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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光学系と液体とを介してエネルギビームで基板を露光する露光装置であって、
　それぞれ基板を載置する第１、第２テーブルと、
　前記第１、第２テーブルがそれぞれ下面側に対向して配置される液浸部材を含み、前記
液浸部材を介して供給される液体によって前記投影光学系の下に形成される液浸領域から
、前記液浸部材を介して液体を回収する液浸システムと、
　前記投影光学系の下に前記液浸領域が維持されるように前記第１、第２テーブルをそれ
ぞれ前記投影光学系の下方に配置し、かつ前記投影光学系と前記第１テーブルとの間に前
記液浸領域が維持される第１状態において前記第１、第２テーブルを接近させるように相
対移動するとともに、前記第１状態から、前記投影光学系と前記第２テーブルとの間に前
記液浸領域が維持される第２状態に遷移するように、前記投影光学系の下に前記液浸領域
を維持しつつ前記接近させた第１、第２テーブルを移動する駆動装置と、を備え、
　前記液浸部材はその下面側に供給口を有し、前記液浸部材と、前記液浸領域が一部に位
置する前記載置した基板との間に、前記供給口を介して液体が供給され、
　前記載置した基板は、前記投影光学系と前記液浸領域の液体とを介して露光される。
【請求項２】
　請求項１に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に、前記エネルギビームが通過する開口部を有し、前記供給
口は、前記開口部の周囲に配置される。
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【請求項３】
　請求項２に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記供給口が環状に設けられる。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその内部に、前記供給口に接続される供給流路を有する。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に回収口を有する。
【請求項６】
　請求項５に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその内部に、前記回収口に接続される回収流路を有する。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に形成される凹部に前記回収口が設けられる。
【請求項８】
　請求項７に記載の露光装置において、
　前記凹部は、前記液浸部材の下面側で環状に形成される。
【請求項９】
　請求項５～８のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に、前記エネルギビームが通過する開口部を有し、前記回収
口は、前記開口部の周囲に配置される。
【請求項１０】
　請求項９に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記回収口が環状に設けられる。
【請求項１１】
　請求項５～１０のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収
口よりも外側に別の回収口を有する。
【請求項１２】
　請求項５～１１のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部と前記回収口との間に配置される
。
【請求項１３】
　請求項５～１１のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収口よりも外側に
配置される。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記開口部に対して前記供給口よりも外側に別の回収口
を有する。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材の下面
と対向して配置される前記基板との間隔を計測するセンサを、さらに備える。
【請求項１６】
　投影光学系と液体とを介してエネルギビームで基板を露光する露光装置であって、
　それぞれ基板を載置する第１、第２テーブルと、
　前記第１、第２テーブルがそれぞれ下面側に対向して配置される液浸部材を含み、前記
液浸部材を介して供給される液体によって前記投影光学系の下に形成される液浸領域から
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、前記液浸部材を介して液体を回収する液浸システムと、
　前記投影光学系の下に前記液浸領域が維持されるように前記第１、第２テーブルをそれ
ぞれ前記投影光学系の下方に配置し、かつ前記投影光学系と前記第１テーブルとの間に前
記液浸領域が維持される第１状態において前記第１、第２テーブルを接近させるように相
対移動するとともに、前記第１状態から、前記投影光学系と前記第２テーブルとの間に前
記液浸領域が維持される第２状態に遷移するように、前記投影光学系の下に前記液浸領域
を維持しつつ前記接近させた第１、第２テーブルを移動する駆動装置と、
　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材に対し
てその下面側に対向して配置される前記基板との間隔を計測するセンサと、を備え、
　前記載置した基板は、前記投影光学系と前記液浸領域の液体とを介して露光される。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の露光装置において、
　前記センサの計測値に基づいて前記間隔を調整する制御装置を、さらに備える。
【請求項１８】
　投影光学系と液体とを介してエネルギビームで基板を露光する露光装置であって、
　それぞれ基板を載置する第１、第２テーブルと、
　前記第１、第２テーブルがそれぞれ下面側に対向して配置される液浸部材を含み、前記
液浸部材を介して供給される液体によって前記投影光学系の下に形成される液浸領域から
、前記液浸部材を介して液体を回収する液浸システムと、
　前記投影光学系の下に前記液浸領域が維持されるように前記第１、第２テーブルをそれ
ぞれ前記投影光学系の下方に配置し、かつ前記投影光学系と前記第１テーブルとの間に前
記液浸領域が維持される第１状態において前記第１、第２テーブルを接近させるように相
対移動するとともに、前記第１状態から、前記投影光学系と前記第２テーブルとの間に前
記液浸領域が維持される第２状態に遷移するように、前記投影光学系の下に前記液浸領域
を維持しつつ前記接近させた第１、第２テーブルを移動する駆動装置と、
　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材に対し
てその下面側に対向して配置される前記基板との間隔を調整する制御装置と、を備え、
　前記載置した基板は、前記投影光学系と前記液浸領域の液体とを介して露光される。
【請求項１９】
　請求項１７又は１８に記載の露光装置において、
　前記制御装置は、前記間隔を実質的に一定とするように調整する。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材は、前記投影光学系に対して相対移動可能に設けられる。
【請求項２１】
　請求項１６又は１８に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に回収口を有し、前記回収口を介して液体が回収される。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその内部に、前記回収口に接続される回収流路を有する。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に形成される凹部に前記回収口が設けられる。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の露光装置において、
　前記凹部は、前記液浸部材の下面側で環状に形成される。
【請求項２５】
　請求項２１～２４のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に、前記エネルギビームが通過する開口部を有し、前記回収
口は、前記開口部の周囲に配置される。
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【請求項２６】
　請求項２５に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記回収口が環状に設けられる。
【請求項２７】
　請求項２１～２６のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収
口よりも外側に別の回収口を有する。
【請求項２８】
　請求項２１～２７のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に供給口を有し、前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前
記第２テーブルによって前記液浸部材と対向して配置される前記基板との間に、前記供給
口を介して液体が供給される。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその内部に、前記供給口に接続される供給流路を有する。
【請求項３０】
　請求項２８又は２９に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側に、前記エネルギビームが通過する開口部を有し、前記供給
口は、前記開口部の周囲に配置される。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記供給口が環状に設けられる。
【請求項３２】
　請求項２８～３１のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部と前記回収口との間に配置される
。
【請求項３３】
　請求項２８～３１のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収口よりも外側に
配置される。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記開口部に対して前記供給口よりも外側に別の回収口
を有する。
【請求項３５】
　請求項１～３４のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材はその下面が、前記液体と接する前記投影光学系の光学部材の射出面とほ
ぼ同一面となるように設けられる。
【請求項３６】
　請求項１～３５のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材は、前記エネルギビームの照射領域を囲む環状部材である。
【請求項３７】
　請求項１～３６のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材は、前記液体と接する前記投影光学系の光学部材を囲んで設けられる。
【請求項３８】
　請求項１～３７のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸部材は、その内部に前記液体と接する前記投影光学系の光学部材が位置するよ
うに設けられる。
【請求項３９】
　請求項１～３８のいずれか一項に記載の露光装置において、
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　前記液浸システムは、前記投影光学系の下に前記液浸領域が形成されるように、前記液
浸部材によって、前記第１、第２テーブルにそれぞれ載置される基板よりも小さい局所領
域内で前記液体を保持する。
【請求項４０】
　請求項１～３９のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記液浸システムは、少なくとも前記基板の露光動作において前記液体の供給と回収と
を常時行う。
【請求項４１】
　請求項１～４０のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記基板の載置領域と、一部に形成される開口内
に前記載置領域が位置するように設けられる補助部材と、を有し、前記開口内で前記基板
が前記載置領域に載置される。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記補助部材によって、前記載置領域に載置され
る基板から外れる前記液浸領域の少なくとも一部を保持する。
【請求項４３】
　請求項４１又は４２に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記載置領域に載置される基板と前記補助部材と
の少なくとも一方によって前記投影光学系の下に前記液浸領域を維持する。
【請求項４４】
　請求項４１～４３のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記補助部材との隙間が３ｍｍ以下となるように
前記基板を前記載置領域に載置する。
【請求項４５】
　請求項４１～４４のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、その表面が前記補助部材の表面とほぼ面一となる
ように前記基板を前記載置領域に載置する。
【請求項４６】
　請求項４１～４５のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記補助部材は、前記開口を含む複数の開口が形成され、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記開口と異なる開口内に配置される基準部材を
有し、
　前記投影光学系を介して前記基準部材を用いる計測が行われる。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の露光装置において、
　前記基準部材は、前記基板の露光で用いられるマスクのマーク検出で用いられる。
【請求項４８】
　請求項４６又は４７に記載の露光装置において、
　前記基板のマークを検出するマーク検出系を、さらに備え、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記マーク検出系によって前記基板のマーク及び
前記基準部材の検出が行われる。
【請求項４９】
　請求項４６～４８のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記基準部材はその表面が前記補助部材の表面とほぼ面一となるように設けられる。
【請求項５０】
　請求項４１～４９のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記補助部材が相対移動可能に設けられる。
【請求項５１】
　請求項１～５０のいずれか一項に記載の露光装置において、
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　前記基板のマークを検出するマーク検出系を、さらに備え、
　前記基板は、前記液体を介して露光が行われ、かつ前記液体を介すことなくマーク検出
が行われる。
【請求項５２】
　請求項１～５１のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルの位置情報を計測するエンコーダを含む位置計測装置を、さら
に備える。
【請求項５３】
　請求項５２に記載の露光装置において、
　前記エンコーダは、前記第１、第２テーブルの裏面に設けられるスケールを使って位置
情報を計測する。
【請求項５４】
　請求項１～５３のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルと異なる、基板を載置する第３テーブルを、さらに備え、
