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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レチクルのパターンを基板に投影する投影光学系を有し、該投影光学系の最も前記基板
側にある光学素子と前記基板との間の液体を介して前記基板を露光する露光装置において
、
　前記液体を多孔質体を介して供給する供給系と、
　前記液体を回収する回収系と、
　多孔質体を介して前記光学素子と前記基板との間の前記液体内の気泡を除去する排気系
と、を有することを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　レチクルのパターンを基板に投影する投影光学系を有し、該投影光学系の最も前記基板
側にある光学素子と前記基板との間の液体を介して前記基板を露光する露光装置において
、
　前記液体を供給する供給系と、
　前記液体を多孔質体を介して回収する回収系と、
　多孔質体を介して前記光学素子と前記基板との間の前記液体内の気泡を除去する排気系
と、を有することを特徴とする露光装置。
【請求項３】
　前記排気系のノズルは、前記供給系のノズルよりも前記光学素子側に配置されることを
特徴とする請求項１又は２記載の露光装置。
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【請求項４】
　前記供給系の多孔質体の性質と前記排気系の多孔質体の性質とは互いに異なることを特
徴とする請求項１記載の露光装置。
【請求項５】
　前記回収系の多孔質体の性質と前記排気系の多孔質体の性質とは互いに異なることを特
徴とする請求項２記載の露光装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項記載の露光装置を用いて基板を露光する工程と、該露光
した基板を現像する工程とを有することを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、半導体集積回路、撮像素子（ＣＣＤ等）、液晶表示素子、又は薄膜
磁気ヘッド等のデバイスを製造するためのリソグラフィー工程で用いられる投影露光装置
に関し、特に投影光学系の基板側の素子と基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置
する液体を介して露光を行う液浸式露光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液浸式投影露光装置は被転写基板と、被転写基板に最も近い光学素子との間に液体を充
填させることによって、ＮＡ（開口数）を上げることができるため、高解像度が期待され
ている。液浸式投影露光装置は被転写基板全体を液体の中に浸す方法や、被転写基板と被
転写基板に最も近い光学素子との間だけに液体を充填させる方法などが提案されている（
例えば、特許文献１及び特許文献２参照。）。
【０００３】
　特に後者の方法では、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　１５
７ｎｍ　Ｌｉｔｈｐｇｒａｐｈｙ，３－６　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２００２，Ｂｅｌｇｉｕ
ｍにおいて、Ｂｒｕｃｅ　Ｓｍｉｔｈら（Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏ
ｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）によって講演されたＥｘｔｒｅｍｅ－ＮＡ　Ｗａｔｅｒ　Ｉ
ｍｍｅｒｓｉｏｎ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ３５－６５ｎｍ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙで、液浸式投影露光装置の液体供給方法および回収方法について示している。図７に
その従来の技術の構成図を示す。図７において、１０１は基板、１０６は最終レンズ、１
０７は液浸材となる液体、１１０は液体を供給する液体供給ノズル、１１１は液体を回収
する液体回収ノズル、１１５は液体を外部に出さないために働くエアカーテンである。
【０００４】
　基板１０１と最終レンズ１０６との対向面に向けて、最終レンズ１０６のエッジ部近傍
に搭載した液体供給ノズル１１０より液体１０７を供給する。そして、最終レンズ１０６
を挟んで反対側に搭載した液体回収ノズル１１１から液体を回収する。さらに、それらの
外側には圧縮空気をふきつけつことによってエアカーテンを形成し、基板１０１と最終レ
ンズ１０６との間の液体を保持させる。
【０００５】
　また、エアカーテンは示されていないものの、特許文献２においても液体供給ノズルと
液体回収ノズルについて、図７と同様な構成で示されている。特許文献２ではさらに、基
