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目主

技術分野

０００1 本発明は、某板を露光する露光装置、露光方法及びデバイス製造方法に関する。

背景技術

０００2 フオトリソグラフィ工程で用いられる露光装置において、下記特許文献 、2 に開示さ

れているょぅな、液体を介して某板を露光する液浸露光装置が知られている。また、

下記特許文献3～8 に開示されているょぅな、某板を保持する某板ステージを複数備

えたマルチステージ型げインステージ型 の露光装置が知られている。

特許文献 1 : 特開2 ００4 2 6 号公報

特許文献2 : 特開2 ００4 2 8 号公報

特許文献3 : 特表 2 ０００ 7 ０4 号公報

特許文献4 : 特開2 ０００ ０4 号公報

特許文献5 : 特開2 ０００ ０5958 号公報

特許文献6 : 特表 2 ００ 3267 号公報

特許文献7 : 特開2 ００2 5 8 6 8 号公報

特許文献8 : 国際公開2 ００5 ０7 4 ０ 4 号パンフレソト

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 液浸露光装置において、例えば某板交換時等、某板ステージが投影光学系から

離れる毎に液体を全て回収する場合、露光装置のスループットが低下する可能性が

ある。また、液体が全て回収され、投影光学系の光射出面がウェットな状態からドライ

な状態になると、液体の気化に起因して、投影光学系の光射出面に液体の付着跡 (

ウオーターマー列が形成されたり、温度変化が生じたりし、露光精度が劣化する可能

性がある。そのため、投影光学系の光射出面を常に液体で濡らしておくことが望まし

０００4 マルチステージ型の露光装置において、従来のょぅに、投影光学系の光射出面と



対向するよぅにキャップ部材 (シャッタ部材 )を保持することによって、投影光学系の光

射出面を常に液体で濡らそぅとする場合、キャップ部材が落下したり、キャップ部材上

の液体が洞出する等の不具合が発生する可能性が存在することは否めない。また、

某板ステージとのキャップ部材の受け渡し動作によって、露光装置のスループットが

低下する可能性がある。そのため、マルチステージ型の露光装置に液浸法を適用し

た場合においても、投影光学系の光射出面を常に液体で濡らして、某板を効率良く

良好に露光できる技術の案出が望まれる。

０００5 本発明はこのよぅな事情に鑑みてなされたものであって、露光装置に液浸法を適用

した場合において、某板を効率良く良好に露光できる露光装置及び露光方法、並び

にその露光装置及び露光方法を用いるデバイス製造方法を提供することを目的とす

る。

課題を解決するための手段

０００6 上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以

下の構成を採用している。但し、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に

過ぎず、各要素を限定するものではない。

０００7 本発明の第 の態様に従えば、某板 (P) に露光ビーム ( )を照射して某板 (P)を

露光する露光装置であって、露光ビーム ( )を射出する第 光学部材 (8) と、第

光学部材 (8) の光射出側で移動可能な第 移動体 ( ) と、第 移動体 ( ) に設けられ

、位置計測用の計測ビーム ( )が照射される斜面 ( S，)を有する計測部材 ( ，)
と、第 移動体 ( ) に設けられ、第 移動体 ( )から計測部材 ( ，) よりも外側に張り

出す端面 (8 )を有し、計測ビーム ( )を透過可能な透過領城 (8 S ) を有する

透過部材 (8 ) と、を備えた露光装置 ( X)が提供される。

０００8 本発明の第 の態様によれば、某板を効率良く良好に露光できる。

０００9 本発明の第2の態様に従えば、某板 (P) に露光ビーム ( )を照射して某板 (P)を

露光する露光装置であって、露光ビーム ( )を射出する第 光学部材 (8) と、第

光学部材 (8) の光射出側で移動可能な第 移動体 ( ) と、第 移動体 ( ) に設けられ

、位置計測用の計測ビーム ( )が照射される斜面 ( S，)を有する計測部材 ( ，)
と、第 移動体 ( ) に設けられ、第 移動体 ( ) に対して移動可能に支持され、計測



部材 ( ，) の斜面 ( S，) に対して所定の位置関係て配置される端面 (8 )を有す

る移動部材 (8 ) と、移動部材 (8 ) の端面 (8 )か第 移動体 ( )から計側部材 (

，) よりも外側に張り出す第 の位置、及ひ少なくとも計側部材 ( ，) の斜面 ( S，)
からの計側ヒ一ム ( )の進行を妨けない第2の位置のそれそれの位置に核移動部

材 (8 )を移動可能な駆動装置 (3０ ００ ０ 、5等) と、を備えた露光装置 ( X)

か提供される。

００1０ 本発明の第2の態様によれは、墓板を効率良く良好に露光てきる。

００11 本発明の第3の態様に従えは、某板 (P)に露光ヒ一ム ( )を照射して某板 (P)を

露光する露光装置てあって、露光ヒ一ム ( )を射出する光学部材 (8) と、光学部材

(8) の光射出側て移動可能な第 移動体 ( ) と、第 移動体 ( ) に設けられて露光ヒ

一ムを検出する検出器 (乃と、第 移動体に設けられた透過板てあって、第 移動体

の位置計側用の計側ヒ一ムを透過する第 透過領城 (8 S ) と、検出器への検出光

を透過する第2透過領城 (8 SS) を有する透過板と、を備えた露光装置か提供され

る。

００12 本発明の第3の態様によれは、某板を効率良く良好に露光てきる。

００13 本発明の第4の態様に従えは、上記態様の露光装置 ( X)を用いるテハイス製造

方怯か提供される。

００14 本発明の第4の態様によれは、某板を効率良く良好に露光てきる露光装置を用い

てテハイスを製造てきる。

００15 本発明の第5の態様に従えは、計側光を反射する斜面 ( 5，) か設けられた移動体

( ) に保持された某板 (P) に露光ヒ一ム ( )を照射して某板 (P)を露光する露光方

怯てあって、移動体 ( )から斜面 ( Sz) の外側にまて延在するよぅに設けられた透過

部材を透過して斜面からの計側光 ( )を受光することにより移動体 ( ) に保持され

た某板の位置を計側すること(S ) と、位置計側された移動体 ( ) 上の某板 (P)に

露光ヒ一ム ( )を照射して某板 (P)を露光すること(S )を含む露光方怯か提供

される。

００16 本発明の第5の態様によれは、墓板を効率良く良好に露光てきる。

００17 本発明の第6の態様に従えは、前記露光方怯を用いて某板を露光すること(2０4)



と、露光した某板を現像すること(2０4)と、現像した某板を加工すること(2０5)を含む

デバイス製造方法が提供される。

００18 本発明の第6の態様によれば、某板を効率良く良好に露光できる。

図面の簡単な説明

００19 図 第 実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2 第 実施形態に係る第 、第2某板ステージ及び某板ステージ駆動システムを

示す平面図である。

図3 第 実施形態に係る第 某板テーブルの近傍を示す斜視図である。

図4 第 実施形態に係る第 、第2某板テーブルを示す平面図である。

図5 第 実施形態に係る第 、第2某板テーブルを示す側面図である。

図6 第 某板テーブルに設けられた透過部材の近傍を示す側断面図である。

図7 第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図8 第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図9 第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図1０第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図11 第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図12 第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図13 第 実施形態に係る露光方法を説明するための模式図である。