　前記第１、第２及び第３テーブルを用いて前記基板の露光処理シーケンスを実行する。
【請求項５５】
　請求項５４に記載の露光装置において、
　前記第１、第２及び第３テーブルでは異なる動作が並行して実行される。
【請求項５６】
　請求項１～５３のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１、第２テーブルと異なる第３テーブルを、さらに備え、
　前記第３テーブルを用いて前記基板の露光動作と異なる動作を実行する。
【請求項５７】
　投影光学系と液体とを介してエネルギビームで基板を露光する露光方法であって、
　第１、第２テーブルにそれぞれ基板を載置することと、
　前記第１、第２テーブルがそれぞれ下面側に対向して配置される液浸部材を介して供給
される液体によって前記投影光学系の下に形成される液浸領域が前記載置した基板の一部
に位置するように、前記第１、第２テーブルの一方を前記投影光学系の下方に配置するこ
とと、
　前記投影光学系と前記第１テーブルとの間に前記液浸領域が維持される第１状態におい
て前記第１、第２テーブルを接近させるように相対移動するとともに、前記第１状態から
、前記投影光学系と前記第２テーブルとの間に前記液浸領域が維持される第２状態に遷移
するように、前記投影光学系の下に前記液浸領域を維持しつつ前記接近させた第１、第２
テーブルを移動することと、
　前記液浸部材と、前記液浸領域が一部に位置する前記載置した基板との間に、前記液浸
部材の下面側に設けられる供給口を介して液体を供給することと、を含み、
　前記載置した基板は、前記投影光学系と前記液浸領域の液体とを介して露光され、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記投影光学系の下に前記液浸領域が維持される
ように前記投影光学系の下方に配置される。
【請求項５８】
　請求項５７に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部の周囲に配置される前
記供給口を介して液体が供給される。
【請求項５９】
　請求項５８に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で環状に設けられる前記供給口を介して液体が供給される。
【請求項６０】
　請求項５７～５９のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその内部に、前記供給口に接続される供給流路を有する。
【請求項６１】
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　請求項５７～６０のいずれか一項に記載の露光方法において、
前記液浸部材の下面側に設けられる回収口を介して液体が回収される。
【請求項６２】
　請求項６１に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその内部に、前記回収口に接続される回収流路を有する。
【請求項６３】
　請求項６１又は６２に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側に形成される凹部に前記回収口が設けられる。
【請求項６４】
　請求項６３に記載の露光方法において、
　前記凹部は、前記液浸部材の下面側で環状に形成される。
【請求項６５】
　請求項６１～６４のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部の周囲に配置される前
記回収口を介して液体が回収される。
【請求項６６】
　請求項６５に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で環状に設けられる前記回収口を介して液体が回収される。
【請求項６７】
　請求項６１～６６のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収
口よりも外側に別の回収口を有する。
【請求項６８】
　請求項６１～６７のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部と前記回収口との間に配置される
。
【請求項６９】
　請求項６１～６７のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収口よりも外側に
配置される。
【請求項７０】
　請求項６９に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記開口部に対して前記供給口よりも外側に別の回収口
を有する。
【請求項７１】
　請求項５７～７０のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材の下面
と対向して配置される前記基板との間隔が計測される。
【請求項７２】
　投影光学系と液体とを介してエネルギビームで基板を露光する露光方法であって、
　第１、第２テーブルにそれぞれ基板を載置することと、
　前記第１、第２テーブルがそれぞれ下面側に対向して配置される液浸部材を介して供給
される液体によって前記投影光学系の下に形成される液浸領域が前記載置した基板の一部
に位置するように、前記第１、第２テーブルの一方を前記投影光学系の下方に配置するこ
とと、
　前記投影光学系と前記第１テーブルとの間に前記液浸領域が維持される第１状態におい
て前記第１、第２テーブルを接近させるように相対移動するとともに、前記第１状態から
、前記投影光学系と前記第２テーブルとの間に前記液浸領域が維持される第２状態に遷移
するように、前記投影光学系の下に前記液浸領域を維持しつつ前記接近させた第１、第２
テーブルを移動することと、
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　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材に対し
てその下面側に対向して配置される前記基板との間隔を計測することと、を含み、
　前記載置した基板は、前記投影光学系と前記液浸領域の液体とを介して露光され、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記投影光学系の下に前記液浸領域が維持される
ように前記投影光学系の下方に配置される。
【請求項７３】
　請求項７１又は７２に記載の露光方法において、
　前記計測の結果に基づいて前記間隔が調整される。
【請求項７４】
　投影光学系と液体とを介してエネルギビームで基板を露光する露光方法であって、
　第１、第２テーブルにそれぞれ基板を載置することと、
　前記第１、第２テーブルがそれぞれ下面側に対向して配置される液浸部材を介して供給
される液体によって前記投影光学系の下に形成される液浸領域が前記載置した基板の一部
に位置するように、前記第１、第２テーブルの一方を前記投影光学系の下方に配置するこ
とと、
　前記投影光学系と前記第１テーブルとの間に前記液浸領域が維持される第１状態におい
て前記第１、第２テーブルを接近させるように相対移動するとともに、前記第１状態から
、前記投影光学系と前記第２テーブルとの間に前記液浸領域が維持される第２状態に遷移
するように、前記投影光学系の下に前記液浸領域を維持しつつ前記接近させた第１、第２
テーブルを移動することと、
　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材に対し
てその下面側に対向して配置される前記基板との間隔を調整することと、を含み、
　前記載置した基板は、前記投影光学系と前記液浸領域の液体とを介して露光され、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記投影光学系の下に前記液浸領域が維持される
ように前記投影光学系の下方に配置される。
【請求項７５】
　請求項７３又は７４に記載の露光方法において、
　前記間隔は実質的に一定となるように調整される。
【請求項７６】
　請求項５７～７５のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材は、前記投影光学系に対して相対移動する。
【請求項７７】
　請求項７２又は７４に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側に設けられる回収口を介して液体が回収される。
【請求項７８】
　請求項７７に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその内部に、前記回収口に接続される回収流路を有する。
【請求項７９】
　請求項７７又は７８に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側に形成される凹部に前記回収口が設けられる。
【請求項８０】
　請求項７９に記載の露光方法において、
　前記凹部は、前記液浸部材の下面側で環状に形成される。
【請求項８１】
　請求項７７～８０のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部の周囲に配置される前
記回収口を介して液体が回収される。
【請求項８２】
　請求項８１に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記回収口が環状に設けられる。
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【請求項８３】
　請求項７７～８２のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収
口よりも外側に別の回収口を有する。
【請求項８４】
　請求項７７～８３のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材と、前記第１テーブル又は前記第２テーブルによって前記液浸部材に対し
てその下面側に対向して配置される前記基板との間に、前記液浸部材の下面側に設けられ
る供給口を介して液体が供給される。
【請求項８５】
　請求項８４に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその内部に、前記供給口に接続される供給流路を有する。
【請求項８６】
　請求項８４又は８５に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で、前記エネルギビームが通過する開口部の周囲に配置される前
記供給口を介して液体が供給される。
【請求項８７】
　請求項８６に記載の露光方法において、
　前記液浸部材の下面側で環状に設けられる前記供給口を介して液体が供給される。
【請求項８８】
　請求項８４～８７のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部と前記回収口との間に配置される
。
【請求項８９】
　請求項８４～８７のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記供給口は、前記エネルギビームが通過する開口部に対して前記回収口よりも外側に
配置される。
【請求項９０】
　請求項８９に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面側で、前記開口部に対して前記供給口よりも外側に別の回収口
を有する。
【請求項９１】
　請求項５７～９０のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材はその下面が、前記液体と接する前記投影光学系の光学部材の射出面とほ
ぼ同一面となるように設けられる。
【請求項９２】
　請求項５７～９１のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材は、前記エネルギビームの照射領域を囲む環状部材である。
【請求項９３】
　請求項５７～９２のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材は、前記液体と接する前記投影光学系の光学部材を囲んで設けられる。
【請求項９４】
　請求項５７～９３のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記液浸部材は、その内部に前記液体と接する前記投影光学系の光学部材が位置するよ
うに設けられる。
【請求項９５】
　請求項５７～９４のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記投影光学系の下に前記液浸領域が形成されるように、前記液浸部材によって、前記
第１、第２テーブルにそれぞれ載置される基板よりも小さい局所領域内で前記液体を保持
する。
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【請求項９６】
　請求項５７～９５のいずれか一項に記載の露光方法において、
　少なくとも前記基板の露光動作において前記液体の供給と回収とが常時行われる。
【請求項９７】
　請求項５７～９６のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、一部に形成される開口内に前記基板の載置領域が
位置するように補助部材が設けられ、前記補助部材の開口内で前記基板が前記載置領域に
載置される。
【請求項９８】
　請求項９７に記載の露光方法において、
　前記投影光学系の下方に配置される前記第１テーブル又は前記第２テーブルでは、前記
補助部材によって、前記載置領域に載置される基板から外れる前記液浸領域の少なくとも
一部が保持される。
【請求項９９】
　請求項９７又は９８に記載の露光方法において、
　前記投影光学系の下方に配置される前記第１テーブル又は前記第２テーブルでは、前記
載置領域に載置される基板と前記補助部材との少なくとも一方によって前記液浸領域が前
記投影光学系の下に維持される。
【請求項１００】
　請求項９７～９９のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記補助部材との隙間が３ｍｍ以下となるように
前記基板を前記載置領域に載置する。
【請求項１０１】
　請求項９７～１００のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、その表面が前記補助部材の表面とほぼ面一となる
ように前記基板を前記載置領域に載置する。
【請求項１０２】
　請求項９７～１０１のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記投影光学系を介して、前記開口と異なる、前記補助部材の開口内に配置される基準
部材を用いる計測が行われる。
【請求項１０３】
　請求項１０２に記載の露光方法において、
　前記基準部材は、前記基板の露光で用いられるマスクのマーク検出で用いられる。
【請求項１０４】
　請求項１０２又は１０３に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、マーク検出系によって前記基板のマーク及び前記
基準部材の検出が行われる。
【請求項１０５】
　請求項１０２～１０４のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記基準部材はその表面が前記補助部材の表面とほぼ面一となるように設けられる。
【請求項１０６】
　請求項９７～１０５のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記補助部材が相対移動可能に設けられる。
【請求項１０７】
　請求項５７～１０６のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記基板は、前記液体を介して露光が行われ、かつ前記液体を介すことなくマーク検出
が行われる。
【請求項１０８】
　請求項５７～１０７のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルはそれぞれ、前記露光においてエンコーダによって位置情報が
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計測される。