板１０１の移動速度に応じて、液体１０７の供給量と回収量の調整を行うことを示してい
る。
【特許文献１】特開平６－１２４８７３号公報
【特許文献２】国際公開第９９／４９５０４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来例では以下のような課題があった。
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【０００７】
　図７に示した構成では圧縮空気によるエアカーテンの調整が困難で、液体内部に空気が
混入しやすい。さらに、基板ステージのステップ駆動あるいはスキャン駆動に伴う液体の
流れによって、液体と外部の雰囲気との境界部に発生したメニスカスが破壊されやすくな
るが、液体の境界部に発生したメニスカスが最終レンズ１０６の近傍にあるため、より基
板１０１と最終光学レンズ１０６との間の液体に気泡が混入しやすくなる。気泡が液体内
部に混入すると、露光光の妨げとなり、露光転写精度が低下し、半導体デバイス製造にお
ける歩留まりの低下を引き起こす。さらに、エアカーテンによる液体の圧力の保持が困難
なので、液体の圧力が変動するに伴い、液体の密度が変動するため、屈折率が変動しやす
くなり光学系のＮＡ（開口数）が変化する。そのため露光転写精度の低下、すなわち半導
体デバイス製造における歩留まりの低下を引き起こす。また、エアカーテンの空気の流れ
に混ざって液体が外部に飛び出す可能性があり、その液体によって露光装置内の部品など
が損傷する可能性がある。そうすると、露光装置の修理や調整などにより露光装置の運転
を止めなければならず、半導体デバイス製造における生産性が低下する。
【０００８】
　また、特許文献２の構成では基板の移動速度に応じて、液体の供給量と回収量の調整を
行うとしているが、基板の移動には加速や減速があるため、その速度に応じて液体の供給
量と回収量の調整を高精度に行うことが困難である。この場合、液体の供給量と回収量の
調整を高精度に行うことができなければ、液体の圧力の保持が困難なので、液体の圧力が
変動するに伴い、液体の密度が変動するため、屈折率が変動しやすくなり光学系のＮＡ（
開口数）が変化する。そのため露光転写精度の低下、すなわち半導体デバイス製造におけ
る歩留まりの低下を引き起こす。
【０００９】
　図７で示した構成、ならびに特許文献２の構成に共通する課題として、液体の供給と回
収を行う位置が限られているため、ステップ駆動あるいはスキャン駆動の駆動方向の自由
度が低下する。ステップ駆動あるいはスキャン駆動の駆動方向の自由度が低下すると、ス
ループットが低下するため、半導体デバイス製造における生産性が低下する。
【００１０】
　本発明は斯かる点に鑑み、被転写基板と、投影光学系の最も被転写基板に近い光学素子
との間に充填される液体に気泡を混入させず、かつその液体の圧力変動の小さい、すなわ
ち液体の屈折率の変動が小さく、高解像度を実現することのできる露光装置を提供するこ
とを例示的な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての露光装置は、レチクルのパターン
を基板に投影する投影光学系を有し、該投影光学系の最も前記基板側にある光学素子と前
記基板との間の液体を介して前記基板を露光する露光装置において、前記液体を多孔質体
を介して供給する供給系と、前記液体を回収する回収系と、多孔質体を介して前記光学素
子と前記基板との間の前記液体内の気泡を除去する排気系と、を有することを特徴とする
。
【００１２】
　また、本発明の別の一側面としての露光装置は、レチクルのパターンを基板に投影する
投影光学系を有し、該投影光学系の最も前記基板側にある光学素子と前記基板との間の液
体を介して前記基板を露光する露光装置において、前記液体を供給する供給系と、前記液
体を多孔質体を介して回収する回収系と、多孔質体を介して前記光学素子と前記基板との
間の前記液体内の気泡を除去する排気系と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　更に、本発明の別の一側面としての露光装置は、レチクルのパターンを基板に投影する
投影光学系を有し、該投影光学系の最も前記基板側にある光学素子と前記基板との間の液
体を介して前記基板を露光する露光装置において、多孔質体を介して前記液体を供給する
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供給系と、前記液体を回収する回収系と、を有することを特徴とする。
【００１４】
　更に、本発明の別の一側面としての露光装置は、レチクルのパターンを基板に投影する
投影光学系を有し、該投影光学系の最も前記基板側にある光学素子と前記基板との間の液
体を介して前記基板を露光する露光装置において、第一の多孔質体を介して前記液体を供
給する供給系と、第二の多孔質体を介して前記液体を回収する回収系と、を有し、前記第
