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明 細 苫

光学装置、露光装置、並びにデバイス製造方怯

技術分野

０００1 本発明は、光学装置、露光装置、並ひにテハイス製造方怯に関する。

本願は、2００6年9月6 日に出願された特願2００6 969号に某つき優先権を

主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

０００2 半導体テハイス等のマイクロテハイスの製造工程の一つてあるフオトリソクラフィエ

程ては、マスクのパターンの像を投影光学系を介して感光性の某板に投影する露光

装置か用いられる。マイクロテハイスの製造においては、テハイスの高密度化のため

に、某板上に形成されるパターンの微細化か要大される。この要大に応えるために、

露光装置の史なる高解像度化か望まれている。その高解像度化を実現するための

手段の一つとして、投影光学系の光学素子と某板との間の露光光の光路空間を被

体て満たし、その投影光学系と被体とを介して某板を露光する被侵露光装置か案出

されている。下記特井文献 には、被侵露光装置における投影光学系の光学素子を

保持する保持部材に関する技術の一例か開示されている。

特井文献1 回際公開第2００5 ０54955号パンフレ外

発明の開示

発明が解決しようとする裸題

０００3 光学素子を保持部材に接合する場合、例えは周囲の環境 (温度、侃度、化学反応

等を含む)にょって接合部か劣化する可能性かある。接合部か劣化すると、例えは光

学素子の位置か変動する等、光学素子を良好に保持てきなくなる可能性かある。そ

の場合、投影光学系の光学特性か変動し、某板を良好に露光てきなくなる可能性か

ある。

０００4 本発明は、光学素子を良好に保持てきる光学装置を提供することを目的とする。ま

た、光学素子を介して某板を良好に露光てきる露光装置、及ひその露光装置を用い

るテハイス製造方怯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、第 空間 (6) と、第 空間 (6) とは典なる第2空間 (4

) との境界に配置される光学素子 (2 )と、光学素子 (2 )の第 の面 ( ) と対向す

る対向面 (3 )を有する保持部材 (3 )と、対向面 (3 ) と第 の面 ( ) とを接合する

接合部 (4０) と、第 空間 (6) の気体及び第2空間 (4 )の気体の少なくとも一方が接合

部 (4０)へもたらされることを抑制するガス流れを生成するガスシール機構 (2０) と、を

備えた光学装置 ( ) が提供される。

０００7 本発明の第 の態様によれば、光学素子を良好に保持できる。

０００8 本発明の第2の態様に従えば、露光光 ( )で某板 (P)を露光する露光装置にお

いて、上記態様の光学装置 ( )を備え、光学装置 ( ) の光学素子を介して某板 (P)

上に露光光 ( )を照射する露光装置 ( X)が提供される。

０００9 本発明の第2の態様によれば、光学素子を介して某板を良好に露光できる。

００1０ 本発明の第3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。

００11 本発明の第3の態様によれば、某板を良好に露光できる露光装置を用いてデバイ

スを製造できる。

発明の効果

００12 本発明によれば、光学素子を良好に保持できる。また本発明によれば、光学素子

を介して某板を良好に露光できる。また本発明によれば、所望の性能を有するデバ

イスを製造できる。

図面の簡単な説明

００13 図 第 実施形態に係る光学装置を示す概略構成図である。

図2 図 の一部を拡大した断面図である。

図3 図2の 線断面矢視図である。

図 図2の一部を拡大した図である。



図5 図4の一部の斜視図である。

図6 第2実施形態に係る光学装置の一部の斜視図である。

図7 第3実施形態に係る光学装置の一部の斜視図である。

図8 第4実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図9 第5実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図1０第6実施形態に係る光学装置の一部の斜視図である。

図11 第7実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図12 第7実施形態に係る光学装置の一部の斜視図である。

図13 第8実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図14 第9実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図15 第 ０実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図16 第 実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図17 第 2実施形態に係る光学装置の一部を拡大した断面図である。

図18 第 3実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図19 図 8の一部を拡大した断面図である。