【請求項１０９】
　請求項１０８に記載の露光方法において、
　前記エンコーダによる計測では、前記第１、第２テーブルの裏面に設けられるスケール
が用いられる。
【請求項１１０】
　請求項５７～１０９のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルと異なる第３テーブルに基板が載置され、前記第１、第２及び
第３テーブルを用いて前記基板の露光処理シーケンスが実行される。
【請求項１１１】
　請求項１１０に記載の露光方法において、
　前記第１、第２及び第３テーブルでは異なる動作が並行して実行される。
【請求項１１２】
　請求項５７～１０９のいずれか一項に記載の露光方法において、
　前記第１、第２テーブルと異なる第３テーブルを用いて前記基板の露光動作と異なる動
作が実行される。
【請求項１１３】
　リソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、
　前記リソグラフィ工程では、請求項１～５６のいずれか一項に記載の露光装置を用いて
基板上にデバイスパターンを転写することを特徴とするデバイス製造方法。
【請求項１１４】
　リソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、
　前記リソグラフィ工程では、請求項５７～１１２のいずれか一項に記載の露光方法を用
いて基板上にデバイスパターンを転写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、露光装置、露光方法、及びデバイス製造方法に係り、更に詳しくは、半導体
素子、液晶表示素子等の電子デバイスの製造におけるリソグラフィ工程で用いられる露光
装置、露光方法、及び該露光装置、露光方法を用いたデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子（集積回路）、液晶表示素子等の電子デバイスを製造するリソグラフィ工程
では、マスク又はレチクル（以下、「レチクル」と総称する）のパターンの像を投影光学
系を介して、レジスト（感光剤）が塗布されたウエハ又はガラスプレート等感光性の基板
（以下、「基板」又は「ウエハ」と呼ぶ）上の各ショット領域に転写する投影露光装置が
使用されている。この種の投影露光装置としては、従来、ステップ・アンド・リピート方
式の縮小投影露光装置（いわゆるステッパ）が多用されていたが、最近ではレチクルとウ
エハとを同期走査して露光を行うステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置（いわ
ゆるスキャニング・ステッパ）も注目されている。
【０００３】
　投影露光装置が備える投影光学系の解像度は、使用する露光光の波長（以下、「露光波
長」とも呼ぶ）が短くなるほど、また投影光学系の開口数（ＮＡ）が大きいほど高くなる
。そのため、集積回路の微細化に伴い投影露光装置で使用される露光波長は年々短波長化
しており、投影光学系の開口数も増大してきている。そして、現在主流の露光波長は、Ｋ
ｒＦエキシマレーザの２４８ｎｍであるが、更に短波長のＡｒＦエキシマレーザの１９３
ｎｍも実用化されている。
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【０００４】
　また、露光を行う際には、解像度と同様に焦点深度（ＤＯＦ）も重要となる。解像度Ｒ
、及び焦点深度δはそれぞれ以下の式で表される。
【０００５】
Ｒ＝ｋ１・λ／ＮＡ ……（１）
δ＝ｋ２・λ／ＮＡ２ ……（２）
【０００６】
　ここで、λは露光波長、ＮＡは投影光学系の開口数、ｋ１，ｋ２はプロセス係数である
。（１）式、（２）式より、解像度Ｒを高めるために、露光波長λを短くして、開口数Ｎ
Ａを大きく（大ＮＡ化）すると、焦点深度δが狭くなることが分かる。投影露光装置では
、オートフォーカス方式でウエハの表面を投影光学系の像面に合わせ込んで露光を行って
いるが、そのためには焦点深度δはある程度広いことが望ましい。そこで、従来において
も位相シフトレチクル法、変形照明法、多層レジスト法など、実質的に焦点深度を広くす
る提案がなされている。
【０００７】
　上記の如く従来の投影露光装置では、露光光の短波長化及び投影光学系の大ＮＡ化によ
って、焦点深度が狭くなってきている。そして、集積回路の一層の高集積化に対応するた
めに、露光波長は将来的に更に短波長化することが確実視されており、このままでは焦点
深度が狭くなり過ぎて、露光動作時のマージンが不足するおそれがある。
【０００８】
　そこで、実質的に露光波長を短くして、かつ空気中に比べて焦点深度を大きく（広く）
する方法として、液浸露光法（以下、適宜「液浸法」とも呼ぶ）が提案されている。この
液浸法は、投影光学系の下面とウエハ表面との間を水又は有機溶媒等の液体で満たし、液
体中での露光光の波長が、空気中の１／ｎ倍（ｎは液体の屈折率で通常１．２～１．６程
度）になることを利用して解像度を向上すると共に、その解像度と同一の解像度が液浸法
によらず得られる投影光学系（このような投影光学系の製造が可能であるとして）に比べ
て焦点深度をｎ倍に拡大する、すなわち空気中に比べて焦点深度を実質的にｎ倍に拡大す
るものである。
【０００９】
　上記の液浸法を、ステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置に単に適用するもの
とすると、１つのショット領域の露光を終了した後、次のショット領域を露光位置に移動
するためのウエハのショット間ステップ移動の際に、投影光学系とウエハとの間から液体
が出てしまう。このため、再び液体を供給する必要があるとともに、液体の回収も困難に
なるおそれがあった。また、液浸法を仮にステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装
置に適用する場合、ウエハを移動させながら露光を行うため、ウエハを移動させている間
も投影光学系とウエハとの間には液体が満たされている必要がある。
【００１０】
　かかる点に鑑みて、最近になって、「基板を所定方向に沿って移動させる際に、投影光
学系の基板側の光学素子の先端部とその基板の表面との間を満たすように、その基板の移
動方向に沿って所定の液体を流すようにした、投影露光方法及び装置に関する発明」が提
案されている（例えば、下記特許文献１参照）。
【００１１】
　この他、液浸露光法と同様に、解像度の向上を目的とするものとして、投影リソグラフ
ィ・レンズ系（投影光学系）とサンプルとの間にソリッドイマージョンレンズ（Ｓｏｌｉ
ｄ Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ Ｌｅｎｓ）を配置した、リソグラフィシステムが知られている（
例えば下記特許文献２参照）。
【００１２】
　下記特許文献１に記載の発明によると、液浸法による高解像度かつ空気中と比べて焦点
深度が大きくなった露光を行うことができるとともに、投影光学系とウエハとが相対移動
しても、投影光学系と基板との間に液体を安定に満たしておくこと、すなわち保持するこ
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とができる。
【００１３】
　しかしながら、下記特許文献１に記載の発明では、投影光学系の外部に供給用配管、回
収用配管などが配置されているため、投影光学系の周囲に配置する必要がある、フォーカ
スセンサやアライメントセンサなどの各種センサなどの周辺機器の配置の自由度が制限さ
れる。
【００１４】
　また、下記特許文献１に記載の発明では、投影光学系と基板との間の液体に流れがある
と、その液体に露光光が照射されることによって、パターンの投影領域内で投影光学系と
基板との間にその流れの方向に関する温度傾斜や、圧力傾斜が発生する可能性があり、特
に投影光学系と基板との間隔、すなわち液体の層が厚い場合、上記温度傾斜や圧力傾斜が
像面傾斜などの収差の要因となり、パターンの転写精度の部分的な低下、ひいてはパター
ンの転写像の線幅均一性の悪化要因となるおそれもあった。このため、液体の層は薄い方
が望ましいが、この場合、投影光学系と基板との間隔が狭くなり、フォーカスセンサの配
置が困難になってしまう。
【００１５】
　また、下記特許文献１に記載の発明では、完全に液体を回収するのが困難であり、露光
後、ウエハ上に液浸に用いた液体が残る蓋然性が高かった。このような場合、残った液体
が蒸発する際の気化熱によって雰囲気中に温度分布が生じ、あるいは雰囲気の屈折率変化
が生じ、これらの現象が、そのウエハが載置されたステージの位置を計測するレーザ干渉
計の計測誤差の要因となるおそれがあった。また、ウエハ上に残留した液体がウエハの裏
側に回り込み、ウエハが搬送アームに密着して離れにくくなったりするおそれもあった。
【００１６】
　一方、下記特許文献２に記載のリソグラフィシステムでは、ソリッドイマージョンレン
ズ（以下、適宜「ＳＩＬ」と略述する）とサンプルとの間隔を５０ｎｍ程度以下に保つよ
うにされているが、近い将来の目標とされている線幅７０ｎｍ程度以下の微細パターンを
サンプル（ウエハ等）上に転写、形成するリソグラフィシステムでは、ＳＩＬとサンプル
との間に厚さ５０ｎｍの空気層が存在したのでは、上記微細パターンの像の十分な解像度
を得ることが困難である。すなわち、上記微細パターン像の十分な解像度を得るためには
、ＳＩＬとサンプルとの間隔を最大でも３０ｎｍ以下に保つ必要がある。
【００１７】
　しかしながら、下記特許文献２に記載のリソグラフィシステムでは、エアベアリング（
空気ベアリング）を用いてＳＩＬとサンプルとの間隔を保つ構成が採用されているため、
エアベアリングの性質上十分な振動減衰性を得ることが困難であり、その結果、ＳＩＬと
サンプルとの間隔を３０ｎｍ以下に保つことができなかった。
【００１８】
　このように、下記特許文献１、２などに開示される従来例には、数々の改善すべき点が
散見される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】国際公開第９９／４９５０４号
【特許文献２】米国特許第５，１２１，２５６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、上述したような事情の下になされたもので、その第１の目的は、焦点位置検
出系などを必ずしも設けることなく、デフォーカスの殆どない基板上へのパターンの転写
を実現することが可能な露光装置及び露光方法を提供することにある。
【００２１】
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　また、本発明の第２の目的は、液浸法に好適な複数のテーブルを備えた露光装置及び露
光方法を提供することにある。
【００２２】
　また、本発明の第３の目的は、高集積度のマイクロデバイスの生産性の向上を図ること
が可能なデバイス製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明は、第１の観点からすると、エネルギビームによりパターンを照明し、前記パタ
ーンを投影光学系を介して基板上に転写する露光装置であって、前記基板が載置され、該
基板を保持して２次元的に移動可能なテーブルと；前記投影光学系の像面側に配置され、
前記テーブル上の基板に対向する軸受面と前記基板との間に液体を供給して該液体の静圧
により前記軸受面と前記基板の表面との間隔を維持する少なくとも１つの液体静圧軸受を
含む液体静圧軸受装置と；を備える第１の露光装置である。
【００２４】
　これによれば、液体静圧軸受装置によって、液体静圧軸受の軸受面と基板の表面との投
影光学系の光軸方向に関する間隔が、所定寸法に維持される。液体静圧軸受は、気体静圧
軸受とは異なり、軸受面と支持対象物（基板）との間の非圧縮性流体である液体の静圧を
利用するので、軸受の剛性が高く、軸受面と基板との間隔を、安定してかつ一定に保つこ
とができる。また、液体（例えば純水）は気体（例えば空気）に比べて、粘性が高く、液
体は振動減衰性が気体に比べて良好である。従って、本発明の露光装置によれば、焦点位
置検出系などを必ずしも設けることなく、デフォーカスの殆どない基板上へのパターンの
転写を実現することができる。
【００２５】
　この場合において、前記投影光学系と前記基板表面との間に、空気に比べて屈折率が高
い高屈折率流体が常に存在する状態で、前記パターン、前記投影光学系及び前記高屈折率
流体を介して前記エネルギビームにより前記基板が露光されることとすることができる。
かかる場合には、投影光学系と基板表面との間に、空気に比べて屈折率が高い高屈折率流
体が常に存在する状態で、前記パターン、投影光学系及び高屈折率流体を介してエネルギ
ビームにより基板が露光されるので、基板表面におけるエネルギビームの波長を空気中に
おける波長の１／ｎ倍（ｎは高屈折率流体の屈折率）に短波長化でき、更に焦点深度は空
気中に比べて約ｎ倍に広がる。
【００２６】
　この場合において、前記高屈折率流体は、液体であることとすることができる。
【００２７】
　この場合において、前記液体静圧軸受用の液体が、前記投影光学系と前記テーブル上の
前記基板との間を満たすための前記高屈折率流体として用いられることとすることができ
る。
【００２８】
　本発明の第１の露光装置では、前記少なくとも１つの液体静圧軸受は、前記投影光学系
の光軸方向に関し、前記投影光学系との位置関係を一定に維持した状態で配置されている
こととすることができる。
【００２９】
　本発明の第１の露光装置では、前記投影光学系を構成する最も基板側の光学部材（２２
）は、その瞳面側が曲面でかつ像面側が平面であることとすることができる。
【００３０】
　この場合において、前記投影光学系を構成する最も基板側の光学部材は、その像面側の
平面が、前記液体静圧軸受の軸受面と略同一面上に位置することとすることができる。か
かる場合には、その光学部材と基板との間の間隔を、例えば１０μｍ程度に維持すること
が可能となる。特に、投影光学系と基板表面との間に高屈折率流体を満たす場合には、そ
の高屈折率流体の消費量が極めて少なくなり、パターン像の結像性能が流体の屈折率変化
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（例えば温度等に起因する）の影響を受け難くなる。また、特に、高屈折率流体が液体の
場合に基板の乾燥に有利になる。
【００３１】
　本発明の第１の露光装置では、前記液体静圧軸受装置は、前記少なくとも１つの液体静
圧軸受の軸受面と前記基板との間に前記液体を供給するとともに、前記軸受面と前記基板
との間の液体を負圧を利用して外部に排出することとすることができる。かかる場合には
、液体静圧軸受が、一層剛性が高いものとなり、一層安定して軸受面と基板との間隔を一
定に維持することが可能になる。
【００３２】
　この場合において、前記少なくとも１つの液体静圧軸受は、前記基板上の前記パターン
の投影領域の周囲を取り囲む状態で、配置されていることとすることができる。
【００３３】
　この場合において、前記少なくとも１つの液体静圧軸受として、複数の液体静圧軸受を
用い、それら複数の液体静圧軸受を基板上のパターンの投影領域の周囲を取り囲む状態で
配置することとすることもできるし、あるいは、前記少なくとも１つの液体静圧軸受は、
その軸受面が前記基板上の前記投影領域を取り囲む、単一の軸受であることとすることも
できる。
【００３４】
　本発明の第１の露光装置では、少なくとも１つの液体静圧軸受は、前記基板上の前記パ
ターンの投影領域の周囲を取り囲む状態で、配置されている場合、前記液体静圧軸受の前
記軸受面には、複数の環状の溝が多重に形成され、前記複数の溝は、液体供給溝と液体排
出溝とを少なくとも各１つ含むこととすることができる。
【００３５】
　この場合において、前記複数の溝は、液体供給溝と、該液体供給溝の内外にそれぞれ形
成された少なくとも各１つの液体排出溝とを含むこととすることができる。
【００３６】
　本発明の第１の露光装置では、少なくとも１つの液体静圧軸受は、前記基板上の前記パ
ターンの投影領域の周囲を取り囲む状態で、配置されている場合、前記液体静圧軸受に設