一多孔質体の前記基板に対向する面と前記第二多孔質体の前記基板に対向する面とは、前
記基板から同じ高さに保たれていることを特徴とする。
【００１５】
　更に、本発明の別の一側面としてのデバイス製造方法は、上記の露光装置を用いて基板
を露光する工程と、該露光した基板を現像する工程とを有することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、添付図面を参照して説明される以下の好まし
い実施の形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００１７】
　性能の良い液浸式投影露光装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態の詳細について、添付の図面をもとに、以下説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は本実施例を表す模式図である。
【００２０】
　回路パターンなどを転写する被転写体としての基板１は基板保持部２で保持する。その
保持方法は真空保持や静電保持などがある。そして、基板保持部２は基板ステージ３に搭
載されており、基板ステージ３はステージ定盤４にならってステップ駆動、あるいはスキ
ャン駆動し、ステップ駆動あるいはスキャン駆動時には不図示のＡＦセンサの計測結果に
基づき、基板１が所定の高さになるよう基盤ステージ３で制御する。
【００２１】
　一方、光学系は不図示の光源、その光源からの光で転写パターンが描かれたレチクルを
照明する照明系と、および鏡筒５内に搭載した投影光学系、そして投影光学系の最も基板
１よりの最終光学素子６からなる。そして、液浸式投影露光装置の特徴である液体７は基
板１と最終光学素子６との間に充填されている。液体７は例えば水やフッ素化合物などが
あり、基板１上に塗布されたレジストの種類や露光光の波長に応じて選定することができ
る。
【００２２】
　本実施例では最終光学素子６の周りに第一の多孔質体８と第二の多孔質体９を設ける。
第一の多孔質体８は、例えばポリテトラフロロエチレン（ＰＴＦＥ）を延伸加工してでき
る微細な連続多孔質構造などからなり、気体は通すが液体７は通さない性質を持つ。第二
の多孔質体９はスポンジなどのように、多孔質内部の毛細管現象で液体７を吸収する性質
を持つ。そして、液体供給系１０から第二の多孔質体９を介して基板１と最終光学素子６
との間に液体７を供給する。なお、液体供給系１０は液体供給源と液体供給管１０ａ、な
らびに液体供給管先端の液体供給ノズル１０ｂからなる。液体供給ノズル１０ｂは第二の
多孔質体９と接続もしくは概ね接触している。第二の多孔質体９はその全体で液体７を吸
収でき、吸収量が飽和したときに液体供給ができるため、基板１と対向している面の全体
から液体７を供給することができる。このときの液体供給ノズル１０ｂから第二の多孔質
体９への液体７の供給量は、第二の多孔質体９の液体７を吸収する量が常に飽和した状態
を保つように、不図示の第一の制御部で制御することが好ましい。また、基板ステージ３
のステップ駆動あるいはスキャン駆動によって、基板１上に残った液体７は液体回収系１
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１から回収する。なお、液体回収系１１は液体回収ポンプと液体回収管１１ａ、ならびに
液体回収管先端の液体回収ノズル１１ｂからなる。このときの液体回収量は第一の制御部
で制御した液体供給量と同量にするように、不図示の第二の制御部で制御する。液体回収
ノズル１１ｂは第二の多孔質体９の外周に配置しているが、最終光学素子６の外周であれ
ばその位置は任意である。さらに、第一の多孔質体８と接続した真空排気系１２から液体
７内部の気泡のみ除去することによって、供給された液体７の中に混入した気泡が基板１
と最終光学素子６との間に入る前に、その気泡を除去することができる。
【００２３】
　次に図２を用いて、多孔質体まわりの構成を説明する。図２は本実施例の第一の多孔質
体８と第二の多孔質体９を表す断面図である。
【００２４】
　図１では装置構成の説明を簡略化するため、最終光学素子６のまわりに直接第一の多孔
質体８を配置し、さらに真空排気系１２を第一の多孔質体８から直接接続した図を示した
。しかしながら、この構成では第一の多孔質体８と真空排気系１２との接触部の雰囲気だ
けが、真空排気系１２から排気されてしまい、液体７に混入した気泡除去をするという第
一の多孔質体８の本来の目的が果たせない。そのため、新たに多孔質体保持部１３を設け
る。多孔質体保持部１３はその内側に最終光学素子６が搭載されるべきスペースを有し、
外側には第二の多孔質体９が搭載できるようにする。多孔質体保持部１４の内部は第一の
多孔質体８が入っており、基板１との対向面（図２における下側の面）は開放され、第一
の多孔質体８と直接対向できる構成となっている。なお、多孔質体保持部１３の材質はス