図14 透過部材に起因する干渉計の計測値の変化を説明するための模式図である

図15 第2実施形態に係る第 、第2某板テーブルの一例を示す斜視図である。

図16 第3実施形態に係る第 某板テーブルの一例を示す斜視図である。

図17 第4実施形態に係る第 某板テーブルを示す側面図である。

図18 第4実施形態に係る第 某板テーブルの一部を示す平面図である。

図19 第4実施形態に係る第 某板テーブルの一部を示す側断面図である。

図2０第4実施形態に係る第 某板テーブルを示す側断面図である。

図2 1 第4実施形態に係る第 某板テーブルを示す側断面図である。

図22 図22 ( )～( ) は、第4実施形態に係る露光方法を説明するための模式図で



ある。

図2 3 マイクロデバイスの製造工程の一例を説明するためのフローチャートである。

図2 4 本発明の露光方法の説明するフローチャートである。

符号の説明

００2０ …第 某板ステージ、 z ・ 計測ミラー、2 …第2某板ステージ、2 z ・ 計測ミラー

、5 …某板ステージ駆動システム、6 …計測システム、6 P ・Z干渉計、7 …制御装置

、8 …第 光学素子、9 …第2光学素子、 ０…記憶装置、 5 …対向面、25… 対向面

75… 光センザ、8 …透過部材、8 …端面、8 S …透過領城、82… 透過部材、

8 2 …端面、8 2 5 …透過領城、86… 支持機構、87… 第2保持機構、9０…保持機構

…露光光、 X …露光装置、 …液体、 S …液浸空間、P …某板、斜面… S

z 2Sz

発明を実施するための最良の形態

００2 1 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれ

に限定されない。なお、以下の説明においては、X Z直交座標系を設定し、このX

Z直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。そして、水平面内

の所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向を 軸方向、X

軸方向及び 軸方向のそれぞれに直交する方向 (すなわち鉛直方向) をZ軸方向と

する。また、X軸、 軸、及びZ軸まわりの回伝 (傾斜 ) 方向をそれぞれ、 0 、及

び Z方向とする。

００2 2 く第 実施形態 ノ

第 実施形態について説明する。図 は、第 実施形態に係る露光装置 Xを示す

概略構成図である。本実施形態においては、露光装置 Xが、例えば特開平 ０

6 3 ０9 9号公報、特開平 ０ 4783 号公報 (対応米国特許第6 ，5 9０6 3 4 号) 、特

表 2０００ ０5958 号公報 (対応米国特許第5，9 6 9 4 4 号) 、特表 2０００ 7０

4 号公報 (対応米国特許第5 ，8 5 246 号) 、特開2０００ ０4 号公報 (対応米国

特許第6 ，6 7 4 5 ０号) 、特開2０００ ０5958 号公報 (対応米国特許第5，9 6 9 ０8

号) 、特表 2００ 3267 号公報 (対応米国特許第6 ，2０8 4 ０7号) 、特開2００2

5 8 6 8 号公報 (対応米国特許第6 ，7 ０8 4 9号) 等に開示されているよぅな、某板P



を保持しなから移動可能な複数 (2つ)の某板ステーシ 、2を備えたマルチステーシ

型げインステーシ型 の露光装置てある場合を例にして説明する。すなわち、本実

施形態においては、露光装置 Xは、某板Pを保持しなから移動可能な第 某板ステ

ーシ と、第 某板ステーシ と独立して、某板Pを保持しなから移動可能な第2某板

ステーシ2とを有する。なお、マルチステーシ型 ソインステーシ型 の露光装置は、

米回特詐第6，34 ００7、6，4００44 、6，549 269及ひ6，59０634号に開示されて

おり、指定回又は選択回の怯令か詐す限りにおいて、これらの米回特詐を援用して

本文の記載の一部とする。

００23 図 において、露光装置 Xは、マスク を保持なから移動可能なマスクステーシ3

と、某板Pを保持しなから移動可能な第 某板ステーシ と、第 某板ステーシ と独

立して、某板Pを保持しなから移動可能な第2某板ステーシ2と、マスクステーシ3を

移動するマスクステーシ駆動システム4と、第 某板ステーシ 及ひ第2某板ステーシ

2を移動する某板ステーシ駆動システム5と、各ステーシ 、2、3の位置清報を計側

するレーザ干渉計6P 6P 6P，、6 を含む計側システム6と、マスク を露光光

て照明する照明系 と、露光光 て照明されたマスク のパターンの像を某板

Pに投影する投影光学系P と、露光装置 X全体の動作を制御する制御装置7と、

制御装置7に接続され、露光に関する各種清報を記惜した記惜装置 ０とを備えてい
る。

００24 なお、ここていぅ某板Pは、テハイスを製造するための某板てあって、例えは、シリコ

ンウェハのよぅな半導体ウェハ等の某材に感光材 (フオトレシスト)、保護膜 (トノプコ

ート膜 )なとの各種の膜か形成されたものを含む。マスク は、某板Pに投影されるテ

ハイスパターンか形成されたレチクルを含み、例えはカラス板等の透明板部材上にク

ロム等の遮光膜を用いて所定のパターンか形成されたものてある。また、本実施形態

においては、マスク として透過型のマスクを用いるか、反射型のマスクを用いること

もてきる。この透過型マスクは、遮光膜てパターンか形成されるハイナリーマスクに限

られす、例えはハーフトーン型、あるいは空間周波数変調型なとの位相シフトマスク

も含む。

００25 露光装置 Xは、某板Pに露光光 を照射する露光ステーションS と、露光に関



する所定の計測及び某板Pの交換を行ぅ計測ステーションS 2とを備えている。露光

装置 Xは、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2のそれぞれを移動可能に支

持するガイド面G を有するべ一ス部材 Pを備えており、第 某板ステージ 及び第

2某板ステージ2のそれぞれは、某板Pを保持しながら、ガイド面G 上を、露光ステ

ーションS と計測ステーションS 2との間で移動可能である。本実施形態において

は、ガイド面G は、X 平面とほぼ平行であり、第 某板ステージ 及び第2某板ステ

ージ2は、ガイド面G に沿って、X 方向(二次元方向)及び Z方向に移動可能で

ある。

００26 露光ステーションS には、照明系 、マスクステージ3、及び投影光学系P 等が

配置されている。投影光学系P は、複数の光学素子を有する。投影光学系P の複

数の光学素子のぅち、投影光学系P の像面に最も近い終端光学素子8は、露光光

を射出する光射出面 ( 面)を有する。第 某板ステージ は、露光光 を射出

可能である。第2某板ステージ2は、投影光学系P の終端光学素子8の光射出側 (

投影光学系P の像面側)で、第 某板ステージ と独立して移動可能である。図示し

ていないが、投影光学系P は、防振機構を介して3木の支柱で支持される鏡筒定盤

に搭載されるが、例えば国際公開第2００6 ０38952号パンフレソトに開示されてい

るよぅに、投影光学系P の上方に配置される不図示のメインフレーム部材、あるいは

マスクステージ3が載置されるマスクベースなどに対して投影光学系P を吊り下げ支

持しても良い。

００27 計測ステーション5 2には、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2の少なくと

も一方に保持された某板Pの位置情報を取得するためのアライメント系 、及びフオ

ーカス・レベリング検出系 等、某板Pの露光に関する計測を実行可能な各種計測

装置が配置されている。アライメント系 は、複数の光学素子を有し、それら光学素

子を用いて、某板Pの位置情報を取得する。フオーカス・レベリング検出系 も、複

数の光学素子を有し、それら光学素子を用いて、某板Pの位置情報を取得する。

００28 計測ステーションS 2の近傍には、某板Pの交換を行ぅための搬送システム が設

けられている。制御装置7は、搬送システム を用いて、計測ステーションS 2の某



板交換位置 (口一ディングポジション) に移動した第 某板ステージ は第2 某板ス

テージ2 ) より露光処理済みの某板P をアンロード(搬出) するとともに、露光処理され

るべき某板P を第 某板ステージ は第2 某板ステージ2 に口一ド(搬入) する某

板交換作業を実行可能である。なお、本実施形態では、計測ステーションS 2 内で

口一ディングポジションとアンローディングポジションとが同一位置であるものとしたが

、典なる位置で口一ドとアンロードとを行っても良い。

００2 9 本実施形態の露光装置 Xは、露光波長を実質的に短くして解像度を向上するとと

もに、焦点深度を実質的に広くするために液浸法を適用した液浸露光装置であって

、露光光 の光路空間む液体 で満たすよぅに、液体 の液浸空間 Sを形成可

能なノズル部材 3 ０を備えている。露光光 の光路空間は、露光光 が進行する光

路を含む空間である。液浸空間 Sは、液体 Qで満たされた空間である。ノズル部

材 3 ０は、液浸空間形成部材あるレ まc o n a n m e n membe ( はc o n n n e m e n membe

「) などとも呼ばれる。露光装置 Xは、投影光学系P と液体 Qとを介して某板P に

露光光 を照射して、その某板P を露光する。

００3 ０ ノズル部材 3 ０は、例えば特開2 ００4 2 6 号公報 (対応米国特許第6 ，952 ，2

5 3 号) 、特開2 ００4 2 8 号公報 (対応米国特許第 7 ， ００8 号) 等に開示さ

れているよぅなシール部材を含み、露光光 の光路空間に対して液体 Qの供給及

び回収を行ぅ流路を備えている。なお、図においては、流路の図示を省略してある。

流路には、その流路を介して露光光 の光路空間ば液体 Qを供給する液体供給

装置 (不図示) 及び液体 Qを回収する液体回収装置 (不図示) が接続される。液体

供給装置は、流路を介しで液浸空間 Sを形成するための液体 Qを露光光 の光

路空間に供給可能であり、液体回収装置は、流路を介しで液浸空間 Sの液体 Qを

回収可能である。液体供給装置は、液体 Qを送出可能な液体供給部、液体供給部

にその一端部を接続する供給管、液体 Qを収容するタンク、フィルタ、及び加圧ボ

ンプ等を備える。液体回収装置は、液体 Qを回収可能な液体回収部、液体回収部

にその一端部を接続する回収管、液体 Qを収容するタンク、フィルタ、及び吸引ボ

ンプ等を備える。なお、露光装置 Xは、液体供給装置及び液体回収装置並びにそ

れらを構成するタンク、フィルタ部、ボンプなどのすべてを備えている必要はなく、そ



れらの全てまたは一部を、露光装置 Xが設置される工場などの設備で代用してもよ

００31 本実施形態においては、液体 として、水 (純水 )を用いる。純水は エキシマ

レーザ光のみならず、例えば水銀ランプから射出される輝線及び エキシマレー

ザ光等の遠紫外光 ( 光)も透過可能である。光学素子8は螢石 (Ca )から形

成されている。螢石は水との親和性が高いので、光学素子8の液体接触面2aのほぼ

全面に液体 を密若させることができる。なお、光学素子8は水との親和性が高い石

英であってもよい。

００32 なお、ノズル部材3０として、例えば国際公開第2００4 ０86468 号パンフレソト(対

応米国特許出願公開第2００5 ０28０79 号)、国際公開第2００5 ０245 7号パ

、、欧州特許出願公開第 42０298号明細菩、国際公開第2００4 ０558０3

、、国際公開第2００4 ０57589 号パンフレソト、国際公開第2００4 ０5

759０号パンフレソト、国際公開第2００5 ０29559号パンフレソト(対応米国特許出

願公開第2００6 ０23 2０6号)、米国特許第6，952,253号などに開示されているよ

ぅな構造のノズル部材を用いることもできる。

００33 ノズル部材3０は、そのノズル部材3０と対向する物体との間に液浸空間 5を形成

可能である。本実施形態においては、ノズル部材3０は、投影光学系P の終端光学

素子8の近傍に配置されており、終端光学素子8の光射出側 (投影光学系P の像面

側)において、露光光 が照射可能な位置に配置された物体との間、すなわち終端

光学素子8の光射出面と対向する位置に配置された物体との間は液浸空間 Sを形

成可能である。ノズル部材3０は、その物体との間で液体 を保持することによって

、終端光学素子8の光射出側の露光光 の光路空間、具体的には終端光学素子8

と物体との間の露光光 の光路空間む液体 で満たすよぅに、液体 の液浸空

間 Sを形成する。

００34 ノズル部材3０は、例えば、投影光学系P の光学素子8と対向する内側面に形成さ

れる供給 口と、物体が対向して配置される下面 (底面)に形成される回収 口と、内部

に形成されかつ液体供給装置の供給管及び液体回収装置の回収管とそれぞれ接

続される供給流路及び回収流路とを備える。供給 口は、光学素子8の X方向側に



形成される第 供給 口と、光学素子8の 方向側に形成される第2供給 口とを含み

、第 、第2供給 口は投影領城をX方向に挟むよぅに配置され得る。供給 口は、 方

向に細長い矩形状または円弧状等であってもよい。回収 口は、投影光学系P の光

学素子8を囲むよぅに配置された矩形 (円形等でもよい) の枠状であり、かつ供給 口よ

り光学素子8に対して外側に設けられ得る。また、回収 口は満状の凹部であっても良

いし、回収 口を覆ぅよぅに網 目状に多数の 体い孔が形成された多孔部材であるメッ

シュフィルタが嵌め込まれていてもよい。

００35 ノズル部材3０は、投影光学系P を保持するメインフレーム(不図示)に吊り下げ支

持されてもよレ七、メインフレームとは別のフレーム部材に設けてもよい。あるレ ま、投

影光学系P が吊り下げ支持される場合は、投影光学系P と一体にノズル部材3０を

吊り下げ支持してもよレ七、投影光学系P とは独立に吊り下げ支持される計測フレ

ームなどにノズル部材3０を設けてもよい。後者の場合、投影光学系P を吊り下げ支

００36 ノズル部材3０及び終端光学素子8と対向可能な物体は、終端光学素子8と対向可

能な対向面を有し、終端光学素子8の光射出側で移動可能な物体を含む。本実施

形態においては、ノズル部材3０及び終端光学素子8と対向可能な物体は、終端光

学素子8の光射出側で移動可能な第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2の少

なくとも一方を含む。また、ノズル部材3０及び終端光学素子8と対向可能な物体は、

第 、第2某板ステージ 、2に保持された某板Pも含む。第 、第2某板ステージ 、2

(第 、第2某板テーブル 2 22) のそれぞれは、ノズル部材3０及び終端光学素子8

と対向可能な対向面 5 25を有し、ノズル部材3０及び終端光学素子8と対向する

位置に移動可能であり、ノズル部材3０及び終端光学素子8と対向面 5 25の少なく

とも一部との間で、液体 を保持可能な空間を形成可能である。なお、物体は後述

の計測ステージを含んでも良い。また、ノズル部材3０及び終端光学素子8と物体との

間に形成される液浸空間 Sは、その物体上では単に液浸領城などとも呼ばれる。

００37 ノズル部材3０は、その第 、第2某板ステージ 、2の対向面 5 25の少なくとも一

部との間で液体 Qを保持することによって、終端光学素子8の光射出側の露光光

の光路空間む液体 Qで満たすよぅに、ノズル部材3０及び終端光学素子8と第 、



第2某板ステージ 、2との間に液体 の液浸空間 Sを形成可能である。

００38 本実施形態においては、ノズル部材3０は、物体の表面の一部の領城 (局所的な領

城 ) が液浸空間 Sの液体 Qで覆われるよぅに、終端光学素子8及びノズル部材3０

と、物体 (第 某板ステージ 、第2某板ステージ2、及び某板Pの少なくとも つ) との

間に液浸空間 Sを形成する。すなわち、本実施形態においては、露光装置 Xは、

少なくとも某板Pの露光中に、某板P上の一部の領城が液浸空間 Sの液体 Qで覆

われるよぅに、終端光学素子8及びノズル部材3０と某板Pとの間に液浸空間 Sを形

成する局所液浸方式を採用する。本実施形態では、液浸空間 Sを形成する局所液

浸装置 (液浸システム) はノズル部材3０などを含んで構成される。なお、某板Pの周

辺のショット領城の露光では、液浸空間 Sが某板Pからはみ出して、対向面 5 25

の一部も液体 Qで覆われる。

００39 また、後述するよぅに、本実施形態においては、露光装置 Xは、第 某板ステージ

及び第2某板ステージ2のそれぞれに設けられ、レーザ干渉計6P，からの位置計測

用の計測光 が照射される斜面 (X 平面に対して傾いた面)を有する計測ミラー
，、2 ，と、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2のそれぞれに設けられ、計測

ミラー ，、2 ，よりもX 平面内において外側に張り出す端面を有し、計測光 を

透過可能な透過領城を有する所定部材8 8 2 (以下、「透過部材」といぅ)を備えて

いる。透過部材8 は、第 某板ステージ に設けられ、透過部材8 2は、第2某板ステ

ージ2に設けられている。透過部材8 8 2は、上面及び下面を有する板状の部材で

ある。透過部材8 82は、ノズル部材3０及び終端光学素子8との間で、液体 Qを

保持可能な空間を形成可能である。なお、第 、第2某板ステージ 、2の一方のみに

透過部材を設けてもよい。

００4０ 計測ステーションS 2のアライメント系 は、物体 (第 某板ステージ 、第2某板ス

テージ2、及び某板Pの少なくとも つ) と対向可能な光学素子9を有する。第 某板ス

テージ 及び第2某板ステージ2のそれぞれは、アライメント系 の光学素子9と対

向する位置に移動可能である。アライメント系 は、第 某板ステージ 及び第2某

板ステージ2の少なくとも一方に保持された某板Pの位置情報を取得するために、光

学素子9を介して、某板P上のアライメントマーク、第 、第2某板ステージ 、2上の某



準マーク等を検出する。

００4 1 以下の説明において、露光ステーションS に配置されている露光光 を射出す

る投影光学系P の終端光学素子8を適宜、第 光学素子8、と称し、計測ステーショ

ンS 2に配置されている某板Pの位置情報を取得するためのアライメント系 の光

学素子9を適宜、第2光学素子9、と称する。また、第 光学素子8と対向し、その第

光学素子8からの露光光 が照射される位置を適宜、照射位置、と称し、第2光学

素子9と対向する位置を適宜、対向位置、と称する。なお、照射位置では某板Pの露

光が行われるので、照射位置を露光位置とも呼ぶことができる。また、対向位置では

マークの検出が行われるので、対向位置を検出位置あるいは計測位置とも呼ぶこと

ができる。

００42 従って、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2のそれぞれは、第 光学素子8

と対向し、その第 光学素子8からの露光光 が照射される位置、及び第2光学素

子9と対向する位置を含むガイド面G 上の所定領城内で、某板Pを保持しながら移

動可能である。

００43 本実施形態の露光装置 Xは、マスク と某板Pとを所定の走査方向に同期移動し

つつ、マスク のパターンの像を某板Pに投影する走査型露光装置 (所謂スキャニン

グステッパ )である。本実施形態においては、某板Pの走査方向 (同期移動方向)を

軸方向とし、マスク の走査方向 (同期移動方向)も 軸方向とする。露光装置 Xは

、某板Pを投影光学系P の投影領城に対して 軸方向に移動するとともに、その某

板Pの 軸方向への移動と同期して、照明系 の照明領城に対してマスク を 軸

方向に移動しつつ、投影光学系P と液体 とを介して某板Pに露光光 を照射し

て、その某板Pを露光する。これにより、某板Pにはマスク のパターンの像が投影さ

れる。

００44 照明系 は、マスク 上の所定の照明領城を均一な照度分布の露光光 で照明

する。照明系 から射出される露光光 としては、例えば水銀ランプから射出される

輝線 ( 線、 線、線 )及び エキシマレーザ光 (波長248 )等の遠紫外光 (

光) 、 エキシマレーザ光 (波長 )及び レーザ光 (波長 )等の真

空紫外光 ( 光)等が用いられる。本実施形態においては、露光光 として、



，一ザ光が用いられる。

００45 マスクステージ3は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含むマスクステージ

駆動システム4により、マスク を保持しながら、X軸、 軸、及び Z方向に移動可

能である。マスクステージ (マスク )の位置情報は、計測システム6のレーザ干渉計

6 によって計測される。レーザ干渉計6 は、マスクステージ3上に設けられた計測

ミラー3 を用いて、マスクステージ3のX軸、 軸、及び Z方向に関する位置情報を

計測する。制御装置7は、計測システム6の計測結果に某づいてマスクステージ駆動

システム4を駆動し、マスクステージ3に保持されているマスク の位置を制御する。

００46 投影光学系P は、マスク のパターンの像を所定の投影倍率で某板Pに投影する

。投影光学系P は、複数の光学素子を有しており、それら光学素子は鏡筒P で保

持されている。本実施形態の投影光学系P は、その投影倍率が例えば 4 5

8等の縮小系である。なお、投影光学系P は等倍系及び拡大系のいずれでも

よい。本実施形態においては、投影光学系P の光軸 XはZ軸方向と平行である。

また、投影光学系P は、反射光学素子を含まない屈折系、屈折光学素子を含まな

い反射系、反射光学素子と屈折光学素子とを含む反射屈折系のいずれであってもよ

い。また、投影光学系P は、倒立像と正立像とのいずれを形成してもよい。

００47 照明系 より射出され、マスク を通過した露光光 は、投影光学系P の物体面

側からその投影光学系P に入射する。投影光学系P は、物体面側から人射した露

光光 を、第 光学素子8の光射出面 ( 面) より射出して、某板Pに照射可能であ

る。

００48 第 某板ステージ2は、ステージ本体 と、ステージ本体 に支持され、某板Pを

着脱可能に保持する某板ホルダ 3を有する第 某板テーブル 2とを有する。ステー

ジ本体 は、例えばエアベアリング 4により、べ一ス部材 Pの上面 (ガイド面 )

に非接触支持されている。第 某板テーブル 2は凹部 2 を有し、某板ホルダ 3は

その凹部 2 に配置されている。第 某板テーブル 2の凹部 2 の周囲の対向面

5の一部の領城はほぼ平坦であり、某板ホルダ 3に保持された某板Pの表面とほ

ぼ同じ高さ (面一)である。すなわち、第 某板テーブル 2は、その第 某板テーブル

2の某板ホルダ 3に保持された某板Pの表面とほぼ面一となる領城を有する対向



面 5を有する。第 某板ステージ は、某板ステージ駆動システム5により、某板ホル

ダ 3で某板Pを保持しながら、べ一ス部材 上で、X軸、 軸、z軸、 X 、及

び z方向の6 自由度の方向に移動可能である。

００49 第2某板ステージ2は、ステージ本体2 と、ステージ本体2 に支持され、某板Pを

着脱可能に保持する某板ホルダ23を有する第2某板テーブル22とを有する。ステー

ジ本体2 は、例えばエアベアリング24により、べ一ス部材 の上面 (ガイド面G )

に非接触支持されている。第2某板テーブル22は凹部22 を有し、某板ホルダ は

その凹部22 に配置されている。第2某板テーブル22の凹部22 の周囲の対向面

25の一部の領城はほぼ平坦であり、某板ホルダ23に保持された某板Pの表面とほ

ぼ同じ高さ (面一)である。すなわち、第2某板テーブル22は、その第2某板テーブル

22の某板ホルダ23に保持された某板Pの表面とほぼ面一となる領城を有する対向

面25を有する。第2某板ステージ2は、某板ステージ駆動システム5により、某板ホル

ダ23で某板Pを保持しながら、べ一ス部材 上で、X軸、 軸、z軸、 0 、及

び z方向の6 自由度の方向に移動可能である。

００5０ また、ステージ本体 及び第 某板テーブル 2を含む第 某板ステージ と、ステ

ージ本体2 及び第2某板テーブル22を含む第2某板ステージ2とは、ほぼ同じ形状

及び大きさを有し、ほぼ同じ構成である。本実施形態においては、第 、第2某板ステ

ージ 、2の第 、第2某板テーブル 2 22のそれぞれは、X 平面内においてほぼ

矩形状である。

００5 1 某板ステージ駆動システム5は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含み、第

某板ステージ 及び第2某板ステージ2のそれぞれを移動可能である。某板ステー

ジ駆動システム5は、べ一ス部材 上で各ステージ本体 2 を移動する粗動シス

テム5 と、各ステージ本体 2 上で各某板テーブル 2 22を移動する微動シス

テム5 とを備えている。

００5 2 粗動システム5 は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含み、べ一ス部材

P上の各ステージ本体 2 をX軸、 軸、及び z方向に移動可能である。粗動シ

ステム5 によって各ステージ本体 2 がX軸、 軸、及び z方向に移動すること

によって、その各ステージ本体 2 上に搭載されている各某板テーブル 2 22も



、各ステージ本体 2 と一緒に、X軸、 軸、及び Z方向に移動する。

００5 3 図2は、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2を上方から見た図である。図2

において、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2を移動するための粗動システ

ム5 は、複数のリニアモータ4 2 4 3 44 4 5 4 6 4 7を備えている。粗動システム5

は、 軸方向に延びる一対の 軸ガイド部材3 32を備えている。 軸ガイド部材

3 32のそれぞれは、複数の永久磁石を有する磁石ュニットを備えている。一方の

軸ガイド部材3 は、2つのスライド部材3 5 36を 軸方向に移動可能に支持し、他

方の 軸ガイド部材32は、2つのスライド部材3 7 38を 軸方向に移動可能に支持

する。スライド部材3 5 36 3 7 38のそれぞれは、電機子コイルを有するコイルュニ

ットを備えている。すなわち、本実施形態においては、コイルュニットを有するスライド

部材3 5 36 3 7 38、及び磁石ュニットを有する 軸ガイド部材3 32によって、ム

ービングコイル型の 軸リニアモータ4 2 4 3 44 4 5が形成される。

００54 また、粗動システム5 は、X軸方向に延びる一対のX軸ガイド部材3 3 34を備え

ている。X軸ガイド部材33 34のそれぞれは、電機子コイルを有するコイルュニットを

備えている。一方のX軸ガイド部材33は、スライド部材 5 をX軸方向に移動可能に

支持し、他方のX軸ガイド部材34は、スライド部材 52をX軸方向に移動可能に支持

する。スライド部材 5 52のそれぞれは、複数の永久磁石を有する磁石ュニットを備

えている。図 及び図2においては、スライド部材 5 は、第 某板ステージ のステー

ジ本体 に接続され、スライド部材 52は第2某板ステージ2のステージ本体2 に接

続されている。すなわち、本実施形態においては、磁石ュニットを有するスライド部材

5 、及びコイルュニットを有するX軸ガイド部材33によって、ムービングマグネット型

のX軸リニアモータ4 6が形成される。同様に、磁石ュニットを有するスライド部材 52

及びコイルュニットを有するX軸ガイド部材34によって、ムービングマグネット型のX

軸リニアモータ4 7が形成される。図 及び図2においては、X軸リニアモータ4 6によっ
て第 某板ステージ (ステージ本体 ) がX軸方向に移動し、X軸リニアモータ4 7に