けられ、少なくとも１つの計測点で前記基板表面との間の間隔を計測するギャップセンサ
を更に備え、前記液体静圧軸受装置は、前記ギャップセンサの計測値に応じて前記液体を
排出するための負圧と前記液体を供給するための陽圧との少なくとも一方を調整すること
とすることができる。
【００３７】
　本発明の第１の露光装置では、前記テーブルを介して前記液体静圧軸受に対向して配置
され、前記テーブルに対向する軸受面と前記テーブルとの間に流体を供給して該流体の静
圧により前記軸受面と前記テーブルの面との隙間を維持する少なくとも１つの流体静圧軸
受を、更に備えることとすることができる。かかる場合には、結果的に、テーブルと該テ
ーブル上の基板とが、前述した液体静圧軸受と上記流体静圧軸受とによって、上下から狭
持される。この場合、それぞれの軸受面と基板又はテーブルとの間隔を、例えば１０μｍ
程度以下に安定してかつ一定に保つことができる。従って、テーブル自体の剛性はそれほ
ど高くなくても良くなるので、テーブルを薄くすることができ、その分軽量化が可能であ
る。
【００３８】
　この場合において、前記流体静圧軸受は、その軸受面が前記テーブルの前記基板が載置
される面とは反対側の面上の前記投影領域に対応する領域を取り囲む、単一の軸受である
こととすることができる。
【００３９】
　この場合において、前記流体静圧軸受の前記軸受面には、複数の環状の溝が多重に形成
され、前記複数の溝は、流体供給溝と流体排出溝とを少なくとも各１つ含むこととするこ
とができる。
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【００４０】
　この場合において、前記複数の溝は、流体供給溝と、該流体供給溝の内外にそれぞれ形
成された少なくとも各１つの流体排出溝とを含むこととすることができる。
【００４１】
　本発明の第１の露光装置では、上記流体静圧軸受を備える場合、前記流体は、液体であ
ることとすることができる。すなわち、流体静圧軸受として、液体静圧軸受を用いること
ができる。かかる場合には、テーブルと該テーブル上の基板とが、非圧縮流体である液体
によって上下から狭持されることとなるので、テーブルと該テーブル上の基板とを、より
安定して狭持することが可能となる。この場合、上下の軸受がともに高剛性なので、それ
ぞれの軸受面と基板又はテーブルとの間隔が、一層安定して一定に維持される。
【００４２】
　本発明の第１の露光装置では、前記軸受面と前記基板の表面との隙間は、０より大きく
１０μｍ程度以下に維持されることとすることができる。
【００４３】
　本発明の第１の露光装置では、前記テーブルの前記２次元面内の位置情報を検出する位
置検出系を更に備えることとすることができる。
【００４４】
　本発明は、第２の観点からすると、投影光学系と基板との間に液体を供給し、エネルギ
ビームによりパターンを照明し、前記パターンを投影光学系及び液体を介して前記基板上
に転写する露光装置であって、基板の載置領域が形成され、該載置領域の周囲の領域の表
面が前記載置領域に載置された基板の表面とほぼ面一となるように設定され、前記液体が
供給される前記投影光学系直下の位置を含む第１領域と該第１領域の一軸方向の一側に位
置する第２領域とを含む所定範囲の領域内で移動可能な第１テーブルと；表面がほぼ面一
となるように設定され、前記第１領域と前記第２領域とを含む領域内で前記第１テーブル
とは独立して移動可能な第２テーブルと；前記第１、第２テーブルを駆動するとともに、
一方のテーブルが前記第１領域に位置する第１の状態から他方のテーブルが前記第１領域
に位置する第２の状態に遷移させる際に、両テーブルが前記一軸方向に関して近接又は接
触した状態を維持して両テーブルを同時に前記一軸方向の前記第２領域側から第１領域側
へ向かう方向に駆動するステージ駆動系と；を備える第２の露光装置である。
【００４５】
　これによれば、ステージ駆動系により、液体が供給される投影光学系直下の位置を含む
第１領域に一方のテーブルが位置する第１の状態から他方のテーブルを前記第１領域に位
置する第２の状態に遷移させる際に、両テーブルが一軸方向に関して近接又は接触した状
態を維持して両テーブルが同時に一軸方向の第２領域側から第１領域側へ向かう方向に駆
動される。このため、投影光学系直下には、常にいずれかのテーブルが存在し、そのテー
ブル（基板又はその基板が載置された領域の周囲の領域）と投影光学系との間に液浸領域
が形成された状態が維持され、投影光学系と前記テーブルとの間に液体を保持することが
でき、その液体の流出を防止することが可能となる。
【００４６】
　また、リソグラフィ工程において、本発明の第１、第２の露光装置のいずれかを用いて
露光を行うことにより、基板上にパターンを精度良く形成することができ、これにより、
より高集積度のマイクロデバイスを歩留まり良く製造することができる。従って、本発明
は、更に別の観点からすると、本発明の第１、第２の露光装置のいずれかを用いるデバイ
ス製造方法であるとも言える。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１の実施形態の露光装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】駆動装置の構成をウエハテーブルＴＢとともに示す斜視図である。
【図３】図２の駆動装置のＸＺ断面を、水圧パッドに対する給排水のための配管系ととも
に概略的に示す図である。
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【図４】水圧パッド３２の底面図である。
【図５】水圧パッド３２、３４によるウエハテーブルが支持される際の、それらの水圧パ
ッド近傍の水の流れを示す図である。
【図６】第１の実施形態の露光装置の制御系の構成を一部省略して示すブロック図である
。
【図７】位置検出系として干渉計を用いる場合のウエハテーブルの構成を示す図である。
【図８】変形例を説明するための図である。
【図９】第２の実施形態の露光装置を構成するウエハステージ装置の構成を示す平面図で
ある。
【図１０】第２の実施形態におけるウエハテーブルの交換の際の動作を説明するための図
である。
【図１１（Ａ）】水圧パッドの変形例を説明するための図である。
【図１１（Ｂ）】図１１（Ａ）の水圧パッドに用いて好適な給水管（又は排気管）を示す
図である。
【図１２】本発明に係るデバイス製造方法を説明するためのフローチャートである。
【図１３】図１２のステップ２０４の具体例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
《第１の実施形態》
　以下、本発明の第１の実施形態について、図１～図６に基づいて説明する。
【００４９】
　図１には、第１の実施形態に係る露光装置１００の概略構成が示されている。この露光
装置１００は、ステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置（いわゆるスキャニング
・ステッパ）である。この露光装置１００は、照明系１０、マスクとしてのレチクルＲを
保持するレチクルステージＲＳＴ、光学ユニットＰＵ、基板としてのウエハＷが搭載され
るテーブルとしてのウエハテーブルＴＢ、及び装置全体を統括制御する主制御装置２０等
を備えている。
【００５０】
　前記照明系１０は、例えば特開２００１－３１３２５０号公報及びこれに対応する米国
特許出願公開第２００３／００２５８９０号などに開示されるように、光源、オプティカ
ルインテグレータ等を含む照度均一化光学系、ビームスプリッタ、リレーレンズ、可変Ｎ
Ｄフィルタ、レチクルブラインド等（いずれも不図示）を含んで構成されている。この他
、例えば特開平６－３４９７０１号公報及びこれに対応する米国特許第５，５３４，９７
０号などに開示されるような照明系と同様に照明系１０を構成しても良い。
【００５１】
　この照明系１０では、回路パターン等が描かれたレチクルＲ上のレチクルブラインドで
規定されたスリット状の照明領域部分をエネルギビームとしての照明光（露光光）ＩＬに
よりほぼ均一な照度で照明する。ここで、照明光ＩＬとしては、一例としてＡｒＦエキシ
マレーザ光（波長１９３ｎｍ）が用いられている。なお、照明光ＩＬとして、ＫｒＦエキ
シマレーザ光（波長２４８ｎｍ）などの遠紫外光、あるいは超高圧水銀ランプからの紫外
域の輝線（ｇ線、ｉ線等）を用いることも可能である。また、オプティカルインテグレー
タとしては、フライアイレンズ、ロッドインテグレータ（内面反射型インテグレータ）あ
るいは回折光学素子などを用いることができる。本国際出願で指定した指定国（又は選択
した選択国）の国内法令が許す限りにおいて、上記各公開公報及びこれらに対応する米国
特許又は米国特許出願公開公報における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。
【００５２】
　前記レチクルステージＲＳＴ上には、レチクルＲが、例えば真空吸着により固定されて
いる。レチクルステージＲＳＴは、例えばリニアモータ等を含むレチクルステージ駆動部
１１（図１では図示せず図６参照）によって、照明系１０の光軸（後述する光学系の光軸
ＡＸに一致）に垂直なＸＹ平面内で微少駆動可能であるとともに、所定の走査方向（ここ
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では図１における紙面内左右方向であるＹ軸方向とする）に指定された走査速度で駆動可
能となっている。
【００５３】
　レチクルステージＲＳＴのＸＹ面内の位置は、レチクルレーザ干渉計（以下、「レチク
ル干渉計」という）１６によって、移動鏡１５を介して、例えば０．５～１ｎｍ程度の分
解能で常時検出される。ここで、実際には、レチクルステージＲＳＴ上にはＹ軸方向に直
交する反射面を有する移動鏡とＸ軸方向に直交する反射面を有する移動鏡とが設けられ、
これらの移動鏡に対応してレチクルＹ干渉計とレチクルＸ干渉計とが設けられているが、
図１ではこれらが代表的に移動鏡１５、レチクル干渉計１６として示されている。なお、
例えば、レチクルステージＲＳＴの端面を鏡面加工して反射面（移動鏡１５の反射面に相
当）を形成しても良い。また、レチクルステージＲＳＴの走査方向（本実施形態ではＹ軸
方向）の位置検出に用いられるＸ軸方向に伸びた反射面の代わりに、少なくとも１つのコ
ーナーキューブ型ミラー（例えばレトロリフレクタ）を用いても良い。ここで、レチクル
Ｙ干渉計とレチクルＸ干渉計の一方、例えばレチクルＹ干渉計は、測長軸を２軸有する２
軸干渉計であり、このレチクルＹ干渉計の計測値に基づきレチクルステージＲＳＴのＹ位
置に加え、θｚ（Ｚ軸回りの回転）も計測できるようになっている。
【００５４】
　レチクル干渉計１６からのレチクルステージＲＳＴの位置情報は主制御装置２０に供給
される。主制御装置２０では、レチクルステージＲＳＴの位置情報に基づいてレチクルス
テージ駆動部１１（図６参照）を介してレチクルステージＲＳＴを駆動制御する。
【００５５】
　前記光学ユニットＰＵは、レチクルステージＲＳＴの図１における下方に配置されてい
る。光学ユニットＰＵは、鏡筒４０と、該鏡筒内に所定の位置関係で保持された複数の光
学素子、具体的にはＺ軸方向の共通の光軸ＡＸを有する複数のレンズ（レンズエレメント
）から成る光学系４２とを備えている。また、本実施形態では、鏡筒４０の下端（光学系
４２を構成する最も像面側（ウエハＷ側）の光学素子（光学部材）を保持する鏡筒４０部
分の先端）に液体静圧軸受としての水圧パッド３２が一体的に取り付けられ、該水圧パッ
ド３２の中央部の開口の内部にソリッドイマージョンレンズ（以下、「ＳＩＬ」と略述す
る）２２が配置されている（図３参照）。このＳＩＬ２２は、平凸レンズから成り、その
平面（以下、便宜上「下面」と呼ぶ）を下方に向け、その下面が水圧パッド３２の軸受面
とほぼ同一面とされている。ＳＩＬ２２は、屈折率ｎＳＩＬが２～２．５程度の素材によ
って形成されている。
【００５６】
　本実施形態では、鏡筒４０内部の光学系４２とＳＩＬ２２とによって、例えば両側テレ
セントリックで所定の投影倍率（例えば１／４倍又は１／５倍）の屈折光学系から成る投
影光学系が実質的に構成されている。以下、この投影光学系を投影光学系ＰＬと記述する
。
【００５７】
　この場合、照明系１０からの照明光ＩＬによってレチクルＲの照明領域が照明されると
、このレチクルＲを通過した照明光ＩＬにより、投影光学系ＰＬを介してその照明領域内
のレチクルＲの回路パターンの縮小像（回路パターンの一部の縮小像）が表面にレジスト
（感光剤）が塗布されたウエハＷ上の前記照明領域に共役な照明光の照射領域（以下、「
露光領域」とも呼ぶ）に形成される。
【００５８】
　また、図示は省略されているが、光学系４２を構成する複数のレンズのうち、特定の複
数のレンズは、主制御装置２０からの指令に基づいて、結像特性補正コントローラ８１に
よって制御され、投影光学系ＰＬの光学特性（結像特性を含む）、例えば倍率、ディスト
ーション、コマ収差、及び像面湾曲（像面傾斜を含む）などを調整できるようになってい
る。
【００５９】
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　なお、上記の水圧パッド３２及びこれに接続された配管系の構成等については後に詳述
する。
【００６０】
　前記ウエハテーブルＴＢは、矩形板状部材から成り、その表面には、中央に円形開口（
図２参照）が形成された補助プレート２４が固着されている。ここで、図２に示されるよ
うに、補助プレート２４とウエハＷとの間には、隙間Ｄが存在するが、隙間Ｄの寸法は、
３ｍｍ以下になるように設定されている。また、ウエハＷには、その一部にノッチ（Ｖ字
状の切欠き）が存在するが、このノッチの寸法は、隙間Ｄより更に小さく１ｍｍ程度であ
るから、図示は省略している。
【００６１】
　また、補助プレート２４には、その一部に円形開口が形成され、その開口内に、基準マ
ーク板ＦＭが隙間がないように嵌め込まれている。基準マーク板ＦＭはその表面が、補助
プレート２４と同一面とされている。基準マーク板ＦＭの表面には、後述するレチクルア
ライメントや後述するアライメント検出系ＡＬＧのベースライン計測などに用いられる各
種の基準マーク（いずれも不図示）が形成されている。
【００６２】
　ここで、実際には、補助プレート２４とウエハテーブルＴＢとの間には、図３に示され
るように、弾性体２５が組み込まれている。この場合、補助プレート２４の上方に水圧パ
ッド３２が位置しない状態では、補助プレート２４の上面がウエハ上面より常に低くなる
ように設定されている。そして、補助プレート２４の上方に水圧パッド３２が位置する状
態では、水圧パッド３２の陽圧と負圧とのバランスにより、補助プレート２４の上面がウ
エハＷ上面と一致する高さまで上昇するようになっている。これにより、水圧パッド３２
とそれに対向する補助プレート２４の上面とのギャップが一定に保たれるので、圧力が一
定に保たれるとともに、水の漏れ量をほとんど０にすることができる。
【００６３】
　ウエハテーブルＴＢは、走査方向（Ｙ軸方向）の移動のみならず、ウエハＷ上の複数の
ショット領域を前記照明領域と共役な露光領域に位置させることができるように、走査方
向に直交する非走査方向（Ｘ軸方向）にも後述する駆動装置により、移動可能に構成され
ている。これにより、ウエハＷ上の各ショット領域を走査（スキャン）露光する動作と、
次ショットの露光のための加速開始位置（走査開始位置）まで移動する動作（区画領域間
移動動作）とを繰り返すステップ・アンド・スキャン動作を行うことができるようになっ
ている。
【００６４】
　また、ウエハテーブルＴＢの下面（裏面）側には、図１に示されるように、前述の水圧
パッド３２に対向して、流体静圧軸受としての水圧パッド３４が配置されており、この水
圧パッド３４は、固定部材３６の上面に固定されている。この場合、ウエハテーブルＴＢ
と該ウエハテーブルＴＢ上のウエハＷとが、水圧パッド３２と水圧パッド３４とによって
、上下から非接触で狭持されている。なお、この水圧パッド３４及びこれに接続された配
管系の構成等については後述する。
【００６５】
　また、ウエハテーブルＴＢのＸＹ平面内での位置（Ｚ軸回りの回転（θｚ回転）を含む
）は、エンコーダ９６によって計測されているが、この点についても後述する。