テンレス鋼やアルミなど金属、あるいはガラスなどでも良い。図２では第一の多孔質体８
上部と多孔質体保持部１３との間に隙間を持たせたが、それ以外の接触面は隙間がないこ
とが好ましい。さらに、第一の多孔質体８上部と多孔質体保持部１３との間に隙間を設け
、その隙間が真空排気のバッファの役割を果たすことを意味しているが、この隙間は必ず
しも必要はない。なお、真空排気系１２は液体７内に混入した気泡を排気する排気ポンプ
と該排気ポンプに接続した気泡排気管からなり、さらに気泡排気管と多孔質体保持部１３
とを接続する接続部がある。従って、多孔質体８上部と気泡排気管との間には、隙間があ
る。
【００２５】
　図２では液体供給系１０と液体回収系１１、真空排気系１２を一本ずつ図示したが、こ
れに限定されず、それらの本数および配置は任意である。例えば、基板ステージ３のステ
ップ駆動あるいはスキャン駆動は基板ステージ３の往復駆動を伴うため、液体供給系１０
や液体回収系１１は双方向にある方が好ましい。
【００２６】
　また、図１および図２では二種類の多孔質体を最終光学素子６側から、第一の多孔質体
８、第二の多孔質体１３の順番で配置したが、この順番は逆でも良いし、交互に複数層の
配置にしても良い。例えば図３に示すように、最終光学素子６の外周に第一の多孔質体８
と第二の多孔質体９をそれぞれ設ける。こうすることによって、液体７内部に混入した気
泡は第一の多孔質体８越しに除去することができ、第二の多孔質体９全面から液体７を安
定して供給することができる。つまり、液体を供給する際、できるだけ広範囲から液体を
供給することによって、単位面積あたりの流量を減らすことができるのである。
【００２７】
　さらに、第一の多孔質体８は気体を通し液体７は通さない性質を持つものであれば、多
孔質体に限らない。同様に第二の多孔質体９は液体７を吸収する性質を持つものであれば
、多孔質体に限らない。
【００２８】
　図１と図２では、第一の多孔質体８と第二の多孔質体９は最終光学素子６の基板１側の
面と同じ高さに保たれているように示した。そして図３では、第二の多孔質体９が最終光
学素子６の基板１側の面と同じ高さに保たれているように示した。基板１と最終光学素子
６との間隙は数十μｍからミリメートルオーダの距離である。したがって、第一の多孔質
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体８および／または第二の多孔質体９も最終光学素子６の基板１側の面と同じ高さに保た
れていることが好ましいが、それに限定されない。基板１と第一の多孔質体８、第二の多
孔質体９との間隙はそれぞれ任意である。
【００２９】
　さらに、第一の多孔質体８あるいは多孔質体保持部１３、第二の多孔質体９は最終光学
素子６と同心円状の形状に示したが、これに限定されず、四角形など形状は任意である。
また最終光学素子６の外周に対して全周に渡り第一の多孔質体８と第二の多孔質体９があ
ることが好ましいが、それらは最終光学素子６の外周の少なくともステップ、スキャン方
向の一部にあれば良い。第一の多孔質体８や第二の多孔質体９の大きさも、最終光学素子
６に対する大きさが図示のような比率に限定されず、任意である。多孔質体保持部１３は
第一の多孔質体８のみを覆う構成を示したが、これに限定されず、第二の多孔質体９も含
めた構成にしても良い。
【実施例２】
【００３０】
　図４は本実施例の第一の多孔質体から第三の多孔質体を表す断面図である。
【００３１】
　第一の実施例では基板１に残留した液体７を液体回収系１１から直接回収したが、第二
の実施例では新たに第三の多孔質体１４を設け、第三の多孔質体１４から液体７を回収す
る。なお、第一の実施例で説明した構成や機能など、重複する部分の説明は省略する。
【００３２】
　第三の多孔質体１４はスポンジなどのように、多孔質内部の毛細管現象で液体７を保持
する性質を持ち、第二の多孔質体９と同じ種類の多孔質体でも良い。液体回収系１１は第
三の多孔質体１４に接続もしくは概ね接触する。第三の多孔質体１４は通常、液体７を吸
収していない状態で、すなわち乾いた状態で使用し、基板１上に残った液体７を除去する
。このときの液体回収量は第三の多孔質体１４の液体７を吸収する量が飽和しないように
、常に吸収力を維持するための不図示の第二の制御部で制御することが好ましい。なお、
液体７を十分に吸収した第二の多孔質体９と、液体７を吸収していない第三の多孔質体１
４が隣接すると、第二の多孔質体９に吸収された液体７が第三の多孔質体１４に直接吸収
され、基板１上に残った液体７を除去するという第三の吸収体１４の本来の機能が低下す
る。そのため、第二の多孔質体９と第三の多孔質体１４との間には壁が必要であるが、図
４では不図示とした。
【００３３】
　以上の説明では液体７の回収方法を第三の多孔質体１４に吸収させてから、液体回収系
１１によって回収するとしたが、これに限定されない。例えば、液体回収系１１がなくて
も、第三の多孔質体１４が十分な量の液体７を吸収できれば、液体７を所定の量だけ吸収
