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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の平面内で移動する移動体の位置情報を計測する位置計測システムであって、
　前記移動体と該移動体の外部との一方の前記平面に平行な所定面上に配置され、所定方
向に延設される格子を含む第１グレーティングと；
　前記所定面上の前記第１グレーティングとは異なる位置に設けられたキャリブレーショ
ンエリアと；
　前記移動体と該移動体の外部との他方に設けられた少なくとも１つのヘッドを有し、前
記第１グレーティングに対向するヘッドの出力に基づいて、前記移動体の位置情報を計測
するエンコーダと；を備え、
　前記キャリブレーションエリアは、前記ヘッドが対向して配置されて前記エンコーダの
キャリブレーションが行われる領域であり、該領域には、所定のパターンが形成され、あ
るいはパターンが一切設けられていない位置計測システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の位置計測システムにおいて、
　前記キャリブレーションエリアは、前記所定方向に関して前記第１グレーティングと並
置される位置計測システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の位置計測システムにおいて、
　前記第１グレーティングは、前記移動体に設けられ、前記第１グレーティングの前記所
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定方向の少なくとも一側に所定間隔隔てて前記キャリブレーションエリアが配置されてい
る位置計測システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の位置計測システムにおいて、
　前記第１グレーティングの格子は、少なくとも前記所定方向に周期性を有し、
　前記キャリブレーションエリアには、前記所定のパターンとして前記所定方向に周期性
を有する格子を含み、前記第１グレーティングに比べて前記周期方向のサイズが小さい第
２グレーティングが配置されている位置計測システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の位置計測システムにおいて、
　前記ヘッドは、前記第１グレーティング及び前記第２グレーティングのうち、対向する
グレーティングに前記所定方向に光ビームを照射する照射系と、前記グレーティングから
の回折光を受光する受光系とを含む位置計測システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の位置計測システムにおいて、
　前記光ビームの所定方向のサイズは、前記第２グレーティングの所定方向のサイズより
小さく、かつ前記所定の間隔より小さい位置計測システム。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の位置計測システムにおいて、
　前記移動体を前記平面に平行な面内の所定方向に駆動しつつ、前記第２グレーティング
に対向するヘッドの前記受光系の光電変換信号を取り込み、該光電変換信号と所定の閾値
とに基づいて、前記移動体上の基準点の前記所定方向の位置情報を算出する制御装置をさ
らに備える位置計測システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の位置計測システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第２グレーティングの前記所定方向の一端から他端を前記ヘッド
からの光ビームが横切る範囲で前記移動体を前記平面に平行な面内の所定方向に駆動しつ
つ、その駆動中、前記格子部からの回折光を受光する受光系の光電変換信号を取り込み、
該光電変換信号と前記閾値とに基づいて、前記第２グレーティングの前記所定方向の中点
の位置情報を、前記基準点の前記所定方向の位置情報として算出する位置計測システム。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の位置計測システムにおいて、
　前記エンコーダは、前記平面と平行な面上の異なる位置に配置された複数のヘッドを有
し、
　前記制御装置は、複数のヘッドのそれぞれが、前記第２グレーティングに対向する経路
にそれぞれ沿って前記移動体を前記所定方向に駆動し、前記第２グレーティングに対向す
る各ヘッドの前記受光系の光電変換信号を取り込み、該光電変換信号と所定の閾値とに基
づいて、前記移動体上の基準点の前記所定方向の位置情報を、複数のヘッドのそれぞれを
用いて計測する位置計測システム。
【請求項１０】
　物体を露光して所定のパターンを形成する露光装置であって、
　前記物体を保持して所定の平面内で移動する移動体と；
　前記移動体の位置情報を計測する請求項１～９のいずれか一項に記載の位置計測システ
ムと；を備える露光装置。
【請求項１１】
　物体を露光して所定のパターンを形成する露光装置であって、
　前記物体を保持して所定の平面内で移動する移動体と；
　前記移動体と該移動体の外部との一方の前記平面に平行な所定面上に配置され、所定方
向に延設される格子を含む第１グレーティングと；
　前記移動体と該移動体の外部との他方に設けられた少なくとも１つのヘッドを有し、前
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記第１グレーティングに対向するヘッドの出力に基づいて、前記移動体の位置情報を計測
するエンコーダと；
　前記物体上にパターンを形成するパターン生成装置と；
　前記物体上のマークを検出するマーク検出装置と；
　前記パターン生成装置による前記物体に対するパターンの形成と、前記マーク検出装置
による前記物体上のマークの検出とのいずれも行われていない所定のときに、前記ヘッド
が対向する前記所定面上の位置に設けられたキャリブレーションエリアと；
　を備え、
　前記キャリブレーションエリアは、前記移動体を移動させて行われる、前記ヘッドのキ
ャリブレーションに用いる領域であり、該領域には、所定のパターンが形成され、あるい
はパターンが一切設けられていない露光装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の露光装置において、
　前記キャリブレーションエリアには、前記所定のパターンとして前記所定方向を格子の
周期方向とし前記第１グレーティングに比べて前記周期方向のサイズが小さい第２グレー
ティングが配置されている露光装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の露光装置において、
　前記ヘッドは、前記第１グレーティング及び前記第２グレーティングのうち、対向する
グレーティングに前記所定方向に光ビームを照射する照射系と、前記グレーティングから
の回折光を受光する受光系とを含む露光装置。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか一項に記載の露光装置において、
　前記第１グレーティングは、前記移動体の外部の前記平面に平行な所定面上に配置され
るとともに、前記所定面に対向する前記移動体の面上には、異なる位置に複数のヘッドが
設けられ、
　前記複数のヘッドの内の所定の１つが、露光位置の近傍に位置するときに、残りのヘッ
ドが対向する前記所定面上の位置に、前記キャリブレーションエリアが配置されている露
光装置。
【請求項１５】
　所定の平面内で移動する移動体の位置情報を計測する位置計測方法であって、
　前記移動体を前記平面に平行な面内の所定方向に駆動しつつ、前記移動体と該移動体の
外部との一方の前記平面に平行な所定面上に配置され所定方向を周期方向とする格子部に
、前記移動体と該移動体の外部との他方に設けられたエンコーダのヘッドから光ビームを
照射し、その格子部からの回折光を受光する受光系の光電変換信号を取り込む第１工程と
；
　前記光電変換信号と所定の閾値とに基づいて、前記格子部の基準点の前記所定方向の位
置情報を算出する第２工程と；を含む、位置計測方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の位置計測方法において、
　前記第１工程では、前記格子部の前記所定方向の一端から他端を前記ヘッドからの光ビ
ームが横切る範囲で前記移動体を前記平面に平行な面内の所定方向に駆動しつつ、その駆
動中、前記格子部からの回折光を受光する受光系の光電変換信号を取り込み、
　前記第２工程では、前記光電変換信号と前記閾値とに基づいて、前記格子部の前記所定
方向の中点の位置情報を、前記基準点の前記所定方向の位置情報として算出する位置計測
方法。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の位置計測方法において、
　前記エンコーダは、前記移動体と該移動体の外部との他方の異なる位置に配置された複
数のヘッドを有し、
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　第１工程の処理と第２工程の処理とが、前記複数のヘッドのそれぞれについて行われる
位置計測方法。
【請求項１８】
　請求項１５～１７のいずれか一項に記載の位置計測方法において、
　前記格子部は、前記移動体上に設けられ、前記ヘッドは、前記移動体外部に設けられて
いる位置計測方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の位置計測方法において、
　前記移動体上には、前記格子部が前記所定方向に直交する方向に離れて一対配置され、
　前記第１工程では、前記移動体を前記平面に平行な面内の所定方向に駆動しつつ、前記
一対の格子部に、一対のエンコーダのヘッドから光ビームをそれぞれ照射し、前記一対の
格子部からの回折光を個別に受光する一対の受光系の光電変換信号をそれぞれ取り込み、
　前記第２工程では、前記一対の受光系の光電変換信号と前記閾値とに基づいて、前記移
動体上の一対の基準点の前記所定方向の位置情報を算出し、
　前記一対の基準点の前記所定方向の位置情報に基づいて、前記移動体の前記平面に平行
な面内での回転を算出する第３工程をさらに含む位置計測方法。
【請求項２０】
　請求項１５～１９のいずれか一項に記載の位置計測方法において、
　前記第１工程では、前記光ビームとして所定方向に細長い光ビームが用いられる位置計
測方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の位置計測方法において、
　前記光ビームの所定方向のサイズは、前記格子部の所定方向のサイズより小さい位置計
測方法。
【請求項２２】
　物体を露光して所定のパターンを形成する露光方法であって、
　前記物体を保持して所定の平面内で移動する移動体の位置情報を請求項１５～２１のい
ずれか一項に記載の位置計測方法を用いて計測する工程と；
　前記物体に対するパターンの形成のため、前記計測結果を考慮して、前記移動体の位置
を制御する工程と；を含む露光方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の露光方法を用いて、物体を露光し該物体上にパターンを形成する工
程と；
　前記パターンが形成された物体を現像する工程と；を含むデバイス製造方法。
【請求項２４】
　エンコーダのヘッドとマーク検出系とに同一方向から対向可能な移動体上に搭載される
工具であって、
　光透過性の素材から成るプレートを備え、
　前記プレートの一方の面に前記マーク検出系により検出可能なマークが形成され、
　前記プレートの他方の面の前記マークに対向する領域外の位置に前記ヘッドが対向可能
な格子が形成された工具。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の工具において、
　前記プレートは、ガラスウエハである工具。
【請求項２６】
　請求項２４又は２５に記載の工具において、
　前記プレートの他方の面の前記マークに対向する領域に遮光膜が形成されている工具。
【請求項２７】
　エンコーダのヘッドとマーク検出系とに同一方向から対向可能な移動体上に、請求項２
４～２６のいずれか一項に記載の工具を搭載する第１工程と；
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　前記移動体を駆動して前記マーク検出系により前記マークの位置情報を検出する第２工
程と；
　前記移動体を駆動して前記格子に前記エンコーダの前記ヘッドを対向させ、該ヘッドの
出力に基づいて前記格子の位置情報を検出する第３工程と；
　前記マークと前記格子との位置関係と、前記マークの位置情報と、前記格子の位置情報
とに基づいて、前記マーク検出系の検出中心と前記ヘッドとの位置関係を算出する第４工
程と；を含む計測方法。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の計測方法において、
　前記エンコーダは複数のヘッドを有し、
　前記第３工程で、前記複数のヘッドを順次前記格子に対向させ、格子に対向するヘッド
の出力に基づいて、前記格子の複数の位置情報を順次検出し、
　前記第４工程では、前記マークと前記格子との位置関係と、前記マークの位置情報と、
前記格子の複数の位置情報とに基づいて、前記マーク検出系の検出中心と前記複数のヘッ
ドそれぞれとの位置関係を算出する計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置計測システム、露光装置、位置計測方法、露光方法及びデバイス製造方
法、並びに工具及び計測方法に係り、更に詳しくは、所定の平面内で移動する移動体の位
置情報を計測する位置計測システム、該システムを備える露光装置、所定の平面内で移動
する移動体の位置情報を計測する位置計測方法、該方法を用いる露光方法及び該露光方法
を用いるデバイス製造方法、並びに、エンコーダのヘッドとマーク検出系との位置関係の
計測に好適な工具及び該工具を用いた計測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子（集積回路等）、液晶表示素子等の電子デバイス（マイクロデバイス）を製
造するリソグラフィ工程では、ステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置（いわゆ
るステッパ）、ステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置（いわゆるスキャニング
・ステッパ（スキャナとも呼ばれる））などが、主として用いられている。
【０００３】
　ところで、半導体素子等は、基板（ウエハ又はガラスプレートなど）上に多層の回路パ
ターンを重ね合わせて形成されるため、各層間での重ね合わせ精度が良好であることが重
要である。このため、通常、基板上の複数のショット領域の各々に予めマーク（アライメ
ントマーク）を付設しておき、露光装置のステージ座標系上におけるそのマークの位置情
報（位置座標）を検出する。しかる後、このマークの位置情報と新たに形成されるパター
ン（例えばレチクルパターン）の既知の位置情報とに基づいて、基板上の１つのショット
領域をそのパターンに対して位置合わせするウエハアライメントが行われる。ウエハアラ
イメントの方式として、スループットとの兼ね合いから、例えば特許文献１などに開示さ
れるエンハンスト・グローバル・アライメント（ＥＧＡ）などのグローバルアライメント
が主流となっている。
【０００４】
　一方、露光装置では、基板を保持する基板ステージの位置は、通常干渉計で計測される
が、その干渉計の計測ビームのビーム路の温度変化などに起因する計測値の短期変動が無
視できなくなりつつある。そこで、干渉計に比べて、計測値の短期変動が少ないリニアエ
ンコーダを基板ステージの位置計測装置として採用しようとの動きがある。しかるに、リ
ニアエンコーダを用いて、２次元面内で移動する基板ステージの位置を計測する場合には
、基板ステージの移動を妨げず、かつビーム路が短くなるようなエンコーダの配置を採用
する必要がある。このような条件を満足するものとして、その２次元面に平行な面内に複
数のヘッドを配置するとともに、基板ステージ上にグレーティングを配置することが考え
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られる。この場合、複数のヘッドを切り換えながら基板ステージの位置を管理する必要が
あり、さらにウエハアライメントの結果に基づいて、重ね合わせ精度が良好となるように
エンコーダを用いて基板ステージの位置を管理する必要がある。従って、アライメントマ
ークを検出するマーク検出系と各ヘッドとの位置関係、及び複数のヘッドの位置情報（ヘ
ッド同士の位置関係を含む）を精度良く求めることが重要になる。
【０００５】
　また、例えば、基板ステージの２次元面内の位置管理を精度良く行うためには、２次元
面内の基板ステージの回転を制御することも重要である。しかるに、この回転制御を高精
度に行うためには、リセット時における基板ステージの姿勢の再現性が良好である必要も
ある。
【０００６】
【特許文献１】特開昭６１－０４４４２９号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、第１の観点からすると、所定の平面内で移動する移動体の位置情報を計測す
る位置計測システムであって、前記移動体と該移動体の外部との一方の前記平面に平行な
所定面上に配置され、所定方向に延設される格子を含む第１グレーティングと；前記所定
面上の前記第１グレーティングとは異なる位置に設けられたキャリブレーションエリアと
；前記移動体と該移動体の外部との他方に設けられた少なくとも１つのヘッドを有し、前
記第１グレーティングに対向するヘッドの出力に基づいて、前記移動体の位置情報を計測
するエンコーダと；を備え、前記キャリブレーションエリアは、前記ヘッドが対向して配
置されて前記エンコーダのキャリブレーションが行われる領域であり、該領域には、所定
のパターンが形成され、あるいはパターンが一切設けられていない位置計測システムであ
る。
【０００８】
　これによれば、移動体と該移動体の外部との一方の所定面上に第１グレーティングが配
置され、所定面上の第１グレーティングとは異なる位置にキャリブレーションエリアが設
けられている。従って、キャリブレーションエリアを用いてエンコーダのキャリブレーシ
ョン処理を行うことで、そのキャリブレーション処理の後に、エンコーダを用いて移動体
の所定方向の位置制御を精度良く行うことが可能になる。
【００１１】
　本発明は、第２の観点からすると、物体を露光して所定のパターンを形成する露光装置
であって、前記物体を保持して所定の平面内で移動する移動体と；前記移動体の位置情報
を計測する上記位置計測システムと；を備える露光装置である。
【００１２】
　これによれば、例えば、露光開始に先立って前述のキャリブレーションを行い、そのキ
ャリブレーション後に物体の露光が行われる場合、その露光の際の移動体の位置を位置計
測システムを用いて精度良く管理することが可能になる。
【００１３】
　本発明は、第３の観点からすると、物体を露光して所定のパターンを形成する露光装置
であって、前記物体を保持して所定の平面内で移動する移動体と；前記移動体と該移動体
の外部との一方の前記平面に平行な所定面上に配置され、所定方向に延設される格子を含
む第１グレーティングと；前記移動体と該移動体の外部との他方に設けられた少なくとも
１つのヘッドを有し、前記第１グレーティングに対向するヘッドの出力に基づいて、前記
移動体の位置情報を計測するエンコーダと；前記物体上にパターンを形成するパターン生
成装置と；前記物体上のマークを検出するマーク検出装置と；前記パターン生成装置によ
る前記物体に対するパターンの形成と、前記マーク検出装置による前記物体上のマークの
検出とのいずれも行われていない所定のときに、前記ヘッドが対向する前記所定面上の位
置に設けられたキャリブレーションエリアと；を備え、前記キャリブレーションエリアは
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、前記移動体を移動させて行われる、前記ヘッドのキャリブレーションに用いる領域であ
り、該領域には、所定のパターンが形成され、あるいはパターンが一切設けられていない
露光装置である。
【００１４】
　これによれば、パターン生成装置による物体に対するパターンの形成と、マーク検出装
置による物体上のマークの検出とのいずれも行われていない所定のときに、ヘッドが対向
する所定面上の位置にキャリブレーションエリアが設けられている。このため、キャリブ
レーションエリアの存在により、マーク検出又はパターン形成が行われる通常の移動体の
移動時に、ヘッドによる移動体の位置情報の計測動作が悪影響を受けることがない一方、
マーク検出及びパターン形成のいずれもが行われていないときに、エンコーダのキャリブ
レーションを行うことができる。
【００１５】
　本発明は、第４の観点からすると、所定の平面内で移動する移動体の位置情報を計測す
る位置計測方法であって、前記移動体を前記平面に平行な面内の所定方向に駆動しつつ、
前記移動体と該移動体の外部との一方の前記平面に平行な所定面上に配置され所定方向を
周期方向とする格子部に、前記移動体と該移動体の外部との他方に設けられたエンコーダ
のヘッドから光ビームを照射し、その格子部からの回折光を受光する受光系の光電変換信
号を取り込む第１工程と；前記光電変換信号と所定の閾値とに基づいて、前記格子部の基
準点の前記所定方向の位置情報を算出する第２工程と；を含む位置計測方法である。
【００１６】
　これによれば、移動体を所定の平面に平行な面内の所定方向に駆動しつつ、移動体の前
記平面に平行な所定面上に配置され所定方向を周期方向とする格子部に、エンコーダのヘ
ッドから光ビームを照射し、その格子部からの回折光を受光する受光系の光電変換信号を
取り込む。そして、その光電変換信号と所定の閾値とに基づいて、移動体上の基準点の前
記所定方向の位置情報を算出する。これにより、移動体上の基準点の所定方向の位置情報
を精度良く求めることができ、ひいてはヘッドの所定方向の位置情報を精度良く求めるこ
とが可能になる。従って、このヘッドの計測値に基づいて移動体の所定方向の位置を制御
することで、高精度な位置制御が可能になる。
【００１７】
　本発明は、第５の観点からすると、物体を露光して所定のパターンを形成する露光方法
であって、前記物体を保持して所定の平面内で移動する移動体の位置情報を上記位置計測
方法を用いて計測する工程と；前記物体に対するパターンの形成のため、前記計測結果を
考慮して、前記移動体の位置を制御する工程と；を含む露光方法である。
【００１８】
　これによれば、物体に対するパターンの形成のため、前記計測結果を考慮して、物体を
保持して所定の平面内で移動する移動体の位置を制御するので、物体上に精度良くパター
ンを形成することが可能になる。
【００１９】
　本発明は、第６の観点からすると、エンコーダのヘッドとマーク検出系とに同一方向か
ら対向可能な移動体上に搭載される工具であって、光透過性の素材から成るプレートを備
え、前記プレートの一方の面に前記マーク検出系により検出可能なマークが形成され、前
記プレートの他方の面の前記マークに対向する領域外の位置に前記ヘッドが対向可能な格
子が形成された工具である。
【００２０】
　これによれば、エンコーダのヘッドとマーク検出系とに同一方向から対向可能な移動体
上に、工具を搭載する。そして、移動体を駆動してマーク検出系により工具の一方の面に
形成されたマークの位置情報を検出し、移動体を駆動してプレートの他方の面に形成され
た格子にエンコーダのヘッドを対向させ、該ヘッドの出力に基づいて格子の位置情報を検
出する。しかる後、マークと格子との位置関係と、検出したマークの位置情報と、格子の
位置情報とに基づいて、マーク検出系の検出中心とヘッドとの位置関係を算出する。これ
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により、マーク検出系の検出中心とヘッドとの位置関係を精度良く求めることができる。
【００２１】
　本発明は、第７の観点からすると、エンコーダのヘッドとマーク検出系とに同一方向か
ら対向可能な移動体上に、上記工具を搭載する第１工程と；前記移動体を駆動して前記マ
ーク検出系により前記マークの位置情報を検出する第２工程と；前記移動体を駆動して前
記格子に前記エンコーダの前記ヘッドを対向させ、該ヘッドの出力に基づいて前記格子の
位置情報を検出する第３工程と；前記マークと前記格子との位置関係と、前記マークの位
置情報と、前記格子の位置情報とに基づいて、前記マーク検出系の検出中心と前記ヘッド
との位置関係を算出する第４工程と；を含む計測方法である。
【００２２】
　これによれば、マーク検出系の検出中心とヘッドとの位置関係を精度良く求めることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態の露光装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】図１の露光装置が備えるウエハステージ、計測ステージ、及び各種計測装置（ス
テージエンコーダ、アライメント系、多点ＡＦ系など）の配置を示す平面図である。
【図３】図３（Ａ）は、エンコーダの構成の一例を示す図、図３（Ｂ）は、検出光として
格子ＲＧの周期方向に長く延びる断面形状のレーザビームＬＢが用いられる様子を示す図
である。
【図４】第１の実施形態の露光装置の制御系の主要な構成を示すブロック図である。
【図５】図５（Ａ）は、ウエハステージＷＳＴのθｚ回転の復帰のための計測動作につい
て説明するための図（その１）、図５（Ｂ）は、ウエハステージＷＳＴのθｚ回転の復帰
のための計測動作について説明するための図（その２）である。
【図６】図６（Ａ）は、ウエハステージＷＳＴのθｚ回転の復帰のための計測動作につい
て説明するための図（その３）、図６（Ｂ）は、ウエハステージＷＳＴのθｚ回転の復帰
のための計測動作について説明するための図（その４）である。
【図７】図７（Ａ）は、ヘッドから射出されるレーザビームＬＢのＹ軸方向のサイズと、
補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3のＹ軸方向のサイズＬ１と、隙間領域のＹ軸方向のサイズ
Ｌ２との大小関係を示す図、図７（Ｂ）は、ウエハステージＷＳＴのθｚ回転の復帰のた
めの計測動作の際に得られる光強度信号の一例を示す図、図７（Ｃ）は、補助スケール３
９Ｙ4，３９Ｙ3のＹ軸方向の一側の端縁の位置情報の計測方法について説明するための図
である。
【図８】レーザビームＬＢのＹ軸方向のサイズと格子ＲＧのＹ軸方向のサイズＬ１とがほ
ぼ一致する場合を示す図である。
【図９】図９（Ａ）は、図７（Ｂ）に示されるような光強度信号が得られる原理について
説明するための図であって、ウエハテーブルのエッジ部をレーザビームＬＢがスキャンす
る様子を示す図（その１）、図９（Ｂ）はウエハテーブルのエッジ部をレーザビームＬＢ
がスキャンする様子を示す図（その２）である。
【図１０】図１０（Ａ）は、ウエハテーブルのエッジ部をレーザビームＬＢがスキャンす
る様子を示す図（その３）、図１０（Ｂ）はウエハテーブルのエッジ部をレーザビームＬ
Ｂがスキャンする様子を示す図（その４）である。
【図１１】図１１（Ａ）は、工具ウエハを示す平面図、図１１（Ｂ）は、工具ウエハを示
す縦断面図である。
【図１２】図１２（Ａ）及び図１２（Ｂ）は、ロット先頭に行われる、セカンダリアライ
メント系のベースライン計測動作について説明するための図である。
【図１３】ウエハ交換毎に行われるセカンダリアライメント系のベースラインチェック動
作について説明するための図である。
【図１４】図１４（Ａ）～図１４（Ｃ）は、第１の実施形態の露光装置で行われるウエハ
アライメントについて説明するための図である。