図2０マイクロデバイスの製造工程の一例を示すフローチャート図である。

符号の説明

００14 …光学装置、2 …終端光学素子、3 …保持部材、4 …内部空間、5 …鏡筒、6

…外部空間、 …第 面、 2 …第2面、2０…ガスシール機構、2 …ガス供給 口、2

6 …ギャップ、3 …対向面、32… 対向面、4０…接合部、5０…ガス吸引機構、5

ガス吸引口、 …露光装置、 X…露光装置、 S …液浸空間、P …某板、P …投

影光学系

発明を実施するための最良の形態

００15 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれ

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

Z直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。そして、水平面内

の所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向を 軸方向、X

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



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

び Z方向とする。

００16 く第 実施形態 ノ

第 実施形態について説明する。図 は、第 実施形態に係る光学装置 を示す概

略構成図である。図 において、光学装置 は、複数の光学素子2 ～2 と、それら

複数の光学素子2 ～2 のそれぞれを保持する保持部材3 ～3 と、内部空間4を

有し、複数の光学素子2 ～2 を内部空間4内で保持部材3 ～3 を介して保持す

る鏡筒 5とを備えている。

００17 光学装置 は、物体面 sの像を像面1s に投影可能である。本実施形態においては

、光学装置 の複数の光学素子2 ～2 の光軸 XはZ軸と平行である。物体面Os

及び像面1 のそれぞれはX 平面と平行である。物体面 sは、図中、光学装置 の

z側に配置され、像面1 は、 側に配置される。

００18 光学装置 の複数の光学素子2 ～2 のぅち、光学装置 の像面1 に最も近い光

学素子2 は、鏡筒 5の内部空間4と、内部空間4とは典なる外部空間6との境界に配

置される。以下の説明においては、光学装置 の複数の光学素子2 ～2 のぅち、

鏡筒 5の内部空間4と外部空間6との境界に配置される光学素子2 を適宜、終端光

学素子2 、と称する。

００19 本実施形態においては、鏡筒 5の内部空間4は気体で満たされる。鏡筒 5の外部空

間6は液体 で満たされた液浸空間 Sを含む。液浸空間 Sは、光学装置 の像

面1 側における終端光学素子2 の近傍に形成される。光学装置 は、物体面 sに

配置された第 物体 の像を、液浸空間 Sの液体 Qを介して、像面1 に配置され

た第2物体 2に投影可能である。本実施形態においては、液浸空間 Sは、終端光

学素子2 と像面1 に配置された第2物体 2との間に形成される。

００2０ 本実施形態の光学装置 は、鏡筒 5に形成された給気 口6 と、内部空間4に給気

本実施形態においては、第 ガス供給装置6０は、内部空間4に、乾燥した不活性ガ

スを供給する。本実施形態においては、第 ガス供給装置6０は、化学的に精製され

、濃度がほぼ ００ の空素ガスを送出する。なお、内部空間4に供給されるガス (不



活性ガス ) としては、ヘリウムでもよレ七、空素とへリウムとの混合ガスでもよい。また、

第 ガス供給装置6０は、内部空間4に、乾燥した空気 (ドライエア)を供給するよぅに

してもよい。

００2 1 図2は、鏡筒 5の内部空間4と外部空間6との境界に配置される終端光学素子2

、図2の 線断面矢視図である。また、図4は、図2の一部の拡大図、図5は、図4

の一部の斜視図である。

００22 図2に示すよぅに、本実施形態においては、終端光学素子2 は、物体面 sからの

光が人射する人射面7と、人射面7から人射した光を射出する射出面8と、人射面7の

外周と射出面8の外周とを結ぶ外周面9とを備えている。人射面7は、物体面 sを向

くよぅに内部空間4に配置されている。射出面8は、像面1 と対向するよぅに外部空間

6に配置されている。外周面9の少なくとも一部は、外部空間6に配置されている。

００23 上述のよぅに、鏡筒 5の内部空間4は気体で満たされ、内部空間4に配置された終

端光学素子2 の入射面7は気体と接する。鏡筒 5の外部空間6拭液体 で満たさ

れた液浸空間 Sを含み、外部空間6に配置された射出面8は液体 Qと接する。な

お、図2には液体 Qを図示していない。

００24 本実施形態においては、終端光学素子2 の入射面7は、物体面 sに向かって膨

らむ凸状の曲面であり、終端光学素子2 の射出面8は、X 平面とほぼ平行な平面

である。また、終端光学素子2 の外周面9は、射出面8を囲むよぅに射出面8に対し

て人射面9側に傾斜した斜面9Sと、斜面9Sを囲むよぅに配置され、X 平面とほぼ平

行な 側を向く平面9 とを含む。以下の説明においては、終端光学素子2 の外

周面9のぅち、X 平面とほぼ平行な 側を向く平面9 を適宜、フランジ面g 、と称

する。

００25 図2、図3、図4、及び図5において、光学装置 は、フランジ面g の第 面 と対

向する対向面3 を有する保持部材3 と、保持部材3 の対向面3 と第 面 とを

接合する接合部4０と、フランジ面g のぅち第 面 に対して外部空間6側の第2面

2との間にガスの流れを生成して、外部空間6の気体が接合部4０へもたらされること

を抑制するガスシール機構2０とを備えている。



００26 本実施形態においては、第 面 は、フランジ面g の外縁領城 (第 の領城 ) の少

なくとも一部に設定され、第2面 2は、第 面 よりも外部空間6側のフランジ面g

の内縁領城 (第2の領城 ) の少なくとも一部に設定されている。第2面 2は、外部空

間6に配置された液浸空間 S及び射出面8を囲むよぅにフランジ面g に設定され、

第 面 は、液浸空間 S及び射出面8を含む外部空間6に対して第2面 2よりも遠

い位置に設定されている。

００27 保持部材3 は、終端光学素子2 のフランジ面g の第 面 と対向する対向面3

を有している。本実施形態においては、保持部材3 は、終端光学素子2 のフラン

、ジ面g と対向するよぅに配置され、X 平面とほぼ平行な z側を向く上面3０を有し

ている。対向面3 は、上面3０の一部に設定されている。

００28 終端光学素子2 のフランジ面g と対向する保持部材3 の上面3０は、外部空間

6に配置された液浸空間 S及び射出面8を囲むよぅに環状に形成されている。本実

施形態においては、対向面3 は、フランジ面g の第 面 と対向するよぅに、上面3

0の外縁領城の少なくとも一部に設定されている。また、本実施形態においては、終

端光学素子2 のフランジ面g と、保持部材3 の上面3０とは所定距離離れている

００29 保持部材3 の対向面3 と終端光学素子2 の第 面 とを接合する接合部4０は

、第 面 と対向面3 とを接着剤で接着する。対向面3 は、接合部4０が形成され

る面であり、接合部4０を含む面である。同様に、第 面 も、接合部4０が形成される

面であり、接合部4０を含む面である。

００3０ 図3に示すよぅに、本実施形態においては、接合部4０を介して接合される終端光

学素子2 の第 面 及び保持部材3 の対向面3 のそれぞれは、光軸 X周りの

回伝方向における複数の所定領城のそれぞれに設定されている。換言すれば、接

合部4０(接着剤が配置される領城 ) は、光軸 X周りの回伝方向において複数島状

に設定されている。

００3 1 本実施形態においては、終端光学素子2 は、例えば石英 (シリカ)で形成されて

いる。なお、終端光学素子2 は、フッ化力ルシウム (蛍石) 、フッ化バリウム、フッ化ス

トロンチウム、フッ化リチウム、及びフッ化ナトリウム等のフッ化ィヒ合物の単結品材料で



形成されてもよい。また、光学素子2 ～2 を、上述の材料で形成することができる。

００32 本実施形態においては、保持部材3 は、光学素子2 との線膨張係数が同じか又

は近い材質、例えばセラミックス、ガラス等の無機材料、金属で形成されている。なお

、保持部材3 は、ボロンを含むものであってもよレ七、ガラスで形成されていてもよい

００33 終端光学素子2 の第 面 と保持部材3 の対向面3 とを接合するための接着

剤としては、例えば国際公開第2００5 ０54 955 号パンフレソトに開示されているよう

な、金属、セラミックス、ガラス等の無機材料を含むものを用いることができる。また、

第 面 と対向面3 とを接着する接着剤としては、エポキシ樹脂等の有機材料を含

むものであってもよい。また、接着剤としては、紫外光の照射によって硬化する 硬

化樹脂材料を含むものであってもよい。また、接合部4０は、第 面 と対向面3 とを

、インジウム等を含れ金属の半田で接着してもよい。

００34 本実施形態においては、保持部材3 と終端光学素子2 とは接着剤を用いて接

合されているので、終端光学素子2 を保持する機構の大型化、複雑化等が抑制さ

００35 ガスシール機構2０は、終端光学素子2 の第2面 2との間にガスの流れを生成可

能である。本実施形態においては、ガスシール機構2０は、終端光学素子2 の第2

面 2に対して所定間隔離して配置される対向面32を有している。

００36 本実施形態においては、ガスシール機構2０の少なくとも一部は、終端光学素子2

を保持する保持部材3 に設けられている。また、本実施形態においては、ガスシ

ール機構2０の対向面32ほ、保持部材3 に形成されている。本実施形態において

は、ガスシール機構2０の対向面32は、保持部材3 の上面3０の一部に設定されて

いる。

００37 すなわち、本実施形態においては、保持部材3 の上面3０が、終端光学素子2

の第 面 と対向する対向面3 、及び終端光学素子2 の第2面 2と対向する対向

面32のそれぞれを含む。本実施形態においては、対向面3 は、上面3０の外縁領

域の少なくとも一部に設定され、対向面32は、対向面3 よりも外部空間6側 (終端光

学素子2 の光軸側) の内縁領城の少なくとも一部に設定されている。対向面32は、



外部空間6に配置された液浸空間 S及び射出面8を囲むよぅに上面3０に設定され