よって第2某板ステージ (ステージ本体2 ) がX軸方向に移動する。

００5 5 スライド部材3 5 37は、X軸ガイド部材33の一端及び他端のそれぞれに固定され

、スライド部材36 38は、X軸ガイド部材34の一端及び他端のそれぞれに固定され



ている。したがって、X軸ガイド部材 3 3 は、 軸リニアモータ4 2 4 4 によって 軸方向

に移動可能であり、X軸ガイド部材 3 4 は、 軸リニアモータ4 3 4 5 によって 軸方向

に移動可能である。図 及び図2 においては、 軸リニアモータ4 2 44 によって第

某板ステージ (ステージ本体 ) が 軸方向に移動し、 軸リニアモータ4 3 45 に

よって第2某板ステージ (ステージ本体 2 ) が 軸方向に移動する。

００5 6 そして、一対の 軸リニアモータ4 2 4 4 のそれぞれが発生する推力を僅かに典なら

せることで、第 某板ステージ の Z方向の位置を制御可能であり、一対の 軸リニ

アモータ4 3 4 5のそれぞれが発生する推力を僅かに典ならせることで、第2某板ステ

ージ2 の Z方向の位置を制御可能である。

００5 7 本実施形態においては、某板テーブル 2 2 2 は、ステージ本体 2 に移動可

能に支持されている。

００5 8 図 に示すよぅに、微動システム 5 は、各ステージ本体 2 と各某板テーブル

2 、2 2 との間に介在された、例えばボイスコイルモータ等のアクチュエータ 2

と、各アクチュエータの駆動呈を計測する不図示の計測装置 (例えば、エンコーダシ

ステム等 ) とを含み、各ステージ本体 2 上の各某板テーブル 2 2 2 を、少なくと

もZ軸、 x 、及び 方向に移動可能である。また、微動システム 5 は、各ステージ

本体 2 上の各某板テーブル 2 2 2を、X軸、 軸、及び Z方向に移動 (微動

) 可能である。

００5 9 このよぅに、粗動システム 5 及び微動システム 5 を含む駆動システム 5 は、第 某

板テーブル 2及び第2墓板テーブル2 2 のそれぞれを、X軸、 軸、Z軸、

、及び Z方向の6 自由度の方向に移動可能である。

００6 ０ また、第 某板ステージ (ステージ本体 ) 及び第2某板ステージ (ステージ本体

2 ) のそれぞれは、例えば特表 2０００ ０5958 号公報 (対応米国特許第5 ，969 ，4

4 号) 、特表 2０００ 7０4 号公報 (対応米国特許第5 ，8 5 246 号) 、特開2００

5 9 号公報 (対応米国特許第6 ，4 9 8 3 5０号) 等に開示されているよぅな継手

部材を介して、スライド部材 5 5 2 にリリース可能に接続される。

００6 1 図 及び図2 に示すよぅに、第 某板ステージ は、ステージ本体 の 側の側面

に設けられた第 継手部材 6 と、 側の側面に設けられた第2継手部材 6 2 とを備



えている。同様に、第2某板ステージ2は、ステージ本体2 の 側の側面に設けら

れた第3継手部材6 3と、 側の側面に設けられた第4継手部材64 とを備えている

００62 また、某板ステージ駆動システム5は、スライド部材 5 に設けられた継手部材 53と、

スライド部材 52に設けられた継手部材 54 とを備えている。継手部材 53は、計測ステ

ーションS 2側 ( 側)を向くよぅに、スライド部材 5 の 側の側面に設けられて

いる。継手部材 54ほ、露光ステーションS 側 ( 側) を向くように、スライド部材 5

2の 側の側面に設けられている。

００63 スライド部材 5 と継手部材 53とは、後述するよぅにリリース可能に連結されており、

スライド部材 5 と継手部材 53とは一緒に移動可能である。また、スライド部材 52と継

手部材 54 とは固定されており、スライド部材 52と継手部材 54 とは一緒に移動可能で

ある。したがって、リニアモータ4 2 44 4 6は、スライド部材 5 と継手部材 53とを一

緒に移動可能であり、リニアモータ4 3 4 5 4 7は、スライド部材 52と継手部材 54 とを

一緒に移動可能である。

００64 スライド部材 5 に設けられた継手部材 53には、ステージ本体 の第 継手部材6

とステージ本体2 の第3継手部材6 3とがリリース可能に順次に接続される。スライド

部材 52に設けられた継手部材 54 には、ステージ本体 の第2継手部材6 2とステー

ジ本体2 の第4継手部材64 とがリリース可能に順次接続される。

００65 すなわち、スライド部材 5 に設けられた継手部材 53には、第 某板ステージ のス

テージ本体 と第2某板ステージ2のステージ本体2 とが、第 継手部材6 と第3継

手部材6 3とを介してリリース可能に順次接続され、スライド部材 52に設けられた継手

部材 54 には、第 某板ステージ のステージ本体 と第2某板ステージ2のステージ

本体2 とが、第2継手部材6 2と第4継手部材64 とを介してリリース可能に順次接続

される。

００66 以下の説明において、第 某板ステージ のステージ本体 及び第2某板ステー

、ジ2のステージ本体2 がリリース可能に順次接続される継手部材 53及びその継手部

材 53に固定されたスライド部材 5 を合わせて適宜、第 接続部材 7 、と称する。また

、第 某板ステージ のステージ本体 及び第2某板ステージ2のステージ本体2



がリリース可能に順次接続される継手部材 54及びその継手部材 54 に固定されたス

ライド部材 52を合わせて適宜、第2接続部材 72、と称する。

００67 したがって、リニアモータ4 2 44 46は、第 接続部材 7 を移動可能であり、リニア

モータ4 3 4 5 4 7は、第2接続部材 72を移動する。

００68 また、図2に示すよぅに、露光装置 Xは、べ一ス部材 P上に設定された第 領城S

P 、第2領城S P2、第3領城S P3、及び第4領城S P4を備えている。第 領城S P は

、投影光学系P の第 光学素子8と対向する位置を含み、露光ステーションS の

少なくとも一部に設定された領城である。第2領城S P2は、第 領城S P とは典なる

領城であって、アライメント系 の第2光学素子9と対向する位置を含み、計測ステ

ーションS 2の少なくとも一部に設定された領城である。第 領城S P と第2領城 P

2とは 軸方向に沿って設定されている。本実施形態においては、第 領城S P は、

第2領城S P2の 側に配置されている。第3領城S P3及び第4領城S P4は、第 領

城S P と第2領城S P2との間に配置されている。第3領城S P3と第4領城S P4とは

軸方向と交差するX軸方向に沿って設定されている。本実施形態においては、第3

領城S P3は、第4領城S P4の X側に配置されている。

００69 第 某板ステージ は、某板ステージ駆動システム5によって、第 領城S P 、及び

第2領城S P2を含むべ一ス部材 P上の所定領城内で、某板Pを保持しながら移動

可能である。同様に、第2某板ステージ2は、某板ステージ駆動システム5によって、

第 領城S P 、及び第2領城S P2を含むべ一ス部材 P上の所定領城内で、第 某

板ステージ は独立して、某板Pを保持しながら移動可能である。

００7０ 本実施形態においては、第 某板ステージ は、第2領城S P2から第 領城S P に

移動する際、第2領城S P2から第3領城S P3の少なくとも一部を経て第 領城S P に

移動し、第 領城S P から第2領城S P2に移動する際、第 領城S P から第3領城S

P3の少なくとも一部を経て第2領城S P2に移動する。第2某板ステージ2は、第2領

城S P2から第 領城S P に移動する際、第2領城S P2から第4領城S P4の少なくとも

一部を経て第 領城S P に移動し、第 領城S P から第2領城S P2に移動する際、

第 領城S P から第4領域S P4の少なくとも一部を経て第2領域S P2に移動する。

００7 1 また、制御装置7は、べ一ス部材 P上において、所定のタイミングで、第 接続部



材 7 と第 某板ステージ ( は第2某板ステージ2) との接続の解除、及び第2接続

部材 72と第2某板ステージ2 ( は第 某板ステージ ) との接続の解除と、第 接続

部材 7 と第2某板ステージ2 ( は第 某板ステージ ) との接続、及び第2接続部材

72と第 某板ステージ ( は第2某板ステージ2) との接続とを実行する。すなわち、

制御装置7は、所定のタイミングで、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とに対す

る第 接続部材 7 と第2接続部材 72との交換動作を実行する。

００72 そして、第 接続部材 7 は、ステージ本体 の第 継手部材6 とステージ本体2

の第3継手部材6 3とに交互に接続され、第2接続部材 72は、ステージ本体 の第2

継手部材6 2とステージ本体2 の第4継手部材64 とに交互に接続される。すなわち、

第 接続部材 7 は、第 継手部材6 と第3継手部材6 3とを介して第 某板ステージ

のステージ本体 と第2某板ステージ2のステージ本体2 とに交互に接続され、第

2接続部材 7 2は、第2継手部材6 2と第4継手部材64 とを介して第 某板ステージ

のステージ本体 と第2某板ステージ2のステージ本体2 とに交互に接続される。

００73 第 接続部材 7 は、リニアモータ4 2 44 4 6の駆動によって、第 某板ステージ

及び第2某板ステージ2のぅち、接続された一方の某板ステージを移動し、第2接続

部材 72は、リニアモータ4 3 4 5 4 7の駆動によって、接続された他方の某板ステー

ジを移動する。

００74 なお、本実施形態においては、ステージ本体 ( 2 ) と某板テーブル ( 2 22) と

は、相対的に移動可能であるが、ステージ本体と某板テーブルとを一体的に設けて

もよい。この場合、ステージ本体を6 自由度の方向に移動可能としてもよい。

００75 次に、図 及び図2を参照しながら、第 、第2某板ステージ 、2の位置情報を計測

する計測システム6の一例について説明する。第 某板ステージ の第 某板テーブ

ル 2及び第2某板ステージ2の第2某板テーブル22のそれぞれは、その第 某板テ

ーブル 2及び第2某板テーブル22の位置を計測するための計測システム6からの

計測光 が照射される計測ミラー z 2 2 2 zを有する。

００76 計測システム6は、計測ミラー z 2 2 2 zのそれぞれに、位

置計測用の計測光 を照射可能なレーザ干渉計6P 6P 6Pz を含み、第 、第

2某板テーブル 2 22の所定位置に設けられた計測ミラー z 2



2 2 ，のそれぞれに位置計測用の計測光 を照射して、第 、第2某板テーブ

ル 2 22の位置情報を計測可能である。本実施形態においては、計測システム6は

、第 、第2某板テーブル 2 22の所定位置に設けられた計測ミラー

，、2 2 2 ，を用いて、第 、第2某板テーブル 2 22のX軸、 軸、Z軸、０

X、 、及び Z方向の6 自由度の方向に関する位置情報を計測可能である。

００77 計測ミラー は、第 某板テーブル 2の X側及び 側のそれぞれの側面の

上部に配置されている。計測ミラー は、第 某板テーブル 2の 側及び

側のそれぞれの側面の上部に配置されている。計測ミラー zは、第 某板テーブ

ルの X側、 側、 側、及び 側のそれぞれの側面の下部に配置されてい
る。

００78 計測ミラー2 は、第2某板テーブル22の X側及び 側のそれぞれの側面の

上部に配置されている。計測ミラー2 は、第2某板テーブル22の 側及び

側のそれぞれの側面の上部に配置されている。計測ミラー2 zは、第2某板テーブ

ル22の X側、 側、 側、及び 側のそれぞれの側面の下部に配置されて

いる。

００79 計測システム6は、第 、第2某板ステージ 、2の第 、第2某板テーブル 2 22の

それぞれの所定位置に設けられた計測ミラー ，、2 2 2 ，の
それぞれに計測光 を照射して、第 、第2某板テーブル 2 22の位置情報を計

測するレーザ干渉計6P 6P 6P，を有している。レーザ干渉計6P 6P 6Pz

は、露光ステーションS 及び計測ステーションS 2のそれぞれに設けられている。

露光ステーションS に設けられたレーザ干渉計6P 6P 6P，は、露光ステーシ

ョンS に存在する第 某板テーブル 2 ( は第2某板テーブル22) の位置情報を

計測し、計測ステーションS 2に設けられたレーザ干渉計6P 6P 6P，は、計測

ステーションS 2に存在する第2某板テーブル22 ( は第 某板テーブル 2)の位

置情報を計測する。

００8０ レーザ干渉計6P は、X軸方向を計測軸とする計測光 を計測ミラー 2

に照射可能であり、第 、第2某板テーブル 2 22のX軸方向に関する位置を計測

する。レーザ干渉計 は、 軸方向を計測軸とする計測光 を計測ミラー



2 に照射可能であり、第 、第2 某板テーブル 2 2 2 の 軸方向に関する位置を

計測する。レーザ干渉計 6 P，は、Z 軸方向を計測軸とする計測光 を計測ミラー

，、2 ，に照射可能であり、第 、第2 某板テーブル 2 2 2 のZ 軸方向に関する位置

を計測する。

００8 1 計測ミラー ，、2 ，は、レーザ干渉計 6 P，からの位置計測用の計測光 が照射

される斜面 S
，、2 S，を有する。この斜面 S

，、2 S，は、前述のよぅにX 平面に対し

て傾斜しているが、レーザ干渉計6 P ，から射出される計測光 に対しても傾斜して

いる。計測ミラー ，、2 ，の斜面 S
，、2 S，は、照射された計測光 を反射する

反射面として機能する。以下の説明において、照射された計測光 を反射可能な

計測ミラー ，、2 ，の斜面を適宜、反射面、と称する。

００8 2 計測ミラー z 2 z は、その反射面 (斜面 ) S z 2Sz が上方を向くよぅに、第 某

板ステージ 及び第2 某板ステージ2 それぞれの側面に配置されている。計測ミラー

z 2 z の反射面 S z 2Sz は、上方を向くよぅにX 平面に対して所定角度 (例え

ば4 5 度 ) 傾斜しており、レーザ干渉計 6 P，から射出され、計測ミラー ，、2 ，に照

射された計測光 は、その計測ミラー ，、2 ，の反射面 S
，、2 S，で反射し、所

定の支持フレーム 9 に設けられた計測ミラー 2 に照射される。そして、計測ミラ

ー 2 に照射され、その計測ミラー 2 で反射した計測光 は、第 、第2

某板テーブル 2 2 2 の計測ミラー z 2 z の反射面 S z 2Sz を介して、レーザ干

渉計 6 P，に受光される。レーザ干渉計 6 P，は、その受光した計測光 を用いて、第

、第2 某板テーブル 2 2 2 のZ 軸方向の位置情報を計測可能である。なお、第 、

第2 某板テーブル 2 2 2 のZ 軸方向の位置情報を計測可能なレーザ干渉計 ( Z干渉

計 ) に関する技術は、例えば特開2 ０００ ０4 号公報 (対応米国特許第 7 ，2 ０6

０5 8 号) 、特表 2 ００ 3267 号公報 (対応米国特許第6 ，2 ０8 4 ０7 号) 等に開示さ

００8 3 また、レーザ干渉計 6 P 及びレーザ干渉計 の少なくとも一方を複数設け、X 軸

方向を計測軸とする計測光 及び 軸方向を計測軸とする計測光の少なくとも一

方を複数照射することにより、計測システム6 ほ、その複数の計測光 を用いて、第

、第2 某板テーブル 2 2 2 の Z 方向の位置情報を計測可能である。また、レーザ



干渉計6P，を複数設け、Z軸方向を計測軸とする計測光 を複数照射することによ

り、計測システム6は、その複数の計測光 を用いて、第 、第2某板テーブル 2

22の 方向の位置情報を計測可能である。

００84 以下の説明において、レーザ干渉計6P 6P 6Pz のそれぞれを適宜、X干渉計

6P 干渉計6P z干渉計6P，、と称する。

００85 また、計測システム6は、第2光学素子9を含むアライメント系 を有する。アライメ

ント系 は、計測ステーションS 2に配置され、某板Pのアライメントマーク、又は第

、第2某板テーブル 2 22の対向面 5 25に配置されている某準マークを検出可

能である。

００86 また、計測システム6は、フオーカス・レベリング検出系 を有する。フオーカス・レ
ベリング検出系 は、計測ステーションS 2に配置され、第 、第2某板テーブル 2