(9) JP 5489068 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【図１５】第２の実施形態の露光装置の構成を概略的に示す図である。
【図１６】エンコーダヘッド及び干渉計の配置を説明するための図である。
【図１７】図１のウエハステージを一部破砕して示す拡大図である。
【図１８】図１８（Ａ）はスケール板上の２次元回折格子及び補助スケール等の配置等を
示すウエハステージ装置の平面図、図１８（Ｂ）は補助スケールの構成例を示す図である
。
【図１９】図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）は補助スケールの配置を説明するための平面図
（その１及びその２）である。
【図２０】図２０（Ａ）及び図２０（Ｂ）は補助スケールの配置を説明するための平面図
（その３及びその４）である。
【図２１】図２１（Ａ）及び図２１（Ｂ）は補助スケールの配置を説明するための平面図
（その５及びその６）である。
【図２２】第２の実施形態の露光装置におけるステージ制御に関連する制御系の主要な構
成を示すブロック図である。
【図２３】図２３（Ａ）及び図２３（Ｂ）は第２の実施形態の露光装置の動作説明のため
の図（その１及びその２）である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
《第１の実施形態》
　以下、本発明の第１の実施形態を図１～図１４（Ｃ）に基づいて説明する。
【００２５】
　図１には、第１の実施形態に係る露光装置１００の構成が概略的に示されている。この
露光装置１００は、ステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置、すなわちいわゆ
るスキャナである。後述するように本実施形態では、投影光学系ＰＬが設けられており、
以下においては、この投影光学系ＰＬの光軸ＡＸと平行な方向をＺ軸方向、これに直交す
る面内でレチクルとウエハとが相対走査される方向をＹ軸方向、Ｚ軸及びＹ軸に直交する
方向をＸ軸方向とし、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸回りの回転（傾斜）方向をそれぞれθｘ、θ
ｙ、及びθｚ方向として説明を行う。
【００２６】
　露光装置１００は、照明系１０、該照明系１０からの露光用照明光（以下、照明光又は
露光光と呼ぶ）ＩＬにより照明されるレチクルＲを保持するレチクルステージＲＳＴ、レ
チクルＲから射出された照明光ＩＬをウエハＷ上に投射する投影光学系ＰＬを含む投影ユ
ニットＰＵ、ウエハステージＷＳＴ及び計測ステージＭＳＴを有するステージ装置５０、
及びこれらの制御系等を含んでいる。ウエハステージＷＳＴ上には、ウエハＷが載置され
ている。
【００２７】
　ステージ装置５０は、床面Ｆ上に設置されたベース盤１２上に配置されたウエハステー
ジＷＳＴ及び計測ステージＭＳＴ、これらのステージＷＳＴ，ＭＳＴを駆動するステージ
駆動系１２４（図１では不図示、図４参照）、ステージＷＳＴ，ＭＳＴの位置情報を計測
する、Ｙ軸干渉計１６，１８を含むステージ干渉計システム１１８（図４参照）と露光の
際などにウエハステージＷＳＴの位置情報を計測するのに用いられる後述するエンコーダ
システム（ステージエンコーダ）７０とを有する位置計測システム２００（図１では不図
示、図４参照）などを備えている。
【００２８】
　ウエハステージＷＳＴ，計測ステージＭＳＴそれぞれの底面には、例えば真空予圧型空
気静圧軸受（以下、エアパッドと呼ぶ）が複数ヶ所に設けられており、これらのエアパッ
ドにより、ベース盤１２上にウエハステージＷＳＴ，計測ステージＭＳＴが数μｍ程度の
クリアランスを介して非接触で支持されている。
【００２９】
　ウエハステージＷＳＴは、例えば複数のリニアモータによりＸＹ平面内、すなわちＸ軸
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方向、Ｙ軸方向、θｚ方向に移動可能なステージ本体９１と、該ステージ本体９１上に不
図示のＺ・レベリング機構（例えばボイスコイルモータなど）を介して搭載され、ステー
ジ本体９１に対してＺ軸方向、θｘ方向、θｙ方向に相対的に微小駆動されるウエハテー
ブルＷＴＢとを含んでいる。上記の複数のリニアモータ及びボイスコイルモータなどを含
んで、ステージ駆動系１２４の一部を構成するウエハステージ駆動系が構成される。
【００３０】
　ウエハテーブルＷＴＢ上には、ウエハＷを真空吸着によって保持する例えばピンチャッ
ク方式のウエハホルダ（不図示）が設けられている。ウエハホルダはウエハテーブルＷＴ
Ｂと一体に形成しても良いが、本実施形態ではウエハホルダとウエハテーブルＷＴＢとを
別々に構成し、例えば真空吸着などによってウエハホルダをウエハテーブルＷＴＢの凹部
内に固定している。また、ウエハテーブルＷＴＢの上面には、ウエハホルダ上に載置され
るウエハの表面とほぼ面一となる、液体Ｌｑ（これについては後述する）に対して撥液化
処理された表面（撥液面）を有し、かつ外形（輪郭）が矩形でその中央部にウエハホルダ
（ウエハの載置領域）よりも一回り大きな円形の開口が形成されたプレート（撥液板）２
８が設けられている。このプレート２８は、低熱膨張率の材料、例えばガラス又はセラミ
ックス（ショット社のゼロデュア（商品名）、Ａｌ２Ｏ３あるいはＴｉＣなど）から成り
、その表面には、例えばフッ素樹脂材料、ポリ四フッ化エチレン（テフロン（登録商標）
）等のフッ素系樹脂材料、アクリル系樹脂材料あるいはシリコン系樹脂材料などにより撥
液膜が形成される。さらにプレート２８は、図２に示されるように、円形の開口を囲む外
形（輪郭）が矩形の第１撥液領域２８ａと、第１撥液領域２８ａの周囲に配置される矩形
枠状（環状）の第２撥液領域２８ｂとを有する。第１撥液領域２８ａには、例えば露光動
作時、ウエハの表面からはみ出す液浸領域１４の少なくとも一部が形成され、第２撥液領
域２８ｂには、後述のエンコーダシステムのためのスケールが形成される。なお、プレー
ト２８はその表面の少なくとも一部がウエハの表面と面一でなくても良い、すなわち異な
る高さであっても良い。また、プレート２８は単一のプレートでも良いが、本実施形態で
は複数のプレート、例えば第１及び第２撥液領域２８ａ、２８ｂにそれぞれ対応する第１
及び第２撥液板を組み合わせて構成する。本実施形態では、後述するように、液体Ｌｑと
して純水を用いるので、以下では第１及び第２撥液領域２８ａ、２８ｂをそれぞれ第１及
び第２撥水領域又は撥水板２８ａ、２８ｂとも呼ぶ。
【００３１】
　第２撥水板２８ｂの上面には、図２に示される如く、その４辺のそれぞれに沿って所定
ピッチで多数の格子線が直接形成されている。これを詳述すると、第２撥水板２８ｂのＸ
軸方向一側と他側（図２における左右両側）の領域にはＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2が左
右対称の配置で形成されている。Ｙスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2は、第２撥水板２８ｂのＸ
軸方向一側と他側の＋Ｙ側の端部を除く領域に配置されている。第２撥水板２８ｂのＸ軸
方向一側と他側の＋Ｙ側の端部（エッジ近傍）には、Ｙスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2それぞ
れから所定間隔を隔てて補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4が形成されている。Ｙスケール３
９Ｙ1と補助スケール３９Ｙ3との間、及びＹスケール３９Ｙ1と補助スケール３９Ｙ4との
間には、同一サイズの隙間領域（格子線がない領域）が設けられている。本実施形態では
、Ｙスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2それぞれの＋Ｙ側の領域（補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4

