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露光装置及び露光方、法、並びにデバイス製造方法

技術分野

０００1 本発明は、基板を露光する露光装置及び露光方法、並びにデバイス製造方法に

関するものである。

本願は、2 ００5 年 月 9 日に出願された特願 2 ００5 9 号に基づき優先権

を主張し、その内容をここに援用する。

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、例えば下記特許文献 に開

示されているょぅな、基板を多重露光する露光装置が知られている。

特許文献 1 特開平 ０ 4783 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 多重露光において、各露光毎にマスクを交換したり、照明条件等を変更したりする

場合、マスクを交換する時間、及び 又は照明条件等を変更する時間が長時間に

及ぶと、露光装置の稼動率が低下し、スループ、ソトが低下する可能性がある。

０００4 本発明は、スループットの低下を抑制し、基板を効率良く多重露光できる露光装置

及び露光方法、並びに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

０００5 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。

０００6 本発明の第 の態様に従えば、多重露光するための露光装置であって、第 ステー

ション ( S ) と、第2 ステーション ( S 2 ) と、基板 ( P ) を保持し、少なくとも第 ステー

ション ( S ) と第2 ステーション ( S 2 ) との間を移動可能な第 可動部材 ( 4 ) と、基板

( P ) を保持し、第 ステーション ( S ) と第2 ステーション ( S 2 ) との間を移動可能な

第2 可動部材 (5) と、第 ステーション ( S ) に配置された第 検出系 (9) と、を備え、



第 ステーション (S ) において、第 可動部材 (4) に保持された基板 (P)のアライメ

ント情報が第 検出系 (9 を使って取得され、第 ステーション (S において、前記

アライメント情報に基づいて第 可動部材 (4) に保持された基板 (P) が露光され、第

ステーション (S ) における第 可動部材 (4) に保持された基板 (P)の露光の少なく

とも一部と並行して、第2ステーション ( 2)において、第2可動部材 (5) に保持され

た基板 (P) が露光され、第 ステーション (S ) における第 可動部材 (4) に保持さ

れた基板 (P)の露光と、第2ステーション ( 2)における第2可動部材 (5) に保持さ

れた基板 (P)の露光とが完了した後に、第 可動部材 (4)が第 ステーション (S )

から第2ステーション (S 2)に移動され、第2ステーション (S 2)において、前記アラ

イメント情報に基づき、第 可動部材 (4) に保持された基板 (P) が露光される露光装

置 ( X) が提供される。

０００7 本発明の第 の態様によれば、基板を効率良く多重露光することができる。

０００8 本発明の第2の態様に従えば、上記態様の露光装置 ( X)を用いるデバイス製造

方法が提供される。

０００9 本発明の第2の態様によれば、基板を効率良く多重露光できる露光装置を用いて

デバイスを製造することができる。

００1０ 本発明の第3の態様に従えば、多重露光するための露光方法であって、第 ステー

ション (S ) において、第 可動部材 (4) に保持された基板 (P)のアライメント情報を

取得し第 ステーション (S ) において、前記アライメント情報に基づいて、第 可

動部材 (4) に保持された基板 (P)を露光し第2ステーション ( 2)において、第 ス

テーション (S ) における第 可動部材 (4) に保持された基板 (P)の露光の少なくと

も一部と並行して、第2可動部材 (5 に保持された基板 (P を露光し第 ステーショ

ン (S ) における第 可動部材 (4) に保持された基板 (P)の露光と、第2ステーショ

ン ( 2)における第2可動部材 (5) に保持された基板 (P)の露光とが完了した後に、

第 ステーション (S )から第2ステーション (S 2)に第 可動部材 (4)を移動し、前

記アライメント情報に基づいて、第2ステーション (5 2)において第 可動部材 (4) に

保持された基板 (P)を露光する露光方法が提供される。

００11 本発明の第3の態様によれば、基板を効率良く多重露光することができる。



００12 本発明の第4の態様に従えば、上記態様の露光方法を用いるデバイス製造方法が

提供される。

００13 本発明の第4の態様によれば、基板を効率良く多重露光できる露光方法を用いて

デバイスを製造することができる。

発明の効果

００14 本発明によれば、スループ、ソトの低下を抑制し、基板を効率良く多重露光すること

ができ、デバイスの生産性を向上することができる。

００15 図 露光装置の一実施形態を示す概略構成図である。

図2 第 基板ステージ及び第2基板ステージを上方から見た平面図である。

図3 レーザ干渉システムの一部を示す図である。

図4 液浸システムを説明するための図である。

図5 第 ステーションで基板を露光する動作を説明するための図である。

図6 第2ステーションで基板を露光する動作を説明するための図である。

図7 露光装置の基本的な動作を説明するためのフローチヤート図である。

図8 露光装置の基本的な動作を説明するためのフローチヤート図である。

図9 基板ステージの動作を説明するための平面図である。

図1０基板ステージの動作を説明するための平面図である。

図11 基板ステージの動作を説明するための平面図である。

図12 基板ステージの動作を説明するための平面図である。

図13 基板ステージの動作を説明するための平面図である。

図14 基板ステージの動作を説明するための平面図である。

図15 基板ステージの動作を説明するための側面図である。

図16 本実施形態に係る露光装置の作用を説明するための模式図である。

図17 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ヤート図である

符号の説明

００16 …液浸システム、2 …干渉システム、4 …第 基板ステージ、5 …第2基板ステージ



、8 …フオーカス・レベリング検出系、9 …マーク検出系、 ０…制御装置、 …アラ

イメントマーク、 …露光光、 X…露光装置、 …最終光学素子、 2…最終

光学素子、 …搬送系、 Q …液体、 …液浸領域、P …基板、P …基板ステージ

駆動装置、P …第 投影系、P 2…第2投影系、SP …第 領域、S P2…第2領

域、S …第 ステーション、S 2…第2ステーション

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、本発明の実施形態にっ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っっ各部材の位置関係にっいて説明する。そして、水平面内

における所定方向を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軸まわりの回転 (傾斜)方向をそれぞれ、

、及び Z方向とする。

００18 図 は本実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図である。本実施形態の露

光装置 Xは、基板Pを多重露光する露光装置であり、基板Pを露光する第 ステー

ションS と、第 ステーションS で露光された基板Pを露光する第2ステーションS

2と、第 ステーションS において露光光 を基板Pに照射可能な第 領域SP

と第2ステーションS 2において露光光 を基板Pに照射可能な第2領域SP2とを

含む所定領域内で基板Pを保持して移動可能な第 基板ステージ4と、第 基板ステ

ージ4とは独立して第 領域S P と第2領域SP2とを含む所定領域内で基板Pを保持

して移動可能な第2基板ステージ5と、第 ステーションS に配置され、基板Pのア

ライメント情報を取得するマーク検出系 9と、第 ステーションS に配置され、基板P

の表面の面情報を取得するフオーカス・レベリング検出系8と、露光装置 X全体の

動作を制御する制御装置 ０とを備えている。図 には、第 基板ステージ4が第2ス

テーションS 2の第2領域SP2に配置され、第2基板ステージ5が第 ステーションS

の第 領域SP に配置されている状態が示されている。

００19 第 ステーションS は、マスク を保持して移動可能な第 マスクステージ6と、第

マスクステージ6に保持されているマスク を露光光 で照明する第 照明系



と、露光光 で照明されたマスク のパターン像を基板P上に投影する第 投影系

P とを備えている。第2ステーションS 2は、マスク を保持して移動可能な第2マ

スクステージ7と、第2マスクステージ7に保持されているマスク を露光光 で照明

する第2照明系 2と、露光光 で照明されたマスク のパターン像を基板P上に

投影する第2投影系P 2とを備えている。第 ステーションS と第2ステーションS

2とは離れて設けられている。また、露光装置 Xは、各ステージの位置情報を計測

するレーザ干渉システム2を備えている。

００2０ なお、ここでいぅ基板は半導体ウェハ等の基材上に感光材 (フオトレ、ジスト) 、保護膜

などの膜を塗布したものを含む。マスクは基板上に縮小投影されるデバイスパターン

を形成されたレチクルを含む。また、本実施形態においては、マスクとして透過型の

マスクを用いるが、反射型のマスクを用いてもよい。

００2 1 また、本実施形態においては、第 ステーションS では、液体 を介さずに基板

Pに露光光 を照射するドライ露光が実行され、第2ステーションS 2では、液体

Qを介して基板Pに露光光 を照射する液浸露光が実行される。第2ステーションS

2には、第2投影系P 2の像面近傍の露光光 の光路空間を液体 Qで満たすた

めの液浸システム の少なくとも一部が設けられている。本実施形態においては、液

体 Qとして、水 (純水 ) が用いられる。

００22 第 、第2照明系 2のそれぞれは、第 、第2マスクステージ6、7のそれぞれ

に保持されたマスク 上の所定の照明領域 2を均一な照度分布の露光光

で照明するものである。第 、第2照明系 2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2 )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)などが用いられる。本実

施形態においては エキシマレーザ光が用いられる。

００23 第 、第2マスクステージ6、7のそれぞれは、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装置により、マスク を保持した状態で、X軸、 軸、及び Z

方向に移動可能である。第 、第2マスクステージ6、 (ひいてはマスク )の位置情

報は、レーザ干渉システム2によって計測される。レーザ干渉システム2は、第 、第2



マスクステージ6、7上に設けられた反射鏡6 7 を用いて、第 、第2マスクステー

、ジ6、7のそれぞれの位置情報を計測するレーザ干渉計2 2 を有している。レ

ーザ干渉計2 は、X軸方向を計測軸とする計測光を反射鏡6 7 に照射可能

であり、第 、第2マスクステージ6、7のX軸方向に関する位置を計測する。レーザ干

渉計2 は、 軸方向を計測軸とする計測光を反射鏡6 7 に照射可能であり、

第 、第2マスクステージ6、7の 軸方向に関する位置を計測する。また、レーザ干渉

計2 及びレーザ干渉計2 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、レーザ干渉システム2は、その複数の計測光を用いて、第 、第2マスクステージ

6、7の Z方向の位置情報を計測可能である。制御装置 ０は、レーザ干渉システム

2の計測結果に基づいてマスクステージ駆動装置を制御し、第 、第2マスクステージ

6、7のそれぞれに保持されているマスク の位置制御を行ぅ。

００24 なお、反射鏡は平面鏡のみでなくコーナーキューブ (レトロリフレクタ)を含むものと

してもよ 、反射鏡をマスクステージに固設する代わりに、例えばマスクステージの

端面 (側面)を鏡面加工して反射面を形成してもよい。また、マスクステージは、例え

ば特開平8 3０ 79号公報 (対応米国特許第6，72 ０34号) に開示される粗微

動可能な構成としてもよい。

００25 第 、第2投影系P P 2のそれぞれは、マスク のパターン像を所定の投影倍

率で基板Pに投影するものであって、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。本実施形態の第 、第2投影系P P 2は、その投