22に保持されている某板Pの表面の面位置情報 (Z軸、 x、及び 方向に関す

る位置情報 )を検出する。フオーカス・レベリング検出系 は、計測ステーションS 2

で、第 某板テーブル 2に保持された某板Pの表面の面位置情報と、第2某板テー

ブル22に保持された某板Pの表面の面位置情報とを交互に検出する。

００87 そして、制御装置7は、計測システム6の計測結果に某づいて、某板ステージ駆動

システム5を駆動し、第 、第2某板テーブル 2 22の位置を制御することによって、

第 、第2某板テーブル 2 22の某板ホルダ 3 23に保持されている某板Pの位置

を制御する。

００88 露光ステーションS においては、投影光学系P 及び液体 を介して某板Pが

露光される。計測ステーションS 2においては、露光に関する計測及び某板Pの交

換が行われる。第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2のそれぞれは、某板Pを

保持しながら、露光ステーションS の第 領城S P と、計測ステーションS 2の第2

領城S P2との間で移動可能である。

００89 次に、透過部材8 82について図2～図6を参照して説明する。図3は、透過部材

8 が設けられた第 某板テーブル 2の近傍を示す斜視図、図4は、透過部材8 、8

2が設けられた第 、第2某板テーブル 2 22を示す平面図、図5は、側面図である

。図6は、第 某板テーブル 2に設けられた透過部材8 の近傍を示す側断面図で



ある。以下の図2～図6を用いた説明においては、第 某板テーブル 2に設けられた

透過部材8 について主に説明するが、第2某板テーブル22に設けられた透過部材

8 2も同様である。

００9０ 透過部材8 は、計測ミラー zよりも第 某板テーブル (の側面)からその外側

に張り出す張出部分8 Sを有する。張出部分8 S は端面8 を有し、その端面8

もまた計測ミラー zよりも第 某板テーブル 2から外側に張り出す。張出部分8 S

は、計測光 を透過可能な透過領域8 Sを画定する。本実施形態においては、透

過部材8 は、例えば石英等、計測光 を透過可能なガラス材料で形成されている

。計測ミラー zは、第 墓板テーブル 2の側面から外側 (図では 方向) に張り

出すよぅに、その第 某板テーブル 2の側面に配置されている。透過部材8 の端面

8 は、その端面8 が計測ミラー zよりもX 平面内において外側 (図では

方向) に張り出すよぅに、第 某板テーブル 2に配置されている。

００9 1 計測ミラー zは、その反射面 S zが上方 ( z方向)を向くよぅに、第 某板テーブ

ル 2の側面に配置されている。計測ミラー zの反射面 S zは、X 平面に対して所

定角度 (例えば4 5度 )傾斜している。

００92 透過部材8 は、上面及び下面を有する板状の部材 (ガラス部材 )であり、その透過

部材8 の上面と第 某板テーブル 2の対向面 5の一部の領城 とがほぼ面一 (

Z軸方向の位置がほぼ等 、) となるよぅに、第 某板テーブル 2に配置されている。

透過部材8 の透過領城8 Sは平行平面板であり、第 某板テーブル 2に保持され

た透過部材8 の透過領域8 S の上面及び下面は、X 平面とほぼ平行である。

００93 また、透過部材8 は、その透過部材8 の下面の少なくとも一部と計測ミラー zの

反射面 S，とが対向するよぅに、計測ミラー ，の上方に配置されている。透過部材

8 は、計測ミラー zの上方で、透過領城8 S と計測ミラー zの反射面 S zとが対

向するよぅに、第 某板テーブル 2の対向面の一部に接続されている。

００94 計測ミラー ，と透過部材8 とは、それら計測ミラー ，の反射面 S，及び透過部

材8 の透過領城8 Sの一方を介した計測光 が他方に入射するよぅに、第 某板

テーブル 2において、所定の位置関係で配置されている。

００95 すなわち、図6に示すよぅに、Z干渉計6P，から射出され、計測ミラー ，に照射さ



れた計測光 は、その計測ミラー zの反射面 S zで反射した後、その計測ミラー

，の上方に配置されている透過部材8 の透過領城8 S に入射する。透過部材8

の透過領城8 Sに入射した計測光 は、その透過領城8 Sを透過した後、所定の

支持フレーム 9に設けられた計測ミラー に照射される。そして、計測ミラー に

照射され、その計測ミラー で反射した計測光 は、透過部材8 の透過領城8

S に入射し、その透過領城8 Sを透過した後、その透過領城8 Sより射出される。透

過部材 8 の透過領域8 Sより射出された計測光 は、計測ミラー ，の反射面

S，に入射する。計測ミラー ，の反射面 S，に入射した計測光 は、その反射面

S，で反射した後、Z干渉計6P，に入射する。Z干渉計6P，は、計測ミラー ，の反

射面 S，からの計測光 を受光する。

００96 また、図6に示すよぅに、第 光学素子8と対向可能な第 某板テーブル 2の対向

面 5には、某板ホルダ 3に保持された某板Pの表面とほぼ面一となる領城 と、

その領城 よりも低い領城 5 とが形成されている。領城 5 は、第 某板テーブ

ル 2の側面と接続するよぅに形成されており、領城 5 と領城 5 との間には段差

2 が形成されている。

００97 露光装置 Xは、第 某板テーブル 2に設けられ、透過部材8 の少なくとも一部を

着脱可能に保持する保持機構9０を備えている。保持機構9０の少なくとも一部は、対

向面 5の領城 5 に設けられている。透過部材8 の下面と対向面 5の領城 5 と

は接触可能である。

００98 透過部材8 は、その透過部材8 の下面の一部と、第 某板テーブル 2の対向面

5の領城 5 とが対向するよぅに配置される。保持機構9０は、対向面 5の領城 5

に形成され、その領城 5 と接触するよぅに配置された透過部材8 の下面との間

で空間を形成するための満9 と、その満9 の内側に形成された吸引口92と、吸引

口92に流路 93を介して接続された真空システム94とを備えている。真空システム94

は、透過部材8 の下面と満9 との間に形成された空間の気体を吸引口92を介して

吸引可能である。真空システム94の動作は制御装置7に制御される。透過部材8 の

下面と第 墓板テーブル1・2の対向面 5の領域 5 とが接触し、透過部材 8 の下面

と満9 との間に空間が形成された状態で、保持機構9０の真空システム94を駆動し



て、その空間の気体を吸引口92を介して吸引することによって、制御装置7は、透過

部材8 の下面を、第 某板テーブル 2の対向面 5の領城 5 で吸着保持できる。

また、制御装置7は、保持機構9０の真空システム94の駆動を停止することによって、

透過部材8 に対する吸着保持を解除できる。すなわち、本実施形態の保持機構9０

は、所謂真空チャック機構を含む。

００99 保持機構9０で保持された透過部材8 の上面と、第 某板テーブル 2の対向面 5

の領域 とほほぼ面一となる。すなわち、第 墓板テーブル 2の対向面 5の領域

5 は、保持機構9０で保持された透過部材8 の上面、及び某板ホルダ 3で保持

された某板Pの表面のそれぞれとほぼ面一となる。

０1００ 以下の説明においては、某板Pの表面及び透過部材8 の上面とほぼ面一となる対

向面 5の領城 を適宜、トップ面 5 、と称する。また、透過部材8 の下面を保

持可能な対向面 5の領域 5 を適宜、保持面 5 、と称する。

０1０1 また、保持機構9０で保持された透過部材8 の端面8 は、計測ミラー zよりも

外側に張り出す。

０1０2 また、露光装置 Xは、第 某板テーブル 2に設けられ、透過部材8 を介した光が

人射する光センザ75を備えている。光センザ 75は、保持面 5 の内側に形成された

凹部 2 に配置されている。透過部材8 は、透過部材8 の下面の少なくとも一部と

第 某板テーブル 2の保持面 5 とが対向するよぅに配置され、凹部 2 に配置さ

れた光センザ75には、透過部材8 を介した光が人射可能である。

０1０3 本実施形態においては、透過部材8 は、その上面の一部の領城に例えばクロム

等で形成された遮光膜 76と、その遮光膜 76の一部に形成されたスリット状の開口77

とを有する。開口77においては、透過部材8 が露出しており、光は、開口77を透過

可能である。前述の透過領城 (第 透過領城) 8 5 (825) に対して、開口77と対向す

る透過部材8 の領城を適宜、第2透過領城8 S S (82SS) と呼ぶ。

０1０4 第 某板テーブル 2のトップ面 とほぼ平行なX 平面内における遮光膜 76の

大きさは、凹部 2 よりも大きい。透過部材8 が保持機構9０に保持された状態にお

いて、光センサ75には、開口77を通過した光のみが人射する。すなわち、光センサ

75は、保持機構9０に保持された状態の透過部材8 の開口77を通過した光のみを



受光する。

０1０5 本実施形態においては、光センザ 75は、例えば特開2００2 4００5号公報 (対応

米国特許出願公開2００2 ００4 377号明細菩)、特開2００2 983０3号公報 (対

応米国特許出願公開第2００2 ００4 377号)等に開示されているよぅな、空間像計

測システムの少なくとも一部を構成する光センザである。

０1０6 なお、光センザ75としては、例えば国際公開第2００5 ０74０ 4号パンフレソト(対

応米国特許出願公開第2００7 ０ 27００6号)、国際公開第2００6 ０ 38０6号パ

ンフレソト(対応欧州特許出願公開第 79 64号)等に開示されているよぅな、露光

光 の強度 (透過率)を計測可能な光センザであってもよい。光センザ 75に代えて

または光センザとともに、照明から計測器、照度計、波面収差計測器などの各種検

出器または計測器を第 某板テーブル 2のトップ面 5 に形成した凹部 2 に配

置してもよい。これらの検出器または計測器には、透過部材8 に設けられた各種の

パターンの開口を透過して光が人射する。

０1０7 それらの検出器または計測器として、例えば特開昭57 7238号公報 (対応す

る米国特許第4，465,368号)などに開示される照度むらセンザ、例えば特開2００2

4００5号公報 (対応する米国特許出願公開第2００2 ００4 377号明細菩)など

に開示される、投影光学系P により投影されるパターンの空間像 (投影像 )の光強度

を計測する空間像計測器、例えば特開平 68 6号公報 (対応する米国特許出

願公開第2００2 ００6 469号明細菩)などに開示される照度モニタ、及び例えば国

際公開第99 6０36 号パンフレソト(対応する欧州特許第 ，０79 223号明細菩)

などに開示される波面収差計測器を用い得る。

０1０8 以上、第 某板テーブル 2に設けられる透過部材8 について主に説明した。本実

施形態においては、第2某板テーブル22にも、第 某板テーブル 2に設けられてい

る保持機構9０と同様の保持機構9０が設けられ、その保持機構9０によって、透過部

材8 と同様の透過部材82が着脱可能に保持される。第2某板テーブル22の保持機

構9０で保持された透過部材82の端面82 は、計測ミラー2 zよりも外側に張り出す

。計測ミラー2 ，と透過部材82とは、それら計測ミラー2 ，の反射面2S，及び透過部

材82の透過領城82Sの一方を介した計測光 が他方に入射するよぅに、第2某板



テーブル22において、所定の位置関係で配置されている。また、第2某板テーブル2

2には、透過部材 に形成された遮光膜 76の開口7 7を透過した光が人射する光セ

ンザ7 5が設けられている。

０1０9 本実施形態においては、透過部材8 は、第 某板テーブル 2の 側の側面に

配置された計測ミラー zの反射面 S zと対向するよぅに、第 某板テーブル 2の対

向面 5の X側のェッジ近傍に つ配置されている。また、透過部材 は、第2某板

テーブル22の X側の側面に配置された計測ミラー2 zの反射面2Sz と対向するよ

ぅに、第2某板テーブル22の対向面25の X側のェッジ近傍に つ配置されている。

０11０ また、透過部材8 の端面8 はほぼ直線状であり、透過部材8 は、その端面8

と 軸とがほぼ平行となるよぅに、第 某板テーブル 2の保持機構9０で保持される。

同様に、透過部材 の瑞面8 2 はほぼ直線状であり、透過部材8 2は、その端面

と 軸とがほぼ平行となるよぅに、第2某板テーブル22の保持機構9０で保持される

０111 また、後述するよぅに、本実施形態においては、制御装置7は、某板ステージ駆動

システム5を用いて、第 墓板テーブル 2の透過部材8 側の端面8 と、第2

某板テーブル22の透過部材8 2 X側の端面8 2 の少なくとも一部とを接近又は接

触させた状態で、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とをX軸方向に同期移動す

る。本実施形態においてほ、第 某板テーブル 2の透過部材8 側の端面8

の一部には、段差8 が形成されている。第2某板テーブル22の透過部材8 2 X

側の端面8 2 の一部には、第 某板テーブル 2の透過部材8 の段差8 と対応

する (かみ合ぅ)段差8 2 が形成されている。

０112 次に、上述の構成を有する露光装置の動作及び露光方法の一例について図7～
図 2及び図24を参照して説明する。

０113 本実施形態においては、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2の一方の某板

ステージが露光ステーションS の第 領城S P に配置されているときに、他方の某

板ステージが計測ステーションS 2の第2領城S P2において所定の処理を実行する

０114 例えば、露光装置 Xは、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2の一方の某板



ステージを露光ステーションS の第 光学素子8からの露光光 が照射される位

置に配置して、その一方の某板ステージに保持された某板Pを露光する動作と、他

方の某板ステージを計測ステーションS 2の第2光学素子9と対向する位置に配置し

て、その他方の某板ステージに保持された某板Pを計測する動作の少なくとも一部と

を並行して行ぅ。また、露光装置 Xは、第 某板ステージ 及び第2某板ステージ2

の一方の某板ステージを露光ステーションS の第 領城S P に配置している状態

で、他方の某板ステージを計測ステーションS 2の第2領城S P2に配置して、搬送シ

ステム を用いて、その他方の某板ステージより露光処理済みの某板Pをアンロード(

搬出)するとともに、露光処理されるべき某板Pをその他方の某板ステージに口一ド(

搬入)するといった某板交換作業を行ぅ。

０115 本実施形態においては、露光ステーションS の第 領城S P に第 某板ステー

ジ と第2某板ステージ2とが順次配置され、第 領城S P に配置された第 某板ステ

ージ に保持されている某板Pに露光光 を照射する動作と、第2某板ステージ2に

保持されている某板Pに露光光 を照射する動作とが順次実行される。

０116 図7に示すよぅに、制御装置7は、計測ステーション5 2の某板交換位置に第2某

板ステージ2を配置して、搬送システム を用いて、その第2某板ステージ2に露光処

理されるべき某板Pをロードする。そして、制御装置7は、計測ステーションS 2にお

いて、第2某板ステージ2に保持されている某板Pに関する所定の計測処理等を開始

する (S )

０117 一方、露光ステーションS の第 領城S P には、計測ステーションS 2における

計測処理を既に終えた某板Pを保持した第 某板ステージ が配置されている。制御

装置7は、露光ステーションS において、第 某板ステージ に保持されている某

板Pの露光を開始する (S )

０118 制御装置7は、露光ステーションS において、第 某板ステージ に保持されてい

る某板Pの液浸露光を実行する。制御装置7は、第 某板ステージ に保持されてい

る某板Pと投影光学系P の第 光学素子8とを対向させた状態で、第 光学素子8の

光射出側の露光光 の光路空間を液体 で満たした状態で、某板Pを露光する。

某板P上には複数のショット領城が設定されており、制御装置7は、某板ステージ駆



動システム5を用いて、第 領城S P において第 某板ステージ を移動しつつ、その

第 某板ステージ に保持されている某板 上の複数のショット領城のそれぞれを、投

影光学系P と液体 Qとを介して順次露光する。

０119 露光ステーションS における第 某板ステージ に保持されている某板Pの露光

処理が実行されている間、計測ステーションS 2における第2某板ステージ2に保持

されている某板Pの計測処理等が実行される。例えば、制御装置7は、計測ステーシ

ョンS 2に配置されている第2某板ステージ2に保持されている某板Pの位置情報を

計測する。ここで、某板Pの位置情報とは、所定の某準位置に対する某板Pのアライメ

ント情報 (某板P上の複数のショット領城のX、 、 Z方向の位置情報 ) 、及び所定の

某準面に対する某板Pの面位置情報 (Z 0 方向の位置情報 ) の少なくとも一

方を含む。

０12０ すなわち、制御装置7は、上述のアライメント系 を用いた検出動作、及びフオー

カス・レベリング検出系 を用いた検出動作を実行する。例えば、フオーカス・レベリ

ング検出系 を用いた検出動作では、制御装置7は、計測ステーションS 2におい
て、Z干渉計6Pzで第2某板ステージ2のZ軸方向の位置情報を計測しつつ、フオー

カス・レベリング検出系 を用いて、所定の某準面、及び某板Pの表面の面位置情

報を検出する。そして、制御装置7は、Z干渉計6Pzを含む計測システム6によって規

定される座標系内における、某準面を某準とした某板Pの表面 (各ショット領城 ) の近

似平面 (近似表面) を求める。

０12 1 第2某板ステージ2には、その第2某板ステージ2の4つの側面のそれぞれに、計測

ミラー2 zが配置されている。計測ステーションS 2において、第2某板ステージ2の

某板Pの計測処理を実行する際、計測システム6は、その4つの側面のぅち、少なくと

も3つの側面のそれぞれに配置された計測ミラー2Pz のそれぞれに、Z干渉計6Pzよ

り計測光 を照射して、第2某板ステージ2のZ軸方向の位置情報を計測する。本

実施形態においては、計測ステーションS 2には、第2光学素子9に対して X側、

側、及び 側に3つのZ干渉計6Pzが配置されており、それらZ干渉計6Pzより

、第2某板ステージ2の計測ミラー2 zに計測光 が照射される。Z干渉計6Pzから

射出される計測光 の少なくとも一部は、第2某板ステージ2の透過部材8 2を透過



する。

０122 また、アライメント系 を用いた検出動作では、制御装置7は、計測ステーションS

2において、X干渉計6P 及び 干渉計 で、某板Pを保持した第2某板ステー

、ジ2のX軸方向及び 軸方向の位置情報を計測しつつ、アライメント系 を用いて、

第2某板ステージ2の一部に形成された某準マーク、及び某板P上の各ショット領城

に対応して某板Pに設けられたアライメントマークを検出する。これにより、アライメント

マーク (ひいてはショット領城 ) 、及び某準マークの位置情報が計測される。なお、ア

ライメント系 によるアライメントマークの検出が行われるショット領城は、某板P上の

全てのショット領城でもよいが、本実施形態では一部のショット領城のみとする。そし

て、制御装置7は、その計測されたショット領城の位置情報に某づき、所定の某準位

置に対する某板P上の複数のショット領城のそれぞれの位置情報を演算処理によっ
て求める。

０123 露光ステーションS において、第 某板ステージ に保持されている某板Pの露

光処理が完了し、計測ステーションS 2において、第2某板ステージ2に保持されて

いる某板Pの計測処理が完了した後、制御装置7は、計測ステーションS 2の第2領

城S P 2から露光ステーションS の第 領城S P への第2某板ステージ2の移動を

開始する。なお、露光ステーションS での某板Pの露光処理の完了前に、第2某板

ステージ2の移動を開始してもよい。

０124 本実施形態においては、制御装置7は、第2某板ステージ2を第2領城5P2 から第

領城S P へ移動しているときにも、第 某板ステージ を第 光学素子8と対向する

位置に配置する。これにより、第2某板ステージ2が第2領城S P 2から第 領城S P へ

移動する動作を実行中においても、液浸空間 Sの液体 は、第 光学素子8と第

某板ステージ (某板P ) との間に保持され続ける。以上の動作により、図8に示すよぅ

に、露光ステーションS の第 領城S P に、第 某板ステージ と第2某板ステージ

2との両方が配置される。なお、第 某板ステージ に保持された某板Pの露光処理

が完了した時点で、第 某板ステージ は第 光学素子との間に液体 Qを保持しつ

つ、接続部材の交換動作が行われる、図8に示される第 領城S P 内の所定位置に

移動される。



０125 次に、制御装置7は、第 某板ステージ と第 光学素子8とが対向する状態を維持

しつつ、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とに対する第 接続部材 7 と第2接

続部材 7 2との交換動作を実行する。すなわち、制御装置7は、第 接続部材 7 と第

某板ステージ の第 継手部材6 との接続を解除して、第 接続部材 7 から第 某

板ステージ をリリースするとともに、第2接続部材 7 2と第2某板ステージ2の第4継手

部材64 との接続を解除して、第2接続部材 7 2から第2某板ステージ2をリリースする。

０126 その後、図9に示すよぅに、制御装置7は、第 接続部材 7 を 方向に移動して、

第2某板ステージ2の第3継手部材6 3に接続するとともに、第2接続部材 7 2を X方

向に移動して、第 某板ステージ の第2継手部材6 2に接続する。

０127 このよぅに、交換動作において、第 某板ステージ に接続されていた第 接続部材

7 が第2某板ステージ2に接続され、第2某板ステージ2に接続されていた第2接続

部材 7 2が第 某板ステージ に接続される。

０128 次に、制御装置7は、第2某板ステージ2の某板Pを液浸露光するために、某板ステ

ージ駆動システム5を用いて、第 某板ステージ 及び透過部材8 の少なくとも一方

と第 光学素子8とが対向する状態 (すなわち、第 某板ステージ 及び透過部材8

の少なくとも一方と第 光学素子8との間は液体 が保持されている状態 )から、第2

某板ステージ2及び透過部材8 2の少なくとも一方と第 光学素子8とが対向する状態

(すなわち、第2某板ステージ2及び透過部材8 2の少なくとも一方と第 光学素子8と

の間は液体 Qが保持される状態 ) に変ィヒさせる。

０129 本実施形態においては、例えば国際公開第2００5 ０74０ 4号パンフレソト(対応

米国特許出願公開第2００7 ０ 2 7００6号) などに開示されているよぅに、某板ステ

ージ駆動システム5は、第 光学素子8からの露光光 が照射される位置を含むガ

イド面G の第 領城S において、第 某板ステージ の透過部材8 の端面8 と

、第2某板ステージ2の透過部材8 2の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第

某板ステージ と第2某板ステージ2とを同期移動させる。第 某板ステージ の透

過部材8 の端面8 と、第2某板ステージ2の透過部材8 2の端面8 2 とを接近する

とは、第 某板ステージ の透過部材8 の端面8 と第2某板ステージ2の透過部材

8 2の端面8 2 との間から液体 Qが洞れ出さないか、あるいは液体 Qの洞れ出しが



露光装置の連伝に影響がないほど少ない呈であることを意味する。

０13０ 某板ステージ駆動システム5は、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とを同期

移動させる際に、透過部材8 、透過部材 、第 某板ステージ 、及び第2某板ステ

ージ2の少なくとも つが、第 光学素子8との間で、液体 を保持可能な空間を形

成するために、第 某板ステージ の透過部材8 の端面8 と第2某板ステージ2の

透過部材 の端面8 2 とを接近又は接触させる (S 2)