ている。対向面3 は、液浸空間 S及び射出面8を含む外部空間6に対して対向面3

2よりも遠い位置に設定されている。

００38 本実施形態においては、ガスシール機構2０は、フランジ面9 に形成された第2面

2と、その第2面 2に対して所定間隔離して配置される対向面32との間にガスを流

れを生成可能である。本実施形態においては、第2面 2と対向面32との間の間隔 (

ギヤップ) ほ、例えば は ～００は に設定される。

００39 本実施形態においては、ガスシール機構2０は、対向面3 2に形成されたガス供給

口2 と、ガス供給 口2 にガスを供給する第2ガス供給装置22とを備えている。第2ガ

ス供給装置22とガス供給 口2 とは、供給管23 及び保持部材3 の内部に形成さ

れた供給流路23を介して接続されている。第2ガス供給装置22は、乾燥したガスを

ガス供給 口2 に供給可能である。ガスシール機構2０は、第2ガス供給装置22から

送出されたガスを、ガス供給 口2 より、第2面 2と対向面32との間のギヤップに供給

する。

００4０ 本実施形態においては、ガスシール機構2０は、ガス供給 口2 より、乾燥した不活

性ガスを供給する。本実施形態においては、第2ガス供給装置22は、ィヒ学的に精製

され、濃度がほぼ ０００の空素ガスを送出する。これにより、ガスシール機構2０は、

ガス供給 口2 より、乾燥した空素ガスを供給する。なお、ガス供給 口2 から供給され

るガス (不活性ガス ) としては、ヘリウムでもよレ七、炭酸ガス ( ) 、アルゴン(

クリプトン(C ) 、それらと窒素との混合ガス、空素とへリウムの混合ガスでもよい。また

、ガスシール機構2０は、ガス供給 口2 より、乾燥した空気 (ドライエア)を供給するよ

ぅにしてもよい。また、鏡筒 5内に供給されたガスを再利用してもよい。なお、ガスシー

ル機構2０がガス供給 口2 を介して供給するガスは、第 ガス供給装置6０が内部空

間4に供給するガスと同じにしてもよい。

００4 1 上述のよぅに、本実施形態においては、ガス供給 口2 は対向面32に形成されてお

り、対向面3 に形成される接合部4０に対して外部空間6側に形成されている。換言

すれば、ガス供給 口2 ほ、外部空間6と接合部4０との間に配置されており、接合部

4０よりも外部空間6に近い位置に形成されている。



００42 図3に示すよぅに、本実施形態においては、ガス供給 口2 は、島状に形成された複

数の接合部4０のそれぞれと対応するよぅに、対向面32に複数形成されている。すな

わち、複数のガス供給 口2 のそれぞれは、複数の接合部4０のそれぞれに近い位置

に配置されている。そして、複数のガス供給 口2 のそれぞれは、接合部4０に対して

外部空間6側に配置されている。

００43 次に、光学装置 の動作について、主にガスシール機構2０の動作について説明す

る。ガスシール機構2０の第2ガス供給装置22からガス (乾燥したガス ) が送出され、

そのガスがガス供給 口2 に供給される。ガス供給 口2 は、終端光学素子2 の第2

面 2に対して所定間隔離して配置される対向面32に形成されており、第2ガス供給

装置22から供給されたガスを、第2面 2と対向面32との間のギヤップに供給する。

第2面 2と対向面32との間のギヤップには、接合部4０よりも外部空間6側に配置さ

れたガス供給口2 からガスが供給される。

００44 終端光学素子2 の第2面 2と保持部材3 の対向面32との間のギヤップにガス供

給 口2 からガスが供給されることによって、第2面 2と対向面32との間に、所定のガ

スの流れが生成される。

００45 本実施形態においては、図4及び図5に示すよぅに、ガスシール機構2０は、ガス供

給 口2 から第2面 2と対向面32との間のギヤップにガスを供給することによって、第

2面 2と対向面32との間に、接合部4０側から外部空間6側に向かぅガスの流れを生

成可能である。

００46 また、本実施形態においては、第2ガス供給装置22は、外部空間6の気体よりも湿

度が低いガスを送出可能であり、ガスシール機構2０は、第2面 2と対向面32との間

に、外部空間6の気体よりも湿度が低いガスの流れを生成する。

００47 また、本実施形態においては、第2面 2と対向面32との間のギヤップは所定の値 (

例えば は ～００/ ) に設定されており、そのギヤップにガスを供給することによ

って、ガスシール機構2０は、第2面 2と対向面32との間の圧力を、少なくとも外部空

間6の圧力 (例えば大気圧 ) よりも高めることができる。すなわち、本実施形態におい
ては、ガスシール機構2０は、第2面 2と対向面3 2との間の空間を少なくともその隣

接空間に対して陽圧化する。



００48 上述のよぅに、本実施形態においては、外部空間6は液浸空間 5を含み、外部空

間6の気体は、高い湿度を有している可能性がある。湿度が高い外部空間6の気体

が接合部4０へもたらされると、その接合部4０が劣化する可能性がある。例えば、湿

度が高い気体 (湿気を帯びた気体 ) が接合部4０へもたらされると、接着剤を含む接

合部4０の特性が変化する可能性がある。具体的には、湿気を帯びた気体が接合部

4０の接着剤へもたらされると、例えば接着剤が膨潤したり、接着剤の体積が変化した

り、接着剤の性質が変化したりする可能性がある。その場合、終端光学素子2 の位

置が変動したり、人射面7及び射出面8の少なくとも一方が変形したりする不具合が

生じる可能性がある。また、接合部4０の接合強度が低下する不具合が生じる可能性

もある。すると、光学装置 の光学特性が変化 (劣化 )する可能性がある。

００49 本実施形態においては、ガスシール機構2０によって、第2面 2と対向面32との間

に所定のガスの流れを生成することによって、外部空間6の湿気を帯びている可能性

がある気体が、接合部4０へもたらされることを抑制できる。

００5０ すなわち、本実施形態においては、ガスシール機構2０は、第2面 2と対向面32と

の間に、接合部4０側から外部空間6側に向かぅガスの流れを生成しているので、湿

気を帯びている可能性がある外部空間6の気体が、その外部空間6側から接合部4０

にもたらされることを抑制することができる。

００5 1 また、ガスシール機構2０は、第2面 2と対向面32との間のギヤップにガスを供給す

ることによって、第2面 2と対向面32との間を陽圧化しているので、外部空間6の気

体がギヤップに浸入し、接合部4０へもたらされることを抑制することができる。

００5 2 また、本実施形態においては、ガスシール機構2０は、第2面 2と対向面32との間

に、少なくとも外部空間6の気体よりも湿度が低いガスを供給して、その湿度が低いガ

スの流れを生成しているので、接合部4０が湿気によって劣化することを抑制すること

ができる。

００5 3 保持部材3０の対向面3 とフランジ面g の第 面 とは、光軸 X周りの回伝方向

において、離隔した複数の接合部4０で接合される。保持部材3 と終端光学素子2

とが複数の接合部4０で接合されることによって、終端光学素子2 と保持部材3

との間には、内部空間4と外部空間6とを速通するギヤッ 27が形成される。ギヤ



ッ 26は、対向面3 と第 面 との間に形成され、また、ギャッ 27は、終端光学

素子2 の側面g と、その側面g に対向する保持部材3 の内側面との間に形成さ

れる。

００54 そこで、本実施形態では、内部空間4と外部空間6とのガス流通を抑制するために

、終端光学素子2 の側面g と、保持部材3 の内側面3 との間に全周にわたって

、言い換えれば、ギャッ 27にグリースを充填している。

００5 5 また、内部空間4と外部空間6とのガス流通を抑制するために、ギャッ 27にグリー

スを充填する代わりに、第 ガス供給装置6０から供給されるガスの供給呈を調整し、

内部空間4の圧力を外部空間6の圧力 (例えば大気圧 ) よりも高くしてもよい。

００56 すなわち、内部空間4を陽圧化することによって、ギャッ 27を介して、内部空

間4から外部空間6への向かぅガスの流れを生成することができる。このガスの流れと

ガスシール機構2０との相乗効果によって、接合部4０の劣化を防止することが可能と

なる。

００5 7 以上説明したよぅに、本実施形態において、内部空間4と外部空間6とのガス流通

をグリースによって遮断した状態では、ガスシール機構2０によって所定のガスの流れ

を生成することによって接合部4０の劣化を抑制することができる。また、内部空間4と

外部空間6との間に、内部空間4から外部空間6側に向けてガスの流れを生成した状

態では、このガスの流れとガスシール機構2０のガスの流れとの相乗効果によって、接

合部4０の劣化を抑制することができる。

００58 また、本実施形態においては、保持部材3 と終端光学素子2 とは接着剤を用い

て接合されているので、その終端光学素子2 を保持する機構の大型化、複雑化等

が抑制されている。このよぅに、本実施形態においては、終端光学素子2 を保持す

る機構の大型化、複雑化を抑制しつつ、その終端光学素子2 を所望状態で保持す

ることができる。

００59 光学装置 の高い開口数を実現しよぅとする場合、例えば物体面 s側から人射し

た光む液体 を介して像面1 に良好に到達させるために、人射面7を凸状の曲面に

したり、終端光学素子2 を含む光学装置 全体を大型化する必要が生じる可能性

がある。そのよぅな場合において、終端光学素子2 を保持する機構が大型化すると



、光学装置 全体の史なる大型化を招く可能性がある。また、人射面 (曲面) が大き

くなったり、終端光学素子2 が大型化すると、その終端光学素子2 を保持する機

構の配置、構造などが制約を受ける可能性もある。また、曲面を有する終端光学素

子2 を良好に保持できず、その曲面を有する終端光学素子2 の位置が変動する

と、光学装置 の光学特性が大きく変動してしまぅ可能性がある。

００6０ 本実施形態においては、保持部材3 と終端光学素子2 とを接合部4０で接合し、

その接合部4０の劣化をガスシール機構2０を用いて抑制しているので、光学装置

全体の大型化、複雑化を抑制しつつ、その光学装置 の光学特性を維持することが

できる。

００6 1 なお、本実施形態においては、外部空間6は液浸空間 5を含み、湿気を帯びてい
る可能性がある外部空間6側の気体が接合部4０にもたらされることを抑制するため