が形成された領域を含む）が、キャリブレーションエリアとなっている。
【００３２】
　Ｙスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2はそれぞれ、Ｘ軸方向を長手方向とする格子線が所定ピッ
チ、例えば１３８ｎｍ～４μｍの間のピッチ、例えば１μｍピッチでＹ軸方向に沿って形
成される、Ｙ軸方向を周期方向とする反射型の格子（例えば回折格子）によって構成され
ている。
【００３３】
　また、補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4もＸ軸方向を長手方向とする格子線が所定ピッチ
（このピッチは、Ｙスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2の格子線のピッチと必ずしも同一でなくて
も良いが、ここでは同一ピッチ１μｍ）でＹ軸方向に沿って形成される、Ｙ軸方向を周期
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方向とする反射型の格子（例えば回折格子）によって構成されている。補助スケール３９
Ｙ3～３９Ｙ4のＹ軸方向のサイズＬ１（図７（Ａ）参照）は、後述するエンコーダのヘッ
ドから照射されるレーザビームＬＢ（図７（Ａ）等参照）のＹ軸方向のサイズ、例えば２
ｍｍより大きければ良く、実際には、数ｍｍ前後であるが、図２等では、図示の便宜上及
び格子の存在を示すため実際より大きく、図示されている。また、前述の隙間領域のＹ軸
方向のサイズＬ２（図７（Ａ）参照）は、上記レーザビームＬＢのＹ軸方向のサイズ、例
えば２ｍｍより大きく設定されている。
【００３４】
　同様に、第２撥水板２８ｂのＹ軸方向一側と他側（図２における上下両側）の領域には
、一対の補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4、Ｙスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2にそれぞれ挟まれ
る状態で、スケール３９Ｘ1，３９Ｘ2がそれぞれ形成されている。Ｘスケール３９Ｘ1，
３９Ｘ2はそれぞれ、例えばＹ軸方向を長手方向とする格子線が所定ピッチ、例えば１３
８ｎｍ～４μｍの間のピッチ、例えば１μｍピッチでＸ軸方向に沿って形成される、Ｘ軸
方向を周期方向とする反射型の格子（例えば回折格子）によって構成されている。
【００３５】
　上記各スケールとしては、第２撥水板２８ｂの表面に例えばホログラム等により反射型
の回折格子ＲＧ（図３（Ａ）及び図３（Ｂ）等参照）が作成されたものが用いられている
。この場合、各スケールには狭いスリット又は溝等から成る格子が目盛りとして所定間隔
（上記ピッチ）で刻まれている。各スケールに用いられる回折格子の種類は限定されるも
のではなく、機械的に溝等が形成されたもののみならず、例えば、感光性樹脂に干渉縞を
焼き付けて作成したものであっても良い。ただし、各スケールは、例えば薄板状のガラス
に上記回折格子の目盛りを、上記ピッチで刻んで作成されている。これらスケール表面は
、所定寸法、例えば１ｍｍの厚さのカバーガラスで覆われ、該カバーガラスは前述の撥液
膜（撥水膜）で覆われている。なお、図２では、図示の便宜上から、格子のピッチは、実
際のピッチに比べて格段に広く図示されている。その他の図においても同様である。また
、本実施形態では、各スケールはそのカバーガラスの表面がウエハＷの表面と実質的に同
じ高さとなるように設けられている。
【００３６】
　このように、本実施形態では、第２撥水板２８ｂそのものがスケールを構成するので、
第２撥水板２８ｂとして低熱膨張のガラス板を用いることとしたものである。しかし、こ
れに限らず、格子が形成された低熱膨張のガラス板などから成るスケール部材を、局所的
な伸縮が生じないように、例えば板ばね（又は真空吸着）等によりウエハテーブルＷＴＢ
の上面に固定しても良く、この場合には、全面に同一の撥水コートが施された撥水板をプ
レート２８に代えて用いても良い。あるいは、ウエハテーブルＷＴＢを低熱膨張率の材料
で形成することも可能であり、かかる場合には、一対のＹスケールと一対のＸスケールと
は、そのウエハテーブルＷＴＢの上面に直接形成しても良い。
【００３７】
　図１に戻り、ウエハテーブルＷＴＢの－Ｙ端面，－Ｘ端面には、それぞれ鏡面加工が施
され反射面が形成されている。ステージ干渉計システム１１８の一部を構成するウエハス
テージ干渉計システム１１８Ａ（図１では、その一部であるＹ軸干渉計１６のみを図示、
図４参照）は、これらの反射面にそれぞれ複数本の干渉計ビーム（測定ビーム）を投射し
て、ウエハステージＷＳＴの位置情報（例えば、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向の位置情報と、
θｘ、θｙ及びθｚ方向の回転情報とを含む）を計測し、この計測値が制御装置２０（図
１では不図示、図４参照）に供給される。なお、ウエハステージ干渉計システム（以下、
干渉計システムと略述する）１１８Ａの詳細は、例えば特表２００１－５１０５７７号公
報（対応する国際公開第９９／２８７９０号パンフレット）に開示されている。また、干
渉計システム１１８Ａのみ、あるいは干渉計システム１１８Ａと後述のエンコーダシステ
ム７０との両方を用いて、ウエハステージＷＳＴ（ウエハＷ）のＸＹ平面内の位置制御を
行っても良いが、本実施形態では、少なくとも露光動作時はそのエンコーダシステム７０
のみを用いてウエハステージＷＳＴの位置制御を行い、干渉計システム１１８Ａは露光動
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作以外の所定動作、例えばそのエンコーダシステム７０の較正（キャリブレーション）動
作、エンコーダシステム７０のヘッド位置の計測動作、あるいはステージのリセット動作
などで用いられる。
【００３８】
　計測ステージＭＳＴは、例えば、リニアモータ等によりＸＹ平面内で移動するステージ
本体９２と、該ステージ本体９２上に不図示のＺ・レベリング機構を介して搭載された計
測テーブルＭＴＢとを含んでいる。リニアモータ等及びＺ・レベリング機構を含んで、ス
テージ駆動系１２４の一部を構成する計測ステージ駆動系が構成される。
【００３９】
　計測テーブルＭＴＢ（及びステージ本体９２）には、不図示ではあるが、各種計測用部
材が設けられている。計測用部材としては、例えば、投影光学系ＰＬの像面上で照明光Ｉ
Ｌを受光するピンホール状の受光部を有する照度むらセンサ、投影光学系ＰＬ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、及び例えば国際公
開第０３／０６５４２８号パンフレットなどに開示されているシャック－ハルトマン（Sh
ack-Hartman）方式の波面収差計測器などが採用されている。照度むらセンサとしては、
例えば特開昭５７－１１７２３８号公報（対応する米国特許第４，４６５，３６８号明細
書）などに開示されるものと同様の構成のものを用いることができる。また、空間像計測
器としては、例えば特開２００２－０１４００５号公報（対応する米国特許出願公開第２
００２／００４１３７７号明細書）などに開示されるものと同様の構成のものを用いるこ
とができる。なお、上記各センサに加え、例えば特開平１１－０１６８１６号公報（対応
する米国特許出願公開第２００２／００６１４６９号明細書）などに開示される、投影光
学系ＰＬの像面上で照明光ＩＬを受光する所定面積の受光部を有する照度モニタを採用し
ても良い。
【００４０】
　計測テーブルＭＴＢの－Ｙ側端面には、断面矩形の棒状部材から成る基準部材としての
フィデュシャルバー（以下、「ＦＤバー」と略述する）４６がＸ軸方向に延設されている
。
【００４１】
　このＦＤバー４６は、原器（計測基準）となるため、低熱膨張率の光学ガラスセラミッ
クス、例えば、ショット社のゼロデュア（商品名）などがその素材として採用されている
。また、ＦＤバー４６の上面（表面）は、いわゆる基準平面板と同程度にその平坦度が高
く設定されるとともに、ＦＤバー４６の長手方向の一側と他側の端部近傍には、図２に示
されるように、Ｙ軸方向を周期方向とする基準格子（例えば回折格子）５２がそれぞれ形
成されている。
【００４２】
　また、このＦＤバー４６の上面には、図２に示されるような配置で複数の基準マークＭ
が形成されている。この複数の基準マークＭは、同一ピッチでＹ軸方向に関して３行の配
列で形成され、各行の配列がＸ軸方向に関して互いに所定距離だけずれて形成されている
。各基準マークＭとしては、後述するプライマリアライメント系、セカンダリアライメン
ト系によって検出可能な寸法の２次元マークが用いられている。なお、本実施形態ではＦ
Ｄバー４６の表面、及び計測テーブルＭＴＢ（前述の計測用部材を含んでも良い）の表面
もそれぞれ撥液膜（撥水膜）で覆われている。
【００４３】
　計測テーブルＭＴＢの＋Ｙ端面、－Ｘ端面も前述したウエハテーブルＷＴＢと同様、反
射面が形成されている。計測ステージ干渉計システム１１８Ｂ（図１では、その一部であ
るＹ軸干渉計１８のみを図示、図４参照）は、これらの反射面にそれぞれ干渉計ビーム（
測定ビーム）を投射して、計測ステージＭＳＴの位置情報（例えば、少なくともＸ軸及び
Ｙ軸方向の位置情報とθｚ方向の回転情報とを含む）を計測し、この計測値が制御装置２
０に供給される。計測ステージ干渉計システム１１８Ｂは、干渉計システム１１８Ａと同
様に構成されている。
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【００４４】
　本実施形態の露光装置１００では、図２に示されるように、投影ユニットＰＵの中心（
投影光学系ＰＬの光軸ＡＸ、本実施形態では後述する露光領域ＩＡ（図１参照）の中心と
も一致）を通りかつＹ軸と平行な直線ＬＶ上で、その光軸から－Ｙ側に所定距離隔てた位
置に検出中心を有するプライマリアライメント系ＡＬ１が設けられている。このプライマ
リアライメント系ＡＬ１を挟んで、Ｘ軸方向の一側と他側には、その直線ＬＶに関してほ
ぼ対称に検出中心が配置されるセカンダリアライメント系ＡＬ２1，ＡＬ２2と、ＡＬ２3

，ＡＬ２4とがそれぞれ設けられている。すなわち、５つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ
２1～ＡＬ２4はその検出中心がＸ軸方向に沿って配置されている。
【００４５】
　各セカンダリアライメント系ＡＬ２n（ｎ＝１～４）は、セカンダリアライメント系Ａ
Ｌ２4について代表的に示されるように、回転中心Ｏを中心として図２における時計回り
及び反時計回りに所定角度範囲で回動可能なアーム５６n（ｎ＝１～４）の先端（回動端
）に固定されている。本実施形態では、各セカンダリアライメント系ＡＬ２nはその一部
（例えば、アライメント光を検出領域に照射し、かつ検出領域内の対象マークから発生す
る光を受光素子に導く光学系を少なくとも含む）がアーム５６nに固定され、残りの一部
は投影ユニットＰＵを保持するメインフレームに設けられる。セカンダリアライメント系
ＡＬ２1，ＡＬ２2，ＡＬ２3，ＡＬ２4はそれぞれ、回転中心Ｏを中心として回動すること
で、Ｘ位置が調整される。すなわち、セカンダリアライメント系ＡＬ２1，ＡＬ２2，ＡＬ
２3，ＡＬ２4はその検出領域（又は検出中心）が独立にＸ軸方向に可動である。従って、
プライマリアライメント系ＡＬ１及びセカンダリアライメント系ＡＬ２1，ＡＬ２2，ＡＬ
２3，ＡＬ２4はＸ軸方向に関してその検出領域の相対位置が調整可能となっている。なお
、本実施形態では、アームの回動によりセカンダリアライメント系ＡＬ２1，ＡＬ２2，Ａ
Ｌ２3，ＡＬ２4のＸ位置が調整されるものとしたが、これに限らず、セカンダリアライメ
ント系ＡＬ２1，ＡＬ２2，ＡＬ２3，ＡＬ２4をＸ軸方向に往復駆動する駆動機構を設けて
も良い。また、セカンダリアライメント系ＡＬ２1，ＡＬ２2，ＡＬ２3，ＡＬ２4の少なく
とも１つをＸ軸方向だけでなくＹ軸方向にも可動として良い。なお、各セカンダリアライ
メント系ＡＬ２nはその一部がアーム５６nによって移動されるので、不図示のセンサ、例
えば干渉計、あるいはエンコーダなどによって、アーム５６nに固定されるその一部の位
置情報が計測可能となっている。このセンサは、セカンダリアライメント系ＡＬ２nのＸ
軸方向の位置情報を計測するだけでも良いが、他の方向、例えばＹ軸方向、及び／又は回
転方向（θｘ及びθｙ方向の少なくとも一方を含む）の位置情報も計測可能として良い。
【００４６】
　前記各アーム５６nの上面には、差動排気型のエアベアリングから成るバキュームパッ
ド５８n（ｎ＝１～４、図２では不図示、図４参照）が設けられている。また、アーム５
６nは、例えばモータ等を含む回転駆動機構６０n（ｎ＝１～４、図２では不図示、図４参
照）によって、制御装置２０の指示に応じて回動可能である。制御装置２０は、アーム５
６nの回転調整後に、各バキュームパッド５８nを作動させて各アーム５６nを不図示のメ
インフレームに吸着固定する。これにより、各アーム５６nの回転角度調整後の状態、す
なわち、プライマリアライメント系ＡＬ１及び４つのセカンダリアライメント系ＡＬ２1

～ＡＬ２4の所望の位置関係が維持される。
【００４７】
　なお、図１では、５つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4及びこれらを保持す
る保持装置を含んでアライメント装置９９として示されている。本実施形態では、アライ
メント装置９９をメインフレーム４１に設けているが、図１の露光装置がメインフレーム
４１に対して投影ユニットＰＵを吊り下げ支持する構成である場合、例えば投影ユニット
ＰＵと一体にアライメント装置９９を吊り下げ支持しても良いし、あるいは投影ユニット
ＰＵとは独立にメインフレーム４１から吊り下げ支持される計測フレームにアライメント
装置９９を設けても良い。
【００４８】
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　更に、本実施形態の露光装置１００では、図２に示されるように、後述する局所液浸装
置の一部を構成するノズルユニット３２の四方に、エンコーダシステム７０の４つのヘッ
ドユニット６２Ａ～６２Ｄが配置されている。これらのヘッドユニット６２Ａ～６２Ｄは
、図２等では図面の錯綜を避ける観点から図示が省略されているが、実際には、不図示の
支持部材を介して、前述したメインフレーム４１（図１参照）に吊り下げ状態で固定され
ている。なお、前述の如く図１の露光装置がメインフレーム４１に対して投影ユニットＰ
Ｕを吊り下げ支持する構成である場合、例えば投影ユニットＰＵと一体にヘッドユニット
６２Ａ～６２Ｄを吊り下げ支持しても良いし、あるいは投影ユニットＰＵとは独立にメイ
ンフレーム４１から吊り下げ支持される計測フレームにヘッドユニット６２Ａ～６２Ｄを
設けても良い。特に後者では、ヘッドユニット６２Ａ～６２Ｄとアライメント装置９９と
をそれぞれ独立に吊り下げ支持される計測フレームに設けても良い。
【００４９】
　ヘッドユニット６２Ａ、６２Ｃは、投影ユニットＰＵの＋Ｘ側、－Ｘ側にそれぞれＸ軸
方向を長手方向として、かつ投影光学系ＰＬの光軸ＡＸに関して対称に光軸ＡＸからほぼ
同一距離隔てて配置されている。また、ヘッドユニット６２Ｂ、６２Ｄは、投影ユニット
ＰＵの＋Ｙ側、－Ｙ側にそれぞれＹ軸方向を長手方向として、かつ投影光学系ＰＬの光軸
ＡＸを通る前述の直線ＬＶに沿って光軸ＡＸからほぼ同一距離隔てて配置されている。
【００５０】
　ヘッドユニット６２Ａ及び６２Ｃは、投影光学系ＰＬの光軸を通りかつＸ軸と平行な直
線ＬＨ上に所定間隔で配置された複数（ここでは６個）のＹヘッド６４を備えている。ヘ
ッドユニット６２Ａ（６２Ｃ）は、前述のＹスケール３９Ｙ1（３９Ｙ2）を用いて、ウエ
ハステージＷＳＴ（ウエハテーブルＷＴＢ）のＹ軸方向の位置（Ｙ位置）を計測する多眼
（ここでは、６眼）のＹリニアエンコーダを構成する。ここで、隣接するＹヘッド６４（
計測ビーム）相互の間隔は、前述のＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2のＸ軸方向の幅よりも狭
く設定されている。また、ヘッドユニット６２Ａ（６２Ｃ）は、補助スケール３９Ｙ3（
３９Ｙ4）を用いた、後述する計測などにも用いられる。
【００５１】
　ヘッドユニット６２Ｂは、上記直線ＬＶ上に所定間隔で配置された複数、ここでは７個
のＸヘッド６６を備えている。また、ヘッドユニット６２Ｄは、上記直線ＬＶ上に所定間
隔で配置された複数、ここでは１１個（ただし、図２ではプライマリアライメント系ＡＬ
１と重なる１１個のうちの３個は不図示）のＸヘッド６６を備えている。ヘッドユニット
６２Ｂ（６２Ｄ）は、前述のＸスケール３９Ｘ1（３９Ｘ2）を用いて、ウエハステージＷ
ＳＴ（ウエハテーブルＷＴＢ）のＸ軸方向の位置（Ｘ位置）を計測する多眼（ここでは、
７眼（１１眼））のＸリニアエンコーダを構成する。なお、隣接するＸヘッド６６（計測
ビーム）相互の間隔は、前述のＸスケール３９Ｘ1，３９Ｘ2のＹ軸方向の幅よりも狭く設
定されている。
【００５２】
　更に、セカンダリアライメントセンサＡＬ２1の－Ｘ側、セカンダリアライメントセン
サＡＬ２4の＋Ｘ側に、プライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心を通るＸ軸に平行な
直線上かつその検出中心に対してほぼ対称に検出点が配置されるＹヘッド６４ｙ1，６４
ｙ2がそれぞれ設けられている。Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2は、ウエハステージＷＳＴ上
のウエハＷの中心が上記直線ＬＶ上にある図２に示される状態では、Ｙスケール３９Ｙ2

，３９Ｙ1にそれぞれ対向するようになっている。後述するアライメント動作の際などで
は、Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2に対向してＹスケール３９Ｙ2，３９Ｙ1がそれぞれ配置さ
れ、このＹヘッド６４ｙ1，６４ｙ2（Ｙリニアエンコーダ）によってウエハステージＷＳ
ＴのＹ位置（及びθｚ回転）が計測される。また、Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2は、後述す
るウエハステージＷＳＴのリセット時のθｚ回転の復帰のための、補助スケール３９Ｙ4

