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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液浸リソグラフィ用の流体制御システムであって、
　光学部材であって前記光学部材と該光学部材に対向して配置された表面との間にギャッ
プが画成されている前記光学部材と、
　前記ギャップ内に特定される露光領域に流体を供給するための流体供給デバイスと、
　前記流体に力を作用させ、それによって前記流体が前記露光領域外部の特定の周辺領域
に入ることを妨げる流体制御デバイスとを備え、
　前記流体制御デバイスは、加圧ガス源と、前記露光領域に前記加圧ガスを送出するため
のノズルとを含み、
　前記ノズルは前記表面に対して斜めに向けられており、
　前記露光領域の前記流体は、前記加圧ガスによって前記周辺領域に入ることが妨げられ
る流体制御システム。
【請求項２】
　前記加圧ガスは水を吸収し、それにより湿度を減少させる請求項１に記載の流体制御シ
ステム。
【請求項３】
　前記流体制御デバイスはさらに供給されたガスを取り除くための排気マニホールドを含
む請求項１又は２に記載の流体制御システム。
【請求項４】
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　前記加圧ガスが空気である請求項１～３のいずれか一項に記載の流体制御システム。
【請求項５】
　前記加圧ガスが窒素である請求項１～３のいずれか一項に記載の流体制御システム。
【請求項６】
　前記加圧ガス源に接続された前記ノズルは、前記表面を有する物体の走査方向によって
規定される一側に前記露光領域に隣接して置かれている請求項１～５のいずれか一項に記
載の流体制御システム。
【請求項７】
　前記加圧ガス源に接続された前記ノズルは、前記表面を有する物体のステッピング軸に
よって規定される一側に前記露光領域に隣接して置かれている請求項１～５のいずれか一
項に記載の流体制御システム。
【請求項８】
　レチクルを保持するために配置されたレチクルステージと、
　表面を有するワークピースを保持するために配置されたワーキングステージと、
　光学素子を含んだ光学システムであって前記光学素子は前記ワークピースの前記表面に
対向し、前記光学素子と前記ワークピースの前記表面との間にギャップが画成された光学
システムと、
　液浸リソグラフィプロセスの間に、前記光学素子及び前記ワークピースの間の、前記光
学素子及び前記ワークピースと接触している特定の露光領域へ流体を提供するための流体
供給デバイスと、
　前記流体に力を作用させて、それによって前記流体が前記露光領域の外部の特定の周辺
領域に入ることを妨げる流体制御デバイスとを備え、
　前記力は流体力学的力であって、前記流体制御デバイスは、加圧ガス源と、前記露光領
域に前記加圧ガスを送出するためのノズルとを含み、
　前記ノズルは、前記ワークピースの前記表面に対して斜めに向けられており、
　前記露光領域の前記流体は、前記加圧ガスの前記流体力学的力よって前記周辺領域に入
ることが妨げられる液浸リソグラフィ装置。
【請求項９】
　前記流体制御デバイスはさらに供給されたガスを取り除くための排気マニホールドを含
む請求項８に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１０】
　前記加圧ガスが空気である請求項８又は９に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１１】
　前記加圧ガスが窒素である請求項８又は９に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１２】
　前記加圧ガス源に接続された前記ノズルは、前記ワークピースの走査方向によって規定
される一側に前記露光領域に隣接して置かれている請求項８～１１のいずれか一項に記載
の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１３】
　前記加圧ガス源に接続された前記ノズルは、前記ワークピースのステッピング軸によっ
て規定された一側に前記露光領域に隣接して置かれている請求項８～１１のいずれか一項
に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１４】
　リソグラフィプロセスを用いて物体を作製する方法であって、前記リソグラフィプロセ