０13 1 制御装置7ほ、透過部材 8 、透過部材 8 2、第 墓板ステージ 、及び第2墓板ステ

ージ2の少なくとも つが、第 光学素子8との間で液体 Qを保持可能な空間を形成

し続けるよぅにする。すなわち、透過部材8 の端面8 と透過部材8 2の端面8 2 と

を接近又は接触させた状態で、第 光学素子8と対向する位置を含むガイド面G の

第 領城S で、某板ステージ駆動システム5を用いて、第 光学素子8に対して、第

某板ステージ と第2某板ステージ2とをX 平面内で同期移動する (S 3)。本実施

形態においては、制御装置7は、第 某板ステージ の透過部材8 の端面8 と第

2某板ステージ2の透過部材8 2の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第 某

板ステージ と第2某板ステージ2とを X方向に同期移動する。これにより、図9に示

すよぅな、第 某板ステージ 及び透過部材8 の少なくとも一方と第 光学素子8とが

対向する状態から、図 ０に示すよぅな、第2某板ステージ2及び透過部材 の少なく

とも一方と第 光学素子8とが対向する状態に変化させることができる。すなわち、第

某板ステージ 及び透過部材8 の少なくとも一方と第 光学素子8との間に液体

Qが保持されている状態から、第2某板ステージ2及び透過部材8 2の少なくとも一方

と第 光学素子8との間は液体 Qが保持される状態に変化させることができる。なお

、図示はしていないが、図9に示す状態から図 ０に示す状態に変化する過程で、制

御装置7は、まず、第 某板ステージ の透過部材8 の端面8 と第2某板ステージ

2の透過部材8 2の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第 某板ステージ と

第2某板ステージ2とを 方向に同期移動して、液浸空間 Sが 方向において透

過部材8 の端面8 に形成されている段差8 の位置に至るまで移動する。次い

で、制御装置は、第 墓板ステージ と第2墓板ステージ2とを X方向に同期移動し

て、液浸空間 Sが透過部材8 82の端面8 2 に形成されている段差8



8 2 の上を通過して第2某板ステージ2上に移動することができる。そして、制御装

置は、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とを 方向に同期移動して図 ０に

示すよぅな配置に第 光学素子8を位置づけることができる。ここで、液浸空間 Sが

第 某板ステージ (または透過部材8 )から第2某板ステージ2 (または透過部材8 2

) に移動した後、第 、第2某板ステージ 、2を図 ０に示す配置にすることなく、第

某板ステージ の第2領城S P 2への移動、及び第2某板ステージ2の第 領城S P 内

の所定位置、例えば光センザ 7 5による計測が行われる位置、あるいは露光開始位

置への移動を開始しても良い。また、第 、第2某板ステージ 、2を図8、図9に示す

配置にした時点で、 軸方向に関して第 光学素子8が透過部材8 8 2の段差8

、8 2 とほぼ同一位置となるよぅに第 、第2某板ステージ 、2を位置決めしても良

０132 本実施形態においては、第 某板テーブル 2の4つの側面のそれぞれに、その側

面から張り出すよぅに(突出するよぅに) 計測ミラー zが配置され、第2某板テーブル

22の4つの側面のそれぞれに、その側面から張り出すよぅに (突出するよぅに) 計測ミ

ラー2 ，が配置されている。そして、第 某板ステージ と第 光学素子8との間は液

体 Qが保持されている状態から、第2某板ステージ2と第 光学素子8との間に液体

Qが保持される状態に変ィヒさせる際、計測ミラー ，よりも 方向に外側に張り出

す透過部材8 の端面8 と、計測ミラー2 ，よりも X方向に外側に張り出す透過

部材8 2の端面8 2 とを接近又は接触させる。これにより、第 某板ステージ の計測

ミラー zと、第2某板ステージ2及び計測ミラー2 zの少なくとも一方とが接触 (衝突

) したり、第2某板ステージ2の計測ミラー2 zと、第 某板ステージ 及び計測ミラー

zの少なくとも一方とが接触 (衝突 ) したりすることを抑制しつつ、透過部材8 の端面

8 と透過部材8 2の端面8 とを良好に接近又は接触させることができる。したがっ
て、液体 Qの液浸空間 Sを形成した状態で、液体 Qの洞出を抑制しつつ、第 某

板ステージ と第 光学素子8との間に液体 Qが保持されていた状態から、第2某板

ステージ2と第 光学素子8との間は液体 Qが保持される状態に円滑に変ィヒさせる

ことができる。すなわち、第 光学素子8の光射出側の露光光 の光路空間む液体

Qで満たし続けた状態で、第 某板ステージ と第 光学素子8とが対向する状態か



ら、第2某板ステージ2と第 光学素子8とが対向する状態に変ィヒさせることができる。

０133 また、本実施形態においては、透過部材8 8 2の端面8 2 のそれぞれには

、互いにかみ合ぅ段差8 8 2 が形成されている。したがって、図 2の模式図に

示すよぅに、段差8 8 2 をかみ合わせた状態で、例えば、液浸空間 Sが段差8

8 2 の上の透過部材8 8 2の上面を通過するよぅに、第 、第2某板ステージ

、2の移動が制御されることにより、液体 Qの洞出がより効果的に抑制される。

０134 その後、制御装置7は、第2某板ステージ2と第 光学素子8 とを対向させた状態を

維持しつつ、某板ステージ駆動システム5を制御して、第 某板ステージ を計測ステ

ーションS 2に移動する (S 4)

０135 そして、図 に示すよぅに、第2某板ステージ2が露光ステーションS の第 領城

S P に配置されるとともに、第 某板ステージ が計測ステーションS 2の第2領城S

P 2に配置される。計測ステーションS 2に移動した第 某板ステージ に保持されて

いる某板Pは、某板交換位置において、搬送システム によってアンロードされ、露

光されるべき新たな某板Pが第 某板ステージ に口一ドされる (S 3)。制御装置7

は、計測ステーションS 2において、第 某板ステージ に口一ドされた某板Pの計測

処理等を開始する (S 4)

０136 第 某板ステージ には、その第 某板ステージ の4つの側面のそれぞれに、計測

ミラー zが配置されている。計測ステーションS 2において、第 某板ステージ の

某板Pの計測処理を実行する際、計測システム6は、その4つの側面のぅち、少なくと

も3つの側面のそれぞれに配置された計測ミラー Pzのそれぞれに、Z干渉計6Pzよ

り計測光 を照射して、第 某板ステージ のZ軸方向の位置情報を計測する。本

実施形態においては、計測ステーションS 2には、第2光学素子9に対して X側、

x側、及び 側に3つのZ干渉計6Pzが配置されており、それらZ干渉計6Pzより

、第 某板ステージ の計測ミラー zに計測光 が照射される。Z干渉計6Pzから

射出される計測光 の少なくとも一部は、第 某板ステージ の透過部材8 を透過

する。

０137 制御装置7は、露光ステーションS において、第2某板ステージ2に保持されてい

る某板Pの液浸露光を実行する (S 5)。制御装置7は、第2某板ステージ2に保持さ



れている某板Pと投影光学系P の第 光学素子8とを対向させた状態て、第 光学

素子8の光射出側の露光光 の光路空間を被体 て満たした状態て、某板Pを露

光する。某板P上には複数のショノト領城か設定されており、制御装置7は、某板ステ

ーシ駆動システム5を用いて、第 領城S P において第2某板ステーシ2を移動しつ

つ、その第2某板ステーシ2に保持されている某板P上の複数のショノト領城のそれそ

れを、投影光学系P と被体 Qとを介して順次露光する。

０138 なお、制御装置7は、必要に応して、某板Pの露光を開始する前に、第 光学素子8

と開口7 7とを対向させ、被体 Qを介して開口7 7に露光光 を照射することかてき

る。第 光学素子8から射出され、被体 Qを介して開口7 7に照射された露光光

は、光センザ 7 5に入射する。制御装置7は、光センザ 7 5の検出結果に某ついて、例

えは投影光学系P のキャリフレーションを実行する等、所定の処理を実行することか

てきる。

０139 某板Pを露光するに際し、制御装置7は、計側ステーションS 2ての計側結果を用

いて、露光ステーションS において、第2某板ステーシ2に保持された某板Pの位

置を調整しつつ、某板Pを露光する。

０14０ 例えは、制御装置7は、露光ステーションS に配置された第2某板ステーシ2のZ

軸方向の位置をZ干渉計6P，て計側し、Z干渉計6P，を含む計側システム6によって

規定される座標系内における、某板Pの表面の近似平面と、投影光学系P の像面と

の位置関係を求める。Z干渉計6P，を含む計側システム6によって規定される座標系

内における、某準面のZ軸方向の位置清報及ひその某準面を某準とした某板Pの表

面の近似平面は、計側ステーションS 2て既に計側されている。また、制御装置7に

は、某準面に対する投影光学系P の像面の位置清報か予め記惜されている。した

かって、制御装置7は、露光ステーションS に配置された第2某板ステーシ2のZ軸

方向の位置をZ干渉計6P，て計側することにより、その計側結果に某ついて、Z干渉

計6P，を含む計側システム6によって規定される座標系内における、某板Pの表面の

近似平面と、投影光学系P の像面との位置関係を求めることかてきる。そして、制御

装置7は、某板Pの表面と投影光学系P の像面とか所定の位置関係となるよぅに(某

板Pの表面と投影光学系P の像面とか合致するよぅに) 、Z干渉計6P，を含む計側シ



ステム6で計測される位置情報に某づいて第2某板ステージ2の位置を制御しつつ、

某板Pを露光する。

０14 1 第2某板ステージ2には、その第2某板ステージ2の4つの側面のそれぞれに、計測

ミラー2 zが配置されている。露光ステーションS において、第2某板ステージ2の

位置情報の計測を実行する際、計測システム6は、その4つの側面のぅち、少なくとも

3つの側面のそれぞれに配置された計測ミラー2Pz のそれぞれに、Z干渉計6Pzより

計測光 を照射して、第2墓板ステージ2のZ軸方向の位置情報を計測する。本実

施形態においては、露光ステーションS には、第 光学素子8に対して X側、一

X側、及び 側に3つのZ干渉計6Pzが配置されており、それらZ干渉計6Pzより、

第2某板ステージ2の計測ミラー2 zに計測光 が照射される。Z干渉計6Pzから

射出される計測光 の少なくとも一部は、第2某板ステージ2の透過部材8 2を透過

する。なお、某板Pの露光に先立ち、例えば光センザ 7 5によってマスク のマークを

検出する、あるいは某準マークとマスク のマークとを不図示のアライメント系で検出

し、この検出結果をも用いて第2某板ステージ2の位置を制御しつつ某板Pの露光が

行われる。

０142 以下、上述した処理が繰り返される。すなわち、露光ステーションS において第2

某板ステージ2に保持された某板Pの露光処理が実行されるとともに、計測ステーショ

ンS 2において第 某板ステージ に保持された某板Pの計測処理が実行される。そ

して、露光ステーションS における第2某板ステージ2に保持された某板Pの露光

処理、及び計測ステーションS 2における第 某板ステージ に保持された某板Pの

計測処理の完了後、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を用いて、計測ステ

ーションS 2の第2領城S P 2に配置されている第 某板ステージ を、露光ステーショ

ンS の第 領城S P に移動させる。そして、第 接続部材 7 と第2接続部材 7 2との

交換動作が実行され、第 接続部材 7 は第2某板ステージ2からリリースされて第

某板ステージ に接続され、第2接続部材 7 2は第 某板ステージ からリリースされて

第2某板ステージ2に接続される。そして、制御装置7は、第2某板ステージ2と第 光

学素子8とが対向する状態から、第 墓板ステージ と第 光学素子8とが対向する状

態に変ィヒさせた後、某板ステージ駆動システム5を用いて、露光ステーションS P の



第 領城S P に配置されている第2某板ステージ2を、計測ステーションS 2の第2

領城S P 2に移動させる。そして、制御装置7は、露光ステーションS において、第

某板ステージ を移動しつつ、その第 某板ステージ に保持されている某板Pの複

数のショット領城を順次露光するとともに、計測ステーションS 2において、第2某板

ステージ2の某板Pの交換、計測処理等の所定の処理を実行する。

０143 また、計測ステーションS 2における計測処理を終えた某板Pを保持した第 某板

ステージ を露光ステーションS に移動した後、その某板Pの露光処理を露光ステ

ーションS において実行するに際し、制御装置7は、露光ステーションS に配置

された第 某板ステージ のZ軸方向の位置を、Z干渉計6Pzで計測し、その計測結

果に某づいて、某板Pの表面の近似平面と、投影光学系P の像面との位置関係を

求める。

０144 第 某板ステージ には、その第 某板ステージ の4つの側面のそれぞれに、計測

ミラー zが配置されている。露光ステーションS において、第 某板ステージ の

位置情報の計測を実行する際、計測システム6は、その4つの側面のぅち、少なくとも

3つの側面のそれぞれに配置された計測ミラー Pzのそれぞれに、Z干渉計6Pzより

計測光 を照射して、第 某板ステージ のZ軸方向の位置情報を計測する。本実

施形態においては、露光ステーションS には、第 光学素子8に対して X側、一

X側、及び 側に3つのZ干渉計6Pzが配置されており、それらZ干渉計6Pzより、

第 某板ステージ の計測ミラー2 zに計測光 が照射される。Z干渉計6Pzから

射出される計測光 の少なくとも一部は、第 某板ステージ の透過部材8 を透過

する。

０145 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、第 、第2某板ステージ 、2のそれぞ

れに、計測ミラー z 2 zよりも外側に張り出す端面8 2 を有し、Z干渉計6P

zの計測光が透過可能な透過領城8 S 82S を有する透過部材8 8 2を配置した。

それにより、Z干渉計6Pzの計測動作を妨げることなく、第 光学素子8と対向する位

置に、透過部材8 、透過部材8 2、第 某板ステージ 、及び第2某板ステージ2の少

なくとも つを配置して、液体 Qを全て回収する動作を実行することなく、第 光学素

子8の光射出側の露光光 の光路空間を常に液体 Qで満たし続けることができる



。したがって、露光装置 Xのスループットの低下を抑制しつつ、第 某板ステージ

に保持された某板Pの露光と、第2某板ステージ2に保持された露光とを実行できる。

また、液体 が無くなることに起因するウオーターマークの発生、気化熱による温度

変化の発生等を抑制し、露光精度の劣化を抑制できる。

０146 本実施形態においては、第 某板ステージ (第 某板テーブル 2)の側面及び第

2某板ステージ (第2某板テーブル22) の側面には、第 、第2某板テーブル 2、2

2の位置を計測するための計測ミラー Pz P zが外側に突出しており、第 某板ステ

ージ の対向面 (トップ面) 5と第2某板ステージ2の対向面 (トップ面) 2 5とを接近又

は接触させることは困難である。本実施形態によれば、第 某板ステージ 及び第2

某板ステージ2の一方から他方への液浸空間 Sの移動は、計測ミラー z 2 zより

も外側に張り出す端面8 2 を有し、計測光 を透過可能な透過部材8 8 2

を用いて実行される。したがって、Z干渉計6P，の計測動作を妨げることなく、且つ、

第 、第2某板ステージ 、2の計測ミラー z 2 zの衝突等を抑制しつつ、液体 Q

を保持可能な空間を形成し続けた状態で、第 某板ステージ と第 光学素子8とが

対向する状態、及び第2某板ステージと第 光学素子8とが対向する状態の一方から

他方に変化させることができる。

０147 また、本実施形態によれば、透過部材8 8 2は、保持機構9０によって、第 、第2

某板ステージ 、2に着脱可能に保持されるので、例えば劣化した透過部材8 8 2

を、新たなものと容易に交換できる。

０148 また、本実施形態によれば、透過部材8 8 2には、光センザ 7 5に入射する光を整

形する開口7 7が設けられているので、光センザ 7 5に入射する光を整形するための

新たな光学部材を設けなくてもすむ。したがって、部品点数の低減を図ることができ

る。

０149 本実施形態においては、透過部材8 は、第 某板テーブル 2の 側の側面に

配置された計測ミラー zの反射面 S zと対向するよぅに配置されており、その第 某

板テーブル 2の 側の側面に配置された計測ミラー ，に照射される計測光

は、透過部材8 の少なくとも一部を透過する。透過部材8 は、例えば平行平面板で

あって、保持機構9０に保持された透過部材8 の透過領城8 S の上面及び下面は、



X 平面とほぼ平行である。ここで、透過部材8 の厚みが 軸方向に関して不均一

であったり、あるいは透過部材 8 に擁みが生じていると、透過部材 8 の透過領域8

S の 軸方向の位置に応じて、計測光 の光路長が変化し、Z干渉計6 ，の計測

精度に影響を与える可能性がある。第2某板テーブル22に設けられた計測ミラー2

zに関しても同様である。

０15０ そこで、制御装置7は、必要に応じて、透過部材8 の厚みむら、擁み等に起因する

Z干渉計6P，の計測値の誤差等を補正することができる。以下、透過部材8 に起因

するZ干渉計6P，の計測値を補正する方法の一例について説明する。

０15 1 まず、制御装置7は、某板Pを露光する前に、予め、Z干渉計6P，を用いて、第 某

板ステージ のZ軸方向の位置情報を取得する動作を実行する。すなわち、制御装

置7は、Z干渉計6P，から計測光 を射出し、計測ミラー ，の反射面 S，及び透

過部材 8 の透過領域8 Sを介した計測光 をZ干渉計6P，で受光して、第 墓板

ステージ のZ軸方向の位置情報を取得する。このとき、制御装置7は、図 の模式

図に示すよぅに、例えば上述のアクチュエータ Vの駆動呈をエンコーダシステム等

でモニタして、第 某板テーブル 2のZ軸方向の位置を変化させないよぅに、第 某

板テーブル 2 (第 某板ステージ ) を 軸方向に移動しつつ、Z干渉計6Pzより計測

光 を射出するとともに、計測ミラー ，の反射面 S，及び透過部材8 の透過領

城8 Sを介した計測光 をZ干渉計6P，で受光する。これにより、Z干渉計6 ，は、

透過部材8 の 軸方向の各位置を介した計測光 を順次受光することになる。

０152 このとき、 軸方向に関して透過部材8 に厚みむらがあったり、擁みが生じていると

、その厚みむら等に起因する光路長の変化に応じて、図 4の模式図に示すよぅに、

Z干渉計6P，の計測値は 軸方向に関して変化する。

０153 制御装置7は、その透過部材8 の透過領城8 S の 軸方向の位置に対応したZ干

渉計6P，の計測値に関する補正呈を導出する。すなわち、透過部材8 に厚みむら

等がある場合、実際の第 某板テーブル 2の位置 (Z位置) と、Z干渉計6P，によって

計測される第 某板テーブル 2の位置との間には、透過部材8 の厚みむら等に起

因する誤差が生じる。制御装置7は、その誤差をキャンセルするための補正呈を、透

過部材8 の透過領城8 S の 軸方向の位置に対応付けて導出する。制御装置7は



、導出した補正呈を記憶装置 ０に記憶する。

０154 そして、制御装置7は、例えば某板Pを露光する際に、Z干渉計6P，で第 某板テー

ブル 2の位置情報を計測する場合、Z干渉計6P，の計測結果と、記憶装置 ０の記

憶情報とに某づいて、Z干渉計6P，の計測値を調整する。すなわち、制御装置7は、

透過部材8 の厚みむら等に起因する誤差を含んでいる可能性のあるZ干渉計6Pz

の計測値を、予め求めて記憶装置 ０に記憶してある補正呈に某づいて調整 (補 E)