，３９Ｙ3を用いた計測にも用いられる。
【００５３】
　上述した各リニアエンコーダの計測値は、制御装置２０に供給され、制御装置２０は、
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各リニアエンコーダの計測値に基づいて、ウエハテーブルＷＴＢのＸＹ平面内の位置を制
御する。なお、少なくとも露光動作時は、前述のエンコーダシステム７０を用いるウエハ
ステージＷＳＴのＸＹ平面内（Ｘ軸、Ｙ軸及びθｚ方向）の位置制御に加えて、他の計測
装置を用いてウエハステージＷＳＴのＺ軸、θｘ及びθｙ方向の位置制御を行うようにし
ても良い。ここで、他の計測装置としては、前述の干渉計システム１１８Ａ、あるいは例
えば特開平６－２８３４０３号公報（対応米国特許第５,４４８,３３２号明細書）に開示
される多点焦点位置検出系などを用いることができる。この多点焦点位置検出系を設ける
場合、複数の計測点はその少なくとも一部が液浸領域１４（又は後述する露光領域ＩＡ）
内に設定されても良いし、あるいはその全てが液浸領域１４の外側に設定されても良い。
【００５４】
　また、本実施形態では、セカンダリアライメント系の後述するベースライン計測時など
に、ＦＤバー４６の一対の基準格子５２とＹヘッド６４ｙ1，６４ｙ2とがそれぞれ対向し
、Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2と一対の基準格子５２とによって、ＦＤバー４６のＹ位置が
計測される。これら計測値は、不図示の制御装置２０に供給され、制御装置２０は、これ
らの計測値に基づいて、ＦＤバー４６のθｚ回転を制御する。
【００５５】
　本実施形態では、上述したようなＸヘッド、Ｙヘッドの配置を採用したことから、ウエ
ハステージＷＳＴの有効ストローク範囲（アライメント及び露光動作のために移動する範
囲）では、必ず、Ｘスケール３９Ｘ1，３９Ｘ2とヘッドユニット６２Ｂ、６２Ｄ（Ｘヘッ
ド６６）とがそれぞれ対向し、かつＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2とヘッドユニット６２Ａ
、６２Ｃ（Ｙヘッド６４）又はＹヘッド６４ｙ1、６４ｙ2とがそれぞれ対向するようにな
っている。なお、図２では図示の都合上、投影ユニットＰＵとアライメント系ＡＬ１，Ａ
Ｌ２1～ＡＬ２4とをＹ軸方向に離して示しているが、実際には図２に比べてアライメント
系ＡＬ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4は投影ユニットＰＵに近接して配置されている。
【００５６】
　このため、制御装置２０は、ウエハステージＷＳＴの有効ストローク範囲では、これら
のエンコーダの計測値に基づいて、ウエハステージＷＳＴを駆動するリニアモータ等を制
御することで、ウエハステージＷＳＴのＸＹ平面内の位置（θｚ回転を含む）を、高精度
に制御することができる。また、その有効ストローク範囲内でウエハステージＷＳＴが移
動する際には、Ｘスケール又はＹスケールとの対向状態が解除される直前のＸヘッド又は
Ｙヘッドの計測値が、新たにＸスケール又はＹスケールと対向したＸヘッド又はＹヘッド
の計測値に引き継がれる。
【００５７】
　なお、上記ヘッドユニットを有するエンコーダシステム７０を、以下では適宜、前述の
スケールも含めて、「ステージエンコーダ７０（図４参照）」とも呼ぶものとする。次に
、ステージエンコーダ７０の構成等について、図３（Ａ）に拡大して示される、ステージ
エンコーダ７０の一部を構成するＹエンコーダ７０Ａを代表的に採り上げて説明する。こ
こで、Ｙエンコーダ７０Ａとは、Ｙスケール３９Ｙ1に検出光（計測ビーム）を照射する
ヘッドユニット６２Ａを含んで構成されるエンコーダを便宜上このように呼んでいる。図
３（Ａ）では、Ｙスケール３９Ｙ1に検出光（計測ビーム）を照射するヘッドユニット６
２Ａの１つのＹヘッド６４を示している。
【００５８】
　Ｙヘッド６４は、大別すると、照射系６４ａ、光学系６４ｂ、及び受光系６４ｃの３部
分から構成されている。
【００５９】
　照射系６４ａは、レーザビームＬＢをＹ軸及びＺ軸に対して４５°を成す方向に射出す
る光源、例えば半導体レーザＬＤと、該半導体レーザＬＤから射出されるレーザビームＬ
Ｂの光路上に配置されたレンズＬ１とを含む。
【００６０】
　光学系６４ｂは、その分離面がＸＺ平面と平行である偏光ビームスプリッタＰＢＳ、一
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対の反射ミラーＲ１ａ，Ｒ１ｂ、レンズＬ２ａ，Ｌ２ｂ、四分の一波長板（以下、λ／４
板と記述する）ＷＰ１ａ，ＷＰ１ｂ、及び反射ミラーＲ２ａ，Ｒ２ｂ等を備えている。
【００６１】
　前記受光系６４ｃは、偏光子（検光子）及び光検出器等を含む。
【００６２】
　このＹエンコーダ７０Ａにおいて、半導体レーザＬＤから射出されたレーザビームＬＢ
はレンズＬ１を介して偏光ビームスプリッタＰＢＳに入射し、偏光分離されて２つのビー
ムＬＢ1、ＬＢ2となる。偏光ビームスプリッタＰＢＳを透過したビームＬＢ1は反射ミラ
ーＲ１ａを介してＹスケール３９Ｙ1に形成された反射型回折格子ＲＧに到達し、偏光ビ
ームスプリッタＰＢＳで反射されたビームＬＢ2は反射ミラーＲ１ｂを介して反射型回折
格子ＲＧに到達する。なお、ここで「偏光分離」とは、入射ビームをＰ偏光成分とＳ偏光
成分に分離することを意味する。
【００６３】
　ビームＬＢ1、ＬＢ2の照射によって回折格子ＲＧから発生する所定次数の回折ビーム、
例えば１次回折ビームはそれぞれ、レンズＬ２ｂ、Ｌ２ａを介してλ／４板ＷＰ１ｂ、Ｗ
Ｐ１ａにより円偏光に変換された後、反射ミラーＲ２ｂ、Ｒ２ａにより反射されて再度λ
／４板ＷＰ１ｂ、ＷＰ１ａを通り、往路と同じ光路を逆方向に辿って偏光ビームスプリッ
タＰＢＳに達する。
【００６４】
　偏光ビームスプリッタＰＢＳに達した２つのビームは、各々その偏光方向が元の方向に
対して９０度回転している。このため、先に偏光ビームスプリッタＰＢＳを透過したビー
ムＬＢ1の１次回折ビームは、偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射されて受光系６４ｃに
入射するとともに、先に偏光ビームスプリッタＰＢＳで反射されたビームＬＢ2の１次回
折ビームは、偏光ビームスプリッタＰＢＳを透過してビームＬＢ1の１次回折ビームと同
軸に合成されて受光系６４ｃに入射する。
【００６５】
　そして、上記２つの１次回折ビームは、受光系６４ｃの内部で、検光子によって偏光方
向が揃えられ、相互に干渉して干渉光となり、この干渉光が光検出器によって検出され、
干渉光の強度に応じた電気信号に変換される。
【００６６】
　上記の説明からわかるように、Ｙエンコーダ７０Ａでは、干渉させる２つのビームの光
路長が極短くかつほぼ等しいため、空気揺らぎの影響がほとんど無視できる。そして、Ｙ
スケール３９Ｙ1（すなわちウエハステージＷＳＴ）が計測方向（この場合、Ｙ軸方向）
に移動すると、２つのビームそれぞれの位相が変化して干渉光の強度が変化する。この干
渉光の強度の変化が、受光系６４ｃによって検出され、その強度変化に応じた位置情報が
Ｙエンコーダ７０Ａの計測値として出力される。ヘッドユニット６２Ｃを含んで構成され
るＹエンコーダ、ヘッドユニット６２Ｂ、６２Ｄを含んでそれぞれ構成されるＸエンコー
ダ等も、エンコーダ７０Ａと同様にして構成されている。各エンコーダとしては、分解能
が、例えば０．１ｎｍ程度のものが用いられている。なお、本実施形態のエンコーダでは
、図３（Ｂ）に示されるように、検出光として格子ＲＧの周期方向に長く延びる断面形状
のレーザビームＬＢがヘッドから対向する格子ＲＧに照射される。図３（Ｂ）では、格子
ＲＧと比較してビームＬＢを誇張して大きく図示している。
【００６７】
　図１に戻り、照明系１０は、例えば特開２００１－３１３２５０号公報（対応する米国
特許出願公開第２００３／００２５８９０号明細書）などに開示されるように、光源と、
オプティカルインテグレータ等を含む照度均一化光学系、レチクルブラインド等（いずれ
も不図示）を有する照明光学系とを含んでいる。この照明系１０では、レチクルブライン
ドで規定されたレチクルＲ上のスリット状の照明領域を照明光（露光光）ＩＬによりほぼ
均一な照度で照明する。ここで、照明光ＩＬとしては、一例としてＡｒＦエキシマレーザ
光（波長１９３ｎｍ）が用いられている。また、オプティカルインテグレータとしては、
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フライアイレンズ、ロッドインテグレータ（内面反射型インテグレータ）あるいは回折光
学素子などを用いることができる。
【００６８】
　レチクルステージＲＳＴ上には、回路パターンなどがそのパターン面（図１における下
面）に形成されたレチクルＲが、例えば真空吸着により固定されている。レチクルステー
ジＲＳＴは、レチクルステージ駆動系１１１（図１では不図示、図４参照）によって、Ｘ
Ｙ平面内で微少駆動可能であるとともに、所定の走査方向（ここでは図１における紙面内
左右方向であるＹ軸方向）に指定された走査速度で駆動可能となっている。レチクルステ
ージＲＳＴの位置情報はレチクル干渉計１１６（図１では不図示、図４参照）によって常
時計測されている。
【００６９】
　投影ユニットＰＵは、フランジＦＬＧを介して、床面Ｆ上で不図示の防振ユニットを介
して複数本（例えば３本）の支持部材４３により水平に支持されたメインフレーム４１に
より保持されている。投影ユニットＰＵは、鏡筒４０と、該鏡筒４０内に所定の位置関係
で保持された複数の光学素子を有する投影光学系ＰＬとを含んでいる。投影光学系ＰＬと
しては、例えばＺ軸方向と平行な光軸ＡＸに沿って配列される複数のレンズ（レンズエレ
メント）を含む屈折光学系が用いられている。この投影光学系ＰＬは、例えば両側テレセ
ントリックで所定の投影倍率（例えば１／４倍、１／５倍又は１／８倍など）を有する。
このため、照明系１０からの照明光ＩＬによってレチクルＲ上の照明領域ＩＡＲが照明さ
れると、このレチクルＲを通過した照明光ＩＬにより、投影光学系ＰＬ（投影ユニットＰ
Ｕ）を介してその照明領域ＩＡＲ内のレチクルＲの回路パターンの縮小像（回路パターン
の一部の縮小像）が、表面にレジスト（感光剤）が塗布されたウエハＷ上の前記照明領域
ＩＡＲに共役な領域（露光領域）ＩＡに形成される。なお、本実施形態では投影ユニット
ＰＵをメインフレーム４１に載置するものとしたが、例えば国際公開第２００６／０３８
９５２号パンフレットに開示されているように、図１中で支持部材４３を＋Ｚ側に延ばし
、メインフレーム４１に対して投影ユニットＰＵを３箇所で吊り下げ支持しても良い。
【００７０】
　なお、本実施形態の露光装置１００では、液浸法を適用した露光が行われるため、投影
光学系の大型化を防止し、かつペッツヴァルの条件を満足させるため、投影光学系として
ミラーとレンズとを含んで構成される反射屈折系（カタディ・オプトリック系）を用いて
も良い。
【００７１】
　また、本実施形態の露光装置１００では、液浸法を適用した露光を行うため、投影光学
系ＰＬを構成する最も像面側（ウエハＷ側）の光学素子、ここではレンズ（以下、「先端
レンズ」ともいう）１９１を保持する鏡筒４０の下端部周囲を取り囲むように、局所液浸
装置８の一部を構成する前述のノズルユニット３２が設けられている。このノズルユニッ
ト３２は、液体Ｌｑの供給口及び回収口と、ウエハＷが対向して配置され、かつ回収口が
設けられる下面と、液体供給管３１Ａ及び液体回収管３１Ｂとそれぞれ接続される供給流
路及び回収流路とを備えている。
【００７２】
　本実施形態においては、液体供給管３１Ａ、供給流路、及び供給口を介して、液体供給
装置５（図２では不図示、図４参照）から先端レンズ１９１とウエハＷとの間に液体が供
給されるとともに、回収口、回収流路、及び液体回収管３１Ｂを介して、液体回収装置６
（図２では不図示、図４参照）によって、先端レンズ１９１とウエハＷとの間から液体が
回収されることにより、先端レンズ１９１とウエハＷとの間に、一定量の液体Ｌｑ（図１
参照）が保持される。この場合、先端レンズ１９１とウエハＷとの間に保持された液体Ｌ
ｑは、常に入れ替わっている。
【００７３】
　なお、本実施形態では、液体として、ＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９３ｎｍの光）
が透過する純水（以下、単に「水」という）を用いるものとする。ＡｒＦエキシマレーザ
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光に対する水の屈折率ｎは、ほぼ１．４４であり、この水の中では、照明光ＩＬの波長は
、１９３ｎｍ×１／ｎ＝約１３４ｎｍに短波長化される。なお、図２では、水Ｌｑで形成
される液浸領域が符号１４で示されている。
【００７４】
　また、投影ユニットＰＵ下方に計測ステージＭＳＴが位置する場合にも、上記と同様に
後述する計測テーブルと先端レンズ１９１との間に水を満たすことが可能である。
【００７５】
　さらに、本実施形態の露光装置１００では、図２に示されるように、照射系９０ａ及び
受光系９０ｂから成る、例えば特開平６－２８３４０３号公報（対応する米国特許第５，
４４８，３３２号明細書）等に開示されるものと同様の構成の斜入射方式の多点焦点位置
検出系（以下、「多点ＡＦ系」と略述する）が設けられている。この多点ＡＦ系は、本実
施形態では少なくともＸ軸方向に離れて配置される複数の計測点を有する。
【００７６】
　図４には、露光装置１００の制御系の主要な構成が示されている。この制御系は、装置
全体を統括的に制御するマイクロコンピュータ（又はワークステーション）から成る制御
装置２０を中心として構成されている。
【００７７】
　次に、本実施形態の露光装置１００で行われる、ウエハステージＷＳＴのθｚ回転の復
帰のための計測動作について説明する。
【００７８】
　前提として、干渉計システム１１８Ａの各干渉計のリセットは、完了しているものとす
る。制御装置２０は、作業者の指示に応じ、干渉計システム１１８Ａの計測値に基づいて
、ウエハステージＷＳＴを駆動し、図５（Ａ）に示される位置に位置させる。図５（Ａ）
では、便宜上、アライメント系ＡＬ１、ＡＬ２1～ＡＬ２4、及びウエハステージＷＳＴ以
外の構成部分は、図示が省略されている（図５（Ｂ）、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）におい
ても同様）。
【００７９】
　次いで、制御装置２０は、干渉計システム１１８Ａの各干渉計の計測値に基づいて、図
５に矢印Ｆで示されるように、ウエハステージＷＳＴを＋Ｙ方向に駆動する。このとき、
制御装置２０は、干渉計システムのＹ干渉計の計測値の短期変動が無視できる程度の速度
でウエハステージＷＳＴを駆動することが望ましい。この駆動の途中で、図５（Ｂ）に示
されるように、Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2が、補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3の＋Ｙ端に
対向するようになる。
【００８０】
　その後も、制御装置２０により、ウエハステージＷＳＴが上記速度で＋Ｙ方向に駆動さ
れる。この結果、図５（Ｂ）の状態から、図６（Ａ）、図６（Ｂ）の状態を経て、Ｙヘッ
ド６４ｙ1，６４ｙ2が、補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3をＹ軸方向に横切る。
【００８１】
　上記のウエハステージＷＳＴのＹ軸方向の駆動中に、エンコーダのＹヘッド６４ｙ1，
６４ｙ2それぞれの受光系６４ｃ（内部の光検出器）の出力信号（光電変換信号）が、制
御装置２０に所定のサンプリング間隔で取り込まれる。本実施形態では、図７（Ａ）に簡
略化して示されるように、Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2それぞれから射出されるレーザビー
ムＬＢのＹ軸方向のサイズが、補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3のＹ軸方向のサイズＬ１及
び隙間領域のＹ軸方向のサイズＬ２より小さく、かつ第２撥水板２８ｂの＋Ｙ側の端縁と
補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3との間に格子の存在しない隙間領域（Ｙ軸方向のサイズは
、レーザビームＬＢのサイズの１／２以上）が設けられているので、上記の駆動中に、例
えばＹヘッド６４ｙ1，６４ｙ2のそれぞれから、図７（Ｂ）に実線の曲線で示されるよう
な光強度信号Ｓ１が得られる。図７（Ｂ）において横軸はＹ位置であり、縦軸は光強度Ｉ
である。
【００８２】
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　次に、図７（Ｂ）に示されるような光強度信号Ｓ１が得られる原理について、図８～図
１０（Ｂ）に基づいて説明する。ここでは、図８に示されるように、レーザビームＬＢの
Ｙ軸方向のサイズと格子ＲＧのＹ軸方向のサイズＬ１とがほぼ一致する場合について説明
する。なお、図８では、ビームＬＢ1の光路等は図示が省略されている。
【００８３】
　本実施形態では、図８にビームＬＢ2について示されるように、格子ＲＧで回折されレ
ンズＬ２ｂを経由した１次回折ビームは、ミラーＲ２ｂで反射され、入射時とレンズｌ２
ｂの光軸に関して対称な光路に沿って格子ＲＧに戻り、元の光路と平行な光路に沿って偏
光ビームスプリッタＰＢＳに戻る。このため、図９（Ａ）に示されるように、レーザビー
ムＬＢが、格子ＲＧに一部が掛かっていてもその掛かっている部分がレーザビームＬＢの
半分より少ない段階では、受光系６４ｃには、回折光は戻らない（すなわち、エンコーダ
は有効とはならない）。なお、本実施形態では、レーザビームＬＢが、格子ＲＧに一部が
掛かっていてもその掛かっている部分がレーザビームＬＢの半分より少ない段階では、受
光系６４ｃには、回折光は戻らない構成の補助スケールを用いるものとしているが、これ
に限らず、各スケールに出力が０になる隙間領域（格子がない部分）を設け、これを補助
スケールとして用いることとしても良い。
【００８４】
　一方、図９（Ａ）の位置からウエハテーブルＷＴＢが＋Ｙ方向に移動し、図９（Ｂ）に
示されるように、レーザビームＬＢの半分が格子ＲＧに掛かると、レーザビームＬＢ1、
ＬＢ2が同時に有効になり、レンズＬ２ａ、Ｌ２ｂの光軸を通る一次回折光の反射光が受
光系６４ｃに戻るようになる。
【００８５】
　図９（Ｂ）の位置からウエハテーブルＷＴＢがさらに＋Ｙ方向に移動した図１０（Ａ）
の段階では、レンズＬ２ａ、Ｌ２ｂの光軸を通る１次回折光に加え、レンズＬ２ａ、Ｌ２
ｂの光軸の周囲を通るレーザビームＬＢ1、ＬＢ2の１次回折光の反射光が受光系６４ｃに
戻るようになる。
【００８６】
　図１０（Ａ）の位置からウエハテーブルＷＴＢがさらに＋Ｙ方向に移動した図１０（Ｂ
）の段階では、レーザビームＬＢの全体が格子ＲＧに照射されるようになり、受光系に戻
るレーザビームＬＢ1、ＬＢ2の１次回折光の反射光(光量)が最大になる。
【００８７】
　その後、ウエハテーブルＷＴＢがさらに＋Ｙ方向に移動すると、前と反対に、図１０（
Ａ）、図９（Ｂ）と同様の状態を順次経ることで、受光系に戻る１次回折光の反射光が徐
々に減少した後、レーザビームＬＢの１／２を超える部分が格子ＲＧから外れた時点で、
受光系６４ｃには、回折光は戻らなくなる。
【００８８】
　このように、レーザビームＬＢのＹ軸方向のサイズと格子ＲＧのＹ軸方向のサイズＬ１
とがほぼ一致する場合には、光強度は、ウエハテーブルＷＴＢの移動にともない徐々に増
加し、最大光量となった後に徐々に減少するようになる。しかるに、本実施形態の場合、
Ｙヘッド６４ｙ1，６４ｙ2それぞれから射出されるレーザビームＬＢのＹ軸方向のサイズ
が、補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3のＹ軸方向のサイズＬ１（及び隙間領域のＹ軸方向の
サイズＬ２）より小さいので、図１０（Ｂ）の状態が所定時間（所定の移動区間）続くこ
とになる。これにより、図７（Ｂ）に示されるような光強度信号Ｓ１が得られるようにな
るのである。
【００８９】
　以上のようにして、図７（Ｂ）中の光強度信号Ｓ１と同様の信号が、Ｙヘッド６４ｙ1