スは請求項８～１３のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置を利用する方法。
【請求項１５】
　リソグラフィプロセスを用いてウェハをパターンニングするための方法であって、前記
リソグラフィプロセスは請求項８～１３のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置を
用いる方法。
【請求項１６】
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　液浸リソグラフィ用の流体制御方法であって、
　光学部材と該光学部材に対向して配置された表面との間に画成されたギャップ内に特定
される露光領域に流体を供給することと、
　加圧ガス源に接続され、前記表面に対して斜めに向けられたノズルを通じて前記露光領
域に加圧ガスを送出することとを含み、
　前記加圧ガスにより、前記流体に力が作用し、前記流体が前記露光領域外部の特定の周
辺領域に入ることが妨げられる流体制御方法。
【請求項１７】
　さらに供給されたガスを排気マニホールドより取り除くことを含む請求項１６に記載の
流体制御方法。
【請求項１８】
　前記加圧ガスが空気である請求項１６又は１７に記載の流体制御方法。
【請求項１９】
　前記加圧ガスが窒素である請求項１６又は１７に記載の流体制御方法。
【請求項２０】
　前記加圧ガス源に接続された前記ノズルは、前記表面を有する物体の走査方向によって
規定される一側に前記露光領域に隣接して置かれている請求項１６～１９のいずれか一項
に記載の流体制御方法。
【請求項２１】
　前記加圧ガス源に接続された前記ノズルは、前記表面を有する物体のステッピング軸に
よって規定される一側に前記露光領域に隣接して置かれている請求項１６～１９のいずれ
か一項に記載の流体制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は２００３年４月９日に出願された米国仮出願第６０／４６２，１４２号に基づく
優先権を主張し、その全体をここに援用し本文の記載の一部とする。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、ＷＯ９９／４９５０４に記載されているような、ウェハ等のワークピースと
ワークピース上のレチクルの像を投影するための光学システムのレンズ等の終端光学部材
との間の空隙に供給される流体物質を有する液浸リソグラフィシステムに関する。供給さ
れる流体物質は純水であってもよく、その存在は光学システムの性能及び露光の質を高め
る。
【０００３】
　従って、ワークピースと最終光学部材との間の空隙に供給される流体物質は、光学シス
テムからの放射エネルギー（輻射エネルギー）によって温度が上昇する傾向があり、それ
によって流体物質の屈折率の変動を引き起こしている。流体物質が光学部材とワークピー
スに長時間に渡って接触したままである場合には、流体物質は汚染される傾向があり、こ
のことも流体物質の屈折率に影響する。流体物質はワークピースと終端光学部材との間の
空隙の外に漏れ出す傾向もある。なぜならば、ワークピースは終端光学部材に対して移動
されるからである。これらの理由から液浸リソグラフィシステムには、リソグラフィ流体
を頻繁に取り替えるための効率的な流体制御システムが設けられなければならない。
【０００４】
　液浸リソグラフィ装置用の、そのような流体制御システムに関する問題は、終端光学部
材とワークピースとの間のギャップ（間隙）に満たされる流体物質をいかにして制御する
か、あるいは、終端光学部材とワークピースとの間のギャップに満たされる流体物質をい
かにして閉じ込めるかということである。
 
【発明の開示】
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【０００５】
　本発明に基づく流体制御システムは、液浸リソグラフィ装置に使用されるためのもので
あり、光学部材と、この光学部材との間にギャップを有して光学部材と対向して置かれる
表面を有するワークピースと、ギャップの特定の露光領域に流体を提供するための流体供
給デバイスと、流体が露光領域の内部及び露光領域の近傍に保持されるように、ギャップ
に供給されている流体に力を作用させるのに適している、流体制御デバイスと広義に言及
され得るものであって、意図した限定領域から流体が離れて移動することを防止すること