【００６６】
　次に、ウエハテーブルＴＢを駆動する駆動装置について、図２及び図３に基づいて説明
する。図２には、駆動装置５０の構成がウエハテーブルＴＢ等とともに、斜視図にて示さ
れ、図３には、この駆動装置５０のＸＺ断面が、前述の水圧パッド３２、３４に対する給
排水のための配管系とともに、概略的に示されている。
【００６７】
　駆動装置５０は、ウエハテーブルＴＢを移動可能に下方から支持するステージ５２（図
２参照）と、ウエハテーブルＴＢをステージ５２に対して走査方向であるＹ軸方向に駆動
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するとともに、非走査方向（Ｘ軸方向）に微小駆動する第１駆動機構と、ステージ５２と
一体的にウエハテーブルＴＢをＸ軸方向に駆動する第２駆動機構と、を備えている。
【００６８】
　前記ステージ５２は、矩形枠状の部材から成り（図３参照）、その底面のＹ軸方向の一
側と他側には、図２に示されるように、例えばＸ軸方向に所定間隔で配置された複数の永
久磁石を有する磁極ユニットから成る一対のＸ可動子５４Ａ、５４Ｂが設けられている。
これらのＸ可動子５４Ａ、５４Ｂとともに、それぞれＸ軸リニアモータ５８Ａ，５８Ｂを
構成する電機子ユニットから成るＸ固定子５６Ａ、５６Ｂが、Ｘ軸方向にそれぞれ延設さ
れている。Ｘ固定子５６Ａ、５６Ｂは、同一のＸＹ面内でＹ軸方向に所定間隔を隔てて配
設され、それぞれ不図示の支持部材によって支持されている。Ｘ固定子５６Ａ、５６Ｂは
、Ｘ可動子５４Ａ、５４Ｂがその内部に挿入可能な断面Ｕ字状の形状を有し、Ｘ可動子５
４Ａ、５４Ｂが対向する少なくとも一面には、Ｘ軸方向に所定間隔で配置された複数の電
機子コイルを有している。
【００６９】
　このようにして構成される、Ｘ軸リニアモータ５８Ａ，５８Ｂによって、ステージ５２
と一体的にウエハテーブルＴＢがＸ軸方向に駆動される。すなわち、Ｘ軸リニアモータ５
８Ａ，５８Ｂによって、第２駆動機構の少なくとも一部が構成されている。
【００７０】
　前記ウエハテーブルＴＢは、図３に示されるように、その底面のＸ軸方向の一側と他側
の端部近傍にそれぞれ設けられた複数のエアベアリング４８を介して、ステージ５２の上
面の上方に数μｍ程度のクリアランスを介して浮上支持されている。
【００７１】
　ウエハテーブルＴＢのＸ軸方向の一側と他側の端面のＹ軸方向のほぼ中央の位置には、
図２に示されるように、例えばＹ軸方向に所定間隔で配置された複数の永久磁石を有する
磁極ユニットから成る一対のＹ可動子６０Ａ，６０Ｂがそれぞれ設けられている。これら
のＹ可動子６０Ａ，６０Ｂとともに、Ｙ軸リニアモータ６４Ａ，６４Ｂをそれぞれ構成す
るＹ固定子６２Ａ，６２Ｂが、ステージ５２上面のＸ軸方向の一側と他側の端部にＹ軸方
向にそれぞれ延設されている。Ｙ固定子６２Ａ，６２Ｂのそれぞれは、例えばＹ軸方向に
所定間隔で配置された複数の電機子コイルを有する電機子ユニットによって構成される。
ウエハテーブルＴＢは、Ｙ軸リニアモータ６４Ａ，６４ＢによってＹ軸方向に駆動される
。また、Ｙ軸リニアモータ６４Ａ，６４Ｂが発生する駆動力を僅かに異ならせることによ
り、ウエハテーブルＴＢをＺ軸回りに回転させることも可能である。
【００７２】
　さらに、ウエハテーブルＴＢのＸ軸方向一側（－Ｘ側）の端面には、Ｙ可動子６０Ｂの
＋Ｙ側、－Ｙ側に、前記Ｙ固定子６２Ｂとともに、それぞれボイスコイルモータを構成す
るＵ字状の永久磁石６６Ａ，６６Ｂが設けられている。これらのボイスコイルモータは、
ウエハテーブルＴＢをＸ軸方向に微小駆動する。以下においては、これらのボイスコイル
モータを、その可動子である永久磁石と同一の符号を用いて、ボイルコイルモータ６６Ａ
，６６Ｂとも呼ぶ。
【００７３】
　これまでの説明からわかるように、Ｙ軸リニアモータ６４Ａ，６４Ｂ及びボイスコイル
モータ６６Ａ，６６Ｂによって、第１駆動機構の少なくとも一部が構成されている。
【００７４】
　図１に戻り、光学ユニットＰＵの鏡筒４０の側面には、オフアクシス（ｏｆｆ－ａｘｉ
ｓ）方式のアライメント検出系ＡＬＧが設けられている。このアライメント検出系ＡＬＧ
としては、例えば、ウエハ上のレジストを感光させないブロードバンドな検出光束を対象
マークに照射し、その対象マークからの反射光により受光面に結像された対象マークの像
と不図示の指標の像とを撮像素子（ＣＣＤ）等を用いて撮像し、それらの撮像信号を出力
する画像処理方式のＦＩＡ（Ｆｉｅｌｄ Ｉｍａｇｅ Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）系のアライメ
ントセンサが用いられている。このアライメント検出系ＡＬＧの出力に基づき、基準マー
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ク板ＦＭ上の基準マーク及びウエハ上のアライメントマークのＸ、Ｙ２次元方向の位置計
測を行なうことが可能である。
【００７５】
　次に、水圧パッド３２、３４及びこれらに接続された配管系について、図３、及び図４
に基づいて説明する。
【００７６】
　光学ユニットＰＵの鏡筒４０の像面側の端部（下端部）には、図３に示されるように、
下方に行くにつれてその直径が小さくなるテーパ部４０ａが形成されている。この場合、
テーパ部４０ａの内部に光学系４２を構成する最も像面側のレンズ（不図示）、すなわち
投影光学系ＰＬを構成する像面に２番目に近いレンズが配置されている。
【００７７】
　鏡筒４０の下方に取り付けられた水圧パッド３２は、一例として、外径が６０ｍｍ、内
径が３５ｍｍ程度で、高さが２０ｍｍ～５０ｍｍ程度の厚肉の円筒状（ドーナツ状）の形
状を有するものが用いられている。この水圧パッド３２は、その軸受面（底面）が、ＸＹ
平面に平行になる状態で、鏡筒４０の下端面に軸受面と反対側の面（上面）が固着されて
いる。この結果、本実施形態では、投影光学系ＰＬの光軸ＡＸ方向に関し、水圧パッド３
２と投影光学系ＰＬとの位置関係が一定に維持されるようになっている。
【００７８】
　水圧パッド３２の軸受面（底面）には、図３及び水圧パッド３２の底面図である図４を
総合するとわかるように、液体排出溝（及び溝）としての円環状の排水溝６８、液体供給
溝（及び溝）としての円環状の給水溝７０、及び液体排出溝（及び溝）としての円環状の
排水溝７２が、内側から外側に順次、かつ同心円状に形成されている。なお、図３におい
ては、これらの３つの溝６８，７０，７２の内、中央の給水溝７０の溝幅が残りの二つの
溝の溝幅の約２倍程度とされているが、溝７０と溝７２の面積比は、各陽圧、負圧による
力が丁度つりあうように決定される。
【００７９】
　排水溝７２の内部底面（図３の内部上面）には、上下方向に貫通する貫通孔７４が、ほ
ぼ等間隔で複数形成され、各貫通孔７４に排水管７６の一端がそれぞれ接続されている。
【００８０】
　同様に、給水溝７０の内部底面（図３の内部上面）には、上下方向に貫通する貫通孔７
８が、ほぼ等間隔で複数形成され、各貫通孔７８に給水管８０の一端がそれぞれ接続され
ている。
【００８１】
　同様に、排水溝６８の内部底面（図３の内部上面）には、上下方向に貫通する貫通孔８
２が、ほぼ等間隔で複数形成され、各貫通孔８２に排水管８４の一端がそれぞれ接続され
ている。
【００８２】
　上記各給水管８０の他端は、バルブ８６ａをそれぞれ介して、液体供給装置８８にその
一端が接続された供給管路９０の他端にそれぞれ接続されている。液体供給装置８８は、
液体のタンク、加圧ポンプ、温度制御装置等を含んで構成され、主制御装置２０によって
制御される。この場合、対応するバルブ８６ａが開状態のとき、液体供給装置８８が作動
されると、例えば露光装置１００（の本体）が収納されているチャンバ（図示省略）内の
温度と同程度の温度に温度制御装置によって温調された液浸用の所定の液体が、供給管路
９０、給水管８０及び貫通孔７８を順次介して、水圧パッド３２の給水溝７０内部に供給
される。なお、以下では、各給水管８０に設けられたバルブ８６ａを纏めて、バルブ群８
６ａとも記述する（図６参照）。
【００８３】
　上記の液体としては、ここでは、ＡｒＦエキシマレーザ光（１９３．３ｎｍの光）が透
過する超純水（以下、特に必要な場合を除いて、単に「水」と記述する）を用いるものと
する。超純水は、半導体製造工場等で容易に大量に入手できると共に、ウエハ上のフォト
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レジストや光学レンズ等に対する悪影響がない利点がある。また、超純水は環境に対する
悪影響がないと共に、不純物の含有量が極めて低いため、ウエハの表面、及びＳＩＬ２２
の表面を洗浄する作用も期待できる。
【００８４】
　前記各排水管７６の他端は、バルブ８６ｂをそれぞれ介して、液体回収装置９２にその
一端が接続された排水路９４の他端にそれぞれ接続されている。液体回収装置９２は、液
体のタンク及び真空ポンプ（又は吸引ポンプ）等を含んで構成され、主制御装置２０によ
って制御される。この場合、対応するバルブ８６ｂが開状態のとき、水圧パッド３２の軸
受面とウエハＷ表面との間の、排水溝７２近傍に存在する水が排水管７６を介して液体回
収装置９２によって回収される。なお、以下では、各排水管７６に設けられたバルブ８６
ｂを纏めて、バルブ群８６ｂとも記述するものとする（図６参照）。
【００８５】
　また、前記各排水管８４の他端は、不図示の水槽の内部空間に引き込まれ、その水槽の
内部空間は、大気中に開放されている。
【００８６】
　前記水圧パッド３４は、上記水圧パッド３２と同様に、外径が６０ｍｍ、内径が３５ｍ
ｍ程度で、高さが２０ｍｍ～５０ｍｍ程度の厚肉の円筒状（ドーナツ状）の形状を有する
ものが用いられている。この水圧パッド３４は、その軸受面（上面）が、ＸＹ平面に平行
になる状態で、固定部材３６の上面に固定されている。
【００８７】
　前記ウエハテーブルＴＢの裏面には、ＸＹ２次元スケール（不図示）が形成され、この
ＸＹ２次元スケールを読み取り可能な光学式（又は磁気式）のエンコーダ９６が、水圧パ
ッド３４の中央の開口の内部に設けられている。従って、ウエハテーブルＴＢの一部が、
エンコーダ９６に対向する状態では、エンコーダ９６によってウエハテーブルＴＢのＸＹ
面内の位置情報を所定の分解能、例えば０．２ｎｍで計測することができる。このエンコ
ーダ９６の計測値が、主制御装置２０に供給されている（図６参照）。ウエハテーブルＴ
Ｂは上下の水圧パッド３２，３４に剛に押えられているため、水圧パッド３２，３４で挟
まれたウエハテーブルＴＢの部分のたわみがなく、エンコーダ９６の計測値に含まれるウ
エハテーブルＴＢのたわみに起因するサイン誤差は極めて小さくなる。
【００８８】
　水圧パッド３４の軸受面には、前述の水圧パッド３２と全く同様の配置形状で１つの流
体供給溝（及び溝）としての給水溝１０２と、その外側及び内側の流体排出溝（及び溝）
としての排水溝１０４，１０６とが形成されている。これらの溝１０２，１０４，１０６
には、前述と同様に、水圧パッド３４の底面に連通する複数の貫通孔がそれぞれ形成され
ている。給水溝１０２は、複数の貫通孔のそれぞれを介して複数の給水管１０８それぞれ
の一端が接続され、各給水管１０８の他端は、バルブ８６ｃ及び不図示の給水路を介して
液体供給装置１１４（図３では図示せず、図６参照）に接続されている。この液体供給装
置１１４は、前述の液体供給装置８８と同様に構成されている。
【００８９】
　外側の排水溝１０４は、複数の貫通孔のそれぞれを介して複数の排水管１１０それぞれ
の一端が接続され、各排水管１１０の他端は、バルブ８６ｄ及び不図示の回収路を介して
液体回収装置１１６（図３では図示せず、図６参照）に接続されている。液体回収装置１
１６は、前述の液体回収装置９２と同様に構成されている。
【００９０】
　内側の排水溝１０６は、上記と同様に、複数の貫通孔のそれぞれを介して複数の排水管
１１２それぞれの一端が接続され、各排水管１１２の他端は、バルブ８６ｅ及び不図示の
回収路を介して液体回収装置１１６に接続されている。すなわち、水圧パッド３４では、
内側の排水溝１０６は、大気解放状態とはなっていない。
【００９１】
　以下の説明では、複数の給水管１０８の他端にそれぞれ設けられたバルブ８６ｃを、ま
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とめてバルブ群８６ｃとも記述する（図６参照）。同様に、複数の配水管１１０、１１２
の他端にそれぞれ設けられたバルブ８６ｄ、８６ｅを、それぞれまとめてバルブ群８６ｄ
、８６ｅとも記述する（図６参照）。
【００９２】
　なお、上記各バルブとしては、開閉の他、その開度の調整が可能な調整弁（例えば流量
制御弁）などが用いられている。これらのバルブは、主制御装置２０によって制御される
（図６参照）。
【００９３】
　図６には、露光装置１００の制御系の構成が一部省略してブロック図にて示されている
。この制御系は、ワークステーション（又はマイクロコンピュータ）などから成る主制御
装置２０を中心として構成されている。
【００９４】
　ここで、本実施形態の露光装置１００における、水圧パッド３２、３４によるウエハテ
ーブルＴＢの支持について、主制御装置２０の動作を含めて、図３、図５及び図６等を参
照して説明する。
【００９５】
　まず、ウエハテーブルＴＢが、静止状態にある、例えば、水圧パッド３２、３４によっ
てウエハテーブルＴＢの支持が開始されるときの様子を説明する。
【００９６】
　主制御装置２０は、まず、バルブ群８６ａを所定の開度で開いた状態で、液体供給装置
８８から上側の水圧パッド３２に対して給水を開始するとともに、バルブ群８６ｂを所定
の開度で開いた状態で、液体回収装置９２の作動を開始させる。これにより、液体供給装
置８８から給水路９０及び各給水管８０を介して水圧パッド３２の給水溝７０内部に所定
の圧力（陽圧）の水が送り込まれ、この送り込まれた水の一部が水圧パッド３２の給水溝
７０内部及び水圧パッド３２の軸受面とウエハＷとの間を介して排水溝７２、各貫通孔７
４、排水管７６及び排水路９４を介して液体回収装置９２に回収される（図５参照）。
【００９７】
　また、主制御装置２０は、上述の水圧パッド３２に対する給水の開始とほぼ同時に、バ
ルブ群８６ｃを所定の開度で開いた状態で、液体供給装置１１４から下側の水圧パッド３
４に対して給水を開始するとともに、バルブ群８６ｄ、８６ｅをそれぞれ所定の開度で開
いた状態で、液体回収装置１１６の作動を開始させる。これにより、液体供給装置１１４
から給水路及び各給水管１０８を介して水圧パッド３４の給水溝１０２内部に所定の圧力
（陽圧）の水が送り込まれ、この送り込まれた水が水圧パッド３４の給水溝１０２内部及
び水圧パッド３４の軸受面とウエハテーブルＴＢとの間の空間に行き渡った後、排水溝１
０４，１０６及び各貫通孔、並びに配水管１１０，１１２を介して液体回収装置１１６に
回収される（図５参照）。このとき、主制御装置２０は、水圧パッド３４に供給される水
の量と、水圧パッド３４の排水溝１０４，１０６を介して排出される水の量とが、ほぼ一
致するようにバルブ群８６ｄ，８６ｅの各バルブの開度、液体供給装置１１４からの供給
される水の圧力、液体回収装置１１６が各配水管１１０、１１２の内部に生じさせる負圧
などを設定している。この結果、常に一定量の水が水圧パッド３４とウエハテーブルＴＢ
との間に満たされるようになっている。従って、水圧パッド３４の軸受面とウエハテーブ
ルＴＢの裏面との間の水の層の厚さが常に一定となり、高剛性でウエハテーブルＴＢが水
圧パッド３４によって支持される。このとき、水圧パッド３４とウエハテーブルＴＢとの
間の水の圧力は、上側の水圧パッド３２に対する予圧力（与圧力）として作用する。すな
わち、ウエハテーブルＴＢは、常に一定の力で下方から押圧されている。
【００９８】
　このとき、主制御装置２０は、水圧パッド３２に対する給水量が、排水溝７２から排水
される量より僅かに多くなるように、バルブ群８６ａ，８６ｂの各バルブの開度、液体供
給装置８８から供給される水の圧力、液体回収装置９２が各配水管７６の内部に生じさせ
る負圧などを設定している。このため、水圧パッド３２に供給され、排水溝７２から排水