に、ガスシール機構2０によって所定のガスの流れを生成しているが、外部空間6に

は液浸空間 Sが形成されていなくてもよい。液浸空間 Sが形成されていない場合

においても、例えば外部空間6が内部空間4よりも不純物 (化学物質、パーティクル等

を含む)を多く含んでいる場合、換言すれば、外部空間6の気体の純度が、内部空間

4の気体の純度よりも低い場合、ガスシール機構2０によって、外部空間6の気体が接

合部4０へもたらされることを抑制することによって、接合部4０が、その純度の低い気

体によって劣化したり、内部空間4に外部空間6の気体が流入することを抑制すること

ができる。

００62 く第2実施形態 ノ

次に、第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは

省略する。

００63 図6は、第2実施形態に係る光学装置 の一部を拡大した斜視図である。図6にお

いて、光学装置 は、終瑞光学素子2 の第 面 と対向する対向面3 と、第2面

2と対向する対向面32とを有する保持部材3 を備えている。対向面32には、ガスを

供給するガス供給口2 が形成されている。上述の第 実施形態と同様、ガス供給口

2 は、複数の接合部4０のそれぞれと対応するよぅに、対向面32に複数形成されて



いる。

００64 本実施形態のガスシール機構2０ は、対向面32に形成された満24を有している。

ガス供給 口2 は満24の内側に形成されている。満24は、ガス供給 口2 に対応する

よぅに複数形成されている。満24の円周方向の長刮ま、接合部4０の円周方向の長さ

よりも長い。本実施形態においては、満24はX 平面内において略円弧状に形成さ

れており、ガス供給 口2 は満24の軸方向ほぼ中央に形成されている。満24及びガ

ス供給 口2 が形成され、第2面 2と対向する対向面32は、接着部4０が形成され、

第 面 と対向する対向面3 よりも外部空間6側に配置されている。

００65 このよぅに、対向面3 2に満24を形成することができ、その満24の内側にガス供給

口2 を配置することができる。本実施形態においても、ガスシール機構2０ は、接

合部4０に対して外部空間6側の第2面 2と対向面32との間に、所定のガスの流れ

を生成することができる。本実施形態においては、ガス供給 口2 から供給されたガス

の少なくとも一部は、満24に沿って拡がるよぅに流れた後、接合部4０から外部空間6

側に向かって流れる。これにより、外部空間6の気体が接合部4０にもたらされることを

抑制することができる。

００66 く第3実施形態 ノ

次に、第3実施形態について説明する。図7は、第3実施形態に係る光学装置 の

一部を拡大した斜視図である。上述の第 実施形態と同様、接合部4０は、光軸 X

周りの回伝方向において複数に設定されている。

００67 本実施形態のガスシール機構2０ は、保持部材3 の上面3０に、X 平面内にお

いて環状に形成された満25を有している。満25は、接合部4０(接着剤が配置される

領城 )を囲むよぅに上面3０に複数形成される。すなわち、本実施形態においては、満

25は、接合部4０が形成される対向面3 を囲むよぅに、上面3０に形成されている。ガ

ス供給 口2 は、満25の内側の所定位置に形成されている。

００68 本実施形態においては、ガス供給 口2 は、満25の内側において、接合部4０よりも

内部空間4側に配置されている。すなわち、本実施形態においては、接合部4０が形

成される対向面3 は、外部空間6とガス供給 口2 との間に配置されている。

００69 満25の少なくとも一部は、対向面3 に対して外部空間6側に形成されている。換



吉すれば、上面3０のぅち、接合部4０に対して外部空間6側の対向面32に、満25の

一部が形成されている。

００7０ ガスシール機構2０ は、ガス供給 口2 から供給したガスによって、フランジ面g と

対向面3 との間において、満25の形状に応じたガスの流れを生成することができる

。ガス供給 口2 から供給されたガスの少なくとも一部は、満25に沿って流れる。上述

のよぅに、満25の少なくとも一部は、接合部4０を含む対向面3 に対して外部空間6

側の対向面32に形成されており、ガスシール機構2０ は、ガス供給 口2 から供給さ

れ、満25の形状に応じて流れるガスによって、接合部4０に対して外部空間6側の第

2面 2と対向面32との間に、所定のガスの流れを生成することができる。

００7 1 く第4実施形態 ノ

次に、第4実施形態について説明する。図8は、第4実施形態に係る光学装置 の

一部を示す側断面図である。上述の実施形態と同様、終端光学素子2 と保持部材

3 との間には、内部空間4と外部空間6との間にギャッ 27が形成されている。

００72 本実施形態のガスシール機構2０Cは、対向面32にガス供給 口を備えていない。本

実施形態のガスシール機構2０Cは、内部空間4と外部空間6とを速通するよぅに対向

面3 と第 面 との間に形成され、内部空間4のガスを第2面 2と対向面32との間

のギャッ 27と、内部空間4にガスを供給する第 ガス供給装置6０とを含む。

００73 ガスシール機構2０Cは、第 ガス供給装置6０から内部空間4 にガスを供給し、内

部空間4の圧力を、少なくとも外部空間6の圧力 (例えば大気圧 ) よりも高くする。換言

すれば、ガスシール機構2０Cは、第 ガス供給装置6０を用いて、内部空間4にガス

を供給することによって、その内部空間4を陽圧化する。

００74 内部空間4が陽圧化されることによって、内部空間4からギャッ 27を介して第

2面 2と対向面32との間のギャップにガスが供給され、内部空間4からギャッ 26

27を介して第2面 2と対向面32との間に向かぅガスの流れが生成される。ギャッ 2

6、27から第2面 2と対向面32との間に供給されたガスは、外部空間6に向かって流

れる。すなわち、内部空間4が陽圧化されることによって、内部空間4からギャッ 26

27を介して外部空間6に向かぅガスの流れが生成され、第2面 2と対向面32との

間には、接合部4０の周りから外部空間6側に向かぅガスの流れが生成される。ガスシ



一ル機構2０Cは、このカスの流れによって、外部空間6の気体か接合部4０にもたら

されることを抑制する。

００75 く第5実施形態 ノ

吹に、第5実施形態について脱明する。図9は、第5実施形態に係る光学装置 の

一部を示す側断面図てある。本実施形態は、第 ～第3実施形態の変形例てある。

図9に示すよぅに、本実施形態に係るカスシール機構2０ は、第2面 2と対向面32

との間のカスを吸引するカス吸引機構 5０を備えている。カス吸引機構 5０は、保持部

材3 に形成されたカス吸引口5 と、カス吸引口5 を介してカスを吸引可能な真空

系等を含かカス吸引装置52とを備えている。カス吸引装置52とカス吸引口5 とは、

吸引管53P及ひ保持部材3 の内部に形成された吸引流路 53を介して接続されて

いる。

００76 カス吸引口5 は、保持部材3 の上面3０のぅち、対向面3 に対して外部空間6側

の対向面32に形成されており、第2面 2と対向面32との間のカスを吸引可能てある

。上述の実施形態と同様、第2面 2と対向面32との間にはキヤノプ26 27か形成さ

れている。

００77 また、上述の実施形態と同様、対向面3 と第 面 との間には、内部空間4と外部

空間6とを庫適するよぅにキヤノプ26か形成されている。キヤノプ26は、内部空間4と

外部空間6との間てカスの流適を可能にし、内部空間4のカスは第2面 2と対向面3

2との間に流れる。

００78 カス吸引装置52か駆動されると、第2面 2と対向面32との間のカスは、カス吸引

口5 によって吸ョ店れる。図9に示すよぅに、カス吸引口5 かカスを吸引することに

よって、鏡筒 5の内部空間4からキヤノ 26を介して、接合部4０の周りからカス吸引

口5 に向かぅカスの流れか生成される。カス吸引口5 は、接合部4０より外部空間6

側に配置されており、接合部4０側から外部空間6側に向かぅカスの流れか生成され

る。

００79 また、カス吸引口5 かカスを吸引することによって、外部空間6からカス吸引口5

に向かぅカスの流れか生成される。カス吸引口5 は、接合部4０より外部空間6側に

配置されており、外部空間6からのカスは、接合部4０にほほ到達することなく、カス吸



引口5 に吸ョ店れる。

００8０ このよぅに、本実施形態においては、ガスシール機構2０ は、接合部4０側から外

部空間6側に向かぅガスの流れを生成するとともに、外部空間6から接合部4０に向か
ぅガスを、接合部4０にもたらされる前に、ガス吸引口5 で吸引することができる。これ