、即ち、流体が露光領域の外側の特定の周辺領域に入ることを阻止するものとを備える。
【０００６】
　上記において、流体に加えられるべき力は、作用されることができる種類の力として記
載されている。このことは、力自体が制御可能な類であり、閉鎖壁のような静止物体から
の反力を除外するものとする。液浸流体に力を作用する多数の例が考察されている。一つ
の例は、加圧ガス源からのガス流を、そのガス流の流体力学的な力が設定されて、流体を
露光領域内部及び露光領域近傍に包含するように、即ち、流体の漏出を望まない周辺領域
に流体が入ることを妨げるように作用させることである。
 
【０００７】
　別の例は静磁力を作用させることであり、その場合には、液浸流体は磁気に反応する物
質である。強磁性材料の粉を加えて、流体の磁気特性を高めうる。
【０００８】
　さらに別の例は、レオロジー流体を液浸流体として使用することである。電気レオロジ
ー流体の場合には、好適に位置付けられた一対のコンデンサ電極を用いて適当な強度の静
電場を作用させて、流体の粘度を増加させ、部分的に流体を固化させてもよい。磁気レオ
ロジー流体の場合には、適当な強度の磁場が、好適に配置されたコイルによって、液浸流
体を閉じ込め続けるように作用させてもよい。
【０００９】
　発明のさらなる対象及び利点とともに、添付図面と結びついた以下の説明を参照するこ
とによって、発明は最善に理解されうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本願を通じて、類似する要素又は同等な要素は、異なる図中において同一の記号又は番
号によって示されてもよく、記述の簡便のため繰り返して説明されなくてもよい。
【００１１】
　図１は本発明の流体制御システムを具体化し得る液浸リソグラフィ装置１００を示す。
【００１２】
　図１に示されるように、液浸露光装置１００は、ＫｒＦエキシマレーザーユニットのよ
うな光源と、光学インテグレーター（もしくはホモジナイザー）と、レンズとを含み、波
長２４８ｎｍのパルス化した遠紫外光ＩＬを放出してレチクルＲのパターンに投射させる
ために機能する照明光学ユニットを備える。レチクルＲのパターンは、フォトレジストで
コートされているウェハＷ上に、（１／４又は１／５のような）所定の拡大率でテレセン
トリック光投影ユニットＰＬを通じて投影される。パルス化された光ＩＬの代わりに、波
長１９３ｎｍのＡｒＦエキシマレーザー光、波長１５７ｎｍのＦ２レーザー光又は波長３
６５ｎｍの水銀ランプのｉ線であってもよい。以下、図１に示されるようなＸ－、Ｙ－、
Ｚ－軸を持つ座標系は、露光装置１００の構造及び機能の記載において、方向を説明する
ために参照される。開示及び記載の利便性のために、光投影ユニットＰＬは図１において
、ウェハＷに対向して配置される（レンズのような）終端光学素子４と、光投影ユニット
ＰＬの要素の残りを格納している円筒型ハウジング３のみによって図示されている。
【００１３】
　レチクルＲは、レチクルＲをＸ方向、Ｙ方向、及びＺ軸の周りの回転方向に駆動するた
めの機構を組み込むレチクルステージＲＳＴ上に支持されている。レチクルステージＲＳ
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Ｔ上におけるレチクルＲの二次元の位置及び方位は、レーザー干渉計（不図示）によりリ
アルタイムで検出され、レチクルＲの位置決めは主制御ユニット１４によって、このよう
にしてなされた検出に基づいて実行される。
【００１４】
　ウェハＷは、（Ｚ軸に沿った）焦点位置及びウェハＷの傾斜角を制御するためのＺ－ス
テージ９上のウェハホルダ（不図示）によって保持される。Ｚ－ステージ９は、光投影ユ
ニットＰＬの結像面（像形成面）に実質的に平行なＸＹ－平面内で移動するように適合さ
れたＸＹ－ステージ１０に取り付けられている。ＸＹ－ステージ１０は基盤１１上に載置
される。従って、Ｚ－ステージ９は、（Ｚ軸に沿った）焦点位置及びウェハＷの傾斜角を
オートフォーカス法及びオートレベリング法により調整することによって、ウェハ表面と
光投影ユニットＰＬの像面を合わせるように機能し、ＸＹ－ステージ１０はＸ方向及びＹ
方向におけるウェハＷの位置を調整するように機能する。
【００１５】
　Ｚ－ステージ９の二次元の位置及び方位（ここではまたウェハＷの二次元の位置及び方
位）は、Ｚステージ９に備え付けられた移動ミラー１２を基準として、別のレーザー干渉