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されなかった残りの水は、水圧パッド３２の軸受面とウエハＷとの間の空間（ＳＩＬ２２
下の空間を含む）を満たした後、排水溝６８に形成された各貫通孔８２，排水管８４を介
して外部に排水される。
【００９９】
　ここで、排水溝６８は、大気開放された受動的な排水溝となっているので、ＳＩＬ２２
とウエハＷとの間に存在する水は大気開放された状態になっている。従って、ＳＩＬ２２
には、殆ど水圧がかからず、ストレス（応力）が発生しない。
【０１００】
　この一方、給水溝７０内部近傍の水は、高い圧力（陽圧）がかかっており、高い負荷容
量と剛性を水圧パッド３２に与えている。また、水圧パッド３２とウエハＷ表面との間に
は、常時一定量の水が送り込まれ、この送り込まれた水のうちの一部の一定量の水が液体
回収装置９２によって常時回収されている。この結果、水圧パッド３２の軸受面とウエハ
Ｗ表面との間の隙間（いわゆる軸受け隙間）が一定に維持されている。
【０１０１】
　従って、本実施形態では、ウエハテーブルＴＢ及び該ウエハテーブルＴＢ上に載置され
たウエハＷのＳＩＬ２２の周辺領域部分は、水圧パッド３２、３４によって上下から狭持
された状態で、かつ高い剛性で支持されている。
【０１０２】
　そして、ウエハテーブルＴＢが、所定方向、例えば図５中に矢印Ｃで示される方向に移
動する際には、ＳＩＬ２２の下方に同図に矢印Ｆで示されるような水の流れが生じる。こ
の矢印Ｆで示される流れは、非圧縮性の粘性流体であり、かつニュートンの粘性の法則が
成り立つニュートン流体である水が、ウエハＷ表面とＳＩＬ２２下面との相対変位により
せん断力を受けることに起因して生じる、層流クエット（Ｃｏｕｅｔｔｅ）流れである。
【０１０３】
　本実施形態の露光装置１００では、ウエハテーブルＴＢ及びウエハＷが、水圧パッド３
２、３４によって上述のようにして狭持され、かつ駆動されるとき、例えば後述するウエ
ハテーブルＴＢのショット間ステッピング時及びスキャン露光時などには、その駆動方向
に応じた向きの層流クエット流れが生じるので、ＳＩＬ２２下方の水が入れ替わるように
なっている。
【０１０４】
　上述のようにして構成された本実施形態の露光装置１００では、通常のスキャニング・
ステッパと同様に、不図示のレチクルアライメント系、アライメント検出系ＡＬＧ及び前
述した基準マーク板ＦＭなどを用いた、レチクルアライメント、アライメント検出系ＡＬ
Ｇのベースライン計測、並びにＥＧＡ（エンハンスト・グローバル・アライメント）等の
ウエハアライメントなどの所定の準備作業が行われる。なお、上記のレチクルアライメン
ト、ベースライン計測等の準備作業については、例えば特開平７－１７６４６８号公報及
びこれに対応する米国特許第５，６４６，４１３号に詳細に開示され、これに続くＥＧＡ
については、特開昭６１－４４４２９号公報及びこれに対応する米国特許第４，７８０，
６１７号等に詳細に開示されている。本国際出願で指定した指定国（又は選択した選択国
）の国内法令が許す限りにおいて、上記各公報及びこれらに対応する上記米国特許におけ
る開示を援用して本明細書の記載の一部とする。
【０１０５】
　そして、ウエハアライメントが終了すると、主制御装置２０により、前述した水圧パッ
ド３２、３４に対する給水動作が開始され、前述のようにして、ウエハテーブルＴＢ及び
該ウエハテーブルＴＢ上に載置されたウエハＷが、水圧パッド３２、３４によって高剛性
で狭持される。
【０１０６】
　次いで、主制御装置２０によって、ウエハアライメントの結果に基づいて、ウエハＷ上
の第１番目の区画領域としての第１ショット領域（ファーストショット）の露光のための
加速開始位置に駆動装置５０を介してウエハテーブルＴＢが移動される。
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【０１０７】
　上記の加速開始位置へのウエハＷの移動が終了すると、主制御装置２０が、レチクルス
テージ駆動部１１及び駆動装置５０の第１駆動機構（Ｙ軸リニアモータ６４Ａ，６４Ｂ及
びボイスコイルモータ６６Ａ，６６Ｂ）を介してレチクルステージＲＳＴとウエハテーブ
ルＴＢとのＹ軸方向の相対走査を開始する。そして、レチクルステージＲＳＴとウエハテ
ーブルＴＢとが、それぞれの目標走査速度に達し、等速同期状態に達すると、照明系１０
からの照明光（紫外パルス光）ＩＬによってレチクルＲのパターン領域が照明され始め、
走査露光が開始される。上記の相対走査は、主制御装置２０が前述したエンコーダ９６、
並びにレチクル干渉計１６の計測値をモニタしつつ、レチクルステージ駆動部１１及び上
記第１駆動機構を制御することにより行われる。
【０１０８】
　主制御装置２０は、特に上記の走査露光時には、レチクルステージＲＳＴのＹ軸方向の
移動速度ＶｒとウエハテーブルＴＢのＹ軸方向の移動速度Ｖｗとが、投影光学系ＰＬの投
影倍率に応じた速度比に維持されるように同期制御を行う。
【０１０９】
　そして、レチクルＲのパターン領域の異なる領域が紫外パルス光で逐次照明され、パタ
ーン領域全面に対する照明が完了することにより、ウエハＷ上のファーストショットの走
査露光が終了する。これにより、レチクルＲのパターンが投影光学系ＰＬを介してファー
ストショットに縮小転写される。
【０１１０】
　このようにして、ウエハＷ上のファーストショットに対する走査露光が終了すると、主
制御装置２０により、駆動装置５０の第２駆動機構（Ｘ軸リニアモータ５８Ａ，５８Ｂ）
を介してウエハテーブルＴＢが例えばＸ軸方向にステップ移動され、ウエハＷ上のセカン
ドショット（第２番目の区画領域としてのショット領域）の露光のための加速開始位置に
移動される。次に、主制御装置２０の管理の下、ウエハＷ上のセカンドショットに対して
前述と同様の走査露光が行われる。
【０１１１】
　このようにして、ウエハＷ上のショット領域の走査露光とショット領域間のステッピン
グ動作とが繰り返し行われ、ウエハＷ上の複数の区画領域としてのショット領域にレチク
ルＲの回路パターンが順次転写される。
【０１１２】
　ここで、上記のウエハテーブルＴＢのショット間ステッピング時及びスキャン露光時な
どには、ウエハテーブルＴＢのその駆動方向に応じた向きの前述した層流クエット流れが
生じるので、ＳＩＬ２２下方の水が常時入れ替わる。従って、露光装置１００では、新鮮
で温度の安定した水を常に用いて液浸露光が行われるようになっている。
【０１１３】
　また、例えば、ウエハＷ上の周辺ショット領域を露光する場合などには、水圧パッド３
２の軸受面の少なくとも一部が、ウエハＷから外れることがあるが、ウエハテーブルＴＢ
上には、ウエハＷの周辺に前述の補助プレート２４が設けられているので、水圧パッド３
２の軸受面の全域が、ウエハＷ又は補助プレートのいずれかに対向した状態が維持される
。この場合、前述のように、補助プレート２４の上方に水圧パッド３２が位置する状態で
は、水圧パッド３２の陽圧と負圧とのバランスにより、補助プレート２４の上面がウエハ
Ｗ上面と一致する高さまで上昇するようになっていることから、水圧パッド３２に供給さ
れた水を、水圧パッド３２と補助プレート２４又はウエハＷとで狭持することができるの
で、水の漏出を防ぐことができる。
【０１１４】
　これまでの説明から明らかなように、本実施形態では、水圧パッド３２、液体供給装置
８８、液体回収装置９２及びこれらに接続された給排水系（具体的には、排水管７６、給
水管８０、排水管８４、バルブ群８６ａ、８６ｂ、供給管路９０及び排水路９４）によっ
て、液体軸受装置が構成されている。
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【０１１５】
　以上詳細に説明したように、本実施形態の露光装置１００によると、上記の液体静圧軸
受装置によって、水圧パッド３２の軸受面とウエハテーブルＴＢ上に載置されたウエハＷ
の表面との投影光学系ＰＬの光軸ＡＸ方向（Ｚ軸方向）に関する間隔が、所定寸法（例え
ば１０μｍ程度）に維持される。また、ウエハテーブルＴＢの裏面側には、水圧パッド３
２に対向して流体静圧軸受としての水圧パッド３４が配置され、該水圧パッド３４によっ
てウエハテーブルＴＢの裏面に対向する軸受面とウエハテーブルとの間に水を供給して該
水の静圧によりその軸受面とウエハテーブルＴＢの裏面との隙間が維持されている。この
結果、ウエハテーブルＴＢと該ウエハテーブルＴＢ上のウエハＷとが、水圧パッド３２と
水圧パッド３４とによって、上下から狭持される。この場合、水圧パッド３２、３４それ
ぞれの軸受面とウエハＷ又はウエハテーブルＴＢとの間隔を、例えば１０μｍ程度以下に
安定してかつ一定に保つことができる。水圧パッドなどの液体静圧軸受は、気体静圧軸受
とは異なり、軸受面と支持対象物（ウエハＷ又はウエハテーブルＴＢ）との間の非圧縮性
流体である水（液体）の静圧を利用するので、軸受の剛性が高く、軸受面と支持対象物と
の間隔を、安定してかつ一定に保つことができる。また、水（液体）は気体（例えば空気
）に比べて、粘性が高く、液体は振動減衰性が気体に比べて良好である。この結果、ウエ
ハテーブルＴＢ及びウエハＷは、その移動時に少なくとも露光領域及びその近傍の部分で
は、Ｚ軸方向（光軸ＡＸ方向）の位置ずれが生じないようになっている。
【０１１６】
　従って、本実施形態の露光装置１００によると、フォーカスセンサなどの焦点位置検出
系を特に設けなくても、ウエハテーブルＴＢの移動に起因するデフォーカスの発生をほぼ
確実に防止した状態で、レチクルＲのパターンをウエハＷ上の複数のショット領域に転写
することが可能となる。
【０１１７】
　また、本実施形態の露光装置１００では、ウエハテーブルＴＢ及びウエハＷが、ウエハ
Ｗ上へのパターンの投影領域（露光領域）が含まれるＳＩＬ２２の周囲の帯状の領域（水
圧パッド３２，３４の軸受面に対応する領域）部分で、水圧パッド３２、３４によって高
剛性で狭持されるので、ウエハテーブルＴＢ自体の剛性はそれほど高くなくても良くなる
。この結果、ウエハテーブルＴＢを薄くすることができ、その分ウエハテーブルＴＢの軽
量化、ひいてはその位置制御性の向上が可能である。例えば、ウエハテーブルＴＢの厚さ
を、従来の１／４程度以下に設定することも可能である。すなわち、ウエハテーブルＴＢ
の厚さは、１０ｍｍ程度以下に設定することができる。
【０１１８】
　また、本実施形態の露光装置１００では、投影光学系ＰＬの最も像面側の光学部材であ
るＳＩＬ２２の下面とウエハＷ表面との間に、空気に比べて屈折率が高い水（高屈折率流
体）が常に存在する状態で、レチクルＲのパターン領域、投影光学系ＰＬ及び水を介して
照明光ＩＬによりウエハＷが露光される。すなわち、液浸露光が行われ、ウエハＷ表面に
おける照明光ＩＬの波長を空気中における波長の１／ｎ倍（ｎは液体の屈折率、水の場合
ｎは１．４）に短波長化でき、更に実効的な焦点深度は空気中に比べて約ｎ倍に広がる。
従って、解像度の高い露光が可能になる。なお、空気中で使用する場合と同程度の焦点深
度が確保できれば良い場合には、投影光学系ＰＬの開口数（ＮＡ）をより増加させること
ができ、この点でも解像度が向上する。
【０１１９】
　また、実効的な焦点深度が空気中に比べて約ｎ倍に広がることは、デフォーカスの発生
を抑制できるという効果もある。
【０１２０】
　また、本実施形態の露光装置１００では、走査露光中などには、前述の如く、水圧パッ
ド３２に供給される水は、常時入れ替えられているので、ウエハＷ上に異物が付着してい
る場合には、その異物が水の流れにより除去される。
【０１２１】
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　また、本実施形態の露光装置１００によると、ウエハＷの周辺部のショット領域を露光
する際、あるいは露光終了後にウエハテーブルＴＢ上のウエハを交換する際などに、投影
光学系ＰＬ（ＳＩＬ２２）とウエハＷとの間に水を保持した状態で、投影光学系ＰＬがウ
エハＷから外れる位置にウエハテーブルＴＢが移動した場合でも、投影光学系ＰＬと補助
プレート２４との間に水を保持することができ、その水の流出を防止することが可能とな
る。これにより、水の流出に起因する種々の不都合の発生を回避することができる。また
、補助プレート２４とウエハＷとの隙間は３ｍｍ以下に設定されているので、ウエハＷが
投影光学系ＰＬの下方にある状態からウエハＷが投影光学系ＰＬから外れる位置にウエハ
テーブルＴＢが移動する場合などに、その移動の途中でウエハＷと補助プレート２４との
間の隙間に水が流出するのが、その水の表面張力により防止される。
【０１２２】
　従って、本実施形態の露光装置１００によると、上述したような種々の効果により、レ
チクルＲのパターンをウエハＷ上の複数のショット領域のそれぞれに極めて精度良く転写
することが可能になる。また、空気中に比べて広い焦点深度での露光を行うことも可能に
なる。
【０１２３】
　また、本実施形態の露光装置１００では、投影光学系ＰＬの最も像面側の光学部材であ
るＳＩＬ２２の下面が、水圧パッド３２の軸受面とほぼ一致しているので、ＳＩＬ２２と
ウエハＷ表面との間隔は、水圧パッド３２の軸受面とウエハＷとの間隔である、１０μｍ
程度となり、液浸露光用に供給する液体（水）の使用量が少なくなるとともに、液浸露光
の終了後に水の回収を速やかに行うことができ、これにより、その回収後のウエハＷの乾
燥が容易となる。
【０１２４】
　また、水の層の厚みが極めて小さいので、その水による照明光ＩＬの吸収が小さく、更
には、水の温度分布の不均一性に起因する光学収差を抑制することができる。
【０１２５】
　なお、上記実施形態では、ウエハテーブルＴＢ及びウエハＷを、上下から水圧パッド３
２、３４によって高剛性で狭持する場合について説明したが、特にウエハテーブルＴＢ下
方の水圧パッド３４は、主として、上側の水圧パッド３２に対し、一定の予圧（与圧）を
付与することを目的とするので、ウエハテーブルＴＢの裏面に対し、一定の上向きの力を
付与できるのであれば、必ずしも設けなくても良い。あるいは、水圧パッド３４に代えて
、他の種類の流体軸受、例えば加圧気体の静圧を利用する気体静圧軸受のうち、軸受剛性
の高い種類、例えば真空予圧型のエアベアリング等を用いることも可能である。
【０１２６】
　また、上記実施形態では、水圧パッド３２に供給された水の一部を液浸露光用の水とし
て用いる場合について説明したが、本発明がこれに限定されるものではなく、水圧パッド
３２に対する水の供給経路とは、全く独立の供給経路を介して液浸露光用の液体を投影光
学系ＰＬとウエハＷとの間の空間に供給するようにしても構わない。
【０１２７】
　さらに、上記実施形態では、本発明が液浸露光を行う露光装置に適用された場合につい
て説明したが、水圧パッドなどの液体静圧軸受を用いてウエハテーブルＴＢなどの移動体
を支持する手法は、液浸露光を行わない露光装置にも好適に適用できる。かかる場合であ
っても、その液体静圧軸受によって、その軸受面と基板（ウエハ）の表面との投影光学系
の光軸方向に関する間隔が、所定寸法（例えば１０μｍ程度）に維持される。液体静圧軸
受は、気体静圧軸受とは異なり、軸受面と支持対象物（基板）との間の非圧縮性流体であ
る液体の静圧を利用するので、軸受の剛性が高く、軸受面と基板との間隔を、安定してか
つ一定に保つことができる。また、液体（例えば純水）は気体（例えば空気）に比べて、
粘性が高く、液体は振動減衰性が気体に比べて良好である。従って、本発明の露光装置に
よれば、焦点位置検出系などを必ずしも設けることなく、デフォーカスの殆どない基板上
へのパターンの転写を実現することができる。
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【０１２８】
　なお、上記実施形態では、ドーナツ状の水圧パッド３２，３４を、ウエハテーブルＴＢ
上のウエハＷの上側（投影光学系ＰＬの像面側）、ウエハテーブルＴＢの下側にそれぞれ
設けた場合について説明したが、これに限らず、露光領域（レチクルパターンの投影領域
）を取り囲む矩形（長方形）環状の軸受面を有する液体静圧軸受を、上記の水圧パッド３
２，３４の少なくとも一方に代えて設けても良い。
【０１２９】
　また、水圧パッド３２に代えて、複数の小型の水圧パッドを、露光領域（レチクルパタ
ーンの投影領域）を取り囲む状態で、投影光学系ＰＬの下端部近傍に取り付けても良い。