，６４ｙ2のそれぞれから得られると、制御装置２０は、それぞれの信号を用いて、次式
に基づいて、補助スケール３９Ｙ4、３９Ｙ3のＹ軸方向の中央の点の位置座標Ｙ0を、補
助スケール３９Ｙ4、３９Ｙ3それぞれの基準点の位置情報として求める。
【００９０】
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　Ｙ0＝（Ｙ1＋Ｙ2）／２　　　　　　　…（１）
　ここで、Ｙ1、Ｙ2は、光強度信号Ｓ１と所定のスライスレベルＳＬとの交点のＹ座標で
ある（図７（Ｂ）参照）。なお、補助スケールとして前述の格子がない部分を用いる（設
ける）場合には、「格子がない部分」の中心を求める方式でも良い。
【００９１】
　ここで、Ｙヘッド６４ｙ1、６４ｙ2の光強度信号をそれぞれ用いて求められる、補助ス
ケール３９Ｙ4の３９Ｙ3のＹ軸方向の中央の点の位置座標をＹ01、Ｙ02とすると、Ｙ01と
Ｙ02とに差がある場合、補助スケール３９Ｙ4、３９Ｙ3のウエハテーブルＷＴＢ上の形成
位置に誤差がないものと仮定すると、その差は、Ｙヘッド６４ｙ1、６４ｙ2の間のＹ軸方
向に関する設置位置誤差に他ならず、一方、Ｙヘッド６４ｙ1、６４ｙ2のいずれにも設置
位置誤差が無いものと仮定すると、その差は、補助スケール３９Ｙ4、３９Ｙ3のウエハテ
ーブルＷＴＢ上における形成位置の誤差に他ならない。いずれにしても、制御装置２０は
、予め補助スケール３９Ｙ4、３９Ｙ3それぞれの基準点の位置情報、すなわち上述の位置
座標Ｙ01、Ｙ02を、上述の手順で求めておき、それらの値をメモリに記憶しておく。
【００９２】
　そして、ウエハステージＷＳＴのリセット時などには、干渉計システム１１８Ａを用い
て、上述と同様の手順で、補助スケール３９Ｙ4、３９Ｙ3のＹ軸方向の中央の点の位置座
標（それぞれＹ0１’、Ｙ02’とする）を求めた後、次式（２）に基づいてウエハテーブ
ルＷＴＢのθｚ回転誤差（ヨーイング量）Δθｚを求め、θｚ回転誤差が零となるように
、ウエハテーブルＷＴＢをθｚ回転させた後、干渉計システム１１８ＡのＸ，Ｙ干渉計を
リセットする。
【００９３】
　Δθｚ＝｛（Ｙ0１’－Ｙ01）－（Ｙ02’－Ｙ02）｝／Ｌ　……（２）
　ここで、Ｌは、Ｙヘッド６４ｙ1、６４ｙ2間の設計上の距離である。なお、本実施形態
では、距離Ｌは、前述したＦＤバー４６上の一対の基準格子の間隔に一致しているものと
する。また、距離Ｌは設計値でなく実測値でもよい。
【００９４】
　ところで、上述の位置座標Ｙ01、Ｙ02を求める際に、エンコーダのヘッドの受光系で得
られる光量（光強度）のレベルが何らかの理由で低下した場合、得られる光強度信号は、
図７（Ｂ）中に点線で示される信号Ｓ２のようになる。かかる場合であっても、本実施形
態では、光強度信号Ｓ２とスライスレベルＳＬに２交点が存在する限り、次式（３）が成
立するので、殆ど影響を受けることがない。
【００９５】
　Ｙ0≒（Ｙ1’＋Ｙ2’）／２≒（Ｙ1＋Ｙ2）／２　　……（３）
　なお、光強度信号Ｓの光強度のレベルが十分大きい場合には、図７（Ｃ）に示されるよ
うに、制御装置２０は、予め実験又はシミュレーション等で求めたスライスレベルＳＬと
、信号Ｓとの１つの交点のＹ座標Ｙ0’、すなわち補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3の一端
（例えば＋Ｙ端）の点のＹ座標を、補助スケール３９Ｙ4，３９Ｙ3それぞれの基準点にお
けるＹ位置情報として求めても良い。なお、ＦＤバー４６の一対の基準格子５２を、ヘッ
ド６４ｙ1，６４ｙ2を用いて、前述と同様の手順で計測して、その一対の基準格子５２の
Ｙ軸方向の中央の点のＹ位置情報を求めておくことで、計測ステージＭＳＴ（計測ステー
ジ干渉計システム１１８Ｂ）についても、ウエハステージＷＳＴ（干渉計システム１１８
Ａ）と同様にθｚ回転の復帰（リセット）が可能である。
【００９６】
　次に、露光装置１００で行われる、プライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心に対す
る、ステージエンコーダ７０の各ヘッドの位置情報の計測動作について説明する。この計
測では、図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）に示されるような工具ウエハＷMが用いられる。
【００９７】
　工具ウエハＷMは、ウエハテーブルＷＴＢ上の各スケール表面を覆う前述のカバーガラ
スとほぼ同じ厚さのガラスウエハＰを有し、該ガラスウエハＰの上面には、図１１（Ａ）
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の平面図及び図１１（Ｂ）の縦断面図に示されるように、２次元マークＭ’が形成されて
いる。２次元マークＭ’は、ウエハＷ上のアライメントマークと同様に、プライマリアラ
イメント系ＡＬ１で計測可能なマークである。また、この２次元マークＭ’に対向するガ
ラスウエハＰ（工具ウエハＷM）の裏面には、図１１（Ｂ）に示されるように、遮光膜Ｓ
Ｆが形成されている。遮光膜ＳＦは、工具ウエハＷMをウエハテーブルＷＴＢ上のウエハ
ホルダに吸着させて、２次元マークＭの計測を行う際に、ウエハホルダからの不要な光が
、プライマリアライメント系ＡＬ１に入射することがないようにするものである。従って
、このようなウエハホルダからの不要な戻り光の発生を考慮しなくても良いのであれば、
遮光膜ＳＦは必ずしも形成する必要はない。
【００９８】
　また、工具ウエハＷMの裏面には、遮光膜ＳＦの近傍にステージエンコーダ７０の各ヘ
ッド６４、６４ｙ1、６４ｙ2、又は６７によって計測が可能な格子、例えば２次元の反射
型回折格子ＴＤＧが形成されている。
【００９９】
　この工具ウエハＷMを用いた計測は、次のようにして行われる。この場合も、前提とし
て、不図示の干渉計システム１１８Ａの各干渉計のリセットは、完了しているものとする
。
【０１００】
　まず、制御装置２０により、ウエハテーブルＷＴＢ上のウエハホルダ上に工具ウエハＷ

Mが、不図示のウエハ搬送系を介して搭載され、ウエハホルダによって吸着保持される。
このとき、工具ウエハＷMは、デバイス製造用のウエハＷと同様に、回転誤差が補正され
た状態でウエハホルダ上に搭載される。
【０１０１】
　次に、工具ウエハＷM上面の２次元マークＭ’がプライマリアライメント系ＡＬ１の検
出視野内に位置するように、制御装置２０は、干渉計システム１１８Ａの各干渉計の計測
値に基づいてウエハステージＷＳＴをＸＹ平面内で駆動する。そして、制御装置２０は、
プライマリアライメント系ＡＬ１を用いて２次元マークＭ’の位置情報（検出中心に対す
る位置情報）を計測するとともに、その計測結果と、計測時の干渉計システム１１８Ａの
計測値と計測した位置情報とに基づいて、プライマリアライメント系の検出中心の位置座
標（ｘ、ｙ）を算出し、メモリに記憶する。
【０１０２】
　次に、制御装置２０は、ステージエンコーダ７０の任意のヘッド（以下、対象ヘッドと
呼ぶ）の下方を、工具ウエハＷMの格子ＴＤＧがＹ軸方向に横切るように、干渉計システ
ム１１８Ａの各干渉計の計測値に基づいてウエハステージＷＳＴをＸＹ平面内で駆動し、
前述と同様の手順で、格子ＴＤＧの中央の点のＹ座標を、その対象ヘッドを用いて計測す
る。次いで、制御装置２０は、対象ヘッドの下方を、工具ウエハＷMの格子ＴＤＧがＸ軸
方向に横切るように、干渉計システム１１８Ａの各干渉計の計測値に基づいてウエハステ
ージＷＳＴをＸＹ平面内で駆動し、前述と同様の手順で、格子ＴＤＧの中央の点のＸ座標
を、その対象ヘッドを用いて計測する。そして、制御装置２０は、上記の格子ＴＤＧの位
置座標（Ｘ，Ｙ）を対象ヘッドの位置座標（Ｘ，Ｙ）としてメモリに記憶する。
【０１０３】
　ここで、本実施形態では、先に説明したように、図７（Ｂ）に示されるようなヘッドが
格子を横切る際に得られた光強度信号を用いて、対象ヘッドの位置座標（Ｘ，Ｙ）を求め
るので、Ｙヘッド６４についてもＸ座標の計測が可能であり、同様にＸヘッド６７につい
てもＹ座標の計測が可能である。
【０１０４】
　制御装置２０は、ステージエンコーダ７０の残りのヘッドの位置座標も上記と同様にし
て計測し、メモリに記憶する。
【０１０５】
　そして、制御装置２０は、マークＭ’と格子ＴＤＧとの既知の位置関係と、計測した各
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ヘッドの位置座標と、計測したプライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心の位置座標と
に基づいて、プライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心とステージエンコーダ７０の全
てのヘッドとの位置関係を算出し、メモリに記憶する。
【０１０６】
　次に、主として各ロットのウエハに対する処理を開始する直前（ロット先頭）に行われ
る、セカンダリアライメント系ＡＬ２n（ｎ＝１～４）のベースライン計測動作について
説明する。ここで、セカンダリアライメント系ＡＬ２nのベースラインとは、プライマリ
アライメント系ＡＬ１（の検出中心）を基準とする各セカンダリアライメント系ＡＬ２n

（の検出中心）の相対位置を意味する。なお、プライマリアライメント系ＡＬ１のベース
ライン（投影光学系ＰＬによるパターン（例えばレチクルＲのパターン）の投影位置とプ
ライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心との位置関係（又は距離））の計測（ベースラ
インチェック）については既に行われているものとする。また、セカンダリアライメント
系ＡＬ２n（ｎ＝１～４）は、例えばロット内のウエハのショットマップデータに応じて
、前述の回転駆動機構６０nにより駆動されてＸ軸方向の位置が設定されているものとす
る。
【０１０７】
　ロット先頭に行われるセカンダリアライメント系のベースライン計測（以下、適宜Sec-
BCHKとも呼ぶ）に際しては、制御装置２０は、まず、図１２（Ａ）に示されるように、ロ
ット先頭のウエハＷ（プロセスウエハ）上の特定のアライメントマークをプライマリアラ
イメント系ＡＬ１で検出し（図１２（Ａ）中の星マーク参照）、その検出結果と、その検
出時のステージエンコーダ７０の計測値とを対応付けてメモリに格納する。次いで、制御
装置２０は、ウエハステージＷＳＴを－Ｘ方向に所定距離移動し、図１２（Ｂ）に示され
るように、上記の特定のアライメントマークを、セカンダリアライメント系ＡＬ２1で検
出し（図１２（Ｂ）中の星マーク参照）、その検出結果と、その検出時の上記ステージエ
ンコーダの計測値とを対応付けてメモリに格納する。
【０１０８】
　同様にして、制御装置２０は、ウエハステージＷＳＴを＋Ｘ方向に移動して上記の特定
のアライメントマークを、残りのセカンダリアライメント系ＡＬ２2，ＡＬ２3，ＡＬ２4