影倍率が例えば 4、 5 8等の縮小系であり、前述の照明領域と共役な投

影領域にマスクパターンの縮小像を形成する。なお、第 、第2投影系P P 2は

縮小系、等倍系及び拡大系のいずれでもよい。また、第 、第2投影系P P 2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、第 、第2投

影系P P 2は、倒立像と正立像とのいずれを形成してもよい。

００26 次に、基板Pを保持して移動可能な基板ステージ4、5について、図 及び図2を参

照しながら説明する。図2は基板ステージ4、5を上方から見た平面図である。



００27 図 及び図2において、第 基板ステージ4は、ステージ本体4 と、ステージ本体4

上に搭載された第 基板テーブル4 と、第 基板テーブル4 に設けられ、基板P

を保持する基板ホルダ4 とを備えている。基板ホルダ4 は、第 基板テーブル4

上に設けられた凹部4 に配置されており、第 基板テーブル4 の凹部4 の周囲の

上面4 は、基板ホルダ4 に保持された基板Pの表面とほぼ同じ高さ (面一) になる

よぅな平坦面となっている。なお、基板ホルダ4 に保持された基板Pの表面と第 基

板テーブル4 の上面4 との間に段差があってもよい。

００28 第2基板ステージ5は、第 基板ステージ4と同等の構成を有し、ステージ本体5 と

、ステージ本体5 上に搭載された第2基板テーブル5 と、第2基板テーブル5 に

設けられ、基板Pを保持する基板ホルダ5 とを備えている。基板ホルダ5 は、第2

基板テーブル5 上に設けられた凹部5 に配置されており、第2基板テーブル5 の

凹部5 の周囲の上面5 は、基板ホルダ5 に保持された基板Pの表面とほぼ同じ

高さ (面一) になるよぅな平坦面となっている。なお、基板ホルダ5 に保持された基板

Pの表面と第2基板テーブル5 の上面5 との間に段差があってもよい。

なお、基板テーブル4T 、5 の上面4 5 はその一部、例えば基板Pを囲む所定

領域のみ、基板Pの表面とほぼ同じ高さとしてもよい。また、本実施形態では基板ホ

ルダ4 5 と基板テーブル4T 、5 とを別々に構成し、例えば真空吸着などによっ
て基板ホルダ4 5 を基板テーブル4T 、5 の凹部に固定しているが、基板ホル

ダ4 5 を基板テーブル4T 、5 と一体に形成してもよい。

００29 露光装置 Xは、第 、第2基板ステージ4、5を駆動する基板ステージ駆動装置P

を備えている。基板ステージ駆動装置P は、ステージ本体4 5 のそれぞれを、

べ一ス部材 P上でX軸方向、 軸方向、及び Z方向に移動することによって、その

ステージ本体4 5 上に搭載されている基板テーブル4T 、5 をX軸方向、 軸方

向、及び Z方向に移動可能な第 駆動系P と、ステージ本体4 5 に対して基

板テーブル4T 、5 をZ軸方向、 X方向、及び 方向に移動可能な第2駆動系P

2とを備えている。

００3０ 図 に示すよぅに、第 、第2基板ステージ4、5のステージ本体4 5 のそれぞれ

は、エアベアリング4 5 により、べ一ス部材 Pの上面 (ガイド面) に対して非接触



支持されている。べ一ス部材 P の上面はX 平面とほぼ平行であり、第 基板ステー
、ジ4 と第 2 基板ステージ5 とは、べ一ス部材 P 上をX 平面に沿ってそれぞれ独立し

て移動可能である。

００3 1 基板ステージ駆動装置P の第 駆動系 P は、リニアモータ等のアクチュエータ

を含み、べ一ス部材 P 上に非接触支持されているステージ本体4 5 をX 軸方向

、 軸方向、及び Z 方向に移動させることができる。図2 において、第 駆動系 P

は、リニアモータ8 ０ 8 8 2 8 3 8 4 8 5 を備えている。第 駆動系 P は、 軸方

向に延びる一対の 軸リニアガイド9 9 3 を備えている。一方の 軸リニアガイド9

上には、2 つのスライダ9 ０ 9 4 が、非接触状態で 軸方向に移動可能に支持されて

いる。同様に、他方の 軸リニアガイド9 3 上には、2 つのスライダ9 2 9 5 が、非接触

状態で 軸方向に移動可能に支持されている。本実施形態では、コイルユニットを備

えたスライダ9 ０ 9 4 と磁石ユニットを備えた 軸リニアガイド9 とによって、ムービング

コイル型の 軸リニアモータ8 2 8 4 のそれぞれの少なくとも一部が形成される。同様

に、スライダ9 2 9 5 と 軸リニアガイド9 3 とによって、ムービングコイル型の 軸リニア

モータ8 3 8 5 のそれぞれの少なくとも一部が形成される。

００3 2 軸リニアモータ8 2 8 3 のスライダ9 ０ 9 2 は、X 軸方向に延びるX 軸リニアガイド8

7 の長手方向の一端及び他端のそれぞれに固定されている。また、 軸リニアモータ

8 4 8 5 のスライダ9 4 9 5 は、X 軸方向に延びるX 軸リニアガイド8 9 の長手方向の一

端及び他端のそれぞれに固定されている。したがって、X 軸リニアガイド8 7 は、 軸リ

ニアモータ8 2 8 3 によって 軸方向に移動可能であり、X 軸リニアガイド8 9 は、 軸リ

ニアモータ8 4 8 5 によって 軸方向に移動可能である。

００3 3 また、一方のX 軸リニアガイド8 7 上には、スライダ8 6 が非接触状態でX 軸方向に移

動可能に支持されている。同様に、他方のX 軸リニアガイド8 9 上には、スライダ8 8 が

非接触状態でX 軸方向に移動可能に支持されている。

００3 4 また、図2 において、第 、第 2 基板ステージ4 、5 のそれぞれは、例えば特表 2 ０００
5 7 ０4 号公報 (対応米国特許第6 ，262 796 号) 、特開2 ００ 223 5 9 号公

報 (対応米国特許第6 ，498 3 5 ０号 などに開示されているような継手部材 9 6 9 8

を介して、スライダ8 6 8 8 にリリース可能に接続されている。第 基板ステージ4 は、ス



テージ本体4 の 側の側面に設けられた第 継手部材4 と、 側の側面に設

けられた第2継手部材42とを備えている。同様に、第2基板ステージ5は、ステージ本

体5 の 側の側面に設けられた第3継手部材5 と、 側の側面に設けられた

第4継手部材5 2とを備えている。スライダ86に設けられた継手部材96は、ステージ

本体4 5 の第 、第3継手部材4 5 のそれぞれと交互に接続され、スライダ88

に設けられた継手部材98は、ステージ本体4 5 の第2、第4継手部材42 52の

それぞれと交互に接続される。これら継手部材を介して、スライダ86は、第 、第2基

板ステージ4、5と交互に接続され、スライダ88は、第 、第2基板ステージ4、5と交互

に接続される。

００35 そして、磁石ユニットを備えたスライダ86とコイルユニットを備えたX軸リニアガイド8

7とによって、ムービングマグネット型のX軸リニアモータ8０の少なくとも一部が形成さ

れ、磁石ユニットを備えたスライダ88とコイルユニットを備えたX軸リニアガイド89とに

よって、ムービングマグネット型のX軸リニアモータ8 の少なくとも一部が形成される。

制御装置 ０は、X軸リニアモータ8０ 8 を駆動することによって、第 、第2基板ステ

ージ4、5のX軸方向の位置を制御可能である。

００36 また、制御装置 ０は、一対の 軸リニアモータ82 83を用いて、X軸リニアガイド8

7を駆動することによって、スライダ86に継手部材96を介して接続された第 基板ス

テージ4又は第2基板ステージ5の 軸方向の位置を制御可能である。同様に、制御

装置 ０は、一対の 軸リニアモータ84 85を用いて、X軸リニアガイド89を駆動する

ことによって、スライダ88に継手部材98を介して接続された第 基板ステージ4又は

第2基板ステージ5の 軸方向の位置を制御可能である。また、制御装置 ０は、一対

の 軸リニアモータ82 83のそれぞれの駆動量 (推力)を僅かに異ならせることで、ス

ライダ86に接続された第ェ、第2基板ステージ4、5の Z方向の位置を制御可能であ

る。同様に、制御装置 ０は、一対の 軸リニアモータ84 85のそれぞれの駆動量 (

推力)を僅かに異ならせることで、スライダ88に接続された第 、第2基板ステージ4、

5の Z方向の位置を制御可能である。

００37 図 に示すように、基板ステージ駆動装置P の第2駆動系P 2は、ステージ本体4

、5 と基板テーブル4 5 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4 5 を含む。図 に示すよぅに、基板テーブル4 は、少なくとも3