する。そして、制御装置7は、その調整後 (補正後 ) のZ干渉計6Pzの計測値に某づ

いて、第 某板テーブル 2のZ軸方向の位置を、某板ステージ駆動システム (主に

微動システム5 )を用いて制御する。これにより、透過部材8 の厚みむら等に起因

する誤差がキャンセルされたZ干渉計6P，の計測値に某づいて、第 某板テーブル

2のZ軸方向の位置を良好に調整できる。

０155 また、制御装置7は、Z干渉計6P，の計測値を、記憶装置 ０に記憶してある補正呈

に某づいて調整 ( E) しないで、Z干渉計6P，の計測値と、記憶装置 ０に記憶して

ある補正呈とに某づいて、第 某板テーブル 2を所望の位置に移動するための某板

ステージ駆動システム (主に微動システム5 )の駆動呈を決定し、その決定された

駆動呈に某づいて、某板ステージ駆動システム5を駆動して、第 某板テーブル 2

の位置を調整することもできる。

０156 なお、ここでは、第 某板テーブル 2の位置を調整する場合について説明したが、

第2某板テーブル22についても同様である。また、この実施形態においては、透過

部材8 8 2は、全部がガラスなどの透過性材料から形成された部材であったが、透

過領城8 5 (8 25) (第 透過領城 ) と、前述の開口と対向する第2の透過領城だけが

透過性材料から形成されている複合部材を用いてもよい。あるレソま、透過部材8 ，8

2の強化または液体Qとの機液性を向上させるために、透過部材8 8 2上に金属膜

やフッィヒ物膜を部分的に形成してもよい。

０157 く第2実施形態 ノ

次に、第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の第 実施形

態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しく

は省略する。



０158 図 5は、第2実施形態に係る第 、第2某板テーブル 2 22の斜視図である。上

述の第 実施形態においては、透過部材8 は、第 某板テーブル 2の 側の側

面に配置された計測ミラー ，の反射面 S，のほぼ全域と対向する下面を有するよ

ぅに、換言すれば、 軸方向に関して計測ミラー2 ，とほぼ同じ大きさ (長刮を有する

よぅに形成されているが、図 5に示すよぅに、計測ミラー ，の反射面 S，の一部の

領城と対向する下面を有するよぅに形成されても良い。同様に、透過部材8 2も、第2

某板テーブル22の X側の側面に配置された計測ミラー2 zの反射面2Sz の一部

の領城と対向するよぅに形成されてもよい。透過部材8 8 2を、計測ミラー z 2

zよりも 、さく形成した場合でも、それら透過部材8 の端面8 と透過部材8 2の端面

8 2 とを接近又は接触させ、その透過部材8 8 2上を液浸空間 Sが通過するよぅ

に、第 、第2某板ステージ 、2の移動を制御する。これにより、計測ミラー zと計

測ミラー2 zとの衝突等を抑制しつつ、第 某板ステージ と第 光学素子8との間に

液体 が保持されている状態、及び第2某板ステージ2と第 光学素子8との間は液

体 が保持される状態の一方から他方へ円滑に変化させることができる。

０159 ここで、図 5に示す実施形態においては、第 某板ステージ (第2某板ステージ2

) の移動に伴って、Z干渉計6P，からの計測光 が、透過部材8 (8 2)を通過する

第 の状態と、透過部材8 (8 2)を通過しない第2の状態との両方が発生する。その

場合、第 の状態と第2の状態との間に、透過部材8 (8 2)の有無に起因する光路長

の変化に応じて、Z干渉計6P，の計測結果に誤差が生じる可能性がある。

０16０ そこで、制御装置7は、必要に応じて、透過部材8 ( は透過部材82) の有無に起

因するZ干渉計6P，の計測値の誤差等を補正することができる。以下、透過部材8

の有無に起因するZ干渉計6P，の計測値を補正する方法の一例について説明する。

０16 1 まず、制御装置7は、某板Pを露光する前に、予め、Z干渉計6P，を用いて、第 某

板ステージ のZ軸方向の位置情報を取得する動作を実行する。制御装置7は、例え

ば上述のアクチュエータ の駆動呈をエンコーダシステム等でモニタして、第 某

板テーブル 2のZ軸方向の位置を変化させないよぅに、第 某板テーブル 2 (第 某

板ステージ ) を 軸方向に移動しつつ、Z干渉計6P，より計測光 を射出する。こ

れにより、Z干渉計6P，には、計測ミラー ，の反射面 S，及び透過部材8 の透過



領城8 Sを介した計測光 と、計測ミラー ，の反射面 S，を介し、透過部材8

の透過領城8 Sを介さない計測光 とが順次人射する。すなわち、制御装置7は、

Z干渉計6P，から計測光 を射出し、透過部材8 の透過領城8 Sを介した計測光

又は透過領城8 Sを介さない計測光 をZ干渉計6P，で受光して、第 某板ステ

ージ のZ軸方向の位置情報を取得する。

０162 このとき、 軸方向に関する透過部材8 の有無に起因する光路長の変化に応じて

干渉計6Pzの計測値は 軸方向に関して変化する。

０163 制御装置7は、計測ミラー ，の反射面 S，の 軸方向の位置に対応したZ干渉計

6P，の計測値に関する補正呈を導出する。すなわち、透過部材8 が存在する位置と

存在しない位置との間には、Z干渉計6 P，の計測値に差が生じる。制御装置7は、そ

の差をキャンセルするための補正呈を導出する。制御装置7は、導出した補正呈を記

憶装置 ０に記憶する。

０164 そして、制御装置7は、例えば某板Pを露光する際に、 干渉計6P，で第 某板テー

ブル 2の位置情報を計測する場合、Z干渉計6P，の計測結果と、記憶装置 ０の記

憶情報とに某づいて、Z干渉計6P，の計測値を調整する。すなわち、制御装置7は、

透過部材8 の存在によって誤差を含んでいる可能性のあるZ干渉計6P，の計測値

を、予め求めて記憶装置 ０に記憶してある補正呈に某づいて調整 (補 E)する。そし

て、制御装置7は、その調整後 (補正後 ) のZ干渉計6Pzの計測値に某づいて、第

某板テーブル 2のZ軸方向の位置を、某板ステージ駆動システム (主に微動システ

ム5 )を用いて制御する。これにより、透過部材8 の存在に起因する誤差がキャン

セルされたZ干渉計6P，の計測値に某づいて、第 某板テーブル 2のZ軸方向の位

置を良好に調整できる。

０165 また、制御装置7は、Z干渉計6P，の計測値を、記憶装置 ０に記憶してある補正呈

に某づいて調整 (補 E) しないで、Z干渉計6P，の計測値と、記憶装置 ０に記憶して

ある補正呈とに某づいて、第 某板テーブル 2を所望の位置に移動するための某板

ステージ駆動システム (主に微動システム5 )の駆動呈を決定し、その決定された

駆動呈に墓づいて、墓板ステージ駆動システム5を駆動して、第 墓板テーブル 2

の位置を調整することもできる。



０166 なお、ここでは、第 某板テーブル 2の位置を調整する場合について説明したが、

第2某板テーブル22についても同様である。

０167 く第3実施形態 ノ

次に、第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは

省略する。

０168 図 6は、第3実施形態に係る第 某板テーブル 2の斜視図である。上述の第 実

施形態においては、透過部材8 は、第 某板テーブル 2の 側の側面に配置さ

れた計測ミラー ，と対向するよぅに つ配置されているが、図 6に示すよぅに、第

某板テーブル 2の4つの側面のそれぞれに配置された計測ミラー ，のそれぞれと

対向するよぅに、4つ配置されてもよい。同様に、第2某板テーブル22にも、4つの透

過部材8 2が設けられてもよい。

０169 こぅすることにより、第 墓板ステージ と第 光学素子8との間は液体 Qが保持され

ている状態、及び第2某板ステージ2と第 光学素子8 との間に液体 Qが保持される

状態の一方から他方へ変ィヒさせる際、例えば第 某板テーブル 2の X側に配置さ

れている透過部材8 の瑞面8 と、第2某板テーブル22の 側に配置されている

透過部材8 2の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第 某板ステージ と第2

某板ステージ2とを同期移動したり、あるレ ま、第 某板テーブル 2の 側に配置

されている透過部材8 の端面8 と、第2某板テーブル22の 側に配置されてい
る部材8 2の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第 某板ステージ と第2某板