で順次検出し、その検出結果と検出時のステージエンコーダの計測値とを、順次対応付け
てメモリに格納し、制御装置２０は、上記の処理結果に基づいて、各セカンダリアライメ
ント系ＡＬ２nのベースラインをそれぞれ算出する。
【０１０９】
　このように、ロット先頭のウエハＷ（プロセスウエハ）を用いて、そのウエハＷ上の同
一のアライメントマークをプライマリアライメント系ＡＬ１と各セカンダリアライメント
系ＡＬ２nとで検出することで、各セカンダリアライメント系ＡＬ２nのベースラインを求
めることから、この計測により、結果的に、プロセスに起因するアライメント系間の検出
オフセットの差も補正される。なお、ウエハのアライメントマークの代わりに、ウエハス
テージＷＳＴ又は計測ステージＭＳＴ上の基準マークを用いて、セカンダリアライメント
系ＡＬ２nのベースライン計測を行っても良い。また、本実施形態ではプライマリアライ
メント系ＡＬ１及びセカンダリアライメント系ＡＬ２nがそれぞれ２次元マーク（Ｘ、Ｙ
マーク）を検出可能であるので、セカンダリアライメント系ＡＬ２nのベースライン計測
時に２次元マークを用いることで、セカンダリアライメント系ＡＬ２nのＸ軸及びＹ軸方
向のベースラインを同時に求めることができる。
【０１１０】
　次に、ロット内のウエハの処理中に、所定のタイミング、例えばウエハの露光終了から
次のウエハのウエハテーブルＷＴＢ上へのロードが完了するまでの間（すなわちウエハ交
換中）に行われるSec-BCHKの動作について説明する。この場合のSec-BCHKは、ウエハ交換
毎というインターバルで行われるので、以下ではSec-BCHK（インターバル）とも記述する
。
【０１１１】
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　このSec-BCHK（インターバル）に際しては、制御装置２０は、図１３に示されるように
、プライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心が配置される上記直線ＬＶとセンターライ
ンＣＬがほぼ一致し、かつＦＤバー４６がプライマリアライメント系ＡＬ１及びセカンダ
リアライメント系ＡＬ２nに対向するように計測ステージＭＳＴを移動する。そして、Ｆ
Ｄバー４６上の一対の基準格子５２とそれぞれ対向するＹヘッド６４ｙ1，６４ｙ2の計測
値に基づいて、ＦＤバー４６のθｚ回転を調整するとともに、計測テーブルＭＴＢのセン
ターラインＣＬ上又はその近傍に位置する基準マークＭを検出するプライマリアライメン
ト系ＡＬ１の計測値に基づいて例えば干渉計の計測値を用いてＦＤバー４６のＸＹ位置を
調整する。
【０１１２】
　そして、この状態で、制御装置２０は、４つのセカンダリアライメント系ＡＬ２1～Ａ
Ｌ２4を用いて、それぞれのセカンダリアライメント系の視野内にあるＦＤバー４６上の
基準マークＭを同時に計測することで、４つのセカンダリアライメント系ＡＬ２1～ＡＬ
２4のベースラインをそれぞれ求める。そして、その後の処理に際しては、新たに計測し
たベースラインを用いることで、４つのセカンダリアライメント系ＡＬ２1～ＡＬ２4のベ
ースラインのドリフトが補正される。
【０１１３】
　なお、上記のSec-BCHK（インターバル）は、複数のセカンダリアライメント系による異
なる基準マークの同時計測によって行うものとしたが、これに限らず、ＦＤバー４６上の
同一の基準マークＭを、複数のセカンダリアライメント系で順次（非同時に）計測するこ
とで、４つのセカンダリアライメント系ＡＬ２1～ＡＬ２4のベースラインをそれぞれ求め
ることとしても良い。
【０１１４】
　上述のようにして、セカンダリアライメント系ＡＬ２1～ＡＬ２4のベースラインが求め
られる結果、このベースラインと、先に計測されメモリ内に記憶されている、プライマリ
アライメント系の検出中心とステージエンコーダ７０の全てのヘッドとの位置関係とに基
づいて、セカンダリアライメント系ＡＬ２1～ＡＬ２4のそれぞれとステージエンコーダの
各ヘッドとの位置関係も求められる。従って、後述するウエハアライメントの結果に基づ
いて、ステージエンコーダを用いて露光の際のウエハステージの位置を制御することで、
精度良く、レチクルパターンの投影位置にウエハＷ上の各ショット領域を位置合わせする
ことが可能になる。
【０１１５】
　本実施形態の露光装置１００では、ウエハステージＷＳＴと計測ステージＭＳＴとを用
いた並行処理動作が行われる。この並行処理動作中、ウエハステージＷＳＴのＸＹ面内の
位置は、主にステージエンコーダ７０を用いて計測され、ステージエンコーダ７０が使用
できない範囲で、干渉計システム１１８Ａを用いて計測される。また、計測ステージＭＳ
Ｔの位置は、計測ステージ干渉計システム１１８Ｂを用いて計測される。そして、露光装
置１００では、ウエハステージＷＳＴに載置されるウエハＷ上に、局所液浸装置８を用い
て液浸領域１４を形成し、投影光学系ＰＬ及び液浸領域１４の液体Ｌｑを介して照明光Ｉ
ＬでウエハＷの露光動作が行われる。この露光動作は、制御装置２０により、事前に行わ
れたアライメント系ＡＬ１、ＡＬ２１～ＡＬ２４によるウエハアライメント（ＥＧＡ）の
結果及びアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4の最新のベースライン等に基づいて、
ウエハＷ上の各ショット領域の露光のための走査開始位置（加速開始位置）へウエハステ
ージＷＳＴが移動されるショット間移動動作と、各ショット領域に対するレチクルＲに形
成されたパターンを走査露光方式で転写する走査露光動作とを繰り返すことにより行われ
る。そして、ウエハステージＷＳＴ上へのウエハのロード（又は交換）を行っている間に
、制御装置２０は、計測ステージＭＳＴに支持されたＦＤバー４６を用いて、プライマリ
アライメント系ＡＬ１に対する４つのセカンダリアライメント系の相対位置を計測するSe
c-BCHK（インターバル）を行う。
【０１１６】
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　更に、ウエハロード（又は交換）が終了したウエハステージＷＳＴがアライメント系Ａ
Ｌ１、ＡＬ２１～ＡＬ２４直下に移動してきた際には、制御装置２０は、以下のようにし
て、アライメント動作を実行する。
【０１１７】
　なお、本実施形態におけるアライメント動作では、図１４（Ｃ）に示されるレイアウト
（ショットマップ）で複数のショット領域が形成されているウエハＷ上の着色された１６
個のショット領域ＡＳを、アライメントショット領域とするものとする。なお、図１４（
Ａ），図１４（Ｂ）では、計測ステージＭＳＴの図示は省略されている。
【０１１８】
　前提として、セカンダリアライメント系ＡＬ２1～ＡＬ２4は、アライメントショット領
域ＡＳの配置に合わせて、Ｘ軸方向の位置調整（回転駆動機構６０nを用いた位置調整）
が事前に行われているものとする。
【０１１９】
　まず、制御装置２０は、不図示のローディングポジション（図１４（Ａ）の右下側）に
位置決めされたウエハステージＷＳＴを、図１４（Ａ）に示される位置よりもやや下側（
ウエハＷの中心が、直線ＬＶ上に位置する所定の位置（後述するアライメント開始位置）
）に移動させる。この移動は、ステージエンコーダ７０及び干渉計システム１１８Ａを用
いて計測されたウエハステージＷＳＴの位置情報に基づいて行われる。
【０１２０】
　次に、制御装置２０は、ステージエンコーダ７０の計測値に基づいて、ウエハステージ
ＷＳＴを＋Ｙ方向に所定距離移動して図１４（Ａ）に示される位置に位置決めし、プライ
マリアライメント系ＡＬ１，セカンダリアライメント系ＡＬ２2，ＡＬ２3を用いて、３つ
のファーストアライメントショット領域ＡＳに付設されたアライメントマークをほぼ同時
にかつ個別に検出し（図１４（Ａ）中の星マーク参照）、上記３つのアライメント系ＡＬ
１，ＡＬ２2，ＡＬ２3の検出結果とその検出時のステージエンコーダ７０の計測値とを関
連付けて不図示のメモリに格納する。なお、このときアライメントマークを検出していな
い、両端のセカンダリアライメント系ＡＬ２1，ＡＬ２4は、ウエハテーブルＷＴＢ（又は
ウエハ）に検出光を照射しないようにしても良いし、照射するようにしても良い。また、
本実施形態のウエハアライメントでは、プライマリアライメント系ＡＬ１がウエハテーブ
ルＷＴＢのセンターライン上に位置されるように、ウエハステージＷＳＴはそのＸ軸方向
の位置が設定され、このプライマリアライメント系ＡＬ１はウエハＷの子午線上に位置す
るアライメントショット領域のアライメントマークを検出する。
【０１２１】
　次に、制御装置２０は、ステージエンコーダ７０の計測値に基づいて、ウエハステージ
ＷＳＴを＋Ｙ方向に所定距離移動して５つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4が
ウエハＷ上の５つのセカンドアライメントショット領域ＡＳに付設されたアライメントマ
ークをほぼ同時にかつ個別に検出可能となる位置に位置決めし、５つのアライメント系Ａ
Ｌ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4を用いて、５つのアライメントマークをほぼ同時にかつ個別に検
出し、上記５つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4の検出結果とその検出時のス
テージエンコーダ７０の計測値とを関連付けて不図示のメモリに格納する。
【０１２２】
　次に、制御装置２０は、ステージエンコーダ７０の計測値に基づいて、ウエハステージ
ＷＳＴを＋Ｙ方向に所定距離移動して５つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２1～ＡＬ２4が
ウエハＷ上の５つのサードアライメントショット領域ＡＳに付設されたアライメントマー
クをほぼ同時にかつ個別に検出可能となる位置に位置決めし、５つのアライメント系ＡＬ
１，ＡＬ２1～ＡＬ２4を用いて、５つのアライメントマークをほぼ同時にかつ個別に検出
し（図１４（Ｂ）中の星マーク参照）、上記５つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２1～Ａ
Ｌ２4の検出結果とその検出時のステージエンコーダ７０の計測値とを関連付けて不図示
のメモリに格納する。
【０１２３】
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　次に、制御装置２０は、ステージエンコーダ７０の計測値に基づいて、ウエハステージ
ＷＳＴを＋Ｙ方向に所定距離移動してプライマリアライメント系ＡＬ１，セカンダリアラ
イメント系ＡＬ２2，ＡＬ２3を用いて、ウエハＷ上の３つのフォースアライメントショッ
ト領域ＡＳに付設されたアライメントマークをほぼ同時にかつ個別に検出可能となる位置
に位置決めし、上記３つのアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２2，ＡＬ２3を用いて、３つのア
ライメントマークをほぼ同時にかつ個別に検出し、上記３つのアライメント系ＡＬ１，Ａ
Ｌ２2，ＡＬ２3の検出結果とその検出時のステージエンコーダ７０の計測値とを関連付け
て不図示のメモリに格納する。
【０１２４】
　そして、制御装置２０は、このようにして得た合計１６個のアライメントマークの検出
結果及び対応するステージエンコーダ７０の計測値と、セカンダリアライメント系ＡＬ２

nのベースラインとを用いて、例えば特開昭６１－０４４４２９号公報（及び対応する米
国特許第４，７８０，６１７号明細書）などに開示されるＥＧＡ方式の統計演算を行って
、ステージエンコーダ７０（４つのヘッドユニット）の計測軸で規定される座標系（例え
ば、投影光学系ＰＬの光軸を原点とするＸＹ座標系）上におけるウエハＷ上の全てのショ
ット領域の配列（座標値）を算出する。
【０１２５】
　このように、本実施形態では、ウエハステージＷＳＴを＋Ｙ方向に移動させ、その移動
経路上における４箇所にウエハステージＷＳＴを位置決めすることにより、合計１６個の
アライメントショット領域ＡＳにおけるアライメントマークの位置情報を、１６個のアラ
イメントマークを単一のアライメント系で順次検出する場合などに比べて、格段に短時間
で得ることができる。この場合において、例えばアライメント系ＡＬ１，ＡＬ２2，ＡＬ
２3について見れば特に分かり易いが、上記のウエハステージＷＳＴの移動と連動して、
アライメント系ＡＬ１，ＡＬ２2，ＡＬ２3はそれぞれ、検出視野内に順次配置される、Ｙ
軸方向に沿って配列された複数のアライメントマークを検出する。このため、上記のアラ
イメントマークの位置計測に際して、ウエハステージＷＳＴをＸ軸方向に移動させる必要
が無いようになっている。
【０１２６】
　また、この場合、ウエハステージＷＳＴのＸＹ面内での位置（特にＹ位置（すなわち、
複数のアライメント系に対するウエハＷの進入度合い））によって、複数のアライメント
系により同時検出されるウエハＷ上のアライメントマークの検出点数（計測点数）が異な
るので、ウエハステージＷＳＴを複数のアライメント系の配列方向（Ｘ軸方向）に直交す
るＹ軸方向に移動する際に、ウエハＷ上の互いに異なる位置のマークを、ウエハステージ
ＷＳＴのＹ軸方向の位置に応じて、換言すればウエハＷ上のショット配列に応じて、必要
な数のアライメント系を用いて同時に検出することができる。
【０１２７】
　なお、本実施形態では、上記アライメントにおいてウエハステージＷＳＴが移動してい
る間に、照射系９０ａ及び受光系９０ｂから成る多点ＡＦ系を用いて、ウエハＷの表面全
面のＺ位置を取得している。
【０１２８】
　その後、制御装置２０は、前述のウエハアライメント（ＥＧＡ）の結果及び予め計測し
たプライマリアライメント系のベースライン等に基づいて、ステップ・アンド・スキャン
方式の液浸露光を行い、ウエハＷ上の複数のショット領域にレチクルパターンを順次転写
する。以降、ロット内の残りのウエハに対して同様の動作が繰り返し行われる。なお、露
光中のウエハステージＷＳＴのＺ軸方向に関する制御は、多点ＡＦ系を用いてアライメン
ト中に取得されたウエハＷの表面全面のＺ位置に基づいてウエハステージＷＳＴのＺ軸、
θｘ及びθｙ方向の位置制御を行う前述した他の計測装置により行われる。
【０１２９】
　以上説明したように、本実施形態によると、ウエハテーブルＷＴＢ（ウエハステージＷ
ＳＴ）の上面のＸ軸方向の両端部にＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2がそれぞれ配置され、Ｙ
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スケール３９Ｙ1，３９Ｙ2それぞれの＋Ｙ側、すなわちウエハテーブルＷＴＢの＋Ｙ側の
エッジ近傍に、Ｙ軸方向を格子の周期方向としＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2に比べて周期
方向のサイズが小さい補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4が配置されている。このため、前述
の如く、干渉計システム１１８Ａの計測値に基づいて、補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4を
、ステージエンコーダの２つのＹヘッド６４ｙ2、６４ｙ1が、それぞれ横切るように、ウ
エハステージＷＳＴを＋Ｙ方向に駆動し、その駆動中に得られたＹヘッド６４ｙ2、６４
ｙ1の光電変換信号（光強度信号）とスライスレベルＳＬとの２交点のＹ座標に基づいて
、補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4のＹ軸方向の中点のＹ座標を、ウエハテーブルＷＴＢの
Ｘ軸方向両端部の基準点におけるＹ位置情報として求める。このようなウエハテーブルＷ
ＴＢの基準点のＹ位置情報の検出を、所定のタイミングで行っておくことで、次に基準点
のＹ位置情報の検出を行うまでの間は、その基準点のＹ位置情報を用いることで、前述し
た如く、ウエハステージ（干渉計システム）のリセット時における、θｚ回転の復帰を再
現良く行うことができる。
【０１３０】
　また、上記のウエハテーブルＷＴＢのＸ軸方向両端部の基準点におけるＹ位置情報の計
測と同様の計測を、ステージエンコーダ７０の各ヘッドについて行うことで、各ヘッドの
位置情報を正確に求めることが可能になる。
【０１３１】
　そして、上述のような計測（一種のキャリブレーション処理）を行った後においては、
ステージエンコーダ７０を用いてウエハステージＷＳＴの位置制御を精度良く行うことが
可能になる。
【０１３２】
　また、本実施形態に係る露光装置１００では、前述した如く、工具ウエハＷMを用いて
も、ステージエンコーダの位置情報を精度良く計測することができる。この場合には、プ
ライマリアライメント系ＡＬ１の検出中心と各ヘッドとの位置関係を精度良く求めること
ができるとともに、ヘッド間の位置関係も求めることができる。
【０１３３】
　また、露光開始に先立って上記の各計測が行われる場合、露光の際、前記計測結果を考
慮して、ウエハに対するパターンの形成のため、ウエハステージＷＳＴの位置を位置計測
システム２００のステージエンコーダ７０を用いて精度良く管理することが可能になり、
これにより、ウエハ上に精度良くパターンを形成することが可能になる。
【０１３４】
　なお、上記実施形態では、ウエハテーブルＷＴＢ（ウエハステージＷＳＴ）の上面のＸ
軸方向の両端部にＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2がそれぞれ配置され、Ｙスケール３９Ｙ1