つのアクチュエータ4 によってステージ本体4 上に支持されている。アクチュエー

タ4 のそれぞれは、ステージ本体4 に対して基板テーブル4 をz軸方向に独立し

て移動させることができる。制御装置 ０は、3つのアクチュエータ4 それぞれの駆動

量を調整することによって、ステージ本体4 に対して基板テーブル4 を、z軸方向、

x方向、及び 方向に駆動する。同様に、基板テーブル5 は、少なくとも3つの

アクチュエータ5 によってステージ本体5 上に支持されており、制御装置 ０は、3

つのアクチュエータ5 のそれぞれの駆動量を調整することによって、ステージ本体5

に対して基板テーブル5 を、z軸方向、 X方向、及び 方向に移動させること

ができる。

００38 このよぅに、第 、第2駆動系 2を含む基板ステージ駆動装置 は、第

、第2基板ステージ4、5の基板テーブル4T 、5 のそれぞれを、X軸、 軸、z軸、0

X、 、及び z方向の6 自由度の方向に移動可能である。制御装置 ０は、基板ス

テージ駆動装置 を制御することにより、基板テーブル4T 、5 の基板ホルダ4

5 に保持された基板Pの表面のX軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由

度の方向に関する位置を制御可能である。

００39 図 及び図2に示すよぅに、べ一ス部材 上には、第 領域s 及び第2領域s 2

が設定されている。第 領域s は、第 ステーションs に設定されており、第 投

影系P の複数の光学素子のぅち、第 投影系P の像面に最も近い最終光学素

子 の下面と対向する領域を含む。第2領域s 2は、第 領域s とは異なる領

域であって、第2ステーションs 2に設定されており、第2投影系 2の複数の光学

素子のぅち、第2投影系 2の像面に最も近い最終光学素子 2の下面と対向する

領域を含む。制御装置 、基板ステージ駆動装置 (第 駆動系 )を用いて

、第 基板ステージ4及び第2基板ステージ5のそれぞれを、第 領域s と第2領域

s 2とを含むべ一ス部材 上の所定領域内で移動可能である。すなわち、第 基

板ステージ4および第2基板ステージ5は、それぞれ第 ステーションs と第2ステ

ーションs 2との間を移動可能である。

００4０ 図2に示すよぅに、第 、第2基板ステージ4、5の基板テーブル4T 、5 のそれぞれ



には、最終光学素子 2と対向可能な、露光に関する計測を行ぅ計測領域74

が設けられている。計測領域74は、第 基板ステージ4の基板テーブル4 上の

所定位置に設けられている。本実施形態においては、基板テーブル4 の計測領域

74は2つの計測領域74 74 を有している。また、計測領域75は、第2基板ステ

ージ5の基板テーブル5 上の所定位置に設けられている。基板テーブル5 の計測

領域75も、基板テーブル4 と同様、2つの計測領域75 75 を有している。そし

て、第 、第2基板ステージ4、5上の計測領域74 75のそれぞれには、例えば特開

2００2 58 68号公報 (対応米国特許第6，7 ０ 849 号) に開示されているよぅな

、基準面7 、基準マーク (基準マスク) 72、及び開ロ73が設けられており、開ロ73の

下 (基板テーブル4T 、5 の内部) には、開ロ73を通過した光を受光可能な光セン

サ7０の少なくとも一部が設けられている。

００41 次に、図 及び図3を参照しながら、第 、第2基板ステージ4、5の位置情報を計測

するレーザ干渉システム2の一例について説明する。レーザ干渉システム2は、第 、

第2基板ステージ4、5の基板テーブル4T 、5 の所定位置に設けられた反射面2 a

2 bを用いて、基板テーブル4T 、5 のX軸、 軸、Z軸、 x 6 、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。

００42 レーザ干渉システム2は、第 、第2基板ステージ4、5の基板テーブル4T 、5 のそ

れぞれの所定位置に設けられた反射面2 a 2 bを用いて、第 、第2基板ステージ

4、 (基板テーブル4 5 )の位置情報を計測するレーザ干渉計2P 2P 2Pz

を有している。レーザ干渉計2P 2P 2Pzは、第 ステーションS 及び第2ステ

ーションS 2のそれぞれに設けられており、第 ステーションS に設けられたレー

ザ干渉計2P 2P 2Pzは、第 ステーションS に存在する第 基板ステージ (

又は第2基板ステージ5)の位置情報を計測し、第2ステーションS 2に設けられたレ

ーザ干渉計2P 2P 2Pzは、第2ステーションS 2に存在する第2基板ステージ5

(又は第 基板ステージ4)の位置情報を計測する。

００43 レーザ干渉計2P は、X軸方向を計測軸とする計測光を反射面2 aに照射可能で

あり、第 、第2基板ステージ4、5の 軸方向に関する位置を計測する。レーザ干渉

計2P は、 軸方向を計測軸とする計測光を反射面2 aに照射可能であり、第 、第



2 基板ステージ4 、5 の 軸方向に関する位置を計測する。

００4 4 図3 に示すよぅに、レーザ干渉計2 P は、 軸方向を計測軸とする計測光を反射面2

bに照射可能であり、第 、第2 基板ステージ4 、5 のZ 軸方向に関する位置を計測

する。反射面2 bは、上方を向くよぅに所定角度 (例えば4 5 度 ) 傾斜しており、レーザ

干渉計2Pz から射出され、反射面2 bに照射された計測光は、反射面2 bで反射し

、所定の支持フレーム C に設けられた反射面2 cに照射される。そして、その反射

面2 cで反射した計測光は、基板テーブル4TL、5 の反射面2 bを通過した後、レ

ーザ干渉計2Pz に受光される。レーザ干渉計2Pz は、その受光した計測光を用いて

、第 、第2 基板ステージ4 、5 の 軸方向の位置情報を計測可能である。なお、基板

テーブル (基板ステージ) の 軸方向の位置情報を計測可能なレーザ干渉計 ( 干渉

計) に関する技術は、例えば特開2０００ ０4 号公報 (対応米国特許第6 ，674

5 ０号) 、特表 2００ 3267 号公報 (対応米国特許第6 ，2０8 4０7 号) などに

開示されている。

００4 5 また、レーザ干渉計2Px 及びレーザ干渉計2 P 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、レーザ干渉システム2 は、その複数の計測光を用いて、第

、第2 基板ステージ4 、5 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2Pz 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、レー

ザ干渉システム2 は、その複数の計測光を用いて、第 、第2 基板ステージ4 、5 の

X 、 方向の位置情報を計測可能である。

００4 6 そして、制御装置 ０は、レーザ干渉システム2 の計測結果に基づいて基板ステー

、ジ駆動装置P を駆動し、第 、第2 基板ステージ4 、5 の基板テーブル4 T 、5 の位

置制御を制御することによって、基板テーブル4 T 、5 の基板ホルダ4 5 に保持

されている基板P の位置制御を行ぅ。

００4 7 以下の説明においては、レーザ干渉計2 P 2 P 2Pz のそれぞれを、X干渉計2

P 、 干渉計2 P 、Z干渉計2Pz 、と適宜称する。

００4 8 第 ステーションS には、基板P のアライメント情報 ( 軸、 軸、及び Z 方向に

関する位置情報 ) を取得するマーク検出系 9 が配置されている。マーク検出系 9 は、



液体 を介さずに検出光 aを基板Pに照射して、アライメント情報を取得する。マー

ク検出系 9は、第 、第2基板ステージ4、5に保持された基板P上に設けられたアライ

メントマークを検出することによって、アライメント情報を取得する。また、マーク検出

系 9は、計測領域74 75に設けられた基準マーク72を検出可能である。

００49 また、第 ステーションs には、第 、第2基板ステージ4、5に保持されている基

板Pの表面の面情報 (z軸、 x、及び 方向に関する面位置情報)を検出するフ

オーカス・レベリング検出系8が配置されている。フオーカス・レベリング検出系8は、

基板Pの表面に斜め方向より検出光 fを照射する投射系8 と、基板Pの表面に照

射され、その基板Pの表面で反射した検出光 fを受光可能な受光系8 とを備えて

いる。フオーカス・レベリング検出系8は、第 ステーションs に配置された第 、第2

基板ステージ4、5に保持された基板Pの表面の面位置情報を検出する。

００5０ また、フオーカス・レベリング検出系はその複数の計測点でそれぞれ基板の 軸方

向の位置情報を計測することで、基板の x及び 方向の傾斜情報 (回転角)を検

出するものである。さらに、例えばレーザ干渉計が基板のz軸、 x及び 方向の

位置情報を計測可能であるときは、基板の露光動作中にそのz軸方向の位置情報が

計測可能となるようにフオーカス・レベリング検出系を設けなくてもよく、少なくとも露光

動作中はレーザ干渉計の計測結果を用いてz軸、 x及び 方向に関する基板P

の位置制御を〒うようにしてもよい。

００5 1 また、図2に示すように、第 ステーションs の近傍には、基板Pの交換を〒うため

の搬送系 が設けられている。制御装置 ０は、搬送系 を用いて、第 ステーション

s の基板交換位置 (口一ディングポ、ジ、ンョン) に移動した第 基板ステージ (又

は第2基板ステージ5) より露光処理済みの基板Pをアンロード(搬出)するとともに

、露光処理されるべき基板Pを第 基板ステージ (又は第2基板ステージ5) に口一ド

(搬入)するといった基板交換作業を〒うことができる。

００52 次に、図4を参照しながら液浸システム について説明する。上述のように、第 ステ

ーションs では、液体 Qを介さずに露光光 が基板Pに照射され、第2ステーシ

ョンs 2では、液体 Qを介して露光光 が基板Pに照射される。液浸システム は

、第2投影系 2の最終光学素子 2の光射出側の露光光 の光路空間を液体



で満たすためのものであって、第 2 ステーションS 2 では、第 2 投影系 P 2 及び

液体 Q を介して露光光 が基板P に照射される。本実施形態においては、液浸シ

ステム は、第 2 投影系 P 2 の最終光学素子 2 の下面と、その最終光学素子 2

の下面と対向する位置に配置された基板ステージ4 、5 上の基板P の表面との間の露

光光 の光路空間を液体 Q で満たす。

００5 3 液浸システム は、最終光学素子 2 と基板P との間の露光光 の光路の近傍に

設けられ、その光路に対して液体 Q を供給するための供給 口 2 及び液体 Q を回

収するための回収 口2 2 を有するノズル部材 3 ０と、供給管 3 、及びノズル部材 3 ０の

内部に形成された供給流路 4 を介して供給 口 2 に液体 Q を供給する液体供給装

置皿と、ノズル部材 3 ０の回収 口2 2 から回収された液体 Q を、ノズル部材 3 ０の内部

に形成された回収流路 2 4 、及び回収管 2 3 を介して回収する液体回収装置2 とを備

えている。

００5 4 液浸システム の動作は制御装置 ０に制御される。制御装置 ０は、液浸システム

を制御して、液体供給装置 による液体供給動作と液体回収装置2 による液体

回収動作とを並行して行ぅことで、最終光学素子 2 と基板P との間の露光光 の

光路空間を液体 Q で満たすよぅに、基板P 上に液体 Q の液浸領域 を形成する

。また、本実施形態の露光装置 X は、最終光学素子 2 と基板P との間の露光光

の光路に満たされた液体 Q が、第 2 投影系 P 2 の投影領域A 2 を含む基板P 上

の一部の領域に、投影領域A 2 よりも大きく且つ基板P よりも 、さい液体 Q の液浸

領域 を局所的に形成する局所液浸方式を採用している。露光装置 X は、露光

光 の光路空間を液体 Q で満たすことにより、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して基板P を露光することができる。

