折り曲げられる。第３の対物レンズ部分９３０のレンズ
は、第１の光軸部分ＯＡ１に対して平行かつ像面９０２に対して垂直をなす第３の光軸部
分ＯＡ３を形成する。本実施形態において、物体側の第１の光軸部分ＯＡ１と像側の第３
の光軸部分ＯＡ３とは同軸であって、いかなる側方軸偏移もこれらの光軸部分間において
存在しないようになっている。この構成は、屈折性対物レンズ部分のレンズの取付けに関
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して望ましいかもしれない。第１および第３の光軸部分ＯＡ１、ＯＡ３が同軸である同様
の構成が、図１０に、投影対物レンズ１０００として示されている。この設計の詳細は、
表１０、１０Ａに示されている。いずれの実施形態においても、有限値の物体像シフトＯ
ＩＳが存在する。
【００９５】
　投影対物レンズ９００において、第１の折曲鏡９１３のすぐ上流のレンズ面ＡＳＰは、
第１の中間像に光学的に接近する非球面である。フィールド関連の結像誤差の効率的な補
正が達成される。投影対物レンズ１０００において、フィールドレンズ１０２６は、凹面
鏡に対向する非球面状レンズ面ＡＳＰを有する。この非球面は、第１および第２の中間像
１０１１、１０２１の両方に最も近接するレンズ面であり、したがってビーム路に沿った
２点における補正に非常に効果的である。この設計の波面収差は、約３ｍλｒｍｓである
。
【００９６】
　図１１に示される投影対物レンズ１１００の実施形態（詳細は表１１、１１Ａ）は、好
適な実施形態において、物体側における第１の光軸部分ＯＡ１と像側における第３の光軸
部分ＯＡ３との間における側方軸偏移ＡＯが適切に調節されると、実際的な利点が得られ
ることを実証する一例である。以下で用いられる用語を理解しやすくするために、図１１
´に、重要な特徴とパラメータとを示す略図が示されている。
【００９７】
　光学的な観点から、軸外有効物体フィールドＯＦは、第１の対物レンズ部分１１１０に
より、第１の折曲鏡１１１３と第２の対物レンズ部分１１２０の正のフィールドレンズ１
１２６との間に配置される第１の中間像１１１１に結像せしめられる。この第２の対物レ
ンズ部分は、凹面鏡１１２５を含むとともに、結像サブシステムとして設計されて、正レ
ンズ１１２６と第２の折曲鏡１１２３との間に配置される第２の中間像１１２１を創出す
る。第３の対物レンズ部分１１３０は、集束レンズ群としての役割を果たして、この場合
はＮＡ＝１．３０である非常に高い像側開口数ＮＡで、軸外有効像フィールドＩＦを生じ
しめる。
【００９８】
　図９および１０の実施形態と対照的に、直角をなす平面により第１および第２の折曲鏡
を形成する折曲プリズムが非対称的に用いられて、以って側方軸偏移ＡＯが、物体側にお
ける第１の光軸部分ＯＡ１と像側における第３の光軸部分ＯＡ３との間において得られる
（図１１´参照）。この特定の実施形態において、軸偏移ＡＯは、物体フィールド中心を
通って第１の光軸部分ＯＡ１に対して平行に延在する物体フィールド中心軸ＯＦＣＡと像
フィールドＩＦの中心を通るとともに第３の光軸部分ＯＡ３に対して平行に延在する像フ
ィールド中心軸ＩＦＣＡとが一致する（同軸となる）ような態様に設定される。換言すれ
ば、有効物体フィールドＯＦと像フィールドＩＦとの間には、いかなる物体像シフト（Ｏ
ＩＳ）も存在しない。この特性は、一般に、軸外物体フィールドを有するカタジオプトリ
ック投影対物レンズではなく、光軸を中心とする有効物体フィールドを有する投影対物レ
ンズ（たとえば純屈折性の対物レンズまたは物理的ビーム分割機能を有するカタジオプト
リック対物レンズまたは瞳オブスキュレーションを有する対物レンズ）でしか得られない
。図１１´から明らかなように、側方軸偏移ＡＯの大きさは、ＯＩＳ＝０であることが望
まれる場合は、側方軸偏移ＡＯと像フィールド中心高さｈ´との和が、物体フィールド中
心高さｈと等しくなるように設定される。その場合は、以下のとおりとなる：
　　　 ｜ＡＯ｜＝｜ｈ*（１＋｜β｜）｜