計１３によってリアルタイムでモニターされる。このモニタリングの結果に基づく制御デ
ータは、メイン制御ユニット１４からステージ駆動ユニット１５へと伝達される。ステー
ジ駆動ユニット１５は、受け取った制御データに従ってＺステージ９及びＸＹステージ１
０の動きを制御するために適合されている。露光の際に投影光は、レチクルのパターンに
基づいて、ステップ・アンド・リピートのルーチン又はステップ・キャン・スキャンのル
ーチンで、ウェハＷ上のある露光位置から別の異なる露光位置へ連続的に動かされる。
【００１６】
　図１を参照して記載されているリソグラフィ装置１００は液浸リソグラフィ装置であり
、ここでは、水のような特定の種類の流体（あるいは「液浸液体」）７であって、ウェハ
Ｗの表面と光投影ユニットＰＬの終端光学素子４の下面との間の空間（あるいは「ギャッ
プ」）を満たしている流体を、少なくともレチクルＲのパターン像がワークピースＷ上に
投影されている間は有するように適合されている。
【００１７】
　光投影ユニットＰＬの終端光学素子４は円筒ハウジング（鏡筒）３に着脱可能に取り付
けられてもよく、終端光学素子４は、液体７が終端光学素子４にのみ接触し、円筒ハウジ
ング３には接触しないように設計される。なぜならば、ハウジング３は一般に金属材料を
備えており、腐食する可能性があるからである。
【００１８】
　液体７は、タンク、圧力ポンプ及び温度レギュレーター（個別には図示されていない）
を備えうる液体供給ユニット５から、温度管理された条件の下で、ワークピースＷの上部
の空間に供給され、液体回収ユニット６によって回収される。液体７の温度は調整されて
、露光装置１００自体が置かれるチャンバ内の温度とほぼ同じ温度になる。符号２１は供
給ノズルを示しており、供給ノズルを通じて液体７が供給ユニット５から供給される。符
号２３は回収ノズルを示しており、回収ノズルを通じて液体７が回収装置６へと回収され
る。しかしながら、図１を参照して上で記述した構造は、本発明の流体制御システムが適
用可能である液浸リソグラフィ装置の範囲を限定するものではないということを思い起こ
されたい。換言すれば、言うまでもなく本発明の流体制御システムは多くの異なる種類の
液浸リソグラフィ装置に組み込み可能である。特に、光投影ユニットＰＬの周囲にある供
給ノズル２１及び回収ノズル２３の数及び配置は、液浸液体７のスムーズな流れ及び迅速
な回収を確立するために様々な方法で設計されうる。
 
【００１９】
　図４及び図５は本発明の一実施形態に基づく流体制御システムであって、全体的に図１
に示されているような構造をした液浸リソグラフィ装置に組み込まれた流体制御システム
を表しており、流体制御システムは液体７を制御するために高圧ガスを用いることによっ
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て特徴付けられている。図４及び５において、符号４０は、照明光学ユニット１からの光
ＩＬを入射させる液浸領域を含むエリア（本願では以後、露光領域と呼ぶ）を示している
。このエリアは、露光プロセスの間、液体７が存在し続けるべき領域である。この目的の
ため、加圧ガス源（不図示）に接続されたガスアウトレット２５は、液体７が閉じ込めら
れている露光領域４０を含むエリアの両側に設けられている。図５において、符号４５は
「周辺領域」とも呼ばれうる領域を示しており、周辺領域では液体７が入らないように制
御されている。換言すれば、ワークピースはスキャンされる際に、液体７は終端光学素子
４に関連して強制的に動かされうるが、ガスアウトレット２５からの加圧ガスは液体７を
十分に閉じ込め続けるように作用しているので、液体７は露光領域４０から指定した周辺
領域４５に達するほどには遠ざかって移動しないであろう。従って、本発明の観点から、
本願で周辺領域４５として特定された領域は、液体７が露光領域４０から離れて移動する
ことを許容されている最大距離を規定するものとみなしうる。
 
【００２０】
　ガスアウトレット２５の物理的な配置には厳しい要請はない。加圧ガスは、図４に示す
ように露光領域４０の両側で供給ノズル２１及び回収ノズル２３の外側に形成されうる個
々のノズル又は溝から吹き出されてもよい。このとき、加圧ガスを一次元的に細長いイン
レット溝を通じて均一に噴射して、より均一な圧力波面を形成して、均一な流体力学的な
力を液体７に適用することができるように個々のノズル又は溝から吹き出されてもよい。