ステージ2とを同期移動することができる。

０17０ く第4実施形態 ノ

次に、第4実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは

省略する。

０17 1 第4実施形態の特徴的な部分は、透過部材 (移動部材 ) 8 8 2が、第 、第2某板

テーブル 2 22に対して移動可飴に支持されている点にある。そして、透過部材8

8 2が、その端面8 2 が計測ミラー z 2 zよりも外側に張り出す第 の位



置、及び少なくとも計測ミラー ，、2 ，の反射面2S，からの計測光 の進行を妨

げない第2の位置のそれぞれに移動される点にある。なお、「計測光 (ビーム) の進行

を妨げない」とは、「ビームの光路に影響を与えない」、すなわち、計測光 が、部

材8 8 2に対して透過、屈折、反射のいずれもせず、それにより計測光の光路長が

変化しないといぅ意味である。

０172 図 7は、第4実施形態に係る第 某板テーブル 2を 側から見た側面図、図 8

は第 某板テーブル 2の一部を示す平面図、図 9は、第 某板テーブル 2の一部

を示す側断面図である。以下、第 某板テーブル 2及び透過部材8 について主に

説明するが、第2某板テーブル22及び透過部材8 2も同様である。

０173 上述の各実施形態と同様、透過部材8 は、上面及び下面を有する板状の部材で

あり、端面8 を有する。本実施形態においては、透過部材8 は、第 某板テーブ

ル 2に対して、図中、少なくともX軸方向に移動可能に支持され、透過部材8 の端

面8 は、計測ミラー ，の反射面 S，に対して所定の位置関係で配置される。

０174 本実施形態においては、第 某板テーブル 2と対向する透過部材8 の下面には

、X軸方向に延びる複数 (本実施形態では3つ) の被ガイド部材8 3が接続されている

。また、透過部材8 の下面と対向する第 某板テーブル 2の対向面 5の保持面 5

の内側には、X軸方向に延び、被ガイド部材8 3のそれぞれが配置されるガイド満8

4が形成されている。X軸方向に関するガイド満84の大きさ (長さ) は、被ガイド部材8

3の大きさ (長刮よりも大きい(長い) 。また、 軸方向に関するガイド満84の大きさ (

幅) は、被ガイド部材8 3の大きさ (幅) よりも大きい。

０175 また、被ガイド部材8 3の側面と対向するガイド満84の内側面には、被ガイド部材8

3の側面とガイド満84の内側面との間に気体を供給する給気 口8 5が形成されている

。給気 口8 5から供給される気体によって、被ガイド部材8 3の側面と対向するガイド満

84 の内側面とのギャップが維持される。

０176 図2０及び図2 は、図 7の断面図である。第 某板テーブル 2は、透過部材8 を

下面側から非接触で支持する支持機構8 6を備えている。本実施形態においては、

被ガイド部材8 3の下面に磁石 (例えば 極 ) が配置されており、支持機構8 6は、被

ガイド部材8 3の下面と対向するガイド満84の底面に配置された磁石 (例えば 極 ) を



含む。被ガイド部材 8 3 の磁石とガイド満8 4 の磁石とは同じ極同上である。したがって

、その磁石同上が反発し合ぅことによって、図2 に示すよぅに、被ガイド部材 8 3 に接

続された透過部材 8 は、その透過部材 8 の下面と対向する第 某板テーブル 2 の

保持面 5 に対して非接触で支持される。

０1 7 7 また、支持機構 8 6 は、上述の給気 口8 5 も含み、磁石によって、ガイド満8 4 の底面

に対して被ガイド部材 8 3 が浮いた状態でも、給気 口8 5 から供給される気体によって

、被ガイド部材 8 3 の側面と対向するガイド満8 4 の内側面とのギャップが維持される。

０1 7 8 支持機構 8 6 によって第 某板テーブル 2 の保持面 5 に対して非接触で支持さ

れた被ガイド部材 8 3 を有する透過部材 8 は、ガイド満8 4 に案内されつつ、X 軸方向

に移動可能である。透過部材 8 は、ガイド満8 4 に案内されつつX 軸方向に移動する

ことによって、その端面8 が計測ミラー ，よりも外側に張り出す第 の位置、及び

少なくとも計測ミラー zの反射面 S z からの計測光 の進行を妨げない第2 の位

置のそれぞれに移動可能である。

０1 7 9 本実施形態においては、ノズル部材 3 ０は、透過部材 8 を上面側から保持可能で

ある。上述のよぅに、本実施形態のノズル部材 3 ０は、例えば特開2 ００4 2 6 号

公報 (対応米国特許第6 ，952,253 号) 、特開2 ００4 2 8 号公報 (対応米国特

許第 7 ， ００8 号) 等に開示されているよぅなシール部材を含み、ガス導入口とガス

導出口とを有する。制御装置7 は、支持機構 8 6 によって第 某板テーブル 2 の保持

面 5 に対して非接触で支持された透過部材 8 とノズル部材 3 ０とを対向させ、ノズ

ル部材 3 ０のガス導入口を介したガス導入 (供給 ) 動作、及びガス導出口を介したガス

導出 (吸引) 動作により、ノズル部材 3 ０の下面と透過部材 8 の上面との間に、ガスベ

アリングを形成可能である。ノズル部材 3 ０の下面と透過部材 8 の上面との間には、

与圧真空型のガスベアリングが形成される。ガスベアリングにより、ノズル部材 3 ０の下

面と透過部材 8 の上面とのギャップ (例えば、0 ・ ～・０ ) が維持される。ノズ

ル部材 3 ０は、透過部材 8 との間で液体 の液浸空間 Sを形成可能であるととも

に、液浸空間 Sの外側で、透過部材 8 との間でガスベアリングを形成することによ

って、透過部材 8 の上面を保持可能である。すなわち、ノズル部材 3 ０は、透過部材

8 との間にガスベアリングを形成することによって生じる吸若作用を利用して、ノズル



部材3０の下面と透過部材8 の上面との間に所定のギャップを維持した状態で、透

過部材8 を保持する。

０18０ また、本実施形態においては、露光装置 Xは、第 某板テーブル 2に設けられ、

第 の位置及び第2の位置の少なくとも一方に配置された透過部材8 の下面を吸着

することでその透過部材8 を保持可能な第2保持機構8 7を備えている。第2保持機

構8 7は、透過部材8 の下面と対向する第 某板テーブル 2の保持面 5 の所定

位置に形成され、気体を吸引可能な吸引口8 8と、その吸引口8 8に流路を介して接

続された真空システム (不図示) とを含む。

０18 1 透過部材8 の下面と第 某板テーブル 2の保持面 5 とが対向した状態で、第2

保持機構8 7の真空システムを駆動して、透過部材8 の下面と保持面 5 との間の

空間の気体を吸引口8 8を介して吸引することによって、制御装置7は、透過部材8

の下面を、保持面 5 で吸着保持できる。また、制御装置7は、第2保持機構8 7の

真空システムの駆動を停止することによって、透過部材8 に対する吸着保持を解除

できる。

０182 制御装置7は、第2保持機構8 7を制御して、第2保持機構8 7による保持力、すなわ

ち、吸引口8 8による透過部材8 の下面と保持面 5 との間の気体の吸引動作によ

って発生する、透過部材8 を保持面 5 に向かって引き寄せる力 (吸引力) が、被

ガイド部材8 3の磁石とガイド満84の磁石との間で発生する反発力よりも強くなるよぅ

に、真空システムを制御して、吸引口8 8を用いた吸引動作を実行可能である。制御

装置7は、吸引口8 8の吸引動作によって発生する、透過部材8 を保持面 5 に向

かって引き寄せる力 (吸引力) が、被ガイド部材8 3の磁石とガイド満84の磁石との間

で発生する反発力よりも強くなるよぅに、吸引口8 8を用いた吸引動作を実行すること

によって、図2０に示すよぅに、第 某板テーブル 2の保持面 5 と透過部材8 の下

面とが接触するよぅに、第 某板テーブル 2の保持面 5 で透過部材8 を保持 (吸

着保持 )することができる。

０183 次に、第4実施形態に係る露光装置 Xの動作の一例について図22の模式図を参

照して説明する。本実施形態においては、少なくとも第 某板テーブル 2に保持され

ている某板Pに露光光 を照射している間は、制御装置7は、図 9等に示すよぅに



、透過部材8 を、計測ミラー ，の反射面 S，からの計測光の進行を妨げない第2

の位置に移動させておく。すなわち、本実施形態においては、少なくとも第 某板テ

ーブル 2に保持されている某板Pの露光中においては、透過部材8 は、少なくとも

計測ミラー ，の反射面 S，からの計測光の進行を妨げない第2の位置に配置され

る。制御装置7は、第2保持機構8 7を用いて、第2の位置に配置されている透過部材

8 の下面を第 某板テーブル 2の保持面 5 に吸着するよぅに保持する。本実施

形態においては、透過部材8 は、その端面8 が第 某板テーブル 2の側面よりも

外側に張り出さない位置に、第2保持機構8 7によって保持される。

０184 露光ステーションS において、第 某板ステージ に保持されている某板Pの露

光処理が完了し、計測ステーションS 2において、第2某板ステージ2に保持されて

いる某板Pの計測処理が完了した後、制御装置7は、計測ステーションS 2の第2領

城S 2から露光ステーションS の第 領城S P へ第2某板ステージ2を移動する。

そして、制御装置7は、第 某板ステージ と第 光学素子8とが対向する状態を維持

しつつ、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とに対する第 接続部材 7 と第2接

続部材 7 2との交換動作を実行する。

０185 次に、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を用いて、第 某板ステージ 及

び透過部材8 の少なくとも一方と第 光学素子8 とが対向する状態 (すなわち、第

某板ステージ 及び透過部材8 の少なくとも一方と第 光学素子8との間に液体

が保持されている状態 )から、第2某板ステージ2及び透過部材8 2の少なくとも一方

と第 光学素子8とが対向する状態 (すなわち、第2某板ステージ2及び透過部材8 2

の少なくとも一方と第 光学素子8との間は液体 Qが保持される状態 ) に変化させる

。これにより、第2某板ステージ2の某板Pを液浸露光することが可能となる。

０186 まず、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を用いて、第 某板ステージ の

位置を制御して、ノズル部材3０と透過部材8 とを対向させる。これにより、ノズル部

材3０と透過部材8 との間には液浸空間 Sが形成されるとともに、その液浸空間 S

の外側に、ガスベアリングが形成される。本実施形態においては、透過部材8 のX

軸方向の大きさは、少なくとも液浸空間 SのX軸方向の大きさよりも大きい。本実施

形態においては、透過部材8 の上面とほぼ平行なX 平面における、その透過部材



8 の上面の大きさは、少なくとも液浸空間 Sよりも大きい。したがって、液浸空間 S

は、ノズル部材3０と透過部材8 との間に形成可能である。

０187 そして、制御装置7は、第2保持機構8 7の吸引口8 8の吸引動作を停止する。これ

により、図22 ( ) に示すよぅに、透過部材8 は、磁石を含む支持機構8 6の作用によ

って、第 某板テーブル 2の保持面 5 に対して非接触で支持される。

０188 ノズル部材3０と透過部材8 の上面との間にはガスベアリングが形成されており、ノ

ズル部材3０は、支持機構8 6によって第 某板テーブル 2の保持面 5 に対して非

接触で支持された透過部材8 を上面側から保持する。

０189 ノズル部材3０で透過部材8 の上面を保持した後、制御装置7は、ノズル部材3０に

保持された透過部材8 と第 某板テーブル 2とを相対的に移動する。本実施形態

においては、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を制御して、ノズル部材3０

に保持された透過部材8 に対して、第 某板テーブル 2 (第 某板ステージ ) を十

X方向に移動する。ノズル部材3０に保持された被ガイド部材8 3を有する透過部材8

は、ガイド満84 に案内されつつ、第 某板テーブル 2に対して 方向に移動す

る。これにより、図22 ( ) に示すよぅに、透過部材8 は、その端面8 が計測ミラー

，よりも外側に張り出す第 の位置に移動される。

０19０ また、本実施形態においては、露光装置 Xは、第2某板テーブル22の透過部材8

2を上面側から保持可能な第3保持機構 ００を有している。第3保持機構 ００は、透

過部材 の上面との間でガスベアリングを形成することによって、その透過部材8 2

の上面を保持する。制御装置7は、第2某板テーブル2 2に対して非接触で支持され

ている透過部材8 2の上面を第3保持機構 ００で保持した状態で、某板ステージ駆

動システム5を制御して、第2某板テーブル22を 方向に移動する。これにより、図

22 ( ) に示すよぅに、透過部材8 2は、その端面8 2 が計測ミラー2 zよりも外側に張

り出す第 の位置に移動される。

０19 1 そして、図22 (C) に示すよぅに、透過部材8 が第 の位置に移動された後、制御装

置7は、第 某板テーブル 2の第2保持機構8 7を用いて、第 の位置に配置された

透過部材8 の下面を第 某板テーブル 2の保持面 5 に吸若させるよぅに保持す

る。同様に、制御装置7は、第2某板テーブル22の第2保持機構を用いて、第 の位



置に配置された透過部材8０を第2某板テーブル22の保持面に吸若させるよぅに保

持する。

０192 そして、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を制御して、第 の位置に移動

された第 某板テーブル 2の透過部材8 の端面8 と、第 の位置に移動された

第2某板テーブル22の透過部材8０の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第

某板ステージ と第2某板ステージ2とを同期移動する。

０193 制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を用いて第 某板ステージ と第2某板

ステージ2とを同期移動させる際に、透過部材8 及び透過部材8 2のそれぞれを第

の位置に移動し、第 某板テーブル 2の透過部材8 の端面8 と第2某板テーブ

ル22の透過部材8 2の端面82S を接近又は接触させる。こぅすることによって、透過

部材8 、透過部材8０、第 某板ステージ 、及び第2某板ステージ2の少なくとも つ

が、第 光学素子8との間で液体 を保持可能な空間を形成する。

０194 すなわち、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を用いて第 某板テーブル

2と第2某板テーブル22とを同期移動させるときに、ノズル部材3０、第3保持機構 ０

0、及び某板ステージ駆動システム5等を用いて、透過部材8 8 2を第 の位置に移

動する。

０195 そして、某板ステージ駆動システム5を用いて、透過部材8 の端面8 と透過部材

8０の端面8 2 とを接近又は接触させた状態で、第 光学素子8と対向し、第 光学素

子8からの露光光 が照射される位置を含むガイド面G の第 領城S において、

第 光学素子8 に対して、第 某板ステージ と第2某板ステージ2とをX 平面内で

同期移動する。これにより、制御装置7は、第 某板テーブル 2及び透過部材8 の

少なくとも一方と第 光学素子8とが対向し、第 某板テーブル 2及び透過部材8 の

少なくとも一方と第 光学素子8との間は液体 Qが保持されている状態から、第2某

板テーブル22及び透過部材8 2の少なくとも一方と第 光学素子8とが対向し、第2某

板テーブル22及び透過部材8 2の少なくとも一方と第 光学素子8との間は液体 Q

が保持される状態に変ィヒさせることができる。

０196 本実施形態においては、第 某板テーブル 2と第 光学素子8との間は液体 Qが

保持されている状態から、第2某板テーブル22と第 光学素子8との間は液体 Qが



保持される状態に変ィヒさせる際、透過部材8 の端面8 を計測ミラー ，よりも外

側に張り出す第 の位置に移動させるとともに、透過部材 の端面8 2 を計測ミラー

2 ，よりも外側に張り出す第 の位置に移動させる。そして、透過部材8 の端面8

と透過部材 の端面8 2 とを接近又は接触させるので、第 某板テーブル 2の計

測ミラー zと、第2某板テーブル22及び計測ミラー2 zの少なくとも一方とが接触 (

衝突 ) したり、第2某板テーブル22の計測ミラー2 ，と、第 某板テーブル 2及び計

測ミラー ，の少なくとも一方とが接触 (衝突 ) したりすることを抑制できる。これにより

、液体 の洞出を抑制しつつ、第 某板ステージ と第 光学素子8との間は液体

Qが保持されていた状態から、第2某板ステージ2と第 光学素子8との間は液体

が保持される状態に円滑に変ィヒさせることができる。

０197 ノズル部材3０と透過部材 とが対向した後、制御装置7は、第2某板テーブル22

の第2保持機構による透過部材8 2に対する保持動作を解除する。これにより、透過

部材 は、第2某板テーブル22の保持面 5 に対して非接触で支持される。

０198 ノズル部材3０は、透過部材 の上面との間に液浸空間 Sを形成するとともに、そ

の液浸空間 Sの外側で、透過部材 との間にガスベアリングを形成することによっ
て、透過部材8 2の上面を保持する。本実施形態においては、透過部材 のX軸方

向の大きさは、少なくとも液浸空間 SのX軸方向の大きさよりも大きい。本実施形態

においては、透過部材 の上面とほぼ平行なX 平面における、その透過部材8 2

の上面の大きさは、少なくとも液浸空間 Sよりも大きい。したがって、液浸空間 Sは

、ノズル部材3０と透過部材8 2との間に形成可能である。

０199 ノズル部材3０で透過部材8 2の上面を保持した後、制御装置7は、ノズル部材3０に

保持された透過部材8 2と第2某板テーブル22とを相対的に移動する。本実施形態

においては、制御装置7は、某板ステージ駆動システム5を制御して、ノズル部材3０

に保持された透過部材8 2に対して、第2某板テーブル22 (第2某板ステージ2)を十

X方向に移動する。これにより、図22 ( ) に示すよぅに、透過部材8 2は、計測ミラー2

，の反射面2S，からの計測光の進行を妨げない、すなわち、計測光が透過部材8 2

に照射されない第2の位置に移動される。

０2００ そして、透過部材8 2が第2の位置に移動された後、制御装置7は、第2某板テーブ



ル22の第2保持機構を用いて、透過部材8 2の下面が第2某板テーブル22の保持面

に吸着するよぅに保持する。透過部材8 2が第2の位置に移動した後、制御装置7は、

その第2某板テーブル22に保持されている某板Pの露光を開始する。

０2０1 また、本実施形態においては、図22 ( )に示すよぅに、露光装置 Xは、第 某板

テーブル 2の透過部材8 を上面側から保持可能な第4保持機構 ０ を有してレ巧

。第4保持機構 ０ は、透過部材8 の上面との間でガスベアリングを形成することに

よって、その透過部材8 の上面を保持する。制御装置7は、第 某板テーブル 2に

対して非接触で支持されている透過部材8 の上面を第4保持機構 ０ で保持した

状態で、第 某板テーブル 2を 方向に移動する。これにより、図22 ( ) に示すよ

ぅに、透過部材8 は、計測ミラー ，の反射面 S，からの計測光の進行を妨げない

第2の位置に移動される。透過部材8 が第2の位置に移動された後、制御装置7は

、第 某板テーブル 2の第2保持機構8 7を用いて、透過部材8 の下面が第 某板

テーブル 2の保持面 5 に吸着するよぅに保持する。

０2０2 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、第 某板ステージ と第 光学素子8と

の間は液体 が保持されている状態、及び第2某板ステージ2と第 光学素子8との

間は液体 が保持される状態の一方から他方に変ィヒさせるときにのみ、透過部材8

、8 2の端面8 2 が計測ミラー ，、2 ，よりも外側に張り出すよぅに、それら

透過部材8 8 2を第 の位置に移動させる。そして、少なくとも某板Pの露光を行ぅと

きには、透過部材8 8 2がZ干渉計6 ，の計測光の進行を妨げないよぅに、それら

透過部材8 82を第2の位置に移動するよぅにしたので、第 某板テーブル 2と第2

某板テーブル22との間における液浸空間 Sの移動を円滑に実行可能であるととも

に、少なくとも某板Pの露光中におけるZ干渉計6P，の計測精度を維持することがで

きる。したがって、某板Pを良好に露光できる。

０2０3 なお、第4実施形態においては、少なくとも某板Pの露光中には、透過部材8 8 2

は、Z干渉計6P，の計測光の進行を妨げない位置に移動されるので、透過部材8

8 2は、必ずしも光を透過する機能を有していなくてもよい。すなわち、第1実施形態

で用いた透過部材8 82に代えて、非透過性部材を用い得る。例えば、ステンレス

鋼、チタン等の金属、あるいはボリ四フッィヒェチレン等の機液性を有する合成樹脂で



形成された部材を用い得る。あるレソま、光センザ 75を覆ぅ部分だけを光透過性とし他

の部分を非透過性部材から形成し得る。

０2０4 なお、上述の第 ～第4実施形態の投影光学系は、先端の光学素子の像面 (射出

面)側の光路空間む液体で満たしているが、例えば国際公開第2００4 ０ 9 28号

パンフレソト(対応米国特許出願公開第2００5 ０248856号)などに開示されている

よぅに、先端の光学素子の物体面 (人射面)側の光路空間も液体で満たす投影光学

系を採用することもできる。さらに、終端光学素子8の表面の一部 (少なくとも液体との

接触面を含む)又は全部に、親液性及び 又は溶解防止機能を有する薄膜を形成

してもよい。なお、石英は液体との親和性が高く、かつ溶解防止膜も不要であるが、

蛍石は少なくとも溶解防止膜を形成することが好ま 、。

０2０5 また、計測ステーションS 2での計測作業を、某板P上あるいは第 、第2某板テー

ブル 2 22上に液浸空間 Sを形成した状態で行ぅよぅにしてもよい。計測ステーショ

ンS 2で液浸空間 Sを形成するためば液体 Qの供給及び回収作業が必要になる

かもしれないが、もぅ一方の某板Pの露光を行っている間にそれらの動作を行えばよ

いので、スループットに与える影響はほとんどない。

０2０6 また、上述の各実施形態では、第 某板テーブル 2に透過部材8 が、第2某板テ

ーブル22に透過部材82がそれぞれ設けられている例を示したが、いずれか一方の

某板テーブルだけに透過部材が設けられてもよい。この場合、透過部材の長さは、

一つの計測ミラー、例えば、計測ミラー zの某板テーブル 2から外側に張り出す

長さの2倍以上の長さを有することにより、第 某板テーブル 2から第2某板テーブ

ル22へ液浸空間 Sが受け渡しされるときに、計測ミラー z 2 z同上が衝突する

ことが防止される。さらに、上述の各実施形態では、各某板テーブル ( 2 22) の4つ

の側面にそれぞれ干渉計ミラー (反射面)を設けるものとしたが、これに限らず、例え

ば2つ又は3つの側面に干渉計ミラーを設けるだけでも良い。また、上述の各実施形

態では、干渉計ミラーが設けられる某板テーブルの端部に透過部材を設けるものとし

たが、これに限らず、干渉計ミラーが設けられていない某板テーブルの端部に透過

部材を設けても良い。

０2０7 また、上述の各実施形態では、液浸法を用いたマルチステージ型の露光装置を例



にとって説明したが、本発明はこれに限定されることはない。ステージが つの露光

装置でもよレ七、液浸法を用いない露光装置でもよい。Z干渉計のための計測光の

通過位置と某板テーブルとの位置との関係によっては、本発明を用いることが可能で

ある。

０2０8 なお、本実施形態の液体 は水であるが、水以外の液体であってもよい、例えば

、露光光 の光源が レーザである場合、この レーザ光は水を透過しないので、

液体 Qとして、例えば過フッィヒポリエーテル (P P )やフッ素系オイル等のフッ素系

流体を用いてもよい。また、液体 Qとしては、その他にも、露光光 に対する透過

性があってできるだけ屈折率が高く、投影光学系P や某板P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 (例えばセダ一油など) を用いることも可能である。

また、液体 Qとしては、屈折率が ・6～・8程度のものを使用してもよい。純水より

も屈折率が高い(例えば ・5以上の)液体 Qとしては、例えば、屈折率が約 ・5０の

イソプロパノール、屈折率が約 ・6 のグリセロール (グリセリン) といったC 結合

あるレソま 結合を持つ所定液体、ヘキザン、ヘプタン、デカン等の所定液体 (有

機溶剤) 、あるいは屈折率が約 ・6０のデカリン(Deca n: Decahyd onaph ha ene)など

が挙げられる。また、液体 Qは、これら液体のうち任意の2種類以上の液体を混合し

たものでもよレ七、純水にこれら液体の少なくとも つを添加 (混合 ) したものでもよい。

さらに、液体 Qは、純水に "、Cs"、 "、 、 、 等の塩某又は酸を

添加 (混合 ) したものでもよレ七、純水に 酸化物等の微粒子を添加 (混合 ) したもの

でもよい。なお、液体 Qとしては、光の吸収係数が 、さく、温度依存性が少なく、投

影光学系P 、及び 又は某板Pの表面に塗布されている感光材 ( はトップコート

膜あるいは反射防止膜など) に対して安定なものであることが好ま 、。また、液体

Qとして、種々の流体、例えば、超臨界流体を用いることも可能である。

０2０9 なお、上記各実施形態においては、干渉計システムを用いてマスクステージ及び

某板ステージの各位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例えば国際公開

第2００7 ０83758 号パンフレソト(対応米国特許出願番号 655０82) 、国際公

開第2００7 ０97379 号パンフレソト(対応米国特許出願番号 7０8533) などに

開示されているように、各ステージに設けられるスケール (回折格子) を検出するェン



コーダシステムを用いてもよい。あるいは、例えば米国特許出願公開第2００6 ０22

73０9号などに開示されているように、某板テーブルにェンコーダヘッドが設けられ、

かつ某板テーブルの上方にスケールが配置されるェンコーダシステムを用いても良

い。この場合、干渉計システムとェンコーダシステムとの両方を備えるハイブリッドシス

テムとし、干渉計システムの計測結果を用いてェンコーダシステムの計測結果の較正

(キヤリブレーション)を行うことが好ましい。また、干渉計システムとェンコーダシステ

ムとを切り換えて用いる、あるいはその両方を用いて、ステージの位置制御を行 よう

にしてもよい。さらに、上記各実施形態では、第 、第2某板ステージを駆動するアク

チュエータとして平面モータを用いても良い。

０2 1０ なお、上記各実施形態の某板Pとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウエハ

のみならず、ディスプレイデバイス用のガラス某板、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエ

ハ、あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版 (合成石英、シリコン

ウエハ ) 、またはフィルム部材等が適用される。また、某板Pの形状は円形のみならず

、矩形など他の形状でもよい。

０2 11 露光装置 Xとしては、マスク と某板Pとを同期移動してマスク のパターンを走

査露光するステップ・アントスキヤン方式の走査型露光装置 (スキヤニングステッパ )