　本発明の好適な実施形態のまた他の有利な態様は、フィールドレンズの正の屈折力を適
切に選択することに関する。以下に例証的に示されるように、屈折力を適正に選択するこ
とにより、ＮＡ＝１．３またはＮＡ＝１．３５等の非常に高い像側開口数を有する投影対
物レンズを製造することが可能になる一方で、折曲鏡の上流および／または下流のレンズ
の最大寸法と投影対物レンズの軌跡全長とが適度に維持される。実証のために、図１２に
、ＮＡ＝１．２５の像側開口数と関連ある従来技術の対物レンズの軌跡長（１４００ｍｍ
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、国際特許第２００４／０１９１２８Ａ１号の図１９）より小さい１２５０ｍｍの軌跡長
とを有する、国際特許第２００４／０１９１２８号に示されているようなＲ－Ｃ－Ｒ形の
従来技術の投影対物レンズの変形態様が示されている。いかなるフィールドレンズも幾何
学的に折曲鏡と凹面鏡との間に配置されない。
【００９９】
　比較のために、図１３に、本発明の一実施形態として、正のフィールドレンズ１３２６
が幾何学的に折曲鏡１３１３、１３２３と凹面鏡１３２５との間に配置される、同じ開口
数（ＮＡ＝１．２５）と軌跡長（１２５０ｍｍ）とを有する投影対物レンズ１３００が示
されている。比較しやすくするために、図１４の略図において、フィールドレンズを有さ
ない従来技術のシステムが（ａ）に、フィールドレンズＦＬを含む本発明の実施形態が（
ｂ）に示されている。主光線ＣＲの軌道は、図１２および１３において実線で描かれると
ともに、加えて周辺光線ＭＲの軌道も示されている図１４にも略示されている。
【０１００】
　次に、図１２の実施形態に関連ある従来技術のシステムのいくつかの独特な特徴を、図
１４（ａ）の参照符号を用いて要約する。第１の対物レンズ部分は、第１の中間像ＩＭＩ
１を折曲プリズムの第１の折曲鏡ＦＭ１に近接して創出するように設計される屈折性中継
レンズ群Ｌ１である。凹面鏡ＣＭを含む軸方向にコンパクトな（短い）第２のカタジオプ
トリック対物レンズ部分は、第２の中間像ＩＭＩ２を第２の折曲鏡ＦＭ２に近接して創出
する。第３の対物レンズ部分により形成される純屈折性の主集束レンズ群Ｌ２は、像を形
成する。
【０１０１】
　前記第１の対物レンズ部分は、第１のレンズ群ＬＧ１と第２のレンズ群ＬＧ２（各々が
正の屈折力）とに細分され、瞳面は、これらのレンズ群間において、主光線ＣＲが光軸Ｏ
Ａと交差する位置に配置される。第３の対物レンズ部分は、正の屈折力を有する第３のレ
ンズ群ＬＧ３と、負の屈折力を有する第４のレンズ群ＬＧ４と、正の屈折力を有する第５
のレンズ群ＬＧ５とを前記の順序で含む。像側瞳面は、この第３の対物レンズ部分内にお
いて、主光線が光軸と交差する位置に配置される。開口絞りＡＳは、一般に、この位置に
配置される。光学的に第１および第２の中間像間の瞳面は、凹面鏡ＣＭに近接する位置ま
たは該凹面鏡の位置に配置される。
【０１０２】
　これに代わる方法として、開口絞りは、さらにまた、また他の瞳面の一方、すなわち屈
折性中継レンズ群Ｌ１内またはカタジオプトリックレンズ群内において、凹面鏡に接近し
て配置されうる。
【０１０３】
　主光線ＣＲは、第１の中間像ＩＭＩ１と該中間像に光学的に近接する第１の折曲鏡とに
おいて収束する。ここで、収束する主光線は、主光線高さＣＲＨ、すなわち主光線と光軸
との間における半径方向距離が、光の伝播方向に減少していく主光線である。その一方で
、主光線は、第２の中間像ＩＭＩ２と第２の折曲鏡とにおいて発散する（すなわち主光線
高さが光の伝播方向に増加していく）。
【０１０４】
　折曲鏡と凹面鏡との間において中間像を有する折曲形状により、第１の中間像および第
２の中間像に最も近い第２のレンズ群ＬＧ２および第３のレンズ群ＬＧ３は、折曲鏡がこ
れらのレンズと中間像との間に配置されるため、それぞれ光学的に前記中間像から相対的
に遠くに位置する。主光線の収束／発散の結果として、折曲鏡に最も近い前記レンズは、