同様に、水圧パッド３４に代えて、複数の小型の流体静圧軸受を、ウエハテーブルＴＢの
裏面側の露光領域（レチクルパターンの投影領域）を取り囲む領域に対応する領域に対向
して配置しても良い。あるいは、水圧パッド３２に代えて設けられる１又は２以上の水圧
パッドを投影光学系ＰＬの像面側に投影光学系ＰＬとの位置関係を維持した状態で配置し
ても良い。
【０１３０】
　なお、上記実施形態では、焦点位置検出系（フォーカスセンサ）を特に設けないものと
したが、フォーカスセンサが必要な場合には、少なくとも１つの計測点でウエハＷ表面と
の間の間隔を計測するギャップセンサを水圧パッド３２に取り付け、そのギャップセンサ
の計測値に応じて水圧パッド３２に接続された排気管７６の内部に生じさせる負圧を、液
体回収装置（又は主制御装置２０）が調整することにより、ウエハＷ表面のＺ軸方向の位
置（フォーカス）を調整することとしても良い。この場合のギャップセンサとしては、水
圧パッド３２の一部にダイヤフラムを取り付け、そのダイヤフラムに作用する水の圧力と
大気圧との差を計測し、その差を距離に換算する、圧力センサを用いることができる。あ
るいは静電容量センサなどを用いることもできる。また、例えば投影光学系ＰＬの少なく
とも一部の光学素子を介して、ウエハＷに検出光を照射するとともに、その反射光を受光
して、投影光学系ＰＬとウエハＷとの間隔を計測し、その計測値に応じて水圧パッド３２
とウエハＷ表面との間隔を調整するようにしても良い。
【０１３１】
　なお、上記実施形態では、ウエハテーブルＴＢの裏面に形成されたＸＹ２次元スケール
を、光学式（又は磁気式）のエンコーダ９６を用いて読み取ることにより、ウエハテーブ
ルＴＢのＸＹ面内の位置情報を計測することとしたが、本発明がこれに限られるものでは
なく、レーザ干渉計を用いてウエハテーブルＴＢのＸＹ面内の位置情報を計測することと
しても良い。
【０１３２】
　この場合、ウエハテーブルＴＢのＸ軸方向一側の端面（例えば－Ｘ側端面）と、Ｙ軸方
向一側の端面（例えば－Ｙ側端面）を鏡面加工する必要があるが、図２から分かるように
－Ｘ側端面には、Ｙ軸リニアモータ６４ＡのＹ可動子６０Ａが設けられるので、図２の状
態では、＋Ｘ側端面のＹ軸方向全域にわたって鏡面加工をすることができないおそれがあ
る。この場合、図７に示されるように、一方のＹ可動子６０Ａと他方のＹ可動子６０Ｂの
Ｚ軸方向位置を互いにずらすことにより、ウエハテーブルＴＢの＋Ｘ側端面をＹ軸方向全
域にわたって鏡面加工することができる。ここで、Ｙ可動子６０Ａ、６０Ｂをウエハテー
ブルＴＢの重心Ｇに対して点対称な位置に設けることにより、Ｙ軸リニアモータ６４Ａ，
６４Ｂの推力をウエハテーブルＴＢの重心Ｇに作用させることが可能となる。
【０１３３】
　このようにして形成した反射面に対して、干渉計１８（図７では、Ｘ軸方向の計測に用
いられる干渉計のみを図示）からの測長ビームが照射され、干渉計１８では、その反射光
を受光することにより、ウエハテーブルＴＢのＸ軸方向およびＹ軸方向の位置を例えば０
．５～１ｎｍ程度の分解能で計測する。この場合、干渉計としては、測長軸を複数有する
多軸干渉計を用いることができ、この干渉計によって、ウエハテーブルＴＢのＸ、Ｙ位置
の他、回転（ヨーイング（Ｚ軸回りの回転であるθｚ回転）、ローリング（Ｙ軸回りの回
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転であるθｙ回転）及びピッチング（Ｘ軸回りの回転であるθｘ回転））も計測可能とす
ることができる。
【０１３４】
《変形例》
　これまでの説明では、水圧パッド３２が鏡筒４０に固定され、投影光学系ＰＬと水圧パ
ッド３２との位置関係が一定に維持されている場合について説明したが、これに限らず、
例えば、投影光学系ＰＬを構成する最も像面側の光学部材として、図８に示されるような
上下に２分割された分割レンズ（Ｄｉｖｉｄｅｄ Ｌｅｎｓ）を用いることとしても良い
。この図８に示される分割レンズ１５０は、下側の半球状の第１部分レンズ１５２ａと、
その第１部分レンズの外表面（球面の一部）と同一の点を中心とする曲率半径が僅かに大
きな曲率半径の球面をその内面（内表面）として有し、前記第１部分レンズ１５２ａの中
心とは異なる点を中心とする球面を外面（外表面）として有する第２部分レンズ１５２ｂ
とによって構成されている。この場合、第１部分レンズ１５２ａは平凸レンズであり、第
２部分レンズ１５２ｂは、凹メニスカスレンズである。
【０１３５】
　このようにして構成される分割レンズ１５０を、上記実施形態中のＳＩＬ２２に代えて
用いることができる。このとき、第２部分レンズ１５２ｂを、鏡筒４０に一体的に取り付
け、第１部分レンズ１５２ａを、水圧パッド３２にその軸受面と第１部分レンズ１５２ａ
の下面とがほぼ同一面となるように保持させる。そして、第１部分レンズ１５２ａの下方
（ウエハＷとの間）の空間のみならず、第１部分レンズ１５２ａと第２部分レンズ１５２
ｂとの間の隙間にも、液浸用の液体（水など）を満たすようにする。このような構成を採
用すれば、第１部分レンズ１５２ａに作用する水圧によりその第１部分レンズ１５２ａに
必要以上の負荷が掛かる場合に、第１部分レンズ１５２ａが水圧パッド３２とともに上下
に動くことで、第１部分レンズ１５２ａに余計な応力が生じるのを抑制することができ、
その応力に起因にする光学性能の劣化を防止することができる。この場合、上記の第１部
分レンズ１５２ａ及び水圧パッド３２の上下動により、給水溝内の圧力（陽圧）と排水溝
内の圧力（負圧）とが丁度つりあうように設定され、第１部分レンズ１５２ａ下方の水の
層（水膜）の厚さが一定になるとともに、第１部分レンズ１５２ａが上下に動くことで、
光路が変化し、自動的にフォーカス位置が調整されるようになっている。
【０１３６】
　なお、本実施形態においては、分割レンズ１５０は、平凸レンズと凹メニスカスレンズ
に分割されているが、投影光学系ＰＬの瞳面に近い上側の光学素子を平凸レンズとして、
投影光学系ＰＬの像面に近い下側の光学素子を無屈折力の平行平面板としても良い。この
場合、その平行平面版の変動によって、投影光学系ＰＬの像面などの結像特性が変化する
場合には、投影光学系の一部のレンズの移動、レチクルの移動、露光光の波長の微調整の
少なくとも一つを行って、その結像特性の変化を補償するようにしても良い。
【０１３７】
　上記第１の実施形態では、本発明が、ウエハテーブルＴＢ及び該ウエハテーブルを支持
するステージ５２を、各１つ備えた露光装置に適用された場合について説明したが、これ
に限らず、次の第２の実施形態のように、ウエハテーブルＴＢ及びステージを複数、例え
ば２つ備えた露光装置に本発明を適用しても良い。
【０１３８】
《第２の実施形態》
　次に、図９及び図１０に基づいて本発明の第２の実施形態の露光装置について説明する
。図９には、第２の実施形態の露光装置を構成するウエハステージ装置３００の構成が、
平面図にて示されている。ここで、重複説明を避ける観点から、前述の第１の実施形態と
同一の構成部分には、同一の符号を用いるとともに、その説明を省略するものとする。
【０１３９】
　本第２の実施形態の露光装置では、光学ユニットＰＵと、アライメント検出系ＡＬＧと
同様のアライメント検出系ＡＬＧ’とが、Ｙ軸方向に所定距離離れて配置されている。そ
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して、光学ユニットＰＵの下方に、前述の駆動装置５０が配置され、この駆動装置５０を
構成するステージ５２上に搭載されたウエハテーブルＴＢ１上にウエハＷが載置されてい
る。また、アライメント検出系ＡＬＧ’の下方には、ＸＹステージ装置１８０が配置され
ている。このＸＹステージ装置１８０を構成するステージ１７１上にウエハテーブルＴＢ
２が搭載され、該ウエハテーブルＴＢ２上にウエハＷが載置されている。
【０１４０】
　ＸＹステージ装置１８０は、前述したステージ５２の外形と同形状の長方形部材から成
るステージ１７１と、該ステージ１７１をＸ軸方向に駆動するＸ軸リニアモータ１７８と
、該Ｘ軸リニアモータ１７８と一体的にステージ１７１を、Ｙ軸方向に駆動する一対のＹ
軸リニアモータ１７６Ａ，１７６Ｂとを備えている。
【０１４１】
　前記Ｙ軸リニアモータ１７６Ａ，１７６Ｂは、駆動装置５０を構成するＸ固定子５６Ａ
のＸ軸方向の一端及び他端に近接して配置されそれぞれＹ軸方向に延びるＹ固定子（Ｙ軸
リニアガイド）１７２Ａ，１７２Ｂと、これらＹ固定子１７２Ａ，１７２Ｂそれぞれに個
別に係合するＹ可動子（スライダ）１７４Ａ，１７４Ｂとによって構成されている。すな
わち、一方のＹ固定子１７２Ａと一方のＹ可動子１７４Ａとによって、相互間の電磁相互
作用によってＹ可動子１７４ＡをＹ軸方向に駆動する駆動力を発生するＹリニアモータ１
７６Ａが構成され、他方のＹ固定子１７２Ｂと他方のＹ可動子１７４Ｂとによって、相互
間の電磁相互作用によってＹ可動子１７４ＢをＹ軸方向に駆動する駆動力を発生するＹリ
ニアモータ１７６Ｂが構成されている。
【０１４２】
　Ｙ可動子１７４Ａ，１７４Ｂは、前述のＸリニアモータ１７８を構成するＸ軸方向に延
びるＸ固定子（Ｘ軸リニアガイド）の一端と他端とにそれぞれ固定されている。このＸリ
ニアモータ１７８のＸ固定子に対応してステージ１７１にはＸ可動子が設けられており、
そのＸ可動子とＸ固定子１７８とによって構成されるＸリニアモータ１７８によってステ
ージ１７１がＸ軸方向に駆動される。
【０１４３】
　この場合、Ｘリニアモータ１７８によって、ステージ１７１は、Ｘ軸方向に駆動される
とともに、一対のＹリニアモータ１７６Ａ，１７６Ｂによって、Ｘリニアモータ１７８と
一体的にステージ１７１がＹ軸方向に駆動されるようになっている。
【０１４４】
　前記ステージ１７１上面のＸ軸方向の一側と他側の端部には、Ｙ固定子１６２Ａ，１６
２Ｂが、Ｙ軸方向にそれぞれ延設されている。
【０１４５】
　ウエハテーブルＴＢ１、ＴＢ２は、前述したウエハテーブルＴＢと全く同様に構成され
ており、同様に、Ｘ軸方向の一側、他側の端部にＹ可動子６０Ａ及び永久磁石６６Ａ、６
６Ｂ、Ｙ可動子６０Ｂを、それぞれ備えている。
【０１４６】
　この図９のウエハステージ装置３００では、ウエハテーブルＴＢ１に設けられたＹ可動
子６０Ａは、ステージ５２上のＹ固定子６２Ａに係合した状態（図９の状態）で、Ｙ固定
子６２Ａとの間で電磁相互作用を行いＹ軸方向の駆動力を発生するのみならず、ステージ
１７１上のＹ固定子１６２Ａに係合した状態では、そのＹ固定子１６２Ａとの間で電磁相
互作用を行いＹ軸方向の駆動力を発生するようになっている。
【０１４７】
　同様に、ウエハテーブルＴＢ２に設けられたＹ可動子６０Ａは、ステージ１７１上のＹ
固定子１６２Ａに係合した状態（図９の状態）で、Ｙ固定子１６２Ａとの間で電磁相互作
用を行いＹ軸方向の駆動力を発生するのみならず、ステージ５２上のＹ固定子６２Ａに係
合した状態では、そのＹ固定子６２Ａとの間で電磁相互作用を行いＹ軸方向の駆動力を発
生するようになっている。
【０１４８】
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　同様に、ウエハテーブルＴＢ１に設けられたＹ可動子６０Ｂは、ステージ５２上のＹ固
定子６２Ｂに係合した状態（図９の状態）で、Ｙ固定子６２Ｂとの間で電磁相互作用を行
いＹ軸方向の駆動力を発生するのみならず、ステージ１７１上のＹ固定子１６２Ｂに係合
した状態では、そのＹ固定子１６２Ｂとの間で電磁相互作用を行いＹ軸方向の駆動力を発
生するようになっている。
【０１４９】
　同様に、ウエハテーブルＴＢ２に設けられたＹ可動子６０Ｂは、ステージ１７１上のＹ
固定子１６２Ｂに係合した状態（図９の状態）で、Ｙ固定子１６２Ｂとの間で電磁相互作
用を行いＹ軸方向の駆動力を発生するのみならず、ステージ５２上のＹ固定子６２Ｂに係
合した状態では、そのＹ固定子６２Ｂとの間で電磁相互作用を行いＹ軸方向の駆動力を発
生するようになっている。
【０１５０】
　また、ウエハテーブルＴＢ１に設けられた永久磁石６６Ａ，６６Ｂのそれぞれは、Ｙ固
定子６２Ｂにそれぞれ係合した状態（図９の状態）で、ウエハテーブルＴＢ１をステージ
５２上でＸ軸方向に微小駆動するボイスコイルモータを構成するとともに、Ｙ固定子１６
２Ｂにそれぞれ係合した状態では、ウエハテーブルＴＢ１をステージ１７１上でＸ軸方向
に微小駆動するボイスコイルモータを構成する。同様に、ウエハテーブルＴＢ２に設けら
れた永久磁石６６Ａ，６６Ｂのそれぞれは、Ｙ固定子１６２Ｂにそれぞれ係合した状態（
図９の状態）で、ウエハテーブルＴＢ２をステージ１７１上でＸ軸方向に微小駆動するボ
イスコイルモータを構成するとともに、Ｙ固定子６２Ｂにそれぞれ係合した状態では、ウ
エハテーブルＴＢ２をステージ５２上でＸ軸方向に微小駆動するボイスコイルモータを構
成する。
【０１５１】
　ウエハテーブルＴＢ１，ＴＢ２のＸＹ面内の位置は、レーザ干渉計その他の位置計測装
置（不図示）によって計測され、その計測結果が、不図示の主制御装置に送られるように
なっている。また、ウエハステージ装置３００を構成する前述の各モータは、主制御装置
によって制御されるようになっている。
【０１５２】
　その他の部分の構成は、前述した第１の実施形態の露光装置１００と同様に構成されて
いる。
【０１５３】
　このようにして構成された本第２の実施形態の露光装置では、主制御装置の管理の下、
次のような処理シーケンスが行われることとすることができる。
【０１５４】
　すなわち、例えば一方のステージ１７１上にウエハＷを保持したウエハテーブルＴＢ２
（又はＴＢ１）を搭載し、そのウエハテーブルＴＢ２（又はＴＢ１）上のウエハＷに形成
されたアライメントマークの検出動作（例えばＥＧＡ方式のウエハアライメント計測動作
）を、アライメント検出系ＡＬＧ’の下方でウエハテーブルＴＢ２（又はＴＢ１）を２次
元駆動しつつ行うのと並行して、他方のステージ５２上に搭載されたウエハテーブルＴＢ
１（又はＴＢ２）に保持されたウエハＷに対する前述のステップ・アンド・スキャン方式
の露光動作を駆動装置５０によりウエハテーブルＴＢ１（又はＴＢ２）を駆動しつつ行う
。
【０１５５】
　そして、その並行動作の終了後、ステージ１７１をＹ軸リニアモータ１７６Ａ，１７６
Ｂを用いて、ステージ５２に最接近する位置まで移動させるとともに、両ステージ１７１
，５２のＸ軸方向の位置が一致するように両ステージ１７１，５２のＸ軸方向の位置関係
を調整する。
【０１５６】
　次に、露光済みのウエハＷを保持するウエハテーブルＴＢ１（又はＴＢ２）を、そのウ
エハテーブルに設けられたＹ可動子６０Ａ，６０Ｂと、Ｙ固定子６２Ａ，６２Ｂとの電磁
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相互作用により－Ｙ方向に駆動する。これと同時に、上記のマーク検出動作が終了したウ
エハＷを保持するウエハテーブルＴＢ２（又はＴＢ１）を、そのウエハテーブルに設けら
れたＹ可動子６０Ａ，６０Ｂと、Ｙ固定子１６２Ａ，１６２Ｂとの電磁相互作用により、
他方のウエハテーブルと同速度で－Ｙ方向に駆動する。これにより、両ウエハテーブルＴ
Ｂ１，ＴＢ２が相互に最接近した位置関係を保ちながら、－Ｙ方向に移動する。
【０１５７】
　そして、上記のウエハテーブルＴＢ１，ＴＢ２の－Ｙ方向への移動開始から所定時間経
過すると、マーク検出動作が終了したウエハＷを保持するウエハテーブルＴＢ２（又はＴ
Ｂ１）に設けられたＹ可動子６０Ａ，６０Ｂが、Ｙ固定子１６２Ａ，１６２Ｂと、Ｙ固定
子６２Ａ，６２Ｂとに同時に係合する状態となる。図１０には、このときの状態が示され
ている。
【０１５８】
　図１０の状態から、さらにウエハテーブルＴＢ１，ＴＢ２が－Ｙ方向に所定距離進むと
、露光済みのウエハＷを保持するウエハテーブルＴＢ１（又はＴＢ２）に設けられたＹ可
動子６０Ａ，６０Ｂが、Ｙ固定子６２Ａ，６２Ｂから完全に離脱する位置（離脱位置）に
達する。上記の離脱位置にウエハテーブルＴＢ１（又はＴＢ２）が到達する直前に、不図
示のロボットアームがそのウエハテーブルＴＢ１（又はＴＢ２）を受け取り、アライメン
ト検出系ＡＬＧ’近傍のウエハ交換位置に搬送する。
【０１５９】
　このとき、マーク検出動作が終了したウエハＷを保持するウエハテーブルＴＢ２（又は