により、外部空間6の気体が接合部4０にもたらされることが抑制される。

００8 1 なお、第2面 2には、ガス吸引口5 に対向させて、凹部を形成してもよい。また、

第2面 2には円周状の満を形成してもよい。

００82 く第6実施形態 ノ

次に、第6実施形態について説明する。図 ０は、第6実施形態に係る光学装置

の一部を拡大した斜視図である。図 ０に示すよぅに、本実施形態のガスシール機構

2０ は、ガスを供給するガス供給 口2 とガスを吸引するガス吸引口5 とを備えてい
る。

００83 図 ０において、保持部材3 の対向面32には満24が形成されている。満24は、

複数の接合部4０に対応するよぅに上面3０ に複数形成されている。満24の円周方

向の長刮ま、接合部4０の円周方向の長さよりも長い。満24はX 平面内において略

円弧状に形成されている。ガス供給 口2 は、満24の円周方向における第 の位置

に形成され、ガス吸引口5 は、満24の円周方向における第2の位置に形成されてい

る。本実施形態においては、略円弧状の満24の円周方向における一端にガス供給

口2 が形成され、他端にガス吸引口5 が形成されている。

００84 満24は、対向面3 よりも外部空間6側に配置されている。すなわち、ガス供給 口2

及びガス吸引口5 を含む満24は、接合部4０を含む対向面3 に対して外部空間6

側に配置された対向面32に形成されている。

００85 本実施形態においては、ガスシール機構2０ は、ガス供給 口2 を用いたガス供給

動作と、ガス吸引口5 を用いたガス吸引動作とを並行して行い、接合部4０より外部

空間6側の第2面 2と対向面32との間に、所定のガスの流れを生成する。

００86 このよぅに、ガス供給 口2 とガス吸引口5 との両方を対向面32に形成することがで

きる。これにより、第2面 2と対向面32との間におけるガスの流れを制御することがで

きる。例えば、ガスシール機構2０ は、第2面 2と対向面32との間のギヤップから外



部空間6側にガスが過剰に流れることを抑制することができる。外部空間6側にガスが

過剰に流れると、液浸空間 Sの液体 が気化しやすくなったり、あるいは液体

中に気泡が生成される等、外部空間6に流れたガスが液浸空間 Sに影響を与える

可能性がある。本実施形態においては、ガス供給 口2 を用いたガス供給動作とガス

吸引口5 を用いたガス吸引動作とを適宜行ぅことによって、ガスの流れを制御し、所

望のガスの流れを生成することができる。

００87 なお、図 ０に示したガス供給 口2 とガス吸引口5 との位置関係、数などは一例で

あり、それら位置関係及び数などは、第2面 2と対向面32との間において所望のガ

スの流れを生成できるよぅに適宜設定される。

００88 く第7実施形態 ノ

次に、第7実施形態について説明する。図 は、第7実施形態に係る光学装置

の一部を拡大した側断面図、図 2は斜視図である。図 及び図 2に示すよぅに、

本実施形態のガスシール機構2０ は、接合部4０を含む対向面3 に対して内部空

間4側に配置されたガス供給 口2 と、対向面3 に対して外部空間6側に配置された

ガス吸引口5 とを備えている。

００89 上述の第 実施形態と同様、接合部4０は、光軸 X周りの回伝方向において複数

形成されている。本実施形態においては、保持部材3 の上面3０には、対向面3 に

対して内部空間4側に形成された第 の満28と、対向面3 に対して外部空間6側に

形成された第2の満29とが形成されている。第 の満2 及び第2の満29のそれぞれ

は、上面3０において、島状に配置された複数の接合部4０(接着剤が配置される領

城 )を挟むよぅに形成される。

００9０ ガス供給 口2 は、第 の満28の内側に形成されている。本実施形態においては、

第 の満28はX 平面内において略円弧状に形成されており、ガス供給 口2 は第

の満28の軸方向ほぼ中央に形成されている。ガス供給 口2 は、接合部4０の近傍に

形成されている。

００9 1 ガス吸引口5 は、第2の満29の内側に形成されている。本実施形態においては、

第2の満29はX 平面内において略円弧状に形成されており、ガス吸引口5 は、円

弧状の第2の満29の一端と他端とのそれぞれに形成されている。



００92 ガスシール機構2０ は、ガス供給 口2 を用いたガス供給動作と、ガス吸引口5 を

用いたガス吸引動作とを並行して行い、接合部4０より外部空間6側の第2面 2と対

向面32との間に、所定のガスの流れを生成する。

００93 すなわち、ガスシール機構2０ は、対向面3 に対して内部空間4側に配置された

ガス供給 口2 よりガスを供給するとともに、対向面3 に対して外部空間6側に配置さ

れたガス吸引口5 よりガスを吸引することによって、接合部4０側から外部空間6側に

向かぅガスの流れを生成することができる。

００94 また、ガス吸引口5 よりガスを吸引することによって、外部空間6からガス吸引口5

に向かぅガスの流れが生成される。ガス吸引口5 は、接合部4０より外部空間6側に

配置されており、外部空間6からのガスは、接合部4０にほぼ到達することなく、ガス吸

引口5 に吸ョ店れる。

００95 このよぅに、本実施形態においても、ガスシール機構2０ は、接合部4０側から外部

空間6側に向かぅガスの流れを生成するとともに、外部空間6から接合部4０に向かぅ

ガスを、接合部4０にもたらされる前に、ガス吸引口5 で吸引することができる。これ

により、外部空間6の気体が接合部4０にもたらされることが抑制される。

００96 なお、本実施形態においては、第2の満29はX 平面内において略円弧状に形成

されているが、短い直線状でもよい。

００97 く第8実施形態 ノ

次に、第8実施形態について説明する。図 3は、第8実施形態に係る光学装置

の一部を拡大した側面図である。上述の第 ～第7実施形態においては、対向面3

及び対向面32は、保持部材3 のぅち z側を向く上面3０に形成されているが、図

3に示すよぅに、対向面3 と対向面32とが互いに典なる方向を向く面に形成されても

よい。本実施形態においては、保持部材3 の対向面3 は、終端光学素子2 の側

面g と対向するよぅに形成され、対向面32は、終端光学素子2 のフランジ面g の

一部と対向するよぅに形成されている。すなわち、本実施形態においては、終端光学

素子2 の表面のぅち第 面 は側面g に設定され、その第 面 に対して外部空

間6側の第2面 2はフランジ面g に設定されている。そして、ガスシール機構2０G

のガス供給 口2 が対向面32に形成されており、ガスシール機構2０Gは、ガス供給



口2 からガスを供給することによって、第2面 2と対向面32との間に所定のガスの

流れを生成する。本実施形態においても、ガスシール機構2０Gによって生成される

ガスの流れによって、接合部4０の劣化を抑制することができる。

００98 く第9実施形態 ノ

次に、第9実施形態について説明する。図 4は、第9実施形態に係る光学装置

の一部を拡大した側面図である。本実施形態においては、保持部材3 の対向面3

は、終端光学素子2 の側面g と対向するよぅに形成され、対向面32も、終端光学

素子2 の側面g と対向するよぅに形成されている。すなわち、本実施形態において

は、終端光学素子2 の表面のぅち第 面 は側面g に設定され、その第 面 に

対して外部空間6側の第2面 2も側面g に設定されている。そして、ガスシール機

構2０ のガス供給 口2 が対向面32に形成されており、ガスシール機構2０ は、ガ

ス供給 口2 からガスを供給することによって、第2面 2と対向面32との間に所定の

ガスの流れを生成する。本実施形態においても、ガスシール機構2０ によって生成

されるガスの流れによって、接合部4０の劣化を抑制することができる。

００99 く第 ０実施形態 ノ

次に、第 ０実施形態について説明する。図 5は、第 ０実施形態に係る光学装置

の一部を拡大した側面図である。本実施形態においては、終端光学素子2 のェッ

ジには、 z側を向き、X 平面とほぼ平行な上面g が形成されている。保持部材3

の対向面3 は、終端光学素子2 の上面g と対向するよぅに形成され、対向面3

2は、終端光学素子2 の側面g と対向するよぅに形成されている。すなわち、本実

施形態においては、終端光学素子2 の表面のぅち第 面 は上面g に設定され、