大型（大きいレンズ直径）になる傾向を有する。この効果は、より大きい距離が凹面鏡と
折曲鏡との間において設定されて、以ってより長い水平アーム（ＨＯＡ）の対物レンズが
形成される場合には、より弱くなりうることに注意されたい。
【０１０５】
　これらの条件を考慮すると、水平光軸は、像側開口数ＮＡを増大せしめると短くなる傾
向を有する。このことは、以下のように理解されうる。凹面鏡の第１の目的は、投影対物
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レンズのペッツヴァルの和（像面湾曲）を補正することにある。ペッツヴァルの和の補正
に対する凹面鏡の寄与度は、凹面鏡の曲率に直接比例する。システムの開口数を増大させ
るとともに、同時に水平アームＨＯＡの長さを一定に保てば、凹面鏡を含むカタジオプト
リックレンズ群の直径は増加する。その１つの潜在的な結果として、凹面鏡の曲率は、よ
り小さくなり、以ってペッツヴァルの和の補正に対する凹面鏡の効果は低下する。このこ
とは、その場合にはペッツヴァルの和の補正が投影対物レンズのその他の部分において達
成されなければならなくなり、以って設計がより複雑になるため、あまり望ましくないと
考えられる。
【０１０６】
　その一方で、ペッツヴァルの和の補正に対するカタジオプトリックレンズ群の補正効果
を維持することが望まれる場合は、凹面鏡を含むカタジオプトリックレンズ群の直径を本
質的に一定に維持しなければならない。しかし、このことは、水平アームの長さを減じる
ことに対応し、これは、図１４（ａ）の略図および図１２の投影対物レンズ１２００に示
されるように、中間像における相対的に大きい主光線角をもたらす。
【０１０７】
　図１２から、非常に大きいレンズ直径が、特に第１の折曲鏡のすぐ上流の第２のレンズ
群ＬＧ２の２個または３個の正レンズに関して必要とされることがわかる。
【０１０８】
　しかしながら、開口数を増大させることが望まれる場合は、第３の対物レンズ部分内に
おいて、主にウェーハに隣接する最も近い瞳位置の近傍に十分なレンズ間隔を設けなけれ
ばならない。さらにまた、対物レンズの軌跡長を妥当な値に制限することが望まれる場合
は、第１の対物レンズ部分（中継レンズ群Ｌ１）を軸方向により短く設計するとともに、
第１の折曲鏡のすぐ上流のレンズの直径を減じることが望ましいと思われる。
【０１０９】
　これらの目的は、図１４（ｂ）の略図および図１３の実施形態１３００に例証的に示さ
れるように、十分な正の屈折力を有するフィールドレンズを、幾何学的に、中間像に光学
的にもっとも近い前記折曲鏡と凹面鏡との間に導入することによって達成されうる。図１
３からわかるように、レンズ１３２６によって得られる正の屈折力は、主光線ＣＲを光軸
に対して略平行に、または第１の折曲鏡１３１３上に若干発散させて案内することを可能
にし、以って第１の折曲鏡のすぐ上流の２個または３個のレンズの直径は、図１２の設計
と比べた場合に実質的に減じられうる。さらにまた、第１の対物レンズ部分１３１０の第
１の軸方向長さＡＬ１は、図１２の第１の対物レンズ部分１２１０の対応する長さと比べ
た場合に、実質的に減じられる。その結果として、第３の対物レンズ部分内において、開
口数の増大に寄与するレンズを導入するためのより大きい空間を得ることができる。また
、フィールドレンズを導入すると、凹面鏡を含む水平アームは、実質的により長くなり、
凹面鏡は、実質的により小さくなる。
【０１１０】
　図３の実施形態において、さらにまた、第１および第２の両方の中間像は、フィールド
レンズ１３２６と、凹面鏡１３２５を含む鏡群との間における空間内に配置されることが
わかる。特に、中間像と最も近い光学面（凹面鏡に対向する正レンズ１３２６のレンズ面
）との間における軸方向距離が十分に大きくなって、前記最も近い光学面は、軸方向に近
軸中間像（近軸光線により形成される中間像）と周辺光線中間像（結像の周辺光線により
形成される）との間において形成される中間像空間の外側に位置するようになる。少なく