一実施形態において、ガスアウトレットはステッピング軸の方向（不図示）に設けられて
いてもよい。
 
【００２１】
　別の実施形態において、露光領域４０がガスアウトレットに取り囲まれるように、ガス
アウトレットはスキャンニング（走査）方向及びステッピング方向に設けられていてもよ
い。この場合にはガス圧は、スキャンニング方向に設けられたガスアウトレットとステッ
ピング方向に設けられたガスアウトレットとの間で異なりうる。例えば、ワークピースＷ
（ＸＹ－ステージ１０）がスキャンニング方向に移動している間は、スキャンニング方向
に設けられたアウトレットのガス圧をより高くし、ワークピースＷ（ＸＹ－ステージ１０
）がステッピング方向に移動している間は、ステッピング方向に設けられたアウトレット
のガス圧をより高くしてもよい。また、別の実施形態において、ガスアウトレットは露光
領域４０を円形に取り囲むように設けられてもよい。この場合には、ガス圧はガスアウト
レットの位置に基づいて異なっていてもよく、且つ／又は、ガス圧はワークピースＷ（Ｘ
Ｙ－ステージ１０）の（移動速度及び移動方向のような）動きに従って変化させてもよい
。
 
【００２２】
　アウトレット２５からのガスの吹き出しによって生じうる乱流を最小限にするために、
これらのノズル又はアウトレット溝２５を、図５に図式的に示すようにワークピースＷの
表面に関して対角又は斜めに配置することが望まれるが、ガス供給チューブ又はパイプ（
又は「供給マニホールド」）が残りの液体供給ノズルシステムに取り付けられる必要はな
い。一般に、液体の供給及び回収はよいバランスが存在するように設計される。仮に多過
ぎる量の液体が供給された場合には、システムにおいてリークとなるであろう。仮に多す
ぎる回収がされた場合には、ギャップは乾燥した状態になってしまうかギャップ内に泡が
引き込まれてしまうことになる。
【００２３】
　ガス圧はシステムの構成に基づいて供給される。しかしながら、液浸液体を閉じ込める
ために、ガス／液体境界面において約１５～２０ｍ／秒の速度を有しているべきである。
一つの特定の実施形態では、２０ｍ／秒に限定した。許容可能な範囲は、ノズルの構成の
ような因子の観点から、２～２００ｍ／秒の広さにし得る。
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【００２４】
　所望の流れ速度（ガス圧）は、ステージのスキャンニング速度にも依存すると同時に、
液体７とワークピースＷの表面との間の接触角にも依存する。ステージスキャンニング速
度は、１０ｍｍ／秒から１０００ｍｍ／秒まで変化させることができる。あるいはそれよ
り大きくすることも可能である。液体７とワークピースＷ上のレジスト材料との間の接触
角はレジスト材料に依存し、且つレジスト材料がどのように処理されているかにも依存す
る。トップコーティングをしていない標準的なＡｒＦレジストは、典型的には７５°の接
触角を有する。トップコートを付加すると、接触角が１１０°又はそれより大きな角度に
増加することになる。ＫｒＦでは、接触角はほぼ６０°である。将来の技術によって、接
触角は変化するであろう。一般的にいって、接触角が高いほど、より低い圧力が必要であ
り、逆も同じである。ノズルの設計及びスキャンニング速度のような他の因子も必要な圧
力に影響するであろう。
【００２５】
　図６は本発明の実施形態を示しており、点線の矢印で図示されているガスフローをさら
に制御するために、供給マニホールド２５に加えて、供給されたガスを除去するための排
気マニホールド２６を有することを特徴とする。液体７に直接さらされているガスを取り
除くことによって、スキャナーチャンバーの湿度を下げる特徴も有している。
【００２６】
　ガスは空気である必要はない。窒素のようないかなる類似のガスも使用することができ
る。さらに、空気よりも水分を吸収するガスは、水分の閉じ込めの立場から有利である。
【００２７】
　一般に、液浸流体の閉じ込めは、スキャンニング方向においてより困難である。という
のは、ウェハステージの移動がこの方向により大きいからである。エアサプライ及び排気
マニホールドを、あるいはエアサプライ又は排気マニホールドの一方のみをステッピング
方向にも追加することができる。本発明は、米国特許第６，２６２，７９６号及び６，３
４１，００７号に開示されているツインステージ型リソグラフィシステムにも適用するこ
とができる。
 