その第 面 に対して外部空間6側の第2面 2は側面g に設定されている。そして

、ガスシール機構2０のガス供給 口2 が対向面32に形成されており、ガスシール機

構2０は、ガス供給 口2 からガスを供給することによって、第2面 2と対向面32との

間に所定のガスの流れを生成する。本実施形態においても、ガスシール機構2０に

よって生成されるガスの流れによって、接合部4０の劣化を抑制することができる。

０1００ く第 実施形態 ノ

次に、第 実施形態について説明する。上述の第 ～第 ０実施形態においては



、ガスシール機構の対向面32は、対向面3 を有する保持部材3 に形成されている

が、本実施形態の特徴的な部分は、対向面32が、対向面3 を有する保持部材3

とは別の部材に形成されている点にある。

０1０1 図 6は、第 実施形態に係る光学装置 の一部を示す側断面図である。図 6に

示すよぅに、本実施形態においては、ガスシール機構2０Jの対向面32は、保持部材

3 とは別の部材32 に形成されている。また、対向面32にはガス供給 口2 が形成

されている。部材32 の内部には、ガス供給口2 に接続する供給流路23が形成さ

れている。本実施形態においても、ガスシール機構2０Jによって生成されるガスの流

れによって、接合部4０の劣化を抑制することができる。

０1０2 なお、第 実施形態の構成を、上述の第 ～第 ０実施形態に適用することも可能

である。

０1０3 く第 2実施形態 ノ

次に、第 2実施形態について説明する。上述の第 ～第 実施形態においては

、接合部は、第 面 と対向面3 とを接着剤で接着しているが、図 7に示すよぅに、

接合部4０は、第 面 と対向面3 とをダイレクトボンディングで接着することができ

る。

０1０4 ダイレクトボンディングは、オプティカルコンタクトを含み、十分に清掃された二つの

面どぅしを接着剤無しで密若させることによって接合する。本実施形態においては、

保持部材3 は、終端光学素子2 と同様のガラス (石英など)で形成され、その終端

光学素子2 の第 面 と保持部材3 の対向面3 とを接着剤無しで密若させること

によって、対向面3 と第 面 とが接合される。

０1０5 本実施形態においては、ガスシール機構2０ は、ダイレクトボンディングで接合さ

れた対向面3 (第 面 ) に対して外部空間6側の第2面 2と対向面32との間に、

ガスの流れを生成する。ダイレクトボンディングの接合部4０においても、湿気を帯び

た気体がもたらされたり、純度が低い気体がもたらされた場合、接合部4０が劣化し

たり、接合強度が低下する可能性がある。ガスシール機構2０ は、外部空間6の気

体が接合部4０へもたらきれることを抑制するためにガスの流れを生成することによっ
て、接合部4０の劣化を抑制することができる。



０1０6 なお、上述の第 ～第 2実施形態においては、接着剤を含む接合部4０は、島状

に設けられているが、終端光学素子2 を囲むように、環状に設けられていてもよい。

０1０7 なお、上述の第 ～第 2実施形態において、ガス供給 口2 、あるいはそのガス供

給 口2 が形成される満が環状に形成されていてもよい。同様に、ガス吸引口5 、あ

るいはそのガス吸引口5 が形成される満が環状に形成されてもよい。すなわち、満

は、保持部材3 の対向面32の全周にわたって形成されてもよい。

０1０8 なお、上述の第 ～第 2実施形態において、終拙光学素子2 は、平行平板であ

０1０9 なお、上述の図 3、図 4を参照して説明した実施形態においては、終端光学素

子2 の光学面に接合部4０を設けてもよい。

０11０ なお、上述の第2、第6、第7実施形態において、ギヤッ 27にグリースを充填して

もよい。

０111 なお、上述の第9、第 実施形態において、ェアベアリング方式 (ガス供給 口2 に

隣接して、ガス回収 口を設けた構成)であってもよい。

０112 なお、上述の図 5を参照して説明した実施形態において、上面g を形成せずに

、光路を遮らないように、保持部材3 を終端光学素子2 の光学面の一部に対向さ

０113 なお、上述の各実施形態の構成を、任意に細み合わせることはもちろん可能である

０114 く第 3実施形態 ノ

次に、第 3実施形態について説明する。本実施形態においては、上述の第 ～第

2実施形態で説明した光学装置 が、露光装置 Xの投影光学系P である場合を

例にして説明する。

０115 図 8は、第 3実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図である。図 8にお

いて、露光装置 Xは、マスク を保持して移動可能なマスクステージ7 と、某板Pを

保持して移動可能な某板ステージ72と、マスク のパターンを露光光 で照明する

照明系 と、露光光 で照明されたマスク のパターンの像を墓板Pに投影する投

影光学系P と、露光装置 X全体の動作を制御する制御装置73とを備えている。



０116 なお、ここでいぅ某板Pは、例えばシリコンウェハのよぅな半導体ウェハ等の某材上

に感光材 (フオトレジスト) を塗布したもの、あるいは感光材に加えて保護膜 (トップコ

ート膜 ) などの各種の膜を塗布したものを含み、マスク は、某板P上に縮小投影さ

れるデバイスパターンが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。透過型マス

クは、遮光膜でパターンが形成されるバイナリーマスクに限られず、例えばハーフトー

ン型、あるいは空間周波数変調型などの位相シフトマスクも含む。

０117 本実施形態の露光装置 Xは、露光波長を実質的に短くして解像度を向上するとと

もに焦点深度を実質的に広くするために液浸法を適用した液浸露光装置であって、

露光光 の光路空間を液体 で満たすよぅに所定の液浸空間 Sを形成可能なノ

ズル部材8０を備えている。液浸空間 Sは、液体 Qで満たされた空間であり、露光

光 の光路空間は、露光光 が進行する光路を含む空間である。本実施形態に

おいては、液浸空間 Sを形成するための液体 Qとして、デカリン(C ) を用いる
０ 8

。なお、液体 Qとしては、水 (純水 ) 、フッ素系液体等を用いることもできる。

０118 ノズル部材8０は、液浸空間 Sを形成するための液体 Qを供給可能な液体供給

口8 (図 8には不図示) と、液体 Qを回収可能な液体回収 口8 2 (図 8には不図示

) とを有しており、液体供給 口8 を用いた液体供給動作と液体回収 口8 2を用いた液

体回収動作の少なくとも一部とを並行して行ぅことによって、露光光 の光路空間を

液体 Qで満たすよぅに、所定の液浸空間 Sを形成可能である。

０119 本実施形態においては、ノズル部材8０は、某板Pの表面と対向するよぅに配置され

、某板Pの表面との間で液体 Qを保持可能であり、その某板Pの表面との間に液浸

空間 Sを形成可能である。

０12０ また、ノズル部材8０の近傍に、投影光学系P の複数の光学素子のぅち、投影光学

系P の像面に最も近い終端光学素子2 が配置される。終端光学素子2 は、某板

Pの表面と対向するよぅに配置され、某板Pの表面との間で液体 Qを保持可能であり

、その某板Pの表面との間に液浸空間 Sを形成可能である。

０12 1 本実施形態においては、露光装置 Xは、ノズル部材8０を用いて、某板Pの表面と

、その某板Pの表面と対向するノズル部材8０及び終端光学素子2 との間に液浸空



間 Sを形成する。これにより、投影光学系P の終端光学素子2 と某板Pの表面と

の間の露光光 の光路空間か被体 て満たされる。

０122 また、本実施形態においては、投影光学系P の投影領城を含む某板P上の一部

の領城か被体 Qて覆われるよぅに、被侵空間 Sか形成される。すなわち、本実施

形態においては、投影光学系P の投影領城を含む某板P上の一部に被侵領城か

形成される局所被侵方式か採用されている。

０123 照明系 は、マスク 上の所定の照明領城を均一な照度分布の露光光 て照明

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

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

光) 、あるいは エキシマレーザ光 (波長 9 3 ) レーザ光 (波長 )