とも１０ｍｍの最小距離が、この場合に得られる。フィールドレンズは、第１の対物レン
ズ部分１３１０の最後のレンズとして、かつ第３の対物レンズ部分１３３０の第１のレン
ズ（縮小投影対物レンズとしての意図される用途において光伝播方向に見た場合）として
効果的である。したがって、図１３が、１個のレンズ（フィールドレンズ１３２６）が光
学的に第１および第３の両方の結像サブシステム内に配置される、２つの屈折性結像サブ
システム（第１の対物レンズ部分１３１０と第３の対物レンズ部分１３３０とによって形
成される）を有する投影対物レンズの図であることは、注目に値する。さらにまた、各折
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曲鏡は、屈折性結像サブシステム内において、それぞれのサブシステムのレンズ間に配置
される。
【０１１１】
　以下の図１５～１７の実施形態（詳細はそれぞれ表１５、１５Ａ、１６、１６Ａおよび
１７、１７Ａに示す）は、図１３の実施形態を基本とするとともに、十分な屈折力を有す
るフィールドレンズを有する基本設計が適度なレンズ寸法でさらに一層高い像側開口数を
得ることを可能にすることを例証的に示している。詳細は、それぞれ表１５、１５Ａ、１
６、１６Ａおよび１７、１７Ａに示されている。
【０１１２】
　Ｎ＝１．３０の像側開口数が、図１５の投影対物レンズ１５００において得られる。こ
こで、主光線ＣＲは、第１および第２の折曲鏡において光軸に対して略平行になる。特に
、｜ＣＲＡ１｜＝０．０５５の第１の主光線方向余弦が第１の折曲鏡において得られ、Ｃ
ＲＡ２＝０．０５８の第２の主光線方向余弦が第２の折曲鏡において得られる。
【０１１３】
　投影対物レンズ１３００および１５００において、水平アーム内の正のフィールドレン
ズ１３２６、１５２６は、折曲鏡に非常に接近して配置されて、続いて、中間像が、前記
フィールドレンズと凹面鏡との間において光学材料がない空間内に配置されるようになる
。しかし、交差するレンズ形記号から明らかなように、１個以上の切り詰められたレンズ
が、折曲鏡に近接して用いられなければならず、このことは、レンズの取付けをより複雑
にする。
【０１１４】
　このような取付けの問題は、正のフィールドレンズ１６２６が、折曲鏡１６１３、１６
２３から遠く離れて、前記折曲鏡のすぐ上流および下流のレンズ間に形成される円筒状空
間のほとんど外側において配置される図１６の投影対物レンズ１６００において回避され
る。この実施形態においては、安定な取付け技術を用いる円形レンズが用いられうる。光
学的な観点から、第１および第２の折曲鏡における主光線角は、略零（本質的にテレセン
トリックな主光線）となる。いずれの中間像１６１１および１６２１も本質的に折曲鏡と
フィールドレンズ１６２６との間に配置されるため、前記フィールドレンズは、この場合
は、凹面鏡１６２５を含む第２のカタジオプトリック結像対物レンズ部分１６２０の一部
分となる。この変形態様では、折曲鏡に近接した設置空間の問題が回避される。ＮＡ＝１
．３０の像側開口数が得られる。
【０１１５】
　この設計型式は、さらに一層高い開口数が得られる潜在性を有しており、このことは、
ＮＡ＝１．３５の像側開口数を有する、図１７に示される投影対物レンズ１７００から明
らかである。図１６の実施形態の場合と同様に、主光線は、折曲鏡において略テレセント
リックとなり、中間像１７１１、１７２１は、本質的に、折曲鏡とフィールドレンズ１７
２６との間に配置される。図１６の実施形態に対して開口数が増大することから、この実
施形態では、さらに他の、かつ／またはより強いレンズのための十分な空間が、高開口数
をもたらす役割を担う第３の対物レンズ部分内において得られうることがわかる。
【０１１６】
　すでに記載のように、本発明により、相対的に少量の光学材料を用いて製造されうる、
特にＮＡ＞１の開口数での浸漬リソグラフィーを可能にする高開口数を有するカタジオプ