の他に、マスク と某板Pとを静止した状態でマスク のパターンを一括露光し、某

板Pを順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置 (ステッ

パ ) にも適用することができる。

０2 12 さらに、ステップ・アンド・リピート方式の露光において、第 パターンと某板Pとをほ

ぼ静止した状態で、投影光学系を用いて第 パターンの縮小像を某板P上に伝写し

た後、第2パターンと某板Pとをほぼ静止した状態で、投影光学系を用いて第2パタ

ーンの縮小像を第 パターンと部分的に重ねて某板P上に一括露光してもよい。すな

わち、露光装置 Xはスティッチ方式の一括露光装置などでも良い。また、スティッチ

方式の露光装置としては、某板P上で少なくとも2つのパターンを部分的に重ねて伝

写し、某板Pを順次移動させるステップ・アントスティッチ方式の露光装置にも適用

できる。なお、スティッチ方式の露光装置は、走査露光によって各パターンを転写す

る走査型露光装置でも良い。



０213 また、例えば特開平 354００号公報 (対応国際公開第 999 23692号パン

フレット)、特開2０００ 645０4号公報 (対応米国特許第6，897,963 号)等に開示

されているよぅに、某板を保持する某板ステージと、某準マークが形成された某準部

材及び 又は各種の光電センザを搭載した計測ステージとを備えた露光装置にも本

発明を適用することができる。指定回及び選択回の回内法令が許す限りにおいて、

米国特許6，897,963 号などの開示を援用して本文の記載の一部とする。例えば、某

板ステージ及び計測ステージの少なくとも一方に、側面より張り出す計測ミラー (ミラ

ー面が斜面)が設けられている場合、本発明を適用することによって、某板Pを効率

良く露光できる。この場合、某板ステージと計測ステージとを近接又は接触させた状

態で移動して、一方のステージとの交換で他方のステージを光学素子8と対向して配

置することで、某板ステージと計測ステージとの間で液浸空間を移動することができ

る。計測ステージ上では液浸空間を形成した状態で計測ステージに搭載されている

計測器 (計測部材 )を使って、露光に関する計測 (例えば、べ一スライン計測)を実行

することができる。これにより、某板Pの液浸露光に必要な情報 (例えば、べ一スライン

最、あるいは露光光 の照度など)が取得できる。液浸空間を、某板ステージと計測

ステージとの間で移動する動作、及び某板の交換中における計測ステージの計測動

作の詳細は、国際公開第2００5 ０74０ 4号パンフレット(対応する欧州特許出願公

開第 7 3 3号明細菩)、国際公開第2００6 ０ 38０6号パンフレットなどに開示

されている。また、計測ステージを有する露光装置は複数の某板ステージを備えてい

ても良い。

０214 上述の各実施形態においては、投影光学系P を備えた露光装置を例に挙げて説

明してきたが、投影光学系P を用いない露光装置及び露光方法に本発明を適用す

ることができる。このよぅに投影光学系P を用いない場合であっても、露光光はレン

ズ等の光学部材を介して某板に照射され、そのよぅな光学部材と某板との間の所定

空間に液浸空間が形成される。また、マスクステージを前述のよぅな露光方式に応じ

て省略することもできる。

０215 なお、上述の各実施形態においては、露光光 の光路空間を液体 で満たした

状態で某板Pを露光する液浸法を適用した場合を例にして説明したが、露光光 の



光路空間む液体 Qで満たさずに、気体のみな満たす、通常のドライ型露光装置にも

、本発明を適用可能である。

０216 また、投影光学系P の光学素子 (終端光学素子) 8を、フッィヒヵルシウム (蛍石) に

代えて、例えば石英 (シリヵ) 、あるレソま、フッ化バリウム、フッィヒストロンチウム、フッィヒ

リチウム、及びフッ化ナトリウム等のフッ化ィヒ合物の単結品材料で形成してもよレ七、

石英や蛍石よりも屈折率が高い(例えば ・6以上)材料で形成してもよい。屈折率が

・6以上の材料としては、例えば、国際公開第2００5 ０596 7号パンフレソトに開

示される、ザファイア、二酸化ゲルマニウム等、あるレ ま、国際公開第2００5 ０596

8号パンフレソトに開示される、塩化ヵリウム (屈折率は約 ・75) 等を用いることがで

きる。

０217 記各実施形態では、露光光 の光源として エキシマレーザを用いたが、例

えば米国特許第7，０23 6 ０号などに開示されているよぅに、 半導体レーザ又は

ファイバーレーザなどの固体レーザ光源、ファイバーアンプなどを有する光増幅部、

及び波長変換部などを含み、波長 のパルス光を出力する高調波発生装置を

用いてもよい。さらに、上記各実施形態では、投影領城 (露光領城)が矩形状である

ものとしたが、他の形状、例えば円弧状、台形状、平行四辺形状、あるいは菱形状な

どでもよい。

０218 露光装置 Xの種類としては、某板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られず、液品表示素子製造用又はディスプレイ製造用の

露光装置、薄膜磁気ヘッド、撮像素子 (CC ) 、マイクロマシン、 S チッ

プ、あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露光装置などにも広く適用で

きる。

０219 なお、上述の実施形態においては、光透過性の某板上に所定の遮光パターン(

は位相パターン・減光パターン)を形成した光透過型マスクを用いたが、このマスクに

代えて、例えば米国特許第6，778 257号公報に開示されているよぅに、露光すべ

きパターンの電子データに某づいて透過パターン又は反射パターン、あるいは発光

パターンを形成する電子マスク (可変成形マスク、アクティブマスク、あるレ まイメージ

、ジェネレータとも呼ばれ、例えば非発光型画像表示素子 (空間光変調器)の一種で



ある (D g a M c o m o Device) などを含む を用いてもよい。なお、 を

用いた露光装置は、上記米国特許のほかに、例えば特開平8 3842 号公報、特

開2００4 ０4 35号公報に開示されている。指定回または選択回の法令が許す範

囲において米国特許第6，778,257 号公報の開示を援用して本文の記載の一部とす

る。

０22０ また、例えば国際公開第2００ ０35 68号パンフレソトに開示されているよぅに、

干渉縞を某板P上に形成することによって、某板P上にライン・アントスペースパター

ンを露光する露光装置 (リソグラフィシステム) にも本発明を適用することができる。

０22 1 また、例えば特表2００4 985 ０号公報 (対応米国特許第6，6 3 6号) に開

示されているよぅに、2つのマスクのパターンを、投影光学系を介して某板上で合成し

、 回の走査露光によって某板上の つのショット領城をほぼ同時に二重露光する露

光装置などにも本発明を適用することができる。本国際出願の指定回又は選択の法

令が許す限りにおいて、米国特許第6，6 3 6号を援用して本文の記載の一部と

する。また、プロキシミティ方式の露光装置、ミラープロジェクション・アライナーなどに

も本発明を適用することができる。

０222 以上のよぅに、本願実施形態の露光装置 Xは、本願請求の範囲に挙げられた各

構成要素を含む各種ザブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精

度を保つよぅに、細み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、こ

の細み立ての前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整

、各種機械系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系について

は電気的精度を達成するための調整が行われる。各種ザブシステムから露光装置へ

の細み立て工程は、各種ザブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、

気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種ザブシステムから露光装置への細み立

て工程の前に、各ザブシステム個々の細み立て工程があることはレぢまでもない。各

種ザブシステムの露光装置への細み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露

光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびク

リーン度等が管理されたクリーンルームで行ぅことが望ま 、。

０223 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図23に示すよぅに、マイクロデバイスの機



能・性能設計を行ぅステノ 2０ 、この設計ステノプに某ついたマスク (レチクル)を製

作するステノ ０2、テハイスの某材てある某板を製造するステノ ０3、上述した

実施形態に従って、某板Pを露光し、露光した某板Pを現像する処理を含む某板処

理ステノ 2０4、テハイス細み立てステノプ (タイシンク工程、ホンティンク工程、パノ

ケーシ工程なとの加工プロセスを含む) 2０5、検査ステノ ０6等を経て製造される

０224 本願明細苦に掲けた種々の米国特詐及ひ米国特井出願公開なとについてほ、特

に援用表示をしたもの以外についても、指定回または選択回の怯令か詐す範囲に

おいてそれらの開示を援用して本文の一部とする。

産業上の禾 用可能，吐

０225 本発明によれは、某板を効卒良く良好に露光てき、被侵露光に適用した場合も所

望の性能を有するテハイスを生産性良く製造てきる。それゆえ、本発明は、我回の半

導体産業を含む栢笘機器産業の発展に若しく貢献することかてきる。



請求の範囲

某板に露光ビームを照射して前記某板を露光する露光装置であって、

前記露光ビームを射出する第 光学部材と、

前記第 光学部材の光射出側で移動可能な第 移動体と、

前記第 移動体に設けられ、位置計測用の計測ビームが照射される斜面を有する

計測部材と、

前記第 移動体に設けられ、前記第 移動体から前記計測部材よりも外側に張り出

す端面を有し、前記計測ビームを透過可能な透過領城を有する透過部材と、を備え

た露光装置。

2 前記第 光学部材の光射出側で前記第 移動体と独立して移動可能な第2移動体

を備え、

前記計測部材は前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられるとと

もに、

前記透過部材は前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられてレ巧

請求項 記載の露光装置。

3 前記計測部材と前記透過部材とは、前記斜面及び前記透過領城の一方を介した

前記計測ビームが他方に入射するよぅに、前記第 移動体及び前記第2移動体のそ

れぞれにおいて所定の位置関係で配置されている請求項2記載の露光装置。

4 前記計測部材は、前記斜面が上方を向くよぅに、前記第 移動体及び前記第2移

動体それぞれの少なくとも つの側面に配置され、

前記透過部材は、上面及び下面を有する板状の部材であり、

前記第 移動体及び前記第2移動体は、ともに前記第 光学部材と対向可能な対

向面を有し、

前記透過部材の上面と、前記第 移動体及び前記第2移動体それぞれの前記対

向面のトップ面とがほぼ面一となるよぅに、且つ、該透過部材の下面の少なくとも一部

と前記計測部材の斜面とが対向するよぅに、前記計測部材の上方に配置されてレ巧

請求項2 は3記載の露光装置。

5 前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられ、前記透過部材の少な



くとも一部を着脱可能に保持する保持機構を備えた請求項2～4のいずれか一項記

載の露光装置。

6 前記透過部材は、該透過部材の下面の少なくとも一部と前記第 移動体及び前記

第2移動体のそれぞれの前記対向面の所定領城とが対向するよぅに配置され、

前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられ、前記透過部材を介し

た光が人射する光センザを備えた請求項4又は5記載の露光装置。

7 前記透過部材は、前記透過領城とは典なる別の透過領城を有し、該別の透過領城

は、前記計測ビームとは典なる計測ビームを透過する請求項 記載の露光装置。

8 前記計測部材の前記斜面及び前記透過部材の前記透過領城を介した前記計測ビ

ームを受光して、前記第 移動体及び前記第2移動体の位置情報を取得する計測装

前記透過部材の前記透過領城の位置に対応した前記計測装置の計測値に関する

補正呈を記憶した記憶装置と、

前記計測装置の計測結果と、前記記憶装置の記憶情報とに某づいて、少なくとも

某板の露光中に、前記計測装置の計測値、前記第 移動体の位置、及び前記第2

移動体の位置の少なくとも っを調整可能な制御装置とを備えた請求項4～6のいず

れか一項記載の露光装置。

9 前記第 光学部材からの露光ビームが照射される照射位置を含か所定面において

、前記第 移動体の前記透過部材の前記端面と前記第2移動体の前記透過部材の

前記端面とを接近又は接触させた状態で、前記第 移動体と前記第2移動体とを同

期移動させる駆動システムを備えた請求項2～8のいずれか一項記載の露光装置。

０ 前記駆動システムは、前記第 移動体と前記第2移動体とを同期移動させる際に、

前記透過部材、前記第 移動体、及び前記第2移動体の少なくとも っが前記第 光

学部材との間で液体を保持可能な空間を形成するために、前記第 移動体の前記

透過部材の前記端面と前記第2移動体の前記透過部材の前記端面とを接近又は接

触させる請求項9記載の露光装置。

さらに、露光ステーション及び計測ステーションを備え、前記第 移動体及び前記

第2移動体が露光ステーション及び計測ステーション内並びにそれらの間を移動する



ことを制御する制御装置を備える請求項2記載の露光装置。

2 前記制御装置は、前記第 移動体の前記透過部材の端面と、前記第2移動体の前

記透過部材の端面とを接近又は接触するよぅに前記第 移動体と前記第2移動体の

移動を制御する請求項 記載の露光装置。

3 前記第 移動体の前記透過部材がその端面から延在する第 延在部を有し、前記

第2移動体の前記透過部材がその端面から延在する第2延在部を有し、第 延在部

の端面と第2延在部の端面が接近又は接触する請求項 2FE裁の露光装置。

4 某板に露光ビームを照射して前記某板を露光する露光装置であって、

前記露光ビームを射出する第 光学部材と、

前記第 光学部材の光射出側で移動可能な第 移動体と、

前記第 移動体に設けられ、位置計測用の計測ビームが照射される斜面を有する

計測部材と、

前記第 移動体に設けられ、該第 移動体に対して移動可能に支持され、前記計

測部材の斜面に対して所定の位置関係で配置される端面を有する移動部材と、

前記移動部材の端面が前記第 移動体から前記計測部材よりも外側に張り出す第

の位置、及び少なくとも前記計測部材の斜面からの前記計測ビームの進行を妨げ

ない第2の位置のそれぞれの位置に前記移動部材を移動する駆動装置と、を備えた

露光装置。

5 前記駆動装置は、少なくとも前記某板に露光ビームを照射している間は、前記移動

部材を前記第2の位置に位置付ける請求項 4記載の露光装置。

6 前記第 光学部材の光射出側で前記第 移動体と独立して移動可能な第2移動体

と、前記第 光学部材からの露光ビームが照射される照射位置を含か所定面におい

て、前記第 移動体と前記第2移動体とを同期移動させる駆動システムを備え、

前記計測部材は前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられるとと

もに、

前記移動部材は前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられ、該第

移動体及び該第2移動体のそれぞれに対して移動可飴に支持され、

前記駆動装置は、前記駆動システムによって前記第 移動体と前記第2移動体とが



同期移動するときに、前記移動部材を前記第 の位置に移動させ、

前記駆動システムは、前記第 移動体の前記移動部材の前記端面と前記第2移動

体の前記移動部材の前記端面とを接近又は接触させた状態で、前記第 移動体と

前記第2移動体とを同期移動させる請求項 4又は 5記載の露光装置。

7 前記駆動装置は、前記駆動システムによって前記第 移動体と前記第2移動体とが

同期移動する際に、前記移動部材、前記第 移動体、及び前記第2移動体の少なく

とも つが前記第 光学部材との間で液体を保持可能な空間を形成するために、前

記移動部材を前記第 の位置に移動させる請求項 6記載の露光装置。

8 前記移動部材は、上面及び下面を有する板状の部材であり、

前記計測部材は、前記斜面が上方を向くよぅに、前記第 移動体及び前記第2移

動体それぞれの少なくとも つの側面に配置され、

前記第 移動体及び前記第2移動体は、ともに前記第 光学部材と対向可能な対

向面を有し、

前記移動部材の上面と、前記第 移動体及び前記第2移動体それぞれの前記対

向面のトップ面とがほぼ面一となるよぅに、且つ、該移動部材の下面の少なくとも一部

と前記計測部材の斜面とが対向するよぅに、前記計測部材の上方に配置されてレ巧

請求項 6又は 7記載の露光装置。

9 前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられ、前記移動部材を下面

側から非接触で支持する支持機構と、

前記移動部材を上面側から保持する第 保持機構とを有し、

前記駆動装置は、前記第 保持機構に保持された前記移動部材と前記第 移動体

及び前記第2移動体とを相対的に移動させることによって、前記移動部材を前記第

の位置及び前記第2の位置の少なくとも一方に移動させる請求項 8記載の露光装

置。

2０ 前記第 保持機構は、前記移動部材との間で液体の液浸空間を形成可能であると

ともに、前記液浸空間の外側で、前記移動部材との間でガスベアリングを形成するこ

とによって、前記移動部材を保持する請求項 9記載の露光装置。

2 前記駆動システムは、前記第 移動体と前記第2移動体とを前記所定面の第 方向



に同期移動させ、

前記移動部材の前記第 方向の大きさは、少なくとも前記液浸空間の前記第 方向

の大きさよりも大きい請求項2０記載の露光装置。

22 前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれに設けられ、前記第 の位置及び

前記第2の位置の少なくとも一方に配置された前記移動部材の下面を吸着すること

で前記移動部材を保持する第2保持機構を備えた請求項2０又は2 記載の露光装

置。

23 前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれは、某板を保持しながら移動可能

である請求項2～3、及び 6～22のいずれか一項記載の露光装置。

24 前記第 移動体及び前記第2移動体の少なくとも一方に保持された某板の位置情

報を取得するための第2光学部材を備え、

前記第 移動体及び前記第2移動体のそれぞれは、前記第2光学部材と対向する

対向位置に移動可能であり、

前記第 移動体を前記第 光学部材からの露光ビームが照射される照射位置に配

置して該第 移動体に保持された某板を露光する動作と、前記第2移動体を前記第

2光学部材と対向する対向位置に配置して該第2移動体に保持された某板を計測す

る動作の少なくとも一部とが並行して行われる請求項2～9及び 6～23のいずれか

一項記載の露光装置。

25 某板に露光ビームを照射して前記某板を露光する露光装置であって、

前記露光ビームを射出する光学部材と、

前記光学部材の光射出側で移動可能な第 移動体と、

第 移動体に設けられて前記露光ビームを検出する検出器と、

第 移動体に設けられた透過板であって、第 移動体の位置計測用の計測ビーム

を透過する第 透過領城と、前記検出器への検出光を透過する第2透過領城を有す

る透過板とを備えた露光装置。

26 前記移動体が、前記某板が設置される表面を有し、該表面に前記検出器が設置さ

れる凹部が形成され、前記透過板が該凹部を覆ぅとともに、前記移動体の表面から

延在している請求項 記載の露光装置。



27 請求項 ～26のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。

28 計測光を反射する第 斜面が設けられた第 移動体に保持された某板に露光ビー

ムを照射して前記某板を露光する露光方法であって、

第 移動体から斜面の外側にまで延在するよぅに設けられた第 透過部材を透過し

て前記斜面からの計測光を受光することにより第 移動体に保持された某板の位置

を計測することと、

位置計測された第 移動体上の某板に露光ビームを照射して前記某板を露光する

ことを含む露光方法。

29 第 移動体と独立して移動可能な第2移動体の位置計測することを含み、第2移動

体が計測光を反射する第2斜面と、第2斜面の外側にまで延在するよぅに設けられた

第2透過部材を備え、第2透過部材を透過して第2斜面からの計測光を受光すること

により第2移動体の位置を計測する請求項2 記載の露光方法。

3０ 露光ステーションで某板の露光が行われ、露光ステーションとは離れた計測ステー

ションで第 移動体または第2移動体の位置の計測が行われる請求項29記載の露

光方法。

3 請求項2 記載の露光方法を用いて某板を露光することと、

露光した某板を現像することと、

現像した某板を加工することを含むデバイス製造方法。
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