したときや、何枚かの基板１を露光してから、新しいものにあるいは乾いたものに交換し
ても良い。その場合は別途、第三の多孔質体１４の交換手段が必要となる。
【００３４】
　第一の実施例でも説明した通り、基板１と最終光学素子６との間隙は数十μｍからミリ
メートルオーダの距離である。第一の多孔質体８と第二の多孔質体９と同様に、第三の多
孔質体１４は最終光学素子６の基板１側の面と同じ高さに保たれていることが好ましいが
、それに限定されず、基板１と第一の多孔質体８、第二の多孔質体９、第三の多孔質体１
４との間隙はそれぞれ任意である。さらに、第一の多孔質体８あるいは多孔質体保持部１
３、第二の多孔質体９と同様に、第三の多孔質体１４も最終光学素子６と同心円状の形状
に示したが、これに限定されず、四角形など形状は任意である。そして、最終光学素子６
の外周に対して全周に渡り第一の多孔質体８と第二の多孔質体９、第三の多孔質体１４が
あることが好ましいが、それらは最終光学素子６の外周の少なくともステップ、スキャン
方向の一部にあれば良い。第一の多孔質体８や第二の多孔質体９、第三の多孔質体１４の
大きさも、最終光学素子６に対する大きさが図示のような比率に限定されず、任意である
。多孔質体保持部１３は第一の多孔質体８のみを覆う構成を示したが、これに限定されず
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、第二の多孔質体９や第三の多孔質体１も含めた構成にしても良い。
【００３５】
　また、第三の多孔質体は液体７を吸収する性質を持つものであれば、多孔質体に限らな
い。
【実施例３】
【００３６】
　図５は本実施例の第一の多孔質体を表す断面図である。
【００３７】
　第一の実施例と第二の実施例では複数の多孔質体を使用することによって、液体の供給
、回収および液体７内に混入した気泡を除去する構成について説明した。第三の実施の形
態では多孔質体に第一の多孔質体８を使用し、その周りに取り付けたノズルから液体を供
給、回収する。なお、第一の実施例と第二の実施例で説明した構成や機能など、重複する
部分の説明は省略する。
【００３８】
　第一の多孔質体８は多孔質体保持部１３の中に保持されており、多孔質体保持部１３の
外側は、真空排気系１２が装備され、真空排気系１２から液体７の中に混入した気泡を除
去する構成となっている。また、多孔質体保持部１３の外周には液体供給系１０と液体回
収系１１が装備されており、液体供給系１０から基板１と最終光学素子６との間に液体７
を供給し、液体回収系１１からその液体７を回収する構成となっている。なお、基板１に
残った液体７を回収する構成は液体回収系１１から直接回収するに限定されず、第二の実
施例で説明したように、図５では不図示の第三の多孔質体１４を多孔質体保持部１３のま
わりに取り付けても良い。
【実施例４】
【００３９】
　図６は本実施例の第二の多孔質体を表す断面図である。
【００４０】
　第一の実施例と第二の実施例では複数の多孔質体を使用することによって、液体の供給
、回収および液体７内に混入した気泡を除去する構成について説明した。第四の実施の形
態では多孔質体に第二の多孔質体９を使用し、その第二の多孔質体９から液体を供給し、
その周りに取り付けたノズルから液体を回収する。なお、第一の実施例と第二の実施例で
説明した構成や機能など、重複する部分の説明は省略する。
【００４１】
　なお、基板１に残った液体７を回収する構成は液体回収系１１から直接回収するに限定
されず、第二の実施例で説明したように、図６では不図示の第三の多孔質体１４を多孔質
体保持部１３のまわりに取り付けても良い。
【００４２】
　以上の実施例によれば、液浸式投影露光装置において、基板と最終光学素子との間の液
体を保持することができるため、エアカーテンを使用する必要がなく、しいてはエアカー
テンによって基板と最終光学素子との間の液体に気泡が混入することがなくなる。また、
多孔質体を設けることにより液体と外部の雰囲気との境界に発生するメニスカスが、最終
光学素子から遠ざかるため、メニスカスが破壊されても基板と最終光学素子との間の液体
に気泡が混入することがなくなる。したがって、液体内部の気泡に起因する露光転写精度
の低下を防止することができる。そして、エアカーテンを使わない液体の供給および／ま
たは回収方法は、多孔質体から必要に応じた流量しか与えないため、液体の圧力変動を抑
制することができ、液体の密度が変動することがなくなるので、液体の屈折率の変動を抑
えることができる。しいては光学系のＮＡ（開口数）の変化を抑えることができる。した
がって、光学系のＮＡの変化に起因する露光転写制度の低下を防止することができる。さ
らに、液体の供給と回収が露光領域を囲むような構成となっているため、ステップ駆動あ
るいはスキャン駆動の自由度が向上し、スループットが向上する。また、基板上に付着し
て残った液体を液浸式投影露光装置内に撒き散らすことなく回収できるので、液体を撒き