トリック投影対物レンズを製造することができる。以下に、特にコンパクトな投影対物レ
ンズが製造されうることを表すパラメータを考慮して、材料消費量が潜在的に少量である
ことを実証する。
【０１１７】
　一般に、投影対物レンズの寸法は、像側開口数ＮＡが増大すると、劇的に増大する傾向
にある。経験的に、最大レンズ直径Ｄmaxは、ＮＡの増大とともにＤmax～ＮＡkにしたが
って線形を上回って著しく増加する傾向にあることがわかった。ｋ＝２の値は、本明細書
の目的上用いられる近似値である。さらにまた、最大レンズ直径Ｄmaxは、像フィールド



(30) JP 2018-194868 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

の大きさ（像フィールド高さＹ´により表され、ここで、Ｙ´は、像フィールド点と光軸
との間における最大距離である）に比例して増加することがわかった。本明細書の目的上
、線形の従属性が仮定される。これらの考慮事項に基づいて、第１の小型性パラメータＣ
ＯＭＰ１は、下記のように定義される：
　　　 ＣＯＭＰ１＝Ｄmax／（Ｙ´・ＮＡ2）
　任意の値の像フィールド高さと開口数とにおいて、第１の小型性パラメータＣＯＭＰ１
は、コンパクトな設計が望まれる場合には、可能な限り小さくならなければならないこと
が明らかである。
【０１１８】
　投影対物レンズを得るために必要な全体としての材料消費量を考慮すると、レンズの絶
対数ＮLもまた直接的に関連する。一般に、より少数のレンズを有するシステムは、より
多数のレンズを有するシステムより好ましい。したがって、第２の小型性パラメータＣＯ
ＭＰ２は、下記のように定義される：
　　　 ＣＯＭＰ２＝ＣＯＭＰ１・ＮL

　この場合も、ＣＯＭＰ２が小値であることは、コンパクトな光学システムであることを
示す。
【０１１９】
　さらに、本発明の好適な実施形態にしたがった投影対物レンズは、入口側のフィールド
面を光学的に共役な出口側のフィールド面に結像させる少なくとも３個の対物レンズ部分
を有しており、結像対物レンズ部分は、中間像で連結される。一般に、投影対物レンズの
製造に必要なレンズの個数および全体としての材料は、光学システムの結像対物レンズ部
分の個数ＮOPが増えると増加する。対物レンズ部分毎の平均レンズ数ＮL／ＮOPを可能な
限り少数に維持することが望ましい。したがって、第３の小型性パラメータＣＯＭＰ３は
、下記のように定義される：
　　　 ＣＯＭＰ３＝ＣＯＭＰ１・ＮL／ＮOP

　この場合も、光学材料の消費量が少ない投影対物レンズは、ＣＯＭＰ３が小値であるこ
とを特徴とする。
【０１２０】
　表１８に、小型性パラメータＣＯＭＰ１、ＣＯＭＰ２、ＣＯＭＰ３の計算に必要な値と
、詳細表（表の番号（同じ番号の図に対応）は、表１８の第１欄に示されている）に示さ
れた各々のシステムに関するこれらのパラメータのそれぞれの値とがまとめられている。
したがって、少なくとも１個の凹面鏡と少なくとも２個の結像対物レンズ部分（すなわち
少なくとも１個の中間像）とを有するコンパクトなカタジオプトリック投影対物レンズを
得るためには、以下の条件（１）～（３）の少なくとも１つが観察されなければならない
：
（１）　ＣＯＭＰ１＜１１
　好ましくは、ＣＯＭＰ１＜１０．７が観察されるべきである。
【０１２１】
（２）　ＣＯＭＰ２＜３４０
　好ましくは、ＣＯＭＰ２＜３２０、さらに好ましくはＣＯＭＰ２＜３００が観察される
べきである。
【０１２２】
（３）　ＣＯＭＰ３＜１１０
　好ましくは、ＣＯＭＰ３＜１００が観察されるべきである。
【０１２３】
　いくつかの実施形態においては、ＣＯＭＰ１＜１１であり、かつ同時にＣＯＭＰ２＜３
４０となって、これにより特にコンパクトな設計が可能になる。
【０１２４】
　また他の態様は、いくつかの実施形態において最大のレンズに対して特に小さく、以っ
て製造および取付けが容易である凹面鏡の大きさに関する。いくつかの実施形態では、凹