，３９Ｙ2それぞれの＋Ｙ側、すなわちウエハテーブルＷＴＢの＋Ｙ側のエッジ近傍に、
Ｙ軸方向を格子の周期方向としＹスケール３９Ｙ1，３９Ｙ2に比べて周期方向のサイズが
小さい補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4が配置されている場合について説明したが、本発明
がこれに限定されるものではない。例えば、補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4の一方のみが
、ウエハテーブルＷＴＢ上に設けられていても良い。かかる場合であっても、例えばステ
ージエンコーダ７０の各ヘッドの位置情報の計測は、前述と同様の手順で可能である。
【０１３５】
　あるいは、補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4が形成された領域に、格子以外のパターンを
形成する、あるいは、パターンを一切設けないこととして、エンコーダのヘッド、又はそ
の他のウエハステージＷＳＴの位置情報を計測する計測装置の何らかのキャリブレーショ
ンに用いる、キャリブレーションエリアを形成しても良い。かかる場合には、キャリブレ
ーションエリアを用いて所定のキャリブレーション処理を、ウエハステージＷＳＴを移動
させて行うことが可能になる。
【０１３６】
　なお、上記実施形態では、アライメント装置９９がセカンダリアライメント系を４本備
える場合について説明したが、これに限らず、セカンダリアライメント系は、任意の本数
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とすることが可能である。また、プライマリアライメント系ＡＬ１は１本に限らず複数本
でも良いし、セカンダリアライメント系と同様、ＸＹ面内で駆動可能な構成を採用するこ
ととしても良い。
【０１３７】
　なお、上記各アライメント系としては、ＦＩＡ系に限らず、コヒーレントな検出光を対
象マークに照射し、その対象マークから発生する散乱光又は回折光を検出する、あるいは
その対象マークから発生する２つの回折光（例えば同次数の回折光、あるいは同方向に回
折する回折光）を干渉させて検出するアライメントセンサを単独であるいは適宜組み合わ
せて用いることは勿論可能である。
【０１３８】
　なお、上記実施形態では、ウエハが対向して配置される下面を有するノズルユニットを
用いるものとしたが、これに限らず、例えば、国際公開第９９／４９５０４号パンフレッ
トに開示されるように、ノズルを多数有する構成を採用することとしても良い。要は、投
影光学系ＰＬを構成する最下端の光学部材（先端レンズ）１９１とウエハＷとの間に液体
を供給することができるのであれば、その構成はいかなるものであっても良い。例えば、
国際公開第２００４／０５３９５５号パンフレットに開示されている液浸機構、欧州特許
公開第１４２０２９８号公報に開示されている液浸機構も本実施形態の露光装置に適用す
ることができる。
【０１３９】
　なお、上記実施形態では、ウエハステージＷＳＴ側で各ウエハの交換を行っている間に
、計測ステージＭＳＴ側ではＦＤバー４６を用いて、Sec-BCHK（インターバル）を行う場
合について説明したが、これに限らず、計測ステージＭＳＴの計測器群を用いて、照度む
ら計測（及び照度計測）、空間像計測、波面収差計測などの少なくとも一つを行い、その
計測結果をその後に行われるウエハの露光に反映させることとしても良い。具体的には、
例えば、計測結果に基づいて投影光学系ＰＬの調整を行うこととすることができる。また
、ウエハ交換中は計測ステージＭＳＴ上に液浸領域を保持しておき、計測ステージとの交
換でウエハステージＷＳＴが投影ユニットＰＵの直下に配置されるとき、計測ステージ上
の液浸領域をウエハステージ上に移動することとしても良い。
【０１４０】
　なお、上記実施形態では、ウエハステージＷＳＴが、ステージ本体９１とウエハテーブ
ルＷＴＢとを含むものとしたが、これに限らず、６自由度で移動可能な単一のステージを
ウエハステージＷＳＴとして採用しても良い。また、反射面に代えて、ウエハテーブルＷ
ＴＢに平面ミラーから成る移動鏡を設けても良い。また、計測ステージの構成としては、
上記実施形態で説明したものに限らず、例えば、計測テーブルＭＴＢを、ステージ本体９
２に対してＸ軸方向、Ｙ軸方向及びθｚ方向に微動可能に構成したいわゆる粗微動構造の
計測ステージＭＳＴを採用しても良いし、あるいは、計測テーブルＭＴＢをステージ本体
９２に固定し、その計測テーブルＭＴＢを含むステージ本体９２を６自由度方向に駆動可
能な構成にしても良い。
【０１４１】
　なお、上記実施形態では、液体として純水（水）を用いるものとしたが、本発明がこれ
に限定されないことは勿論である。液体としては、化学的に安定で、照明光ＩＬの透過率
が高く安全な液体、例えばフッ素系不活性液体を使用しても良い。このフッ素系不活性液
体としては、例えばフロリナート（米国スリーエム社の商品名）が使用できる。このフッ
素系不活性液体は冷却効果の点でも優れている。また、液体として、照明光ＩＬに対する
屈折率が、純水（屈折率は１．４４程度）よりも高い、例えば１．５以上の液体を用いて
も良い。この液体としては、例えば、屈折率が約１．５０のイソプロパノール、屈折率が
約１．６１のグリセロール（グリセリン）といったＣ－Ｈ結合あるいはＯ－Ｈ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）が挙げられる。あるい
は、これら所定液体のうち任意の２種類以上の液体が混合されたものであっても良いし、
純水に上記所定液体が添加（混合）されたものであっても良い。あるいは、液体としては
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、純水に、Ｈ＋、Ｃｓ＋、Ｋ＋、Ｃｌ－、ＳＯ４
２－、ＰＯ４

２－等の塩基又は酸を添加
（混合）したものであっても良い。更には、純水にＡｌ酸化物等の微粒子を添加（混合）
したものであっても良い。これら液体は、ＡｒＦエキシマレーザ光を透過可能である。ま
た、液体としては、光の吸収係数が小さく、温度依存性が少なく、投影光学系（先端の光
学部材）、及び／又はウエハ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しい。また、Ｆ2レ
ーザを光源とする場合は、フォンブリンオイルを選択すれば良い。
【０１４２】
　また、上記実施形態で、回収された液体を再利用するようにしても良く、この場合は回
収された液体から不純物を除去するフィルタを液体回収装置、又は回収管等に設けておく
ことが望ましい。さらに、上記実施形態では露光装置が前述した局所液浸装置８の全てを
備えるものとしたが、局所液浸装置８の一部（例えば、液体供給装置及び／又は液体回収
装置など）は、露光装置が備えている必要はなく、例えば露光装置が設置される工場等の
設備を代用しても良い。
【０１４３】
　なお、上記実施形態では、露光装置が液浸型の露光装置である場合について説明したが
、これに限られるものではなく、液体（水）を介さずにウエハＷの露光を行うドライタイ
プの露光装置にも採用することができる。
【０１４４】
《第２の実施形態》
　次に、本発明の第２の実施形態について、図１５～図２３に基づいて説明する。ここで
、前述した第１の実施形態と同一若しくは同等の構成部分については同一の符号を用いる
とともに、その説明を簡略若しくは省略する。
【０１４５】
　図１５には、第２の実施形態の露光装置３００の概略構成が示されている。露光装置３
００は、ステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置、すなわち、いわゆるスキャナ
である。
【０１４６】
　露光装置３００は、照明系１０、レチクルＲを保持するレチクルステージＲＳＴ、投影
ユニットＰＵ、ウエハＷが載置されるウエハステージＷＳＴを含むウエハステージ装置１
５０、及びこれらの制御系等を備えている。露光装置３００は、ウエハステージＷＳＴの
位置情報を計測するエンコーダシステムの構成が、第１の実施形態の露光装置１００と異
なる。また、露光装置３００には、局所液浸装置が設けられていない点も、露光装置１０
０と相違する。
【０１４７】
　投影ユニットＰＵの鏡筒４０の－Ｚ側端部の周囲には、鏡筒４０の下端面とほぼ同一面
となる高さで、スケール板２１がＸＹ平面に平行に配置されている。スケール板２１は、
本第２の実施形態では、その一部に鏡筒４０の－Ｚ側端部が挿入される円形の開口、及び
アライメント系ＡＬＧの－Ｚ側端部が挿入される円形の開口を有する矩形のプレートから
成り、不図示のボディから吊り下げ支持されている。スケール板２１の下面（－Ｚ側の面
）には、Ｙ軸方向を周期方向とする所定ピッチ、例えば１μｍの格子と、Ｘ軸方向を周期
方向とする所定ピッチ、例えば１μｍの格子とから成る反射型の２次元回折格子ＲＧ（図
１７参照）が形成されている。
【０１４８】
　ウエハステージ装置１５０は、床面上に複数（例えば３つ又は４つ）の防振機構（図示
省略）によってほぼ水平に支持されたベース盤１２、該ベース盤１２の上方に配置された
ウエハステージＷＳＴ、該ウエハステージＷＳＴを駆動するウエハステージ駆動系２７（
図２２参照）、エンコーダシステム１７０（図２２参照）、及びウエハステージ干渉計シ
ステム（以下、干渉計システムと略述する）２１８（図２２参照）等を備えている。
【０１４９】
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　ウエハステージＷＳＴは、図１５に示されるように、ステージ本体９１と、該ステージ
本体９１の上方に配置され、不図示のＺ・チルト駆動機構によって、ステージ本体９１に
対して非接触で支持されたウエハテーブルＷＴＢとを有している。この場合、ウエハテー
ブルＷＴＢは、Ｚ・チルト駆動機構によって、電磁力等の上向きの力（斥力）と、自重を
含む下向きの力（引力）との釣り合いを３点で調整することで、非接触で支持されるとと
もに、Ｚ軸方向、θｘ方向、及びθｙ方向の３自由度方向に微小駆動される。
【０１５０】
　ウエハステージＷＳＴは、複数のエアベアリング（不図示）によってベース盤１２の上
方に所定のクリアランス、例えば数μｍ程度のクリアランスを介して浮上支持され、ウエ
ハステージ駆動系２７によって、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向及びθｚ方向に駆動される。従って
、ウエハテーブルＷＴＢは、ベース盤１２に対して、６自由度方向に駆動可能である。
【０１５１】
　ウエハテーブルＷＴＢ上には、不図示のウエハホルダを介してウエハＷが載置され、不
図示のチャック機構によって例えば真空吸着（又は静電吸着）され、固定されている。
【０１５２】
　また、ウエハステージＷＳＴのＸＹ平面内の位置情報は、エンコーダシステム１７０に
よって計測可能に構成されている。以下、エンコーダシステム１７０の構成等について詳
述する。
【０１５３】
　ウエハテーブルＷＴＢには、図１６の平面図に示されるように、その４隅にそれぞれエ
ンコーダヘッド（以下、適宜、ヘッドと略述する）６０Ａ～６０Ｄが取り付けられている
。これらのヘッド６０Ａ～６０Ｄは、図１７にヘッド６０Ｃを代表的に取り上げて示され
るように、計測ビームの射出端を＋Ｚ方向に向けてウエハテーブルＷＴＢに形成されたＺ
軸方向の貫通孔内に収容され、ウエハテーブルＷＴＢに固定されている。
【０１５４】
　図１６において、ウエハテーブルＷＴＢの一方の対角線上に位置する一対のヘッド６０
Ａ、６０Ｃは、Ｙ軸方向を計測方向とするヘッドである。また、ウエハテーブルＷＴＢの
もう一方の対角線上に位置する一対のヘッド６０Ｂ、６０Ｄは、Ｘ軸方向を計測方向とす
るヘッドである。ヘッド６０Ａ～６０Ｄのそれぞれとしては、前述の第１の実施形態のヘ
ッド６４、６６等と同様の構成のものが用いられている。ヘッド６０Ａ～６０Ｄと同様の
構成については、例えば米国特許第７，２３８，９３１号明細書、及び国際公開第２００
７／０８３７５８号パンフレットなどに開示されている。ただし、各ヘッドを構成する、
光源及び光検出器は各ヘッドの外部に設け、光学系のみを各ヘッドの本体部内に設け、光
源及び光検出器と、光学系とを、光ファイバを含む光通信経路を介して光学的に接続して
も良い。
【０１５５】
　ヘッド６０Ａ、６０Ｃは、スケール板２１の２次元回折格子ＲＧに計測ビーム（計測光
）を照射し、２次元回折格子ＲＧを構成するＹ軸方向を周期方向とする格子からの回折ビ
ームを受光して、ウエハステージＷＳＴのＹ軸方向の位置を計測するＹリニアエンコーダ
１７０Ａ、１７０Ｃ（図２２参照）をそれぞれ構成する。また、ヘッド６０Ｂ、６０Ｄは
、スケール板２１の２次元回折格子ＲＧに計測ビームを照射し、２次元回折格子ＲＧを構
成するＸ軸方向を周期方向とする格子からの回折ビームを受光して、ウエハステージＷＳ
ＴのＸ軸方向の位置を計測するＸリニアエンコーダ１７０Ｂ、１７０Ｄ（図２２参照）を
それぞれ構成する。
【０１５６】
　また、ウエハテーブルＷＴＢには、図１６に示されるように、例えば、投影光学系ＰＬ
の像面上で照明光ＩＬを受光するピンホール状の受光部を有する照度むらセンサ９４、投
影光学系ＰＬ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９６、及び基準マークＦＭが形成された基準板などの、各種計測用部材が設けられて
いる。計測用部材として、及び例えば国際公開第０３／０６５４２８号パンフレットなど



(30) JP 5489068 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

に開示されているシャック－ハルトマン（Shack-Hartman）方式の波面収差計測器などを
採用しても良い。なお、上記各センサに加え、例えば特開平１１－０１６８１６号公報（
対応する米国特許出願公開第２００２／００６１４６９号明細書）などに開示される、投
影光学系ＰＬの像面上で照明光ＩＬを受光する所定面積の受光部を有する照度モニタを採
用しても良い。
【０１５７】
　また、スケール板２１の下面（－Ｚ側の面）には、図１８（Ａ）に示されるように、２
次元回折格子ＲＧの内部に、補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２、１３９Ｘ１、１３９
Ｘ２が形成されている。ここで、図１８（Ｂ）に拡大して示される補助スケール１３９Ｘ

２のように、補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２、１３９Ｘ１、１３９Ｘ２は、２次元
回折格子ＲＧにより所定サイズの隙間領域（格子線がない領域）を介して囲まれている。
【０１５８】
　補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２は、それぞれ、ヘッド６０Ａ，６０Ｃのキャリブ
レーション用の補助スケールで、図１８（Ａ）に示されるように、それぞれ、２次元回折
格子ＲＧ内の－Ｘ側及び＋Ｙ側に配置されている。なお、補助スケール１３９Ｙ１、１３
９Ｙ２の位置関係は、ヘッド６０Ａ、６０Ｃのそれにほぼ等しい（図２３参照）。補助ス
ケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２は、前述の補助スケール３９Ｙ3，３９Ｙ4と同様のＹ軸方
向を周期方向とする反射型の格子（例えば回折格子）によって構成されている。
【０１５９】
　また、補助スケール１３９Ｘ１、１３９Ｘ２は、それぞれ、ヘッド６０Ｂ、６０Ｄのキ
ャリブレーション用の補助スケールで、図１８（Ａ）に示されるように、それぞれ、２次
元回折格子ＲＧ内の＋Ｘ，－Ｙ側の端部及び－Ｘ，＋Ｙ側の端部の近傍に配置されている
。なお、補助スケール１３９Ｘ２の補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２との位置関係は
、ヘッド６０Ｄのヘッド６０Ａ，６０Ｃとの位置関係にほぼ等しい（図２３参照）。補助
スケール１３９Ｘ１、１３９Ｘ２は、補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２と同様ではあ
るが、周期方向をＸ軸方向とする反射型の格子（例えば回折格子）によって構成されてい
る。なお、図１８（Ａ）では、便宜上、ベース盤１２は図示が省略されている。図１９～
図２１及び図２３においても同様である。
【０１６０】
　なお、補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２、１３９Ｘ１、１３９Ｘ２は、図１９（Ａ
）に示される露光中及び図１９（Ｂ）に示されるアライメント計測中に、ヘッド６０Ａ，
６０Ｃ，６０Ｂ、６０Ｄがそれらを走査し得ない位置に配置されている。また、この補助
スケールの配置において、図２０（Ａ）に示される照度むらセンサ９４を用いた照明光Ｉ
Ｌの照度むら計測時、図２０（Ｂ）に示される空間像計測器９６を用いた投影光学系ＰＬ
の光学特性の計測時、図２１（Ａ）及び図２１（Ｂ）にそれぞれ示される投影光学系ＰＬ
及びアライメント系ＡＬＧを用いた基準マークＦＭの検出時においても、ヘッド６０Ａ，
６０Ｃ，６０Ｂ、６０Ｄは補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２、１３９Ｘ１、１３９Ｘ

２を走査し得ない。
【０１６１】
　本第２の実施形態では、補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２，１３９Ｘ１、１３９Ｘ