００5 5 なお、液浸領域 は、基板P 上のみならず、第 2 投影系 P 2 の像面側において、

最終光学素子 2 と対向する位置 ( 直下の位置) に配置された物体上、例えば第

基板ステージ4 及び第 2 基板ステージ5 の少なくとも一方の上面に形成可能である。

００5 6 なお、液浸システムが、例えば特開2 ００4 289 2 6 号公報 (対応米国特許第6 ，9

5 2 25 3 号) 、特開2 ００4 289 2 8 号公報 (対応米国特許第 7 ，０7 5 6 6 号) に開

示されているよぅな、最終光学素子を囲むよぅに設けられ、最終光学素子の光射出側



の光路を含む所定空間を液体 Qで満たすためのシール部材を備えていてもよい。

００57 本実施形態においては、制御装置 ０は、第 ステーションS において、基板ステ

ージ4 (5) に保持された基板Pの露光を実行した後、第2ステーションS 2において、

第 ステーションS で露光された基板ステージ4 (5) ｱの基板Pの露光 (多重露光)

を実行する。すなわち、制御装置 ０は、第 ステーションS で露光された基板Pの

感光層を、現像工程などを経ることなく、第2ステーションS 2で再度露光する。また

、制御装置 ０は、第 ステーションS における基板ステージ4 (5) に保持された基

板Pの露光の少なくとも一部と並行して、第2ステーションS 2において、基板ステー

、ジ5 (4) に保持された基板Pの露光を実行する。

００58 また、制御装置 ０は、第 ステーションS において、検出系 (8 9)を用いて、基

板Pの位置情報 (アライメント情報、面情報)を取得し、その取得した位置情報に基づ

いて、第 ステーションS における基板ステージ4 (5) に保持された基板Pの露光を

実行する。また、制御装置 ０は、第 ステーションS で取得された位置情報に基

づいて、第2ステーションS 2における基板ステージ4 (5) に保持された基板Pの露

光を実行する。すなわち、制御装置 ０は、第 ステーションS において検出系 (8

9)を使って取得した基板ステージ4 (5) に保持された基板Pの位置情報に基づいて

、第 ステーションS における基板ステージ4 (5) に保持された基板Pの露光と、第

2ステーションS 2における基板ステージ4 (5) に保持された基板Pの露光とを実行

する。

００59 また、本実施形態において、制御装置 ０は、第 ステーションS での露光を、第

露光条件で実行し、第2ステーションS 2での露光を、第 露光条件とは異なる第2

露光条件で実行する。第 及び第2露光条件は、基板Pの移動条件、基板Pに対す

る露光光 の照射条件、及び露光光 の光路を満たす媒体条件の少なくとも つ

を含む。なお、第 及び第2露光条件は、そのすべてが異なっている必要はなく、そ

の一部だけが異なっていてもよい。

もちろん、第 ステーションで基板Pに投影されるパターンと第2ステーションで基板

Pに投影されるパターンが異なるだけで、第 露光条件と第2露光条件とが同じであっ
てもよい。



００6０ 上述したよぅに、本実施形態では、第 ステーションS においては、基板ステージ

4 (5) に保持された基板P上に液体 Qの液浸領域 を形成せずに、その基板P上

に露光光 を照射するドライ露光が実行され、第2ステーションS 2においては、基

板ステージ4 (5) に保持された基板P上に液体 Qの液浸領域 を形成し、その基

板P上に液体 Qを介して露光光 を照射する液浸露光が実行される。すなわち、

第 ステーションS において、基板Pの露光中に、投影光学系P と基板Pとの間

の露光光 の光路を満たす媒体は気体であり、第2ステーションS 2において、基

板Pの露光中に、投影光学系P 2と基板Pとの間の露光光 の光路を満たす媒体

は液体 Qである。

００6 1 また、本実施形態では、第 ステーションS においては、基板ステージ4 (5) に保

持された基板Pをほぼ静止させた状態で、その基板P上の各ショット領域に露光光

が照射される、所謂、静止露光が実行される。第2ステーションS 2においては、基

板ステージ4 (5) に保持された基板Pを移動しながら、その基板P上の各ショット領域

に露光光 が照射される、所謂、走査露光が実行される。

なお、第 ステーションにおいても走査露光を実行し、第2ステーションにおいて静

止露光を実行してもよい。また、両方のステーションで静止露光、又は走査露光を実

行してもよい。

００62 図5は第 ステーションS における基板ステージ4 (5) に保持された基板Pを露光

する動作を説明するための平面図である。図5に示すよぅに、基板P上には、露光対

象領域である複数のショット領域 ～S 2 がマトリクス状に設定されている。また、本

実施形態の基板P上には、各ショット領域 ～S 2 のそれぞれに対応するよぅに複

数のアライメントマーク が設けられている。マーク検出系 9は、基板P上のアライメ

ントマーク を、液体 Qを介さずに検出する。

００63 第 ステーションS においては、基板ステージ4 (5) に保持された基板P上に液浸

領域を形成せず、制御装置 ０は、第 マスクステージ6に保持されたマスク と基板

ステージ4 (5) に保持された基板Pとをほぼ静止した状態でマスク のパターン像で

一っのショット領域を一括露光し、次のショット領域を露光するために基板Pをステッ
プ移動させるステップ・アンド・リピート方式で、基板P上の複数のショット領域 ～S



2 を順次ドライ露光する。第 ステーションS の第 投影系P の投影領域A

は、ショット領域 ～S 2 に応じた形状と大きさを有しており、図5においてはほぼ正

方形状に設定されている。

００64 また、本実施形態においては、第 ステーションS において、基板P上のあるショ

、ソト領域に対する露光光 の照射と、基板P上のアライメントマーク に対するマ

ーク検出系 9による検出光 aの照射及び受光とが、ほぼ同時に実行可能となってい
る。基板P上での露光光 の照射領域 (投影領域) A と、マーク検出系 9による検

出光 aの照射領域A 3との位置関係は、互いの照射を妨げないよぅに最適ィビされ

ており、マーク検出系 9は、第 ステーションS における基板ステージ4 (5) に保持

された基板Pの露光中にも、その基板P上のアライメントマーク を検出可能となっ
ている。

なお、本実施形態の検出系 9は、投影光学系P を使わずに基板P上のアライメン

トマーク を検出するが、投影光学系P の少なくとも一部の光学素子を通過した

検出光 aで基板P上のアライメントマーク を検出してもよい。

００65 図6は第2ステーション 2における基板ステージ4 (5) に保持された基板Pを露光

する動作を説明するための平面図である。第2ステーションS 2においては、基板ス

テージ4 (5) に保持された基板P上に液体 の液浸領域 を形成し、制御装置 ０

は、第 ステーションS でドライ露光された後の基板P上の複数のショット領域 ～
S 2 を順次液浸露光する。第2ステーションS 2においては、基板Pのショット領域S

～S 2 のそれぞれを露光するとき、制御装置 ０は、図6中、例えば矢 で示す
よぅに、第2投影系P 2の投影領域A 2及びそれを覆ぅ液浸領域 と基板Pとを相

対的に移動しつつ、液浸領域 の液体 Qを介して基板P上に露光光 を照射す

る。制御装置 ０は、第2投影系P 2の投影領域 2 (露光光 ) が基板Pに対して

矢 に沿って移動するよぅに、基板ステージ4 (5) の動作を制御する。すなわち、

第2ステーションS 2においては、制御装置 ０は、第2マスクステージ7に保持され

ているマスク と基板ステージ4 (5) に保持されている基板Pとを所定の走査方向に
こでは 軸方向) に同期移動しつつマスク に形成されたパターン像で一つショット

領域を露光し、次のショット領域を露光するために基板Pをステップ移動させるステッ



プ・アンド・スキヤン方式で、基板P上の複数のショット領域 ～S 2 を順次液浸露光

する。第2ステーションS 2の第2投影系P 2の投影領域A 2は、ショット領域 ～
S 2 よりも 、さく形成され、図6においてはX軸方向を長手方向とする長方形状 (スリ

、ソト状) に設定されている。

００66 また、第 、第2ステーションS S 2における基板Pに対する露光光 の照射

条件は、例えば第 、第2マスクステージ6、7に保持されているマスク や、基板P上

に形成しよぅとするパターン等に応じてそれぞれ最適ィビされている。

００67 なお、図5及び図6には、第 基板ステージ4及びその第 基板ステージ4に保持さ

れた基板Pが示されているが、第2基板ステージ5及びその第2基板ステージ5に保

持された基板Pも同様である。

００68 次に、上述の露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について図7及び図8の

フローチヤート図を参照しながら説明する。以下、第 基板ステージ4に保持された基

板Pを多重露光する動作について主に説明する。

００69 第 ステーションS での処理の開始が指令されると(ステップS ) 、制御装置 ０

は、第 ステーションS において、基板交換位置 Pに第 基板ステージ4を配置し

、搬送系 を用いて、その第 基板ステージ4に露光処理されるべき基板Pを搬入 (口

一ド)する (ステップS 2)

００7０ そして、制御装置 ０は、第 ステーションS において、第 基板ステージ4に保持

された基板Pの位置情報の取得動作を開始する。一方、第2ステーションS 2には、

第2基板ステージ5が配置されており、第 ステーションS で露光処理済みの基板

Pの露光が開始される。

００7 1 制御装置 ０は、第 ステーションS において、第 基板ステージ4に保持された

基板Pのアライメント情報をマーク検出系 9を使って取得する。制御装置 ０は、第 ス

テーションS において、第 基板ステージ4をX 方向に移動し、マーク検出系 9の

検出領域に、第 基板ステージ4上の計測領域74を配置する。そして、制御装置 ０

は、X干渉計2P 及び 干渉計2P で、第 基板ステージ4のX軸方向及び 軸方向

の位置情報を計測しつつ、マーク検出系 9を用いて、第 基板ステージ4上の計測領

域74 に設けられた基準マーク72を検出する (ステップ 3)。マーク検出系 9は、液



体 を介さずに、検出光 aを計測領域 7 4 に照射するとともに、計測領域 7 4 からの

光を受光して、基準マーク7 2 を検出する。

００7 2 これにより、制御装置 、レーザ干渉システム2 (X 、 干渉計2 P 2 P ) によっ
て規定される座標系内における計測領域 7 4 上の基準マーク7 2 のX軸方向及び 軸

方向に関する位置情報を求めることができる。また、マーク検出系 9 が、レーザ干渉シ

ステム2 によって規定される座標系内に検出基準位置を有している場合、制御装置

は、マーク検出系 9 の検出基準位置と基準マーク7 2 との位置関係を求めることがで

きる。

００7 3 また、制御装置 ０は、第 ステーションS において、X干渉計2 P 及び 干渉計

2 P で、基板P を保持した第 基板ステージ4 のX軸方向及び 軸方向の位置情報を

計測しつつ、マーク検出系 9 を用いて、基板P 上の複数のショット領域と所定の位置

関係でその基板P 上に設けられたアライメントマーク を検出する (ステップS 4 )