等の真空紫外光 ( 光) なとか用いられる。本実施形態においては エキシマ

レーザ光か用いられる。

０124 マスクステーシ7 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シ駆動装

置7 の駆動により、マスク を保持した状態て、X軸、 軸、及ひ Z方向に移動

可能てある。マスクステーシ7 (ひいてはマスク )の位置情報はレーザ干渉計 7

によって計側される。レーザ干渉計 7 は、マスクステーシ7 上に設けられた計側ミ

ラー7 を用いてマスクステーシ7 の位置清報を計側する。制御装置7 3は、レーザ

干渉計 7 の計側結果に某ついてマスクステーシ駆動装置7 を駆動し、マスクス

テーシ7 に保持されているマスク の位置制御を行ぅ。

０125 投影光学系P は、マスク のパターンの像を所定の投影倍率て某板Pに投影可

能てあり、上述の第 ～第 3実施形態て説明した光学装置 を含む。本実施形態に

おいては、投影光学系P は、マスク のパターンの像を被侵空間 Sの被体 Qを

介して某板P上に投影する。本実施形態の投影光学系P は、その投影倍率か例え

は 4、 5、 8等の縮小系てある。なお、投影光学系P は縮小系、等倍系及

ひ拡大系のいすれてもよい。また、投影光学系P は、反射光学素子を含まない屈折

系、屈折光学素子を含まない反射系、反射光学素子と屈折光学素子とを含む反射

屈折系のいすれてあってもよい。また、投影光学系P は、倒立像と正立像とのいす

れを形成してもよい。



０126 某板ステージ7 2は、某板Pを保持する某板ホルダ7 2 を有しており、リニアモータ

等のアクチュエータを含む某板ステージ駆動装置7 2 の駆動により、某板ホルダ7 2

に某板Pを保持した状態で、べ一ス部材 P上において、X軸、 軸、z軸、 x、０

、及び z方向の6 自由度の方向に移動可能である。某板ステージ7 2の某板ホル

ダ7 2 は、某板Pの表面とX 平面とがほぼ平行となるよぅに、某板Pを保持する。

０127 某板ステージ7 2 (ひいては某板P )の位置情報はレーザ干渉計 7 2 によって計測さ

れる。レーザ干渉計 、墓板ステージ7 2に設けられた計測ミラー を用いて

某板ステージ7 2のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。また、露

光装置 Xは、某板ステージ7 2に保持されている某板Pの表面の面位置情報 (z軸、

x、及び 方向に関する位置情報 ) を検出可能な不図示のフオーカス・レベリン

グ検出系を備えている。制御装置7 3は、レーザ干渉計 7 2 の計測結果及びフオー

カス・レベリング検出系の検出結果に某づいて某板ステージ駆動装置7 2 を駆動し

、某板ステージ7 2に保持されている某板Pの位置制御を行ぅ。

０128 また、本実施形態においては、某板ステージ7 2上には凹部 7 2cが設けられており

、某板ホルダ7 2 はその凹部 7 2cに配置されている。凹部 7 2c以外の某板ステージ

2の上面7 2 はほぼ平坦であり、その某板ステージ2の上面7 2 と、某板ホルダ7 2

に保持された某板Pの表面とはほぼ同じ高さ (面一) である。ノズル部材8０は、某板ス

テージ7 2の上面7 2 との間において付液浸空間 sを形成可能である。

０129 図 9は、ノズル部材8０の近傍を示す側断面図である。図 9に示すよぅに、ノズル

部材8０は、液浸空間 sを形成するための液体 を供給する液体供給 口8 と、液

体 Qを回収する液体回収 口8 2とを有している。ノズル部材8０は、終端光学素子2

の近傍において、某板Pの表面 (及び 又は某板ステージ2の上面2 )と対向するよ

ぅに配置される。本実施形態においては、ノズル部材8０は、環状の部材であって、某

板P 某板ステージ2 の上方において、露光光 の光路空間 を囲むよぅに配置さ

れる。

０13０ ノズル部材8０は、某板Pの表面と対向可能な下面9０ を有する底板 8 3を有してい

る。底板 8 3の中央にほ露光光 が通過可能な開口84が形成されている。液体供

給 口8 は、底板 8 3の上面と終端光学素子2 の射出面8との間は液体 Qを供給す



る。液体供給 口8 は、ノズル部材8０の内部に形成された液体供給流路 8 5及び液体

供給管8 5Pを介しで液体供給装置8 6に接続されている。液体供給装置8 6は、温度

が調整された清浄な液体 Qを送出可能である。液体供給装置8 6は、液体供給管8

5P、液体供給流路 8 5、及び液体供給 口8 を介して、液浸空間 Sを形成するため

の液体 Qを供給可能である。液体供給装置8 6の動作は、制御装置7 3に制御され

る。

０13 1 液体回収 口8 2は、底板 8 3の下面9０ を囲むよぅに設けられており、その液体回収

口8 2 には多孔部材8 7が配置されている。本実施形態においては、多孔部材8 7の

下面g０ と底板 8 3の下面g０ とはほぼ面一である。液体回収 口 は、ノズル部材8

0の内部に形成された液体回収流路 8 8及び液体回収管8 8Pを介しで液体回収装置

8 9 に接続されている。液体回収装置8 9は、真空系等を含み、液体 Qを回収可能で

ある。液体回収装置8 9は、液体回収 口8 2、液体回収流路 8 8、及び液体回収管8 8P

を介して、液浸空間 Sの液体 Qを回収可能である。液体回収装置8 9の動作は、

制御装置7 3 に制御される。

０132 ノズル部材8０の底板 8 3の下面9０ 及び多孔部材8 7の下面9０ の少なくとも一部

は、某板Pの表面との間で液体 Qを保持可能であり、某板Pの表面との間は液体

Qの液浸空間 Sを形成可能である。液浸空間 Sを形成し続けるために、制御装置

7 3は、液体供給装置8 6及び液体回収装置8 9のそれぞれを駆動し、液体供給 口8

を用いた液体供給動作、及び液体回収 口 を用いた液体回収動作のそれぞれを

実行する。

０133 液体供給装置8 6から送出された液体 Qは、ノズル部材8０の液体供給流路 8 5を

流れた後、液体供給 口8 より、終端光学素子2 の射出面8と底板 8 3の上面との間

に供給される。終端光学素子2 の射出面8と底板 8 3の上面との間に供給されね液

体 Qは、底板 8 3のほぼ中央に形成された開口84を介して、ノズル部材8０の下面9

g０ と某板P (某板ステージ2) との間の空間に流入し、露光光 の光路空間

な満たすよぅに、液浸空間 Sを形成する。

０134 ノズル部材8０の下面g０ g０ と某板Pの表面との間の空間の液体 Qは、ノズル

部材8０の液体回収 口8 2を介しで液体回収流路 8 8に流入し、その液体回収流路 8 8



を流れた後、液体回収装置8 9に回収される。

０135 制御装置7 3は、露光光 の光路空間 に対して、単位時間当たり所定最の液体

を液体供給 口8 より供給するとともに単位時間当たり所定最の液体 Qを液体回

収 口 より回収することで、終端光学素子2 と某板Pの表面との間の露光光 の

光路空間 を液体 Qで満たすよぅに、液浸空間 Sを形成する。

０136 露光装置 Xは、少なくともマスク のパターンの像を某板Pに投影している間、ノズ

ル部材8０を用いで液浸空間 Sを形成する。露光装置 Xは、照明系 より射出され

、マスク を通過した露光光 を、投影光学系P と液浸空間 Sの液体 Qとを介し

て某板P上に照射する。これにより、マスク のパターンの像が某板P上に投影され、

某板Pが露光される。

０137 本実施形態においては、少なくとも液浸空間 5が形成されている間、制御装置7 3

は、ガスシール機構2０(2０ ～2０ )を用いて所定のガスの流れを生成し、外部空

間6の気体が終端光学素子2 と保持部材3 との接合部4０へもたらされることを抑

制する。

０138 なお、本実施形態においては、終端光学素子2 が鏡筒 5に保持される構成につ

いて説明したが、終端光学素子2 をノズル部材8０で保持してもよい。すなわち、本

実施形態における保持部材3 の構成をノズル部材8０に設けてもよい。

０139 これにより、接合部4０の劣化が抑制され、保持部材3 は、終端光学素子2 を良

好に保持し続けることができる。したがって、露光装置 Xは、所望の光学特性が維

持された投影光学系P を用いて、某板Pを良好に露光することができる。

０14０ なお、上述の実施形態においては、投影光学系 (光学装置) の終端光学素子の射

出面側の光路空間が液体で満たされるが、例えば国際公開第2００4 ０ 9 28号

パンフレソトに開示されているよぅに、終端光学素子の物体面側の光路空間も液体で

満たすよぅにしてもよい。その場合、投影光学系のぅち、終端光学素子に次いで投影

光学系の像面に近い光学素子が、液浸空間を含む第 の空間と、第 の空間とは典

なる第2の空間との境界に配置される。

０14 1 なお、上述の実施形態の某板Pとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウェハ

のみならず、ディスプレイデバイス用のガラス某板や、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 ) 、またはフィルム部材等が適用される。また、某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。

０142 露光装置 Xとしては、マスク と某板Pとを同期移動してマスク のパターンを走

査露光するステップ・アントスキャン方式の走査型露光装置 (スキャニングステッパ )

の他に、マスク と某板Pとを静止した状態でマスク のパターンを一括露光し、某

板Pを順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置 (ステッ

パ ) にも適用することができる。

０143 また、露光装置 Xとしては、第 パターンと某板Pとをほぼ静止した状態で第 パタ

ーンの縮小像を投影光学系 (例えば 8縮小倍率で反射素子を含まない屈折型投

影光学系 ) を用いて某板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パターンと某板Pとをほぼ静止した状態で第2パターンの

縮小像をその投影光学系を用いて、第 パターンと部分的に重ねて某板P上に一括

露光するスティッチ方式の一括露光装置にも適用できる。また、スティッチ方式の露

光装置としては、某板P上で少なくとも2つのパターンを部分的に重ねて伝写し、某

板Pを順次移動させるステップ・アントスティッチ方式の露光装置にも適用できる。

０144 投影光学系P の光学素子 (最終光学素子2 など) は、フッ化ィヒ合物の単結品材

料に限定されない。光学素子は、石英及び蛍石よりも屈折率が高い(例えば ・6以

上)材料で形成してもよい。屈折率が ・6以上の材料としては、例えば、国際公開第

2００5 ０596 7号パンフレソトに開示されるザファイア、二酸化ゲルマニウム等、あ

るレソま、国際公開第2００5 ０596 8号パンフレソトに開示される塩化カリウム (屈折

率は約 ・75) 等を用いることができる。さらに、光学素子の表面の一部 (少なくとも液

体との接触面を含む) 又は全部に、親液性及び 又は溶解防止機能を有する薄膜

を形成してもよい。なお、石英は液体との親和性が高く、かつ溶解防止膜も不要であ

るが、蛍石は少なくとも溶解防止膜を形成することができる。純水よりも屈折率が高い
(例えば ・5以上の)液体 としては、例えば、屈折率が約 ・5０のイソプロパノー

ル、屈折率が約 ・6 のグリセロール (グリセリン) といったC 結合あるレソま

結合を持つ所定液体、ヘキザン、ヘプタン、デカン等の所定液体 (有機溶剤) 、ある



いは屈折率が約 ・6０のデカリン(Deca n : Decahyd onaph ha ene)などが挙げられる

。また、液体 は、これら液体のぅち任意の2種類以上の液体を混合したものでもよ

いし、純水にこれら液体の少なくとも つを添加 (混合 ) したものでもよい。さらに、液体

は、純水に "、Cs"、 "、 、 、 等の塩某又は酸を添加 (混合 ) した

ものでもよレ七、純水に 酸化物等の微粒子を添加 (混合 ) したものでもよい。なお、

液体 Qとしては、光の吸収係数が 、さく、温度依存性が少なく、投影光学系、及び

又は某板の表面に塗布されている感光材 ( 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 、。某板には、液体から感光材や某