【００２８】
　図７は本発明の第２の実施形態を示しており、静磁力を利用して、露光領域４０内及び
その隣接部に液体７を閉じ込めること及び液体７が上記周辺領域に到達することを妨げる
ことによって、液体７を制御することを特徴としている。水は典型的には液浸リソグラフ
ィにおいて液浸流体として用いられ、水は反磁性体であるので、磁気的に反応しうる液体
として知られている。従って、好適な磁場を液体７が閉じ込められている領域にわたって
与えることによって、磁力をそのような流体材料に印加することができる。図７は、磁場
発生器としても作用する複数の電磁コイル４７が露光領域４０の周りに配置され、磁場を
発生させて液体７の流れを制御している例を示している。開示の利便性のために、これら
のコイル４７を流れる電流のための回路は省略されている。
 
【００２９】
　水のような磁力に反応する特徴を増大させるために、液体７の透過性及び他の光学特性
に不利に影響しない範囲で、Ｎｉ、Ｆｅ及びＣｏのような強磁性材料の粉体を液体７に加
えてもよい。
【００３０】
　本発明の第３の実施形態に従う発明は、電気レオロジカル流体（ＥＲＦ）又は磁気レオ
ロジカル流体（ＭＲＦ）のようなレオロジカル流体を液浸流体として、終端光学素子４と
ワークピースＷとの間に用いることを特徴としている。ＥＲＦは、通常の状態で非常に低
い粘性（例えば、１０Ｐａ・ｓより小さい）であるが、電場がかけられた場合には非常に
高い粘性となる特性を有することを特徴とする。ＭＲＦは、通常の状態では、同様に非常
に低い粘性であるが、磁場が印加された場合には非常に高い粘性となる特徴を有する。上
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記の「非常に高い粘性」という表現は、流体が、もはや計測できない粘性を持ついわゆる
ビンガム固体になることを意味する。
【００３１】
　図８は本発明の第３の実施形態に基づく液浸リソグラフィ用の流体制御システムを示し
ており、ＥＲＦ７０を用いることと、本願においてしばしばフィールドジェネレータとし
て広く呼ばれるものの一例としてのコンデンサ電極５０を有することを特徴としている。
この例では、フィールドジェネレータは静電場を生成している。コンデンサ電極５０は図
８に示されるように置かれており、電圧源５２に接続され、３～４ｋＶ／ｍｍの静電場を
発生する。この静電場は、露光領域４０を取り囲む領域において現在一般に使用可能なＥ
ＲＦの類を固化させるのに十分な強度であると考えられる。ＥＲＦ７０は露光領域４０で
は液層のままであるが、周辺領域において符号７１で示されている領域は固化するであろ
う。そうすると、液層であるＥＲＦ７０は露光領域４０付近を中心とする領域内に閉じ込
められ、周辺領域に入ることを妨げられる。
【００３２】
　図９は液浸リソグラフィに関する本発明の第３の実施形態に基づく別の流体制御システ
ムを示しており、ＭＲＦ７５を使用することと、約０．１～０．８テスラの静磁場をワー
クピースＷの表面にわたって発生させるためのコイル６０のような磁場発生器及び図９に
示すように配置された別のフィールドジェネレータ（本願では逆フィールドジェネレータ
と呼ばれる）６２を有することを特徴としている。フィールドジェネレータ６２はコイル
６０によって生じる磁場と同一の強度であるが逆向きの磁場を露光領域４０内及びその近
傍に発生させるので、両方のこれらのコイル６０、６２が通電されるとき、コイルによっ
て発生される磁場は露光領域４０内及びその近傍において実質的に互いに打ち消し合う。
その結果、露光領域４０内及びその近傍におけるＭＲＦ７５の部分は液層のままであるが
、周辺領域において符号７６で示される領域では、コイル６０によって発生した磁場のた
めに、ＭＲＦ７５は固化する。そうすると、液層にあるＭＲＦ７５は露光領域４０付近を
中心とする領域内に閉じ込められ、周辺領域に入ることを妨げられる。
【００３３】
　ワークピースＷが光投影ユニットＰＬの下でスキャンされる際に、逆向きの打ち消す場
は、光投影ユニットに固定されており、ワークピースの表面に沿って移動する。逆フィー
ルドジェネレータによって提供される逆向きの場はワークピースＷの表面上の流体を脱固
化し且つ再固化するように作用するので、流体７５は露光領域４０の内部及び近傍では液
層であり続ける。
【００３４】
　本発明は限られた数の実施形態を参照して記述されているが、言うまでもなく、これら