マーク検出系 9 は、液体 Qを介さずに、検出光 aを基板P に照射して、所定数 (例

えば8 個 ) のアライメントマーク を検出する。

００7 4 以下の説明においては、第 ステーションS において、基板P の露光前にマーク

検出系 9 を使ってアライメントマーク を検出することによってアライメント情報を取

得する動作を適宜、露光前のアライメント情報取得動作、と称する。

００7 5 これにより、制御装置 、レーザ干渉システム2 (X 、 干渉計2 P 2 P ) によっ
て規定される座標系内における各アライメントマーク のX軸方向及び 軸方向に

関する位置情報を求めることができる。

００7 6 制御装置 ０は、ステッ S 4 で求めた基板P 上の各アライメントマーク の位置

情報に基づいて、レーザ干渉システム2 によって規定される座標系内での所定基準

位置に対する、基板P 上の複数のショット領域 ～S 2 のそれぞれの位置情報を演

算処理によって求める (ステップS 5 ) 。基板P 上の複数のショット領域 ～S 2 のそ

れぞれの位置情報を演算処理によって求める際には、例えば特開昭6 号

公報に開示されているよぅな、所謂 G (ェンハンストグローバル・アライメント) 法を

用いて求めることができる。制御装置 ０は、レーザ干渉システム2 の出力から、所定

基準位置に対して、基板P 上の各ショット領域 ～S 2 がどこに位置しているのかを



知ることができる。

００7 7 制御装置 ０は、レーザ干渉システム2で第 基板ステージ4の位置情報を計測しつ

つ、計測領域74 に設けられた光センサ7０を用いて、マスク に設けられているアラ

イメントマークの投影像 (空間像 ) を検出する (ステップS 6)

００7 8 すなわち、制御装置 ０は、第 投影系P と計測領域74 とを対向させ、マスク に

設けられているアライメントマークを露光光 で照明する。これにより、マスク に設

けられているアライメントマークの空間像は、第 投影系P を介して計測領域74 に

投影され、第 基板ステージ4の計測領域74 に設けられている光センサ7０は、マスク

に設けられているアライメントマークの空間像を、液体 を介さずに計測すること

ができる。制御装置 ０は、レーザ干渉システム2 (X、 干渉計2 P 2P ) によって

規定される座標系内における空間像 (投影像 ) のX軸方向及び 軸方向の位置を、

計測領域74 に設けられた光センサ7０(開ロ73) を用いて求めることができる。

００7 9 マスク 上のパターンとアライメントマークとは、所定の位置関係で形成されており、

計測領域74 における基準マーク7 2と開ロ7 3 (光センサ) との位置関係も既知である

ため、制御装置 ０は、ステップS 6の計測結果に基づいて、レーザ干渉システム2

によって規定される座標系内での所定基準位置とマスク のパターン投影位置との

関係を導出することができる (ステップS 7)

００8０ なお、上述のマーク検出系 9での基準マークの検出と、マーク検出系 9でのアライメ

ントマークの検出と、空間像の計測の実行順序は、図7に示したものに限られず、適

宜入れ換えることができる。

００8 1 制御装置 ０は、ステッ S 5で求めた、レーザ干渉システム2 によって規定される

座標系内での所定基準位置と基板P上の各ショット領域 ～S 2 との位置関係 (所

定基準位置に対するショット領域 ～S 2 の配列情報) 、及びステップS 7で求め

た、レーザ干渉システム2 によって規定される座標系内での所定基準位置とマスク

のパターン投影位置との関係に基づいて、レーザ干渉システム2 によって規定される

座標系内での基板P上の各ショット領域とマスク のパターン投影位置との関係を導

出する (ステ、ソプS 8

００8 2 そして、制御装置 ０は、ステップS 8で求めた、基板P上の各ショット領域 ～S 2



とマスク のパターン投影位置との関係に基づいて、第 駆動系P を制御して、

基板PのX軸方向、 軸方向、 Z方向の位置を制御することによって、マスク のパ

ターン像の投影位置と、基板 上のショット領域 ～S 2 のそれぞれとを位置合わせ
しつつ、基板P上の各ショット領域 ～S 2 を順次露光する (ステップS g)

００83 基板P上のショット領域 ～S 2 のそれぞれを露光するときには、制御装置 ０は、

基板Pの面情報をフオーカス・レベリング検出系8を用いて検出し、第 投影系P の

像面と基板Pの表面との位置関係 (Z軸方向、 x 9 方向の位置関係 )を調整し

つつ、マスク のパターン像を各ショット領域 ～S 2 に露光する。すなわち、フオ

ーカス・レベリング検出系8は、第 ステーションS における第 基板ステージ4に保

持された基板Pの露光中に、基板Pの面情報を取得するとともに、その情報に基づい
て第 投影系P の像面と基板Pの表面との位置関係をフィードバック制御する。な

お、本実施形態において、第 投影系P の像面と基板Pの表面との位置関係は、

基板Pを動かすことによって調整されるが、その像面を動かしてもよいし、両方を動か

してもよい。

００84 このように、本実施形態においては、制御装置 ０は、第 ステーションS におい
て、マーク検出系 9を使って取得された第 基板ステージ4に保持された基板Pのアラ

イメント情報と、第 ステーションS において、フオーカス・レベリング検出系8を使っ
て取得された第 基板ステージ4に保持された基板Pの面情報とに基づいて、第 ス

テーションS における第 基板ステージ4に保持された基板P上の複数のショット領

域 ～S 2 の露光を順次実行する。

００85 また、マーク検出系 9は、第 ステーションS における第 基板ステージ4に保持さ

れた基板Pの露光中にも、その第 基板ステージ4に保持された基板Pのアライメント

情報を取得する。図5を参照して説明したように、第 ステーションS においては、

ショット領域に対する露光光 の照射と、アライメントマーク に対するマーク検出

系 9による検出光 aの照射とが、ほぼ同時に実行可能となっている。また、第 ステ

ーションS においては、第 基板ステージ4に保持された基板Pをほぼ静止させた

状態で、基板P上に露光光 が照射されるため、マーク検出系 9によるアライメントマ

ーク の検出を円滑に行うことができる。



００86 このように、本実施形態においては、制御装置 ０は、第 ステーションS におけ

る基板Pの露光中に、マーク検出系 9を用いて、基板P上のアライメントマーク を

追加で検出する。マーク検出系 9は、液体 を介さずに、検出光 aを基板Pに照射

して、所定数 (例えば5個)のアライメントマーク を追加で検出する。

００87 以下の説明においては、第 ステーションS において、基板Pの露光中にマーク

検出系 9を使ってアライメントマーク を検出することによってアライメント情報を取

得する動作を適宜、露光中のアライメント情報取得動作、と称する。

００88 本実施形態においては、露光前のアライメント情報取得動作によって8個のアライメ

ントマーク が検出され、露光中のアライメント情報取得動作とによって5個のアラ

イメントマーク が検出されるので、第 ステーションS における露光後において

は、 3個のアライメントマーク の検出が完了する。

００89 また、上述のように、制御装置 ０は、第 ステーションS における第 基板ステー
、ジ4に保持された基板Pの露光中に、フオーカス・レベリング検出系8を用いて、その

基板Pの面情報を液体 Qを介さずに検出している。制御装置 ０は、X、 干渉計2

P P の出力をモニタしながら、第 基板ステージ4をX 平面内で移動しつつ基板

P表面の面内(X 平面内) における複数の検出点での面位置情報をフオーカス・レ
ベリング検出系8を用いて検出しているため、基板Pの表面の複数の検出点の位置

情報に基づいて、マップデータを作成し、そのマップデータに基づいて、基板Pの表

面の各ショット領域の近似平面 (近似表面)を求めることができる (ステップS ０)

００9０ 制御装置 ０は、フオーカス・レベリング検出系8による基板Pの表面の面情報の検

出動作と並行して、Z干渉計2Pzを用いて、第 基板ステージ4のZ軸方向の位置 青

報を計測する。また、制御装置 ０は、所定のタイミング (基板Pの露光開始前、及び

又は露光終了後 )で、第 ステーションS において、Z干渉計2Pzで、第 基板ス

テージ4の 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8を用い
て、第 基板ステージ4上の計測領域74に設けられた基準面7 を検出する。これに

より、制御装置 ０は、フオーカス・レベリング検出系8の検出結果と、Z干渉計2Pzの

計測結果とを関連付けることができる。

００91 したがって、制御装置 ０は、レーザ干渉システム2 (Z干渉計2Pz) によって規定さ



れる座標系内における基板Pの表面の複数の検出点における面位置情報を求める

ことができ、基準面7 を基準とした、基板Pの表面の各ショット領域の近似平面を求

めることができる。制御装置 ０は、求めた基板Pの近似平面を記憶する。

００92 第 ステーションS における第 基板ステージ4に保持された基板Pの露光と、第

2ステーションS 2における第2基板ステージ5に保持された基板Pの露光とが完了し

た後 (ステップS ) 、制御装置 ０は、第 基板ステージ4を第2ステーションS 2

に移動するとともに、第2基板ステージ5を第 ステーションS 2に移動する (ステップ

S 2)

００93 制御装置 ０は、露光処理済みの基板Pを保持した第2基板ステージ5を第2ステー

ションS 2から第 ステーションS に移動した後、第 ステーションS において、

第2基板ステージ5から多重露光後の基板Pを搬送系 を用いてアンロードする。ま

た、第 ステーションS においては、搬送系 によって、露光処理されるべき基板P

が第2基板ステージ5に口一ドされる。

００94 一方、制御装置 ０は、第 ステーションS において露光された基板Pを保持した

第 基板ステージ4を、第2ステーションS 2に移動し、第2ステーションS 2での処

理を開始する (ステップS 3)