材を保護するトップコート膜などを設けることができる。

０145 また、本発明は、特開平 ０ 6 3０9 9号公報、特開平 ０ 4783 号公報 (対応

米国特許第6，34 ００7号、第6，4００4 4 号、第6，54 9 269 号及び第6，5 9０6 34

号) 、特表2０００ ０5958 号公報 (対応米国特許第5，9 6 9 4 4 号) などに開示され

ているよぅな複数の某板ステージを備えたマルチステージ型の露光装置にも適用で

きる。

０146 更に、特開平 354 ００号公報や特開2０００ 645 ０4号公報 (対応米国特許

第6，897 963 号) に開示されているよぅに、某板を保持する某板ステージと某準マ

ークが形成された某準部材、及び各種の光電センザ等、露光に関する計測を実行可

能な計測器を搭載した計測ステージとを備えた露光装置にも本発明を適用すること

ができる。

０147 また、上述の実施形態においては、投影光学系P と某板Pとの間に局所的に液体

な満たす露光装置を採用しているが、本発明は、特開平6 24873 号公報、特開

平 ０ ０3 4号公報、米国特許第5，825 ０4 3号などに開示されているよぅな露

光対象の某板の表面全体が液体中に浸かっている状態で露光を行ぅ液浸露光装置

にも適用可能である。

０148 露光装置 Xの種類としては、某板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られず、液品表示素子製造用又はディスプレイ製造用の

露光装置や、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。

０149 なお、上述の実施形態においては、光透過性の某板上に所定の遮光パターン(

は位相パターン・減光パターン) を形成した光透過型マスクを用いたが、このマスクに

代えて、例えば米国特許第6，778 257 号公報に開示されているよぅに、露光すべ

きパターンの電子データに某づいて透過パターン又は反射パターン、あるいは発光

パターンを形成する電子マスク (可変成形マスクとも呼ばれ、例えば非発光型画像表

示素子 (空間光変調器 pa a gh Modu a o S )とも呼ばれる) の一種である

(D g a M c o m o Device) などを含む を用いてもよい。なお、 を用

いた露光装置は、例えば米国特許第6，778,257 号公報に開示されている。

０15０ また、国際公開第2００ ０3 5 6 8号パンフレソトに開示されているよぅに、干渉縞

を某板P上に形成することによって、某板P上にライン・アントスペースパターンを露

光する露光装置 (リソグラフィシステム) にも本発明を適用することができる。

０15 1 また、例えば特表2００4 985 ０号公報 (対応米国特許第6，6 3 6号) に開

示されているよぅに、2つのマスクのパターンを、投影光学系を介して某板上で合成し

、 回の走査露光によって某板上の つのショット領城をほぼ同時に二重露光する露

光装置などにも本発明を適用することができる。また、プロキシミティ方式の露光装置

、ミラープロジェクション・アライナーなどにも本発明を適用することができる。

０152 なお、法令で許容される限りにおいて、上記各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などの開示を援用して本文の記

載の一部とする。

０153 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ザブシス

テムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよぅに、細み立てること

で製造される。これら各種精度を確保するために、この細み立ての前後には、各種光

学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系については機械的

精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための

調整が行われる。各種ザブシステムから露光装置への細み立て工程は、各種ザブシ

ステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含ま

れる。この各種ザブシステムから露光装置への細み立て工程の前に、各ザブシステ



ム個々の細み立て工程があること 、刊 ぅまでもない。各種ザブシステムの露光装置へ

の細み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度

が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリー

ンルームで行ぅことが望ま 、。

半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図2０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某づいたマスク (レチクル)を製

作するステッ ０2、デバイスの某材である某板を製造するステップ2０3、前述した

実施形態に従って、マスクのパターンを某板に露光し、露光した某板を現像する某

板処理 (露光処理)を含む某板処理ステッ ０4、デバイス細み立てステップ (ダイシ

ング工程、ボンディング工程、パッケージ工程などの加工プロセスを含む) 2０5、検査

ステッ 2０6等を経て製造される。



請求の範囲

第 空間と、前記第 空間とは典なる第2空間との境界に配置される光学素子と、

前記光学素子の第 の面と対向する対向面を有する保持部材と、

前記対向面と前記第 の面とを接合する接合部と、

前記第 空間の気体及び前記第2空間の気体の少なくとも一方が前記接合部へも

たらされることを抑制するガス流れを生成するガスシール機構と、を備えた光学装置

2 前記接合部は、前記第 の面と前記対向面とを接着剤で接着する請求項 記載の

光学装置。

3 前記接合部は、前記第 の面と前記対向面とをダイレクトボンディングで接着する請

求項 記載の光学装置。

4 前記第 空間は液浸空間を含み、

前記ガスシール機構は、前記光学素子の前記第 の面に対して前記第 空間側に

位置する第2の面に、前記第 空間の気体よりも湿度が低いガスを供給する請求項

～3のいずれか一項記載の光学装置。

5 前記ガスシール機構は、前記第2の面に沿った前記ガスの流れを生成する請求項

4に記載の光学装置。

6 前記ガス流れは、前記接合部から前記第 空間に向かぅ請求項5記載の光学装置

7 前記ガスシール機構は、前記第2の面上の空間を陽圧化する請求項 ～3のいず

れか一項記載の光学装置。

8 前記ガスシール機構は、前記第2の面に向けてガスを供給するガス供給 口を有す

る請求項4～7のいずれか一項記載の光学装置。

9 前記ガスシール機構は、前記保持部材に設けられる請求項4～8のいずれか一項

記載の光学装置。

０ 前記ガスシール機構は、前記第2の面との間のガスを吸引するガス吸引機構を有

する請求項 ～3のいずれか一項記載の光学装置。

前記ガス吸引機構は、前記保持部材に形成されたガス吸引口を有する請求項 ０



記載の光学装置。

2 前記接着剤は、有機材料を含み、

前記ガスシール機構は、前記有機材料の化学反応による劣化を防止する請求項2

記載の露光装置。

3 前記接着剤は、無機材料を含み、

前記ガスシール機構は、前記無機材料の腐食を防止する請求項2記載の露光装

置。

4 複数の光学素子を保持する鏡筒をさらに備え、

前記第2空間は、前記鏡筒の内部空間を含み、

前記保持部材に保持される光学素子は、前記鏡筒の内部空間と外部空間との境

界に配置される請求項 ～3のいずれか一項記載の光学装置。

5 露光光で某板を露光する露光装置において、

請求項 ～請求項 4のいずれか一項記載の光学装置を備え、前記光学装置の前

記光学素子を介して前記某板上に露光光を照射する露光装置。

6 前記保持部材に保持された光学素子と前記某板との間に液浸空間が形成され、

前記光学素子及び前記液浸空間の液体を介して前記某板を露光する請求項 5

記載の露光装置。

7 請求項 5 は請求項 6のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造

方法。
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シ - 機構を備えて る光学装置である。
しかしなが ら、調査の結果、この共通事項は、WO 2005/006417 A l (株式会社二 )

2005.01.20 全文 (特に第 1 実施例、図 5 参照 ) に開示きれて る ら、新規でな 。
よ て、請求の範囲 1-17 に係る発明は発明の単—性の要件を満たして な 。

・ぼ 出願人が必要な 國ID調査 数料をす て期間内に納付したので、この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に いて作成した。

・珂 追加調査手数料を要求するまでもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ ができたので、追
加調査手数料の納付を求めな た。

・戸 出願人が必要な追加調査手数料を 部のみしか期間内に納付しなか たので、この国際調査報告は、手数料の納
付のあった次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ 出願人が必要な迫加調査手数料を期間内に納付しな I たので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数料の異議の中立てに関する注意
追加調査 数料及び、該当する場合には、異議申立 数料の納付 共に、出願人か 異議申立てがあった。

㌃ 追加調査 数料の納付と共に出願人から異議申立てがあ たが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間
内に支払われなかった。

口 追加調査手数料の納付はあ たが、異議申立てほなか た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 ペ - ジの続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 年 4 月 )
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