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７５*Ｄmaxの条件が成り立つ。好ましくは、ＤM＜０．７０*Ｄmaxの条件が満たされうる
。
【０１２５】
　表１８から、本発明にしたがった好適な実施形態では、一般に、これらの条件の少なく
とも一方が観察されることがわかり、本明細書に開示の設計規則によれば、適度な材料消
費量および／または小さい凹面鏡を有するコンパクトな設計が得られることが示されてい
る。
【０１２６】
　物体平面から到来する放射を凹面鏡の方向に偏向させる第１の折曲鏡と、前記凹面鏡か
ら到来する放射を像平面の方向に偏向させる第２の折曲鏡とを有するＲ－Ｃ－Ｒ形のカタ
ジオプトリック投影対物レンズの例を用いて、本発明を詳細に説明した。本発明は、異な
る折曲形状を有する設計、たとえば物体平面から到来する放射が、直接凹面鏡に向けられ
た後に、前記凹面鏡から到来する放射を像平面の方向に偏向させるように配置される第１
の折曲鏡上において反射される設計でも実施されうる。これらの実施形態において、第２
の折曲鏡は、一般に、第１の折曲鏡の下流に設けられて、物体平面と像平面との平行配置
を可能にする。
【０１２７】
　前記の全てのシステムは、完全システム、すなわち実在の物体（たとえばフォトリソグ
ラフィーマスク）から実像を（たとえばウェーハ上に）形成するシステムでありうること
は自明である。しかし、これらのシステムは、より大きいシステムのサブシステムとして
も用いられうる。したがって、たとえば、前記の１つのシステムの「物体」は、物体平面
の上流に配置される結像システム（たとえば中継システム）により生じしめられる像であ
りうる。同様に、前記の１つのシステムによって形成される像は、像平面から下流のシス
テム（たとえば中継システム）において物体として用いられうる。「第１の対物レンズ部
分」および「第２の対物レンズ部分」等の表現を用いて列挙される対物レンズ部分は、こ
れらの対物レンズ部分が縮小対物レンズとして用いられる場合に、ビームがこれらの対物
レンズ部分を通過する順序に関連する。「第１」および「第２」等の表現は、相対的なも
のとして理解されるべきである。「第１」の対物レンズ部分は、ビームが対物レンズ部分
を通過する方向において、「第２」の対物レンズ部分の上流に配置される。この第１の対
物レンズ部分は、必ずしも全体としてのシステムにおける第１の対物レンズ部分、すなわ
ちシステム内において像平面のすぐ後続の対物レンズ部分である必要はない。しかしなが
ら、図示された例証的な実施形態においては、そうである。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月4日(2018.10.4)
【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】
　自身の物体平面上に配置されるパターンを自身の像平面上に結像させるカタジオプトリ
ック投影対物レンズにおいて：
　物体フィールドを結像させて第１の中間実像を形成する第１の対物レンズ部分と、
　前記第１の対物レンズ部分から到来する放射を用いて第２の中間実像を生じしめる第２
の対物レンズ部分と；
　前記第２の中間実像を前記像平面上に結像させる第３の対物レンズ部分とを有し、
　前記第２の対物レンズ部分は、凹面鏡を有するカタジオプトリック対物レンズ部分であ
り、
　前記物体平面から到来する放射を前記凹面鏡の方向に偏向させる第１の折曲鏡と、前記
凹面鏡から到来する放射を前記像平面の方向に偏向させる第２の折曲鏡とが設けられ；
　正の屈折力を有するフィールドレンズが、前記第１の中間像と前記凹面鏡との間におい
て、前記第１の中間像のフィールドに近接する領域内に配置され、
　前記フィールドレンズは、前記凹面鏡より前記第１の折曲鏡に接近して配置される投影
対物レンズ。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法。
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