００95 制御装置 ０は、第 ステーションS において取得されたアライメント情報に基づ

いて、基板P上のショット領域 ～S 2 の位置情報の再導出を実行する (ステップS

3)。すなわち、制御装置 ０は、第 ステーションS において、第 基板ステージ

4に保持された基板Pの露光前、及び露光中に取得されたアライメント情報に基づい
て、基板P上のショット領域 ～S 2 の位置情報の再導出を実行する。

００96 制御装置 ０は、上述の露光前のアライメント情報取得動作、及び露光中のアライメ

ント情報取得動作のそれぞれで検出した 3個のアライメントマーク の位置情報を

用いて、基板P上の複数のショット領域 ～S 2 のそれぞれの位置情報を、例えば

G 法に基づく演算処理によって再導出する。これにより、制御装置 ０は、レーザ

干渉システム2によって規定される座標系内での所定基準位置に対する、第2ステー

ションS 2における第 基板ステージ4に保持された基板P上の複数のショット領域S

～S 2 のそれぞれの位置情報を求めることができる。



００97 制御装置 ０は、レーザ干渉システム2で、第 基板ステージ4の位置情報を計測し

つつ、計測領域74に設けられた光センサ7０を用いて、マスク に設けられているア

ライメントマークの投影像 (空間像)を計測する (ステップS 5)

００98 制御装置 ０は、第2投影系P 2と計測領域74とを対向させ、マスク に設けられ

ているアライメントマークを露光光 で照明する。ここで、計測領域74上には、液浸

システム によって液体 の液浸領域 が形成され、第2投影系P 2の最終光学

素子 2と計測領域74との間の光路は液体 Qで満たされる。マスク に設けられ

ているアライメントマークの空間像は、第2投影系P 2及び液体 Qを介して計測領

域74に投影され、第 基板ステージ4の計測領域74に設けられている光センサ7０は

、マスク に設けられているアライメントマークの空間像を、液体 Qを介して計測する

。これにより、制御装置 ０は、レーザ干渉システム2 (X、 干渉計2P 2P ) によっ
て規定される座標系内における空間像 (投影像)のX軸方向及び 軸方向の位置を

、計測領域74に設けられた光センサ7０(開ロ73) を用いて求めることができる。

００99 マスク 上のパターンとアライメントマークとは、所定の位置関係で形成されており、

計測領域74における基準マーク72と開ロ73 (光センサ) との位置関係も既知である

ため、制御装置 ０は、ステップS 5の計測結果に基づいて、レーザ干渉システム2

によって規定される座標系内での所定基準位置とマスク のパターン投影位置との

関係を導出することができる (ステップS 6)

０1００ なお、上述のショット領域の位置関係の再導出の実行は、第2ステーションS 2で

の処理開始前に行ってもよいし、空間像の計測と並行して実行するよぅにしてもよい。

０1０1 制御装置 ０は、ステップS 4で求めた、レーザ干渉システム2によって規定され

る座標系内での所定基準位置と基板P上の各ショット領域 ～S 2 との位置関係 (

所定基準位置に対するショット領域の配列情報) 、及びステップS 6で求めた、レ

ーザ干渉システム2によって規定される座標系内での所定基準位置とマスク のパタ

ーン投影位置との関係に基づいて、レーザ干渉システム2によって規定される座標系

内での基板P上の各ショット領域 ～S 2 とマスク のパターン投影位置との関係を

導出する (ステップS 7)

０1０2 ここで、上述のステップS 等において、光センサ7０を用いて空間像を計測する



とき、第2投影系P 2及び液体 Qを介して形成される像面と基準面7 とがほぼ一致

するよぅに基板テーブル4 の位置及び姿勢が制御される。これにより、Z干渉計2Pz

の計測値と第2投影系P 2及び液体 Qを介して形成される像面と基準面7 との関

係が規定され、制御装置 ０は、ステップS で求められた基板Pの表面の近似平

面とZ干渉計2Pzの計測値と第2投影系P 2及び液体 Qを介して形成される像面と

の関係を決定することができる。

０1０3 制御装置 ０は、ステップS で求めた、基板Pの表面の近似平面、及び第2投

影系P 2及び液体 Qを介して形成される像面に関連付けされているZ干渉計2Pz

の計測値に基づいて、第2駆動系P 2を制御して、基板Pの表面 (露光面)の位置を

調整するとともに、ステップS 7で求めた、基板P上の各ショット領域 ～S 2 とマ

スク のパターン投影位置との関係に基づいて、第 駆動系P を制御して、基板P

のX軸方向、 軸方向、 Z方向の位置を調整し、基板 上の複数のショット領域

～S 2 を順次液浸露光する (ステップS 8)

０1０4 このよぅに、制御装置 ０は、第 ステーションS において、マーク検出系 9を使っ
て、第 基板ステージ4に保持された基板Pの露光前、及び露光中に取得されたアラ