ＴＢ１）は、光学ユニットＰＵの下端に設けられた水圧パッド３２の下方に達しており、
その後、このウエハテーブルは、その全体がステージ５２上に搭載される位置まで進む。
これにより、ステージ５２上では、ウエハテーブルの交換が終了する。
【０１６０】
　このように、本第２の実施形態では、露光済みのウエハＷを保持したウエハテーブルの
ステージ５２上での－Ｙ方向への移動及びロボットアームに対する受け渡しと、マーク検
出動作が終了したウエハＷを保持するウエハテーブルのステージ１７１からステージ５２
への移動とが、並行して行われる結果、水圧パッド３２の下方及び投影光学系ＰＬ直下、
すなわち投影光学系ＰＬを構成する最も像面側の光学部材（ＳＩＬ２２又は前述の第１分
割レンズ１５１ａなど）の下方には、常にいずれかのウエハテーブルが存在し、そのウエ
ハテーブル上のウエハ又は補助プレート２４との間に液浸領域が形成された状態が維持さ
れ、投影光学系ＰＬ、すなわち投影光学系ＰＬを構成する最も像面側の光学部材とウエハ
又は補助プレート２４との間に液体（水）を保持することができ、その液体（水）の流出
を防止することが可能となる。
【０１６１】
　また、本第２の実施形態では、一方のウエハテーブル上のウエハに対する露光動作と、
他方のウエハテーブル上のウエハに対するマーク検出動作（及びウエハ交換動作）とが、
並行して行われるので、ウエハ交換、マーク検出動作、及び露光がシーケンシャルに行わ
れる場合に比べてスループットの向上が可能である。ここで、ウエハテーブルを２以上備
える場合には、一のウエハテーブル上で露光を行っている間に、他のウエハテーブル上で
ウエハを完全に乾燥させる時間を設けることとしても良い。このような場合には、スルー
プットの最適化を図るため、３つのウエハテーブルを用意し、１つ目のウエハテーブルで
は露光動作を行い、２つ目のウエハテーブルではアライメント動作を行い、３つ目のウエ
ハテーブルでは露光後のウエハ乾燥及びウエハ交換動作を行うという並行処理シーケンス
を実行することが望ましい。
【０１６２】
　なお、本第２の実施形態では、マーク検出動作（例えばＥＧＡ方式のウエハアライメン
ト計測）の結果得られたウエハＷ上の複数のショット領域の位置情報（配列座標）は、基
準マーク板ＦＭ上の基準マークを基準とする情報に換算しておくことが望ましい。このよ
うにすると、そのアライメント計測が終了したウエハがステージ５２上に移動した際に、
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不図示のレチクルアライメント系を用いてレチクル上のマークと基準マーク板ＦＭ上の基
準マークとの相対位置を計測することで、仮にウエハテーブルの移動中に、連続的な位置
情報の検出が困難な場合であっても、レチクルとウエハＷ上の各ショット領域の相対位置
を所望の関係に高精度に調整することができる。
【０１６３】
　また、複数のテーブルを備えた露光装置として、例えば特開平１０－１６３０９９号及
び特開平１０－２１４７８３号公報（対応米国特許第６，３４１，００７号、第６，４０
０，４４１号、第６，５４９，２６９号及び第６，５９０，６３４号）、特表２０００－
５０５９５８号公報（対応米国特許第５，９６９，４４１号）あるいは米国特許６，２０
８，４０７号に開示されている露光装置にも本発明を適用することができる。
【０１６４】
　また複数のテーブルを備えた露光装置として、例えば特開平１１－１３５４００号公報
（対応国際公開ＷＯ９９／２３６９２号公報）に開示されている露光装置にも本発明を適
用することができる。
【０１６５】
　なお、本国際出願で指定した指定国（又は選択した選択国）の国内法令が許す限りにお
いて、上記各公報及び各米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。
【０１６６】
　なお、水圧パッド３２の構成については、上記各実施形態で説明した構成に限らず、図
１１（Ａ）に示される水圧パッド３２’のような構成を採用することもできる。すなわち
、前記排水溝６８、給水溝７０、排水溝７２を隔壁にてほぼ等角度間隔で仕切ることとし
ても良い（以下、隔壁に囲まれた部分を「セル」と呼ぶものとし、排水溝６８、７２に形
成されたセルを「排水用セル」、給水溝７０に形成されたセルを「給水用セル」と呼ぶも
のとする）。
【０１６７】
　前記排水用セルの内部底面には、図１１（Ａ）の紙面直交方向（Ｚ軸方向）に貫通する
貫通孔７４がそれぞれ形成され、給水溝７０に形成された給水用セルの内部底面には、貫
通孔７８がそれぞれ形成され、排水溝６８に形成された排水用セルの内部底面には、貫通
孔８２がそれぞれ形成されている。
【０１６８】
　このように、給水溝及び排水溝を隔壁で仕切り、セルを形成することで、ウエハのエッ
ジ部分に給水パッド３２がかかった際に、エッジ部分に対応するセルの圧力変化が生じる
場合であっても、該圧力変化の影響がその他のセルに及ばないようにすることができる。
【０１６９】
　なお、貫通孔７８，８２，７４に接続される給水管８０、排水管８４，７６のそれぞれ
に、図１１（Ｂ）に示されるような、絞り７９を設けることとしても良い。この場合にお
いても、絞り７９により、一部のセルがウエハのエッジ部分にかかった際に、当該セルに
おける圧力が変化しても、その圧力変化がその他のセルに与える影響を極力抑制すること
ができる。
【０１７０】
　また、下側の水圧パッド３４に、図１１（Ａ）のような構成を採用しても良いし、図１
１（Ｂ）に示すような絞りを、水圧パッド３４に接続された給水管や配水管に設けること
としても良い。
【０１７１】
　なお、上記各実施形態においては、投影光学系ＰＬの最も像面側（ウエハＷ側）の光学
素子として、ソリッドイマージョンレンズＳＩＬを採用しているが、ソリッドイマージョ
ンレンズＳＩＬの替わりに石英や蛍石から形成されているレンズ素子を用いてもよいし、
無屈折力の平行平面板を用いてもよい。
【０１７２】
　また上述の実施形態においては、補助プレート２４とテーブルＴＢ（ＴＢ１，ＴＢ２）
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との間に弾性体２５が配置されているが、水圧パッド３２とそれに対向する面（ウエハＷ
表面、補助プレート２４上面）とのギャップを一定に保つことができれば、弾性対２５を
省いてもよい。
【０１７３】
　なお、上記各実施形態では、液体として超純水（水）を用いるものとしたが、本発明が
これに限定されないことは勿論である。液体としては、化学的に安定で、照明光ＩＬの透
過率が高く安全な液体、例えばフッ素系不活性液体を使用しても良い。このフッ素系不活
性液体としては、例えばフロリナート（米国スリーエム社の商品名）が使用できる。この
フッ素系不活性液体は冷却効果の点でも優れている。また、液体として、照明光ＩＬに対
する透過性があってできるだけ屈折率が高く、また、投影光学系やウエハ表面に塗布され
ているフォトレジストに対して安定なもの（例えばセダー油等）を使用することもできる
。
【０１７４】
　また、上記各実施形態では、水圧パッド（又はＳＩＬ２２下方）に液体を供給する経路
と、水圧パッドから液体を回収する経路とが別々である場合について説明したが、水圧パ
ッド（又はＳＩＬ２２下方）から回収された液体を再度水圧パッド（又はＳＩＬ２２下方
）に供給する循環経路と液体給排装置との組み合わせを採用しても良い。この場合は回収
された液体から不純物を除去するフィルタをその循環経路のうち、回収側の一部に設けて
おくことが望ましい。
【０１７５】
　なお、上記各実施形態では、ウエハテーブルのウエハＷが載置される領域の周囲に補助
プレートが設けられるものとしたが、本発明の中には、露光装置は、補助プレートあるい
はそれと同等の機能を有する平面板を必ずしもテーブル上に設けなくても良いものもある
。但し、この場合には、供給される液体がウエハテーブル上から溢れないように、そのウ
エハテーブル上に液体を回収する配管を更に設けておくことが望ましい。
【０１７６】
　なお、上記各実施形態では、ウエハ表面に局所的な凹凸がある場合には、ウエハ表面（
露光面）と像面とにずれが生じる可能性もある。従って、ウエハ表面に局所的な凹凸があ
ることが予想される場合には、露光に先立って、ウエハ表面の凹凸情報を記憶しておき、
露光中は、その凹凸情報に基づいて、投影光学系の一部のレンズの移動、レチクルの移動
、露光光の波長の微調整の少なくとも一つを行って、像面の位置や形状の調整を行うよう
にすれば良い。
【０１７７】
　なお、上記各実施形態では、照明光ＩＬとしてＡｒＦエキシマレーザ光又はＫｒＦエキ
シマレーザ光などの遠紫外光、あるいは超高圧水銀ランプからの紫外域の輝線（ｇ線、ｉ
線等）を用いるものとしたが、これに限らず、例えば、照明光ＩＬとして、ＤＦＢ半導体
レーザ又はファイバーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長レーザ光を、
例えばエルビウム（Ｅｒ）（又はエルビウムとイッテルビウム（Ｙｂ）の両方）がドープ
されたファイバーアンプで増幅し、非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調波
（例えば、波長１９３ｎｍ）を用いても良い。
【０１７８】
　また、投影光学系ＰＬは、屈折系に限らず、カタディオプトリック系（反射屈折系）で
あっても良い。また、その投影倍率も１／４倍、１／５倍などに限らず、１／１０倍など
であっても良い。
【０１７９】
　なお、上記各実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式等の走査型露光装置に本
発明が適用された場合について説明したが、本発明の適用範囲がこれに限定されないこと
は勿論である。すなわちステップ・アンド・リピート方式の縮小投影露光装置にも本発明
は好適に適用できる。この場合、露光が走査露光方式で行われる点を除き、基本的には前
述した第１の実施形態と同等の構成を用いることができ、同等の効果を得ることができる
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。
【０１８０】
　なお、複数のレンズから構成される照明光学系、光学ユニットＰＵ、水圧パッド３２，
３４等を露光装置本体に組み込み、更に、水圧パッド３２，３４等に対する配管を行う。
その後、光学調整をするとともに、多数の機械部品からなるレチクルステージやウエハス
テージを露光装置本体に取り付けて配線や配管を接続し、更に総合調整（電気調整、動作
確認等）をすることにより、上記各実施形態の露光装置を製造することができる。なお、
露光装置の製造は温度及びクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望まし
い。
【０１８１】
　また、上記各実施形態では、本発明が半導体製造用の露光装置に適用された場合につい
て説明したが、これに限らず、例えば、角型のガラスプレートに液晶表示素子パターンを
転写する液晶用の露光装置や、薄膜磁気ヘッド、撮像素子、マイクロマシン、有機ＥＬ、
ＤＮＡチップなどを製造するための露光装置などにも本発明は広く適用できる。
【０１８２】
　また、半導体素子などのマイクロデバイスだけでなく、光露光装置、ＥＵＶ露光装置、
Ｘ線露光装置、及び電子線露光装置などで使用されるレチクル又はマスクを製造するため
に、ガラス基板又はシリコンウエハなどに回路パターンを転写する露光装置にも本発明を
適用できる。ここで、ＤＵＶ（遠紫外）光やＶＵＶ（真空紫外）光などを用いる露光装置
では一般的に透過型レチクルが用いられ、レチクル基板としては石英ガラス、フッ素がド
ープされた石英ガラス、螢石、フッ化マグネシウム、又は水晶などが用いられる。
【０１８３】
《デバイス製造方法》
　次に上述した露光装置をリソグラフィ工程で使用したデバイスの製造方法の実施形態に
ついて説明する。
【０１８４】
　図１２には、デバイス（ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶パネル、ＣＣＤ、薄膜磁
気ヘッド、マイクロマシン等）の製造例のフローチャートが示されている。図１２に示さ
れるように、まず、ステップ２０１（設計ステップ）において、デバイスの機能・性能設
計（例えば、半導体デバイスの回路設計等）を行い、その機能を実現するためのパターン
設計を行う。引き続き、ステップ２０２（マスク製作ステップ）において、設計した回路
パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ２０３（ウエハ製造ステップ）に
おいて、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。
【０１８５】
　次に、ステップ２０４（ウエハ処理ステップ）において、ステップ２０１～ステップ２
０３で用意したマスクとウエハを使用して、後述するように、リソグラフィ技術等によっ
てウエハ上に実際の回路等を形成する。次いで、ステップ２０５（デバイス組立てステッ
プ）において、ステップ２０４で処理されたウエハを用いてデバイス組立てを行う。この
ステップ２０５には、ダイシング工程、ボンディング工程、及びパッケージング工程（チ
ップ封入）等の工程が必要に応じて含まれる。
【０１８６】
　最後に、ステップ２０６（検査ステップ）において、ステップ２０５で作成されたデバ
イスの動作確認テスト、耐久テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが
完成し、これが出荷される。
【０１８７】
　図１３には、半導体デバイスにおける、上記ステップ２０４の詳細なフロー例が示され
ている。図１３において、ステップ２１１（酸化ステップ）においてはウエハの表面を酸
化させる。ステップ２１２（ＣＶＤステップ）においてはウエハ表面に絶縁膜を形成する
。ステップ２１３（電極形成ステップ）においてはウエハ上に電極を蒸着によって形成す
る。ステップ２１４（イオン打ち込みステップ）においてはウエハにイオンを打ち込む。
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以上のステップ２１１～ステップ２１４それぞれは、ウエハ処理の各段階の前処理工程を
構成しており、各段階において必要な処理に応じて選択されて実行される。
【０１８８】
　ウエハプロセスの各段階において、上述の前処理工程が終了すると、以下のようにして
後処理工程が実行される。この後処理工程では、まず、ステップ２１５（レジスト形成ス
テップ）において、ウエハに感光剤を塗布する。引き続き、ステップ２１６（露光ステッ
プ）において、上で説明したリソグラフィシステム（露光装置）及び露光方法によってマ
スクの回路パターンをウエハに転写する。次に、ステップ２１７（現像ステップ）におい
ては露光されたウエハを現像し、ステップ２１８（エッチングステップ）において、レジ
ストが残存している部分以外の部分の露出部材をエッチングにより取り去る。そして、ス
テップ２１９（レジスト除去ステップ）において、エッチングが済んで不要となったレジ
ストを取り除く。
【０１８９】
　これらの前処理工程と後処理工程とを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回
路パターンが形成される。
【０１９０】
　以上説明した本実施形態のデバイス製造方法を用いれば、露光工程（ステップ２１６）
において上記各実施形態の露光装置が用いられるので、精度良くレチクルのパターンをウ
エハ上に転写することができる。この結果、高集積度のマイクロデバイスの生産性（歩留
まりを含む）を向上させることが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【０１９１】
　以上説明したように、本発明の露光装置は、基板上へのパターンの転写に適している。
また、本発明のデバイス製造方法は、マイクロデバイスの製造に適している。
【符号の説明】
【０１９２】
　１０…照明系、２０…主制御装置、１００…露光装置、ＰＵ…光学ユニット、ＴＢ…ウ
エハテーブル、Ｗ…ウエハ
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