２が形成された領域を含む所定範囲の領域が、キャリブレーションエリアとなっている。
【０１６２】
　また、本第２の実施形態では、ウエハテーブルＷＴＢの位置は、干渉計システム２１８
（図２２参照）によって、エンコーダシステム１７０とは独立して、計測可能に構成され
ている。
【０１６３】
　干渉計システム２１８は、図１６に示されるように、ウエハテーブルＷＴＢの反射面１
７ａにＹ軸方向の測長ビームを複数照射する少なくとも１つのＹ干渉計２１８Ｙと、反射
面１７ｂに１又は２以上のＹ軸方向の測長ビームを照射する複数、ここでは２つのＸ干渉
計２１８Ｘ1、２１８Ｘ2とを備えている（図１６及び図２２参照）。
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【０１６４】
　Ｙ干渉計２１８ＹのＹ軸方向に関する実質的な測長軸は、投影光学系ＰＬの光軸ＡＸと
、アライメント系ＡＬＧの検出中心とを通るＹ軸方向の直線である。Ｙ干渉計２１８Ｙは
、ウエハテーブルＷＴＢのＹ軸方向、θｚ方向及びθｘ方向の位置情報を計測する。
【０１６５】
　また、Ｘ干渉計２１８Ｘ1のＸ軸方向に関する実質的な測長軸は、投影光学系ＰＬの光
軸ＡＸを通るＸ軸方向の直線である。Ｘ干渉計２１８Ｘ1は、ウエハテーブルＷＴＢのＸ
軸方向、θｙ方向（及びθｚ方向）の位置情報を計測する。
【０１６６】
　また、Ｘ干渉計２１８Ｘ2の測長軸は、アライメント系ＡＬＧの検出中心を通るＸ軸方
向の直線である。Ｘ干渉計２１８Ｘ1は、ウエハテーブルＷＴＢのＸ軸方向及びθｙ方向
の位置情報を計測する。
【０１６７】
　なお、例えば、上記反射面１７ａ，１７ｂに代えて、ウエハテーブルＷＴＢの端部に、
平面ミラーからなる移動鏡を取り付けても良い。また、ウエハテーブルＷＴＢにＸＹ平面
に対し４５°傾斜した反射面を設け、該反射面を介してウエハテーブルＷＴＢのＺ軸方向
の位置を計測するようにしても良い。
【０１６８】
　干渉計システム２１８の各干渉計の計測値は、制御装置２０に供給されている。但し、
本第２の実施形態では、ウエハステージＷＳＴ（ウエハテーブルＷＴＢ）のＸＹ平面内の
位置情報（θｚ方向の位置情報（回転情報）を含む）は、主として、上述したエンコーダ
システム１７０によって計測され、干渉計２１８Ｙ、２１８Ｘ1、２１８Ｘ2の計測値は、
そのエンコーダシステム１７０のキャリブレーションの際、あるいはエンコーダシステム
１７０の出力異常時のバックアップ用などとして補助的に用いられる。
【０１６９】
　アライメント系ＡＬＧは、投影光学系ＰＬの－Ｙ側に所定間隔を隔てて配置されている
。アライメント系ＡＬＧとして、例えば画像処理方式のＦＩＡ（Field Image Alignment
）系が用いられている。アライメント系ＡＬＧからの撮像信号は、制御装置２０に供給さ
れる。
【０１７０】
　なお、アライメント系ＡＬＧとしては、ＦＩＡ系に限らず、例えばコヒーレントな検出
光を対象マークに照射し、その対象マークから発生する散乱光又は回折光を検出する、あ
るいはその対象マークから発生する２つの回折光（例えば同次数の回折光、あるいは同方
向に回折する回折光）を干渉させて検出するアライメントセンサを単独であるいは適宜組
み合わせて用いることは勿論可能である。
【０１７１】
　その他、本第２の実施形態の露光装置３００には、投影ユニットＰＵの近傍に、前述の
多点ＡＦ系（９０ａ，９０ｂ）と同様の多点ＡＦ系ＡＦ（図１５では不図示、図２２参照
）が設けられている。多点ＡＦ系ＡＦの検出信号は、不図示のＡＦ信号処理系を介して制
御装置２０に供給される（図２２参照）。制御装置２０は、多点ＡＦ系ＡＦの検出信号に
基づいて、各検出点におけるウエハＷ表面のＺ軸方向の位置情報を検出し、その検出結果
に基づいて走査露光中のウエハＷのいわゆるフォーカス・レベリング制御を実行する。な
お、アライメント検出系ＡＬＧの近傍に多点ＡＦ系を設けて、ウエハアライメント時にウ
エハ表面の面位置情報（凹凸情報）を事前に取得し、露光時には、その面位置情報とウエ
ハテーブルＷＴＢのＺ軸方向の位置を検出する別のセンサの計測値とを用いて、ウエハＷ
のいわゆるフォーカス・レベリング制御を実行することとしても良い。
【０１７２】
　露光装置１００では、さらに、レチクルＲの上方に、露光波長の光を用いたＴＴＲ（Th
rough The Reticle）アライメント系から成る一対のレチクルアライメント検出系１３Ａ
，１３Ｂ（図１５では不図示、図２２参照）が設けられている。レチクルアライメント検
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出系１３Ａ，１３Ｂの検出信号は、不図示のアライメント信号処理系を介して制御装置２
０に供給される。
【０１７３】
　図２２には、露光装置３００のステージ制御に関連する制御系が一部省略してブロック
図にて示されている。この制御系は、制御装置２０を中心として構成されている。制御装
置２０は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、ＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ）、ＲＡＭ（
ランダム・アクセス・メモリ）等からなるいわゆるマイクロコンピュータ（又はワークス
テーション）を含み、装置全体を統括して制御する。
【０１７４】
　上述のようにして構成された露光装置３００では、デバイスの製造に際し、前述のレチ
クルアライメント検出系１３Ａ，１３Ｂ、ウエハテーブルＷＴＢ上の基準板（基準マーク
ＦＭ）などを用いて、通常のスキャニング・ステッパと同様の手順（例えば、米国特許第
５，６４６，４１３号明細書などに開示される手順）で、レチクルアライメント及びアラ
イメント系ＡＬＧのベースライン計測が行われ、これと前後してウエハアライメント（例
えば米国特許第４，７８０，６１７号明細書などに開示されるエンハンスト・グローバル
・アライメント（ＥＧＡ）など）などが行われる。
【０１７５】
　そして、制御装置２０により、ベースラインの計測結果、及びウエハアライメントの結
果に基づいて、ステップ・アンド・スキャン方式の露光動作が行われ、ウエハＷ上の複数
のショット領域にレチクルＲのパターンがそれぞれ転写される。この露光動作は、前述し
たレチクルステージＲＳＴとウエハステージＷＳＴとの同期移動を行う走査露光動作と、
ウエハステージＷＳＴをショット領域の露光のための加速開始位置に移動するショット間
移動（ステッピング）動作とを交互に繰り返すことで行われる。
【０１７６】
　上記の走査露光中、制御装置２０は、ウエハテーブルＷＴＢのＸＹ平面内における位置
情報（θｚ方向の回転情報を含む）を、エンコーダシステム１７０を用いて計測しつつ、
ウエハテーブルＷＴＢのＸＹ平面内の位置を制御するとともに、多点ＡＦ系ＡＦの計測値
に基づいて不図示のＺ・チルト駆動機構を駆動することで、ウエハＷの露光対象のショッ
ト領域の一部（露光領域ＩＡに対応する領域）を投影光学系ＰＬの焦点深度内に合致させ
る、ウエハＷのいわゆるフォーカス・レベリング制御を実行する。
【０１７７】
　従って、露光装置３００によると、ウエハＷのいわゆるフォーカス・レベリング制御を
実行しつつ、エンコーダシステム１７０の各エンコーダの計測情報に基づいて、ウエハス
テージＷＳＴのＸＹ平面内の位置（θｚ方向の回転を含む）を高精度に制御することがで
きる。
【０１７８】
　また、露光装置３００では、例えば、空間像計測器９６を用いて、レチクル又はレチク
ルステージＲＳＴ上のマーク板に形成された計測マークの空間像を計測する際には、例え
ば図２０（Ｂ）に示されるように、空間像計測器を投影光学系ＰＬの直下に位置させた状
態で、その計測マークの投影光学系ＰＬによる投影像（空間像）がスリットスキャン方式
で計測される。
【０１７９】
　ここで、本第２の実施形態では、図２３（Ａ）に示されるように、ウエハステージＷＳ
Ｔがベース盤１２上の－Ｘ，＋Ｙ側の端部の近傍に位置するとき、ヘッド６０Ａ，６０Ｃ
，６０Ｄがそれぞれ補助スケール１３９Ｙ１，１３９Ｙ２，１３９Ｘ２に対向する。なお
、この時、投影光学系ＰＬの下方には、ウエハステージＷＳＴに設けられた照度むらセン
サ９４、空間像計測器９６、及び基準マークＦＭは位置しない。従って、制御装置２０は
、干渉計システム２１８を用いてウエハステージＷＳＴの位置を計測しつつ、ウエハステ
ージＷＳＴをベース盤１２上の－Ｘ，＋Ｙ側の端部の近傍に移動させ、ヘッド６０Ａ，６
０Ｃ，６０Ｄを用いて補助スケール１３９Ｙ１，１３９Ｙ２，１３９Ｘ２の位置情報を前
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述の第１の実施形態と同様にして計測することができる。すなわち、ヘッド６０Ａ，６０
Ｃ，６０Ｄのキャリブレーション（位置計測）を、行うことができる。
【０１８０】
　また、本第２の実施形態では、図２３（Ｂ）に示されるように、ウエハステージＷＳＴ
がベース盤１２上の＋Ｘ，－Ｙ側の端部の近傍に位置するとき、ヘッド６０Ｂが補助スケ
ール１３９Ｘ１に対向する。なお、この時、アライメント系ＡＬＧの下方には、ウエハス
テージＷＳＴに設けられた照度むらセンサ９４、空間像計測器９６、及び基準マークＦＭ
は位置しない。従って、制御装置２０は、干渉計システム２１８を用いてウエハステージ
ＷＳＴの位置を計測しつつ、ウエハステージＷＳＴをベース盤１２上の＋Ｘ，－Ｙ側の端
部の近傍に移動させ、ヘッド６０Ｂを用いて補助スケール１３９Ｘ１の位置情報を計測す
ることができる。すなわち、ヘッド６０Ｂのキャリブレーション（位置計測）を、行うこ
とができる。
【０１８１】
　以上説明したように、本第２の実施形態の露光装置３００によると、露光が液浸方式で
なく非液浸方式のドライ露光で行われる点を除き、第１の実施形態と同等の効果を得るこ
とができる。この他、露光装置３００によると、ウエハＷに対するレチクルＲのパターン
の転写・形成、すなわちステップ・アンド・スキャン方式の露光、及びアライメントＡＬ
Ｇを用いたウエハＷ上のアライメントマークの検出（アライメント計測）のいずれも行わ
れていない所定のときに、ヘッド６０Ａ，６０Ｃ，６０Ｂ，６０Ｄが対向するスケール板
２１の－Ｚ側の面上の位置に補助スケール１３９Ｙ１、１３９Ｙ２，１３９Ｘ１、１３９
Ｘ２を含むキャリブレーションエリアが設けられている。このため、キャリブレーション
エリアの存在により、アライメント計測又は露光動作が行われる通常のウエハステージＷ
ＳＴの移動時に、ヘッド６０Ａ，６０Ｃ，６０Ｂ，６０Ｄ等によるウエハテーブルＷＴＢ
の位置情報の計測動作が悪影響を受けることがない一方、アライメント計測及び露光動作
のいずれもが行われていないときに、エンコーダシステム１７０のキャリブレーションを
行うことができる。
【０１８２】
　なお、上記第２の実施形態では、非液浸のドライ露光装置について例示したが、これに
限らず、上記第２の実施形態の露光装置３００と同様にウエハテーブルＷＴＢにヘッドが
設けられ、補助スケールなど（キャリブレーションエリア）を有するスケール板がウエハ
テーブルＷＴＢの外部に設けられたエンコーダシステムを備えた露光装置に、前述の第１
の実施形態と同様の局所液浸装置などを設けても良い。
【０１８３】
　なお、上記第２の実施形態では、エンコーダシステム１７０が、一対のＸヘッドと、一
対のＹヘッドとを備えた場合について説明したが、本発明がこれに限定されるものではな
い。すなわち、エンコーダヘッドの数は特に問わないが、ウエハステージＷＳＴのＸＹ平
面内の位置情報（θｚ方向の回転を含む）を計測するためには、ＸヘッドとＹヘッドとを
少なくとも各１つ含み、合計で３つ有していれば良い。また、エンコーダヘッドとして、
Ｘ軸方向及びＹ軸方向を計測方向とする２次元エンコーダヘッド（２Ｄヘッド）を用いる
場合には、該２Ｄヘッドは、少なくとも２つ、ウエハステージＷＳＴに設ければ良い。
【０１８４】
　なお、上記各実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式等の走査型露光装置に本
発明が適用された場合について説明したが、これに限らず、ステッパなどの静止型露光装
置に本発明を適用しても良い。ステッパなどであっても、露光対象の物体が搭載されたス
テージの位置をエンコーダで計測することにより、同様に、空気揺らぎに起因する位置計
測誤差の発生を殆ど零にすることができる。この場合、このエンコーダの計測値の短期変
動を干渉計の計測値を用いて補正する補正情報とエンコーダの計測値とに基づいて、ステ
ージを高精度に位置決めすることが可能になり、結果的に高精度なレチクルパターンの物
体上への転写が可能になる。また、ショット領域とショット領域とを合成するステップ・
アンド・スティッチ方式の露光装置にも本発明は適用することができる。さらに、例えば
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特開平１０－１６３０９９号公報及び特開平１０－２１４７８３号公報（対応する米国特
許第６，５９０，６３４号明細書）、特表２０００－５０５９５８号公報（対応する米国
特許第５，９６９，４４１号明細書）、米国特許第６，２０８，４０７号明細書などに開
示されているように、複数のウエハステージを備えたマルチステージ型の露光装置にも本
発明を適用できる。特に、マルチステージ型の露光装置の場合、ウエハステージを平面モ
ータにより駆動しても良い。
【０１８５】
　また、上記各実施形態の露光装置における投影光学系の倍率は縮小系のみならず等倍及
び拡大系のいずれでも良いし、投影光学系は屈折系のみならず、反射系及び反射屈折系の
いずれでも良いし、その投影像は倒立像及び正立像のいずれでも良い。
【０１８６】
　また、照明光ＩＬは、ＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９３ｎｍ）に限らず、ＫｒＦエ
キシマレーザ光（波長２４８ｎｍ）などの紫外光、Ｆ2レーザ光（波長１５７ｎｍ）など
の真空紫外光であっても良い。例えば国際公開第９９／４６８３５号パンフレット（対応
する米国特許第７,０２３,６１０号明細書）に開示されているように、真空紫外光として
ＤＦＢ半導体レーザ又はファイバーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長
レーザ光を、例えばエルビウム（又はエルビウムとイッテルビウムの両方）がドープされ
たファイバーアンプで増幅し、非線形光学結晶を用いて紫外域に波長変換した高調波を用
いても良い。
【０１８７】
　また、上記各実施形態では、露光装置の照明光ＩＬとしては波長１００ｎｍ以上の光に
限らず、波長１００ｎｍ未満の光を用いても良いことは言うまでもない。例えば、近年、
７０ｎｍ以下のパターンを露光するために、ＳＯＲ又はプラズマレーザを光源として、軟
Ｘ線領域（例えば５～１５ｎｍの波長域）のＥＵＶ（Extreme Ultraviolet）光を発生さ
せるとともに、その露光波長（例えば１３．５ｎｍ）の下で設計されたオール反射縮小光
学系、及び反射型マスクを用いたＥＵＶ露光装置の開発が行われている。この装置におい
ては、円弧照明を用いてマスクとウエハを同期走査してスキャン露光する構成が考えられ
るので、かかる装置にも本発明を好適に適用することができる。このほか、電子線又はイ
オンビームなどの荷電粒子線を用いる露光装置にも、本発明は適用できる。
【０１８８】
　また、上記各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（レチクル）を用いたが、このレチ
クルに代えて、例えば米国特許第６，７７８，２５７号明細書に開示されているように、
露光すべきパターンの電子データに基づいて、透過パターンまたは反射パターン、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ＤＭＤ（Digital Micro-mirror Device）などを
含む）を用いても良い。
【０１８９】
　また、国際公開第０１／０３５１６８号パンフレットに開示されているように、干渉縞
をウエハ上に形成することによって、ウエハ上にライン・アンド・スペースパターンを形
成する露光装置（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。
【０１９０】
　さらに、例えば特表２００４－５１９８５０号公報（対応する米国特許第６，６１１，
３１６号明細書）に開示されているように、２つのレチクルパターンを投影光学系を介し
てウエハ上で合成し、１回のスキャン露光によってウエハ上の１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。
【０１９１】
　また、物体上にパターンを形成する装置は、前述の露光装置（リソグラフィシステム）
に限られず、例えばインクジェット方式にて物体上にパターンを形成する装置にも本発明
を適用することができる。
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　なお、上記各実施形態でパターンを形成すべき物体（エネルギビームが照射される露光
対象の物体）はウエハに限られるものではなく、ガラスプレート、セラミック基板、ある
いはマスクブランクスなど、他の物体でも良い。
【０１９３】
　露光装置の用途としては半導体製造用の露光装置に限定されることなく、例えば、角型
のガラスプレートに液晶表示素子パターンを転写形成する液晶用の露光装置や、有機ＥＬ
、薄型磁気ヘッド、撮像素子（ＣＣＤ等）、マイクロマシン及びＤＮＡチップなどを製造
するための露光装置にも広く適用できる。また、半導体素子などのマイクロデバイスだけ
でなく、光露光装置、ＥＵＶ露光装置、Ｘ線露光装置、及び電子線露光装置などで使用さ
れるレチクル又はマスクを製造するために、ガラス基板又はシリコンウエハなどに回路パ
ターンを転写する露光装置にも本発明を適用できる。
【０１９４】
　また、上記各実施形態の露光装置は、本願請求の範囲に挙げられた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うに、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い
うまでもない。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うことが望ましい。
【０１９５】
　なお、上記実施形態で引用した露光装置などに関する全ての公報、国際公開パンフレッ
ト、米国特許出願公開明細書及び米国特許明細書の開示を援用して本明細書の記載の一部
とする。
【０１９６】
　なお、半導体デバイスは、デバイスの機能・性能設計を行うステップ、この設計ステッ
プに基づいたレチクルを製作するステップ、シリコン材料からウエハを製作するステップ
、上記各実施形態の露光装置を用いて、レチクルに形成されたパターンをウエハ等の物体
上に転写するリソグラフィステップ、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）、検査ステップ等を経て製造される。この場合、
リソグラフィステップで、上記各実施形態の露光装置を用いて、物体上にデバイスパター
ンが形成されるので、高集積度のデバイスの生産性を向上することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１９７】
　以上説明したように、本発明の位置計測システム及び位置計測方法は、移動体の位置情
報を計測するのに適している。また、本発明の露光装置及び露光方法は、物体上にパター
ンを形成するのに適している。また、本発明のデバイス製造方法は、マイクロデバイスの
製造に適している。また、本発明の工具及び計測方法は、マーク検出系とエンコーダのヘ
ッドとの位置関係を計測するのに適している。
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