イメント情報に基づいて、第2ステーションS 2における第 基板ステージ4に保持さ

れた基板Pの露光を実行する。また、制御装置 ０は、第 ステーションS において

、基板Pの露光中にフオーカス・レベリング検出系8を使って取得された基板Pの面情

報に基づいて、第2ステーションS 2における第 基板ステージ4に保持された基板

Pの露光を実行する。

０1０5 第2ステーションS 2における第 基板ステージ4上の基板Pに対する液浸露光が

終了した後、制御装置 ０は、第2ステーションS 2の第 基板ステージ4を第 ステ

ーションS に移動する (ステップS 2０)。これと並行して、第 ステーションS で

露光処理を終えた基板Pを保持した第2基板ステージ5が第2ステーションS 2に移

動する。制御装置 ０は、第 ステーションS に移動した第 基板ステージ4に保持

されている露光処理済みの基板Pを、搬送系 を用いてアンロードする (ステップS

2 )
o

０1０6 制御装置 ０は、第 基板ステージ4と第2基板ステージ5とを第 ステーションS



と第2ステーションS 2との間で移動し、複数の基板Pを順次多重露光する動作を繰

り返す。

０1０7 次に、基板Pを多重露光するときの第 、第2基板ステージ4，5の動作について、図

9～図 4の平面図、及び図 5の側面図を参照しながら説明する。

０1０8 図9に示すように、第 ステーションS には第 基板ステージ4が配置され、第2ス

テーションS 2には第2基板ステージ5が配置されている。制御装置 ０は、第 ステ

ーションS における第 基板ステージ4に保持された基板Pのドライ露光と、第2ス

テーションS 2における第2基板ステージ5に保持された基板Pの液浸露光の少なく

とも一部とを並行して実行する。

０1０9 第 ステーションS における第 基板ステージ4に保持された基板Pの露光と、第

2ステーションS 2における第2基板ステージ5に保持された基板Pの露光とが完了し

た後、図 ０に示すように、制御装置 ０は、第2投影系P 2の最終光学素子 2と第

2基板ステージ5とを対向させて最終光学素子 2と第2基板ステージ5との間で液

体 Qを保持した状態で、その第2基板ステージ5に第 基板ステージ4を接近させる

。本実施形態においては、図 ０に示すように、第 基板ステージ4のX軸方向に延び

る 側の端部と、第2基板ステージ5のX軸方向に延びる 側の端部とを接近さ

せる。

０11０ 制御装置 ０は、ステージ駆動装置P を用いて、第 基板ステージ4と第2基板ステ

ージ5との位置関係を調整可能であり、図 及び図 5に示すように、第2投影系P

2の直下の位置を含む所定の領域内で、第 基板ステージ4の上面4 と第2基板ス

テージ5の上面5 とを接近又は接触させた状態で、第 基板ステージ4と第2基板ス

テージ5とをX 方向に一緒に移動することにより、液浸システム によって形成された

液浸領域 を、第 基板ステージ4の上面4 と第2基板ステージ5の上面5 との間

で移動することができる。制御装置 ０は、第2基板ステージ5上に形成されている液

浸領域 を第 基板ステージ4上に移動する。なお、一方の基板ステージ (例えば、

5)から他方の基板ステージ (例えば、4) に液浸領域を移動する際に、少なくとも一方

の基板ステージの上面の位置を調整して、第 基板ステージ4の上面と第2基板ステ

ージ5の上面とがほぼ面一にすることが望ましい。



０111 次に、制御装置 ０は、第2投影系P 2の最終光学素子 2と第 基板ステージ4と

の間で液体 を保持した状態で、レーザ干渉システム2を用いて、第 、第2基板ス

テージ4、5の位置情報を計測しつつ、第 基板ステージ4と第2基板ステージ5とを、

スイッチング動作を〒うために所定の位置関係にする。本実施形態においては、図

2に示すように、制御装置 ０は、第2基板ステージ5を、第 基板ステージ4の 側

に配置する。第 基板ステージ4上には液浸領域 が形成され続ける。

０ 2 次に、図 3に示すように、スライダ86の継手部材96と第2基板ステージ5の第3継

手部材5 との接続、及びスライダ88の継手部材98と第 基板ステージ4の第2継手

部材4 2との接続が解除され、第2基板ステージ5が、第4継手部材5 2及び継手部材

98を介して、リニアモータ8 のスライダ88に接続されるとともに、第 基板ステージ4

が、第 継手部材4 及び継手部材96を介して、リニアモータ8０のスライダ86 に接続

される。

０113 このように、第2基板ステージ5に接続されていたリニアモータ8０のスライダ8 6が第

基板ステージ4に接続され、第 基板ステージ4に接続されていたリニアモータ8 の

スライダ88が第2基板ステージ5に接続され、スイッチング動作が完了する。

０114 そして、図 4に示すように、制御装置 ０は、基板ステージ駆動装置P を制御して

、第2基板ステージ5を第ェステーションS の第 領域S P に移動するとともに、第

基板ステージ4を第2ステーションS 2の第2領域S P 2の所定位置に配置する。そし

て、制御装置 ０は、第 ステーションS において取得されたアライメント情報に基

づいて、第2ステーションS 2における第 基板ステージ4に保持された基板Pの液

浸露光を実行する。第 ステーションS においては、第2基板ステージ5から多重

露光後の基板Pが搬送系 によってアンロードされる。

０115 以上説明したように、基板Pを露光する第 ステーションS と、第 ステーションS

で露光された基板Pを露光する第2ステーションS 2とを設けたので、基板Pを多重

露光する際にも、例えば各露光においてマスクを交換したり、照明条件等の露光条

件を変更する動作が低減されるため、露光装置 Xの稼動率の低下、スループ、ソトの

低下を抑制し、基板Pを効率良く多重露光することができる。

０116 図 6 は、本実施形態に係る露光装置 Xの第 、第2ステーションS S 2



のそれぞれにおけるシーケンスを模式的に示した図、図 6 ( ) は、基板を露光する

ステーションを つだけ備えた露光装置が基板を二重露光するシーケンスを模式的

に示した図である。図 6 ( ) に示すように、複数のステーションS S 2で露光軸

作を並行して行うことにより、露光装置 Xの稼動率の低下、スループットの低下を抑

制することができる。一方、図 6 ( ) に示すように、 つのステーションで基板を二重

露光する場合、マスクを交換する時間、あるいは照明条件を変更する時間を要し、露

光装置 Xの稼動率の低下を招く。また、図 6 ( )のように、 つのステーションで基

板を二重露光する場合、一方の露光に液浸法が適用されると、他方の露光でも液浸

法が適用されなければならない。これは他方の露光が低い解像度で十分な場合でも

、高解像度を必要とする一方の露光に投影光学系P の開口数を合わせる必要があ

るためである。したがって、一方の露光に液浸法が適用されると、他方がより高速に

動作可能な気体中での露光 (所謂、ドライ露光)で十分にもかかわらず、他方の露光

にもより多くの動作時間を要する可能，注がある液浸法を適用しなければならない。本

実施形態においては、露光装置 Xに、基板Pを露光するステーションを複数設けた

ので、基板Pを効率良く多重露光することができる。

０117 また、本実施形態においては、第 ステーションS において、マーク検出系 9を用

いてアライメント情報を取得し、フオーカス・レベリング検出系8を用いて直情報を取得

し、それら取得した情報に基づいて、第 ステーションS での露光と、第2ステーシ

ョンS 2での露光とを行っている。このように、本実施形態においては、基板Pの位置

情報を取得するための動作が抑えられ、スループットの低下を抑えることができる。ま

た、第 ステーションS では、基板Pの露光中に、マーク検出系 9を用いてアライメ

ント情報を追加で取得したり、フオーカス・レベリング検出系8を用いて直情報を取得

しており、複数の処理が並行して行われているため、これによっても、スループ、ソトの

低下を抑えることができる。

０118 また、本実施形態においては、第 ステーションS での基板Pの露光中にアライメ

ント情報を追加で取得して、その追加のアライメント情報を付加して、第2ステーション

S 2における基板Pのアライメント(位置合わせ を実行するようにしているので、第2

ステーションS 2での基板Pの露光処理をより精度良く実行することができる。これは



、第2ステーションS 2での露光処理の精度 (解像度) が第 ステーションS での露

光処理の精度 (解像度) よりも高い場合 (第 ステーションよりも微細なパターンの像で

第2ステーションにおける基板Pの露光を実行する場合) に効果的である。

０119 また、多重露光においては、互いに異なるパターンを基板P上に露光するのが一般

的であるが、それぞれの露光において、必ずしも同等の露光精度が必要とは限らな

い。基板Pを多重露光する場合において、例えば、 回目の露光における解像度と2

回目の露光における解像度とが互いに異なっていたり、 回目の露光における投影

系の光学性能と2回目の露光における投影系の光学性能とが互いに異なっていても

よい可能，注がある。例えば、 回目の露光における投影系の開口数が、2回目の露光

における投影系の開口数よりも 、さくてもよい可能，注がある。基板Pを露光するステー

ション (投影系 ) が つである場合には、例えば開口数が大きい投影系を用いて、解

像度が比較的低くても許容される露光を行ってしまうといった状況が発生する可能，注

がある。本実施形態においては、第 、第2ステーションS S 2のそれぞれに、目

標解像度に応じた光学性能 (開口数) を有する第 、第2投影系P P 2を設ける

ことができ、装置コストの上昇を抑え、基板Pを効率良く露光することができる。

０12０ 上述の実施形態においては、第 ステーションS での露光において許容される

解像度は比較的低く、比較的小さい開口数の第 投影系P を用いて、焦点深度を

大きくした状態で、比較的大きな投影領域A で、ステップ・アンド・リピート方式で

基板Pの複数のショット領域 ～S 2 のそれぞれを短時間で効率良く露光している

。一方、第2ステーションS 2での露光において求められる解像度は高く、比較的大

きい開口数の第2投影系P 2を用いて、液浸法に基づき、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した状態で、ステップ・アンド

・スキヤン方式で基板Pの複数のショット領域 ～S 2 のそれぞれを高精度に露光し

ている。

０121 また、上述の実施形態においては、第 ステーションS と第2ステーションS 2と

で基板Pの露光を並行して行っているが、 心い開口数の第 投影系P を用いた

第 ステーションS での露光時間のほうが、大きい開口数の第2投影系P 2を用い
た第2ステーションS 2での露光時間よりも短くなる可能，注が高いため、第 ステーシ



ョンS での処理に余剰時間が発生する可能，注がある。本実施形態では、第 ステ

ーションS において、基板Pの位置情報 (アライメント情報、面情報) の取得を行っ
ており、その余剰時間を有効活用することができる。

０122 また、上述の実施形態においては、第2ステーションS 2での露光を第 ステーショ

ンS での露光よりも高解像度に行っているが、その第2ステーションS 2での露光

を〒うための基板P上のショット領域 ～S 2 の位置情報を求める際、露光前のアラ

イメント情報取得動作で検出したアライメントマーク の位置情報と、露光中のアラ

イメント情報取得動作で検出したアライメントマーク の位置情報とのそれぞれを用

いている。すなわち、第 ステーションS での露光を〒うための基板P上のショット

領域 ～S 2 の位置情報を求めるためのアライメントマーク の数よりも多い数の

アライメントマーク の位置情報に基づいて、第2ステーションS 2での露光を行う

ための基板P上のショット領域 ～S 2 の位置情報を求めている。すなわち、第2ス

テーションS 2での高精度な露光に対応するために、より多くのアライメントマーク

の位置情報を用いて、ショット領域 ～S 2 の位置情報を高精度に求めている。

第2ステーションS 2での露光を〒うための基板P上のショット領域 ～S 2 の位置

情報をより高精度に求めることで、第2ステーションS 2において高精度な露光処理

を実行することができる。

０123 なお、上述の実施形態においては、第 ステーションS での基板Pの露光中に、

基板Pのアライメントマーク を追加で検出しているが、第 ステーションS での

基板Pの露光の後、その基板Pを第2ステーションS 2に移動する前に、マーク検出

系 9を用いて、基板Pのアライメントマーク を追加で検出するようにしてもよい。

０124 なお、露光前のアライメント情報取得動作で検出したアライメントマークの位置情報

のみで、第2ステーションS 2での基板Pのアライメントを所望の精度で実行できる場

合には、露光中のアライメント情報取得動作を省いてもよい。

０125 また、第 ステーションS で基板Pの露光前に、マーク検出系 9による基板Pのア

ライメントマークの検出だけでなく、フオーカス・レベリング検出系8による基板Pの面

位置情報の取得動作を実行するようにしてもよい。

０126 なお、上述の実施形態においては、図 5を参照して説明したように、第 基板ステ



一ジ4 と第2 基板ステージ5 とを接近又は接触させた状態で、第 基板ステージ4 と第

2 基板ステージ5 とを一緒に移動することにより、液浸領域 を第 基板ステージ4 の

上面4 と第2 基板ステージ5 の上面5 との間で移動しているが、例えば特開2 ００4

2 8 号公報 (対応米国特許第7 ，０7 5 6 6 号) に開示されているよぅな、投影

系の最終光学素子との間で液体 を保持可能なキヤップ部材を用いて、第 基板

ステージ4 と第2 基板ステージ5 との間で液浸領域を移動させてもよい。

０1 2 7 なお、上述の実施形態においては、第 ステーションS では、液体 Qを介さず

に露光光 を基板P に照射するドライ露光が実行され、第2ステーションS 2では、

液体 Qを介して露光光 を基板P 上に照射する液浸露光が実行されているが、第

ステーションS 及び第2ステーションS 2のそれぞれでドライ露光が実行されても

よい。また、第 ステーションS 及び第2ステーションS 2のそれぞれで液浸露光が

実行されてもよい。第 ステーションS 及び第2ステーションS 2のそれぞれで液

浸露光を実行する場合には、例えば第 ステーションS においては液体として水 (

純水 ) を用い、第2ステーションS 2 においては液体としてグリセロール (グリセリン) 等

の水よりも高い屈折率 (例えば露光光に対する屈折率が ・6～・8 程度 ) を有するも

のを用いるよぅにしてもよい。また、液体 Qとしては、水、グリセロール以外のもので

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としては レーザ光を透過可能な例えば、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であってもよい。

０1 2 8 あるいは、液体 Qとしては、例えば、屈折率が約 ・5 ０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 結合あるいは 結合を持

つ所定液体、ヘキサン、ヘプタン、デカン等の所定液体 (有機溶剤) 、デカリン、バイ

サイクロヘクシル等の所定液体が挙げられる。あるいは、これら所定液体のぅち任意

の2種類以上の液体が混合されたものであってもよいし、純水に上記所定液体が添

加 (混合 ) されたものであってもよい。あるいは、液体 Qとしては、純水に、
，
、C s

、 "、 、 P 等の塩基又は酸を添加 (混合 ) したものであってもよい。

更には、純水に 酸ィロ物等の微粒子を添加 (混合 ) したものであってもよい。これら

液体 Qは、 エキシマレーザ光を透過可能である。また、液体 Qとしては、光の



吸収係数が小さく、温度依存性が少なく、投影光学系P 及び 又は基板Pの表面

に塗布されている感光材 (又は保護膜 (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 、。

０129 また、最終光学素子 S S2は、例えば石英 (シリカ)で形成することができる。あ

るいは、フッィビカルシウム (蛍石) 、フッィビバリウム、フッィビストロンチウム、フッ化リチウ

ム、フッィビナトリウム、及び a 等のフッィヒィロ合物の単結品材料で形成されてもよ

い。更に、最終光学素子は、ルテチクムアルミニクムガーネット( G)で形成され

てもよい。及びフッィビナトリウム等のフッィヒィロ合物の単結品材料で形成されてもよい。

０13０ また、投影光学系の少なくとも つの光学素子を、石英及び 又は蛍石よりも屈折

率が高い(例えば ・6以ｱ)材料で形成してもよい。例えば、国際公開第2００5 ０5

96 7号パンフレソトに開示されているよぅな、サファイア、二酸化ゲルマニウム等、あ

るいは、国際公開第2００5 ０596 8号パンフレソトに開示されているよぅな、塩ィビカ

リウム (屈折率約 ・75) 等を用いることができる。

０131 なお、上述の実施形態において、第2ステーションS 2の投影系は、先端の光学素

子の像面側の光路空間を液体で満たしているが、国際公開第2００4 ０ 9 28号パ

ンフレソト(対応米国特許公開第2００5 ０248856 号)に開示されているよぅに、先端

の光学素子の物体面側の光路も液体で満たす投影系を採用することもできる。

０132 なお、上記実施形態の基板Pとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウェハの

みならず、デイスプレイデバイス用のガラス基板や、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウ

ェハ、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

ンウェハ)等が適用される。基板はその形状が円形に限られるものでなく、矩形など

他の形状でもよい。

０133 また、露光装置 Xとしては、第 パターンと基板Pとをほぼ静止した状態で第 パタ

ーンの縮小像を投影系 (例えば 8縮小倍率で反射素子を含まない屈折型投影系

) を用いて基板P上に一括露光する方式の露光装置にも適用できる。この場合、更に

その後に、第2パターンと基板Pとをほぼ静止した状態で第2パターンの縮小像をそ

の投影系を用いて、第 パターンと部分的に重ねて基板Pｱに一括露光するステイ、ソ

チ方式の一括露光装置にも適用できる。また、ステイッチ方式の露光装置としては、



基板P上で少なくとも2つのパターンを部分的に重ねて転写し、基板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。