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散らすことによって起因する部品損傷を防止することができる。そのため、装置の運転を
停止することを減らすことができる。以上の効果をまとめると、露光転写精度を向上し、
スループットを向上させ、そして装置の運転の停止を抑制することができるため、半導体
デバイス製造における生産性を向上させる液浸式投影露光装置を提供することができる。
【実施例５】
【００４３】
　次に、前述した本発明の露光装置を利用したデバイスの製造方法の実施例を説明する。
【００４４】
　図８はデバイス（ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶パネルやＣＣＤ）の製造フロー
を示す。ステップ１（回路設計）では半導体デバイスの回路設計を行う。ステップ２（マ
スク製作）では設計した回路パターンを形成したマスク（レチクル）を製作する。一方、
ステップ３（ウエハ製造）ではシリコン等の材料を用いて基板としてのウエハを製造する
。ステップ４（ウエハプロセス）は前工程と呼ばれ、上記用意したマスクとウエハとを用
いて、リソグラフィー技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップ５（
組み立て）は後工程と呼ばれ、ステップ４よって作成されたウエハを用いてチップ化する
工程であり、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チ
ップ封入）等の工程を含む。ステップ６（検査）ではステップ５で作成された半導体デバ
イスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイ
スが完成し、これが出荷（ステップ７）される。
【００４５】
　図９は上記ウエハプロセスの詳細なフローを示す。ステップ１１（酸化）ではウエハの
表面を酸化させる。ステップ１２ではウエハの表面に絶縁膜を形成する。ステップ１３（
電極形成）ではウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ１４（イオン打ち込み
）ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ１５（レジスト処理）ではウエハにレジスト
（感材）を塗布する。ステップ１６（露光）では前述の本発明の露光装置によってマスク
の回路パタ－ンの像でウエハを露光する。ステップ１７（現像）では露光したウエハを現
像する。ステップ１８（エッチング）では現像したレジスト以外の部分を削り取る。ステ
ップ１９（レジスト剥離）ではエッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。こ
れらステップを繰り返し行うことによりウエハ上に回路パタ－ンが形成される。
【００４６】
　本実施例の製造方法を用いれば、従来は難しかった高集積度のデバイスを製造すること
が可能になる。
【００４７】
　以上、本発明の好ましい実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されず、その要
旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第一の実施例に係る装置構成を模式的に説明する図である。
【図２】本発明の第一の実施例に係る多孔質体まわりを説明するため、断面で示す図であ
る。
【図３】本発明の第一の実施例に係る多孔質体まわりを説明し、図２とは異なる構成を断
面で示す図である。
【図４】本発明の第二の実施例に係る多孔質体まわりを説明するため、断面で示す図であ
る。
【図５】本発明の第三の実施例に係る多孔質体まわりを説明するため、断面で示す図であ
る。
【図６】本発明の第四の実施例に係る多孔質体まわりを説明するため、断面で示す図であ
る。
【図７】従来の技術の液浸式投影露光装置を示す図である。
【図８】デバイスの製造フローを示す図である。
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【図９】図８中のウエハプロセスを示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　基板
　２　基板保持部
　３　基板ステージ
　４　ステージ定盤
　５　鏡筒
　６　最終光学素子
　７　液体
　８　第一の多孔質体
　９　第二の多孔質体
　１０　液体供給系
　１０ａ　液体供給管
　１０ｂ　液体供給ノズル
　１１　液体回収系
　１１ａ　液体回収管
　１１ｂ　液体回収ノズル
　１２　真空排気系
　１３　多孔質体保持部
　１４　第三の多孔質体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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