の実施形態及び図示された例は発明の範囲を限定するものではない。多くの改良及び変形
が本発明の範囲内で可能である。例えば、図７の電磁石４７は図示されたように配置され
る必要はない。液浸流体の種類及びその流れの速度に応じて、それに基づいたより好適な
配置が当業者によって選択されてもよい。
【００３５】
　図２を参照して、本発明を具体化している液体噴出機構と液体回収機構を組み込んだ液
浸リソグラフィ装置を使用して半導体デバイスを製造するためのプロセスを説明する。工
程３０１において、デバイスの機能及び性能特性が設計される。次に、工程３０２におい
て、パターンを有するマスク（レチクル）が先のデザイン工程に従って設計され、並行す
る工程３０３において、ウェハがシリコン材料から製造される。工程３０２において設計
されたマスクパターンは、上で説明したシステムのようなフォトリソグラフィシステムに
よって、工程３０４において、工程３０３からのウェハ上に露光される。工程３０５にお
いて、半導体デバイスは組み立てられ、（ダイシングプロセス、ボンディングプロセス及
びパッケージングプロセスを含む）、最終的に工程３０６において検査される。
【００３６】
　図３は、半導体デバイス製造の場合における、上記工程３０４の詳細なフローチャート
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（ＣＶＤ工程）では、絶縁薄膜がウェハ表面に形成される。工程３１３（電極形成工程）
では、蒸着によってウェハ表面上に電極が形成される。工程３１４（イオン注入工程）で
は、イオンがウェハ内に注入される。上記の工程３１１－３１４は、ウェハ加工における
ウェハの前処理工程を形成し、加工要件に従って各々の工程が選択される。
【００３７】
　ウェハ加工の各々の段階において、前記予備処理工程が完了したとき、以下の後処理工
程が実行される。後処理工程の間、先ず、工程３１５（フォトレジスト形成工程）におい
て、フォトレジストがウェハに塗布される。次に、工程３１６（露光工程）において、上
記の露光デバイスは、マスク（レチクル）の回路パターンをウェハに転写するために用い
られる。その後、工程３１７（現像工程）において、露光されたウェハが現像され、工程
３１８（エッチング工程）において、残存したフォトレジスト以外の部分（露光された材
料表面）がエッチングによって取り除かれる。工程３１９（フォトレジスト除去工程）に
おいて、エッチング後に残存する不必要なフォトレジストが除去される。多重回路パター
ンが、これらの前処理工程及び後処理工程を繰り返すことによって形成される。
【００３８】
　本発明のリソグラフィシステムをいくつかの好ましい実施例に関連して記載してきたが
、本発明の範囲内に入る変更、置換及び様々な代替等価物が存在する。また、本発明の方
法及び装置を実行する多くの別の手法が存在する事が分かろう。それゆえ、以下に添付の
請求の範囲は、本発明の真の精神及び範囲内に入るような全ての変更、置換及び様々な代
替等価物を含むものとして解されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は本発明の方法及びシステムが適用された液浸リソグラフィ装置の概略断面
図である。
【図２】図２は本発明に従う図１に示される装置を用いて、半導体デバイスを製造する例
示的なプロセスを示す流れ図である。
【図３】図３は本発明に従って半導体デバイスを製造する場合における、図２に示される
ウェハ処理工程のフローチャートである。
【図４】図４は本発明を具体化する流体制御システムを含む、概して図１に示される構造
の液浸リソグラフィ装置の一部の縦断面の概略図である。
【図５】図５は図４に示される流体制御システムを含む液浸リソグラフィ装置の一部の側
面の概略図である。
【図６】図６は排気マニホールドを含む液浸リソグラフィ装置の好ましい実施形態の一部
の側面の概略図である。
【図７】図７は本発明の第２の実施形態に従う別の流体制御システムを含む、概して図１
に示された構造の液浸リソグラフィ装置の一部の立面概略図である。
【図８】図８は本発明の第３の実施形態に従う流体制御システムを含む液浸リソグラフィ
装置の一部の側面概略図である。
【図９】図９は本発明の第３の実施形態に従う別の流体制御システムを含む液浸リソグラ
フィ装置の一部の側面概略図である。
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