０134 なお、上述の実施形態においては、第 ステーションS において、ステップ・アン

ド・リピート方式で露光が実行され、第2ステーションS 2において、ステップ・アンド・

スキヤン方式で露光が実行されているが、第2ステーションS 2において、ステップ・

アンド・リピート方式で露光が実行され、第 ステーションS において、ステップ・ア

ンド・スキヤン方式で露光が実行されてもよい。また、第 、第2ステーションS S

2の両方で、ステップ・アンド・リピート方式で露光が実行されてもよいし、ステップ・ア

ントスキヤン方式で露光が実行されてもよい。

０135 また、上述の実施形態においては、基板Pを露光可能なステーションが2つである

場合を例にして説明したが、基板Pを露光可能なステーションは3つ以上の任意の板

数であってもよい。また、基板Pを保持して移動可能な基板ステージも、2つに限られ

ず、3つ以上の複数設けることができる。

０136 また、基板ステージに加えて、基準マークが形成された基準部材や各種の光電セ

ンサを搭載した計測ステージが設けられていてもよい。

０137 また、上記実施形態における露光装置は、投影光学系 (複数の投影モジュール) に

対してその上方 ( 側) にマスクが配置され、その下方 ( 側) に基板が配置される

ものとしたが、例えば国際公開第2００4 ０9０956 号パンフレ、ソト(対応米国公開2０

０6 ００23 88 ) に開示されているように、鉛直方向 (Z軸方向) に関して投影光

学系 (複数の投影モジュール) を上下反転させて設け、その上方 ( 側) に基板を

配置し、その下方 ( 側) にマスクを配置するようにしてもよい。

０138 なお、上記実施形態では干渉計システムを用いてマスクステージ及び基板ステー

ジの位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例えば基板ステージの上面に

設けられるスケール (回折格子) を検出するエンコーダシステムを用いてもよい。この

場合、干渉計システムとエンコーダシステム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エ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 をィ〒うことが好ましい。また、干渉計システムとエンコーダシステムとを切り

替えて用いる、あるいはその両方を用いて、基板ステージの位置制御を〒うようにし



てもよい。

０139 また、上記実施形態では投影光学系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

。投影光学系を用いない場合であっても、露光光はマスク又はレンズなどの光学部

材を介して基板に照射され、そのよぅな光学部材と基板との間の所定空間に液浸領

域が形成される。

０ 4０ 露光装置 の種類としては、基板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。

０14 1 なお、上述の実施形態においては、光透過性の基板上に所定の遮光パターン (又

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 25 7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基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。

０142 また、例えば、国際公開第2００ ０3 5 68号パンフレソトに開示されているよぅに

、干渉縞を基板P上に形成することによって、基板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。

０143 さらに、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基板上で合

成し、 回のスキヤン露光によって基板上の つのショット領域をほぼ同時に二重露光

する露光装置にも本発明を適用することができる。

０144 なお、法令で許容される限りにおいて、上記実施形態及び変形例で引用した露光

装置などに関する全ての公開公報及び米国特許の開示を援用して本文の記載の一

部とする。



０145 以上のよぅに、上記実施形態の露光装置 Xは、各構成要素を含む各種サブシス

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、組み立てること

で製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての前後には、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。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシ

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。この各種サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステ

ム個々の組み立て工程があることはレづまでもない。各種サブシステムの露光装置へ

の組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 、。

０146 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図 7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ッ 2０、この設計ステップに基づいたマスク (レチクル) を製

作するステッ 2０2、デバイスの基材である基板を製造するステッ 2０3、前述した

実施形態の露光装置 Xによりマスクのパターンを基板に露光する工程、露光した基

板を現像する工程、現像した基板の加熱 (キュア)及びェッチング工程などの基板処

理プロセスを含むステップ2０4、デバイス組み立てステップ (ダイシング工程、ボンデ

ィング工程、パッケージ工程を含む) 2０5、検査ステッ 2０6等を経て製造される。



き青求の範 囲

多重露光のための露光装置であって、

第 ステーションと、

第2ステーションと、

基板を保持し、少なくとも前記第 ステーションと前記第2ステーションとの間を移動

可能な第 可動部材と、

基板を保持し、少なくとも第 ステーションと第2ステーションとの間を移動可能な第

2可動部材と、

前記第 ステーションに配置された第 検出系と、を備え、

前記第 ステーションにおいて、前記第 可動部材に保持された基板のアライメント

情報が前記第 検出系を使って取得され、

前記第 ステーションにおいて、前記アライメント情報に基づいて前記第 可動部材

に保持された基板が露光され、

前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光の少なく

とも一部と並行して、前記第2ステーションにおいて、前記第2可動部材に保持された

基板が露光され、

前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光と、前記

第2ステーションにおける前記第2可動部材に保持された基板の露光とが完了した後

に、前記第 可動部材が前記第 ステーションから前記第2ステーションに移動され、

前記前記第2ステーションにおいて、前記アライメント情報に基づき、前記第 可動

部材に保持された基板が露光される露光装置。

2 前記第 ステーションに配置された第2検出系を更に備え、

前記第 ステーションにおいて前記第2検出系を使って取得された前記第 可動部

材に保持された基板の面情報に基づいて、前記第 ステーションおよび前記第2ステ

ーションにおいて前記第 可動部材に保持された基板が露光される請求項 記載の

露光装置。

3 前記第2検出系は、前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された

基板の露光中に前記面情報を取得する請求項2記載の露光装置。



4 前記第 検出系は、前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された

基板の露光中にも、前記第 検出系を使って、前記第 可動部材に保持された基板

のアライメント情報を取得し、

前記露光中に取得されたアライメント情報に基づき、前記第2ステーションにおいて

前記第 可動部材に保持された基板が露光される請求項 ～3のいずれか一項記載

の露光装置。

5 前記第 ステーションと前記第2ステーションとで、前記第 可動部材に保持された

基板に対する露光条件が異なる請求項 ～4のいずれか一項記載の露光装置。

6 前記露光条件は、前記基板の移動条件、前記基板に対する露光ビームの照射条

件、及び前記露光ビームのビーム路を満たす媒体条件の少なくとも つを含む請求

項5記載の露光装置。

7 前記第 ステーションで、又は前記第2ステーションで、又は両方で、前記第 可動

部材に保持された基板に、前記露光ビームが液体を介して照射される請求項 ～6

のいずれか一項記載の露光装置。

8 前記第 ステーションでは、前記液体を介さずに前記露光ビームが前記第 可動部

材に保持された基板に照射され、

前記第2ステーションでは、前記液体を介して前記露光ビームが前記第 可動部材

に保持された基板に照射される請求項7記載の露光装置。

9 前記第2ステーションに配置され、前記露光ビームを射出する射出面が前記液体と

接触する光学部材をさらに備え、

前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光と、前記

第2ステーションにおける前記第2可動部材に保持された基板の露光とが完了した後

、前記第2ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光が開始さ

れるまでの間、前記第 可動部材と前記第2可動部材との少なくとも一方を前記光学

部材と対向させ、前記光学部材の射出面側の光路空間を前記液体で満たし続ける

請求項8記載の露光装置。

０ 前記アライメント情報を取得するために、前記第 検出系は、液体を介さずに検出

光を前記第 可動部材に保持された基板に照射して、前記アライメント情報を取得す



る請求項 ～9のいずれか一項記載の露光装置。

前記第 検出系を使って、前記第 可動部材に保持された基板上のアライメントマ

ークを検出することによって、前記アライメント情報が取得される請求項 ～０のいず

れか一項記載の露光装置。

2 前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光と、前記

第2ステーションにおける前記第2可動部材に保持された基板の露光とが完了した後

に、前記第2可動部材を前記第2ステーションから前記第 ステーションに移動し、

前記第 ステーションにおいて、前記第2可動部材から多重露光後の基板をアンロ

ードする請求項 ～ のいずれか一項記載の露光装置。

3 請求項 ～請求項 2のいずれか一項記載の露光装置を用いて基板の多重露光を

実行することと

該多重露光された基板を現像することを含むヂバイス製造方法。

4 多重露光するための露光方法であって、

第 ステーションにおいて、第 可動部材に保持された基板のアライメント情報を取

得し

前記第 ステーションにおいて、前記アライメント情報に基づいて、前記第 可動部

材に保持された基板を露光し

第2ステーションにおいて、前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持

された基板の露光の少なくとも一部と並行して、第2可動部材に保持された基板を露

光し

前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光と、前記

第2ステーションにおける第2可動部材に保持された基板の露光とが完了した後に、

前記第 ステーションから前記第2ステーションに前記第 可動部材を移動し、前記ア

ライメント情報に基づいて、前記第2ステーションにおいて前記第 可動部材に保持

された基板を露光する露光方法。

5 前記第 ステーションにおける前記第 可動部材に保持された基板の露光中に、前

記第 可動部材に保持された基板の表面の面情報を取得し

前記面情報に基づいて、前記第 ステーション及び前記第2ステーションにおいて



、前記第 可動部材に保持された基板が露光される請求項 4記載の露光方法。

6 前記第 ステーションにおいては、液体を介さずに、前記第 可動部材に保持され

た基板に露光ビームが照射され、

前記第2ステーションにおいては、液体を介して、前記第 可動部材に保持された

基板に露光ビームが照射される請求項 4又は 5記載の露光方法。

7 前記第 ステーションにおいては、実質的に静止した前記第 可動部材に保持され

た基板に露光ビームが照射され、

前記第2ステーションにおいては、前記第 可動部材に保持された基板を移動しな

がら、前記第 可動部材に保持された基板に露光ビームが照射される請求項 4～
6のいずれか一項記載の露光方法。

8 請求項 4～請求項 7のいずれか一項記載の露光方法を用いて基板の多重露光

を実行することと

該多重露光された基板を現像することを含むデバイス製造方法。
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