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添付公開書類

ほの 要約 露 装置 E X I 露光光 E」を射出する光源装置 1と、光源装置 1から射出された露光光 E」を第 1露
光光 E」1と第 2 光光 EL2 とに分離する分離光学系 13を有 し、第 1露光光 E」1で第 1パタ一ン PA 1を照
明するとともに 2露光光 E L 2で第 2パタ一ン PA 2を照明する照明系 I」とを備え、第 1パタ一ン PA 1から
の第 1露光光 E L 1と第 2 一ン PA2 からの第 2露光光 E」2とを基板 P上の所定領域に照射する とによっ
て、基板 P上の 領域を る。



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。

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2 ００ 297976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、複数のマスクのそれぞれを露光光で照明するために、複数の

光源装置を設けたり、複数の照明系を設ける場合、装置コストが増大したり、露光装

置が大型ィビする可能性がある。

０００4 本発明はこのょぅな事情に鑑みてなされたものであって、装置コストの増大や装置

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

下の構成を採用している。但し、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に

過ぎず、各要素を限定するものではない。

０００6 本発明の第 の態様に従えば、基板 ( P ) を多重露光する露光装置であって、露光

光 ( ) を射出する光源装置 ( ) と、光源装置 ( ) から射出された露光光 ( ) を第

露光光 ( ) と第 2 露光光 ( 2 ) とに分離する分離光学系 ( 3 ) と、第 露光光 (

) で第 パターン ( P ) を照明するとともに第 2 露光光 ( 2 ) で第 2 パターン ( P 2

) を照明する照明系 ( ) とを備え、第 パターン ( P ) からの第 露光光 ( ) と第

2 パターン ( P 2 ) からの第 2 露光光 ( 2 ) とを基板 ( ) 上の所定領域 ( S ) に照射



することによって、基板 (P)上の所定領域 (S )を多重露光する露光装置 ( X) が提

供される。

０００7 本発明の第 の態様によれば、装置コストの増大や装置の大型ィビを抑え、基板を効

率良く多重露光できる。

０００8 本発明の第2の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光装置 ( X)であって、露光

光 ( )を発生する光源 ( ) と、第 露光光 ( )で第 パターン (P ) を照明する

とともに第2露光光 ( 2)で第2パターン (P 2)を照明する照明系 ( ) と、前記基

板 (P) に相対して第1パターン (P )及び第2パターン (P 2)を移動する移動装置

(6 ) と、第 パターン ( ) 、第2パターン (P 2)及び前記基板の少なくとも一つの

移動と同期して移動可能であり、且つ第 露光光だけを通過させる第 領域 ( ) と

、第2露光光だけを通過させる第2領域 ( ) と、第 露光光と第2露光光の両方を

通過させる第3領域 OC) とを有する可動ブラインド( ０) と、第 パターンからの第

露光光 ( ) と第2パターンからの第2露光光 ( 2)とを前記基板上の所定領域 (S

) に照射することによって、前記基板上の所定領域 (S )を多重露光する露光装置

( X) が提供される。

０００9 本発明の第2の態様の露光装置によれば、単一の可動ブラインドを使用して基板

上の隔離された位置に形成される二つの露光領域を良好に制御して基板の不要な

露光を防止することができる。

００1０ 本発明の第3の態様に従えば、第 または第2態様の露光装置 ( X)を用いて基板

を多重露光すること( 2 2０4)と、多重露光した基板を現像すること(2０4)と、

現像した基板を加工すること(2０5) を含むデバイス製造方法が提供される。本発明

のデバイス製造方法によれば、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。

００11 本発明の第4の態様に従えば、基板 (P)を走査方向に移動しつつ基板 (P)上の所

定領域 (S )を多重露光する露光方法であって、光源装置 ( )から射出された露光

光 ( )を、第 露光光 ( ) と第2露光光 ( 2)とに分離し(S2) 、第 露光光 (

) を第 露光領域 ( ) に照射するとともに、走査方向に関して第 露光領域 (

) とは異なる位置に設定された第2露光領域 (A 2) に第2露光光 ( 2)を照射し



S3) 、第 露光領域け山 及び第2露光領域 (A 2) に対して基板 (P)上の所定領

域 (S )を移動することによって、基板 (P)上の所定領域 (S )を多重露光する (S4)

露光方法が提供される。

００12 本発明の第4の態様によれば、装置コストの増大や装置の大型ィビを抑え、基板を効

率良く多重露光できる。

００13 本発明の第5の態様に従えば、上記露光方法を用いて基板を多重露光すること(

2 2０4 と、多重露光した基板を現像すること(2０4 と、現像した基板を加工す

ること(2０5) を含むデバイス製造方法が提供される。

００14 本発明の第5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

００15 本発明によれば、装置コストの増大や装置の大型ィビを抑え、基板を効率良く多重

露光することができ、デバイスを良好に製造することができる。

００16 図 第 実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2 第 実施形態に係る照明系の偏光変換素子の一例を説明するための図である

図3 第 実施形態に係る照明系の二次光源の一例を説明するための図である。

図4 第 実施形態に係る照明系の開口絞りの一例を説明するための図である。

図5 第 実施形態に係る照明系の要部を示す図である。

図6 第 実施形態に係る第 、第2マスクを示す図である。

図7 ( )及び ( ) は第 、第2マスクに露光光が人射する様子を示す模式図である。

図8 照明系の開口絞りの別の例を説明するための図である。

図9 マスクステージの一例を示す斜視図である。

図1０第 実施形態に係る露光方法を説明するための図であって、第 、第2マスクと

第 、第2照明領域との関係を示す模式図である。

図11 第 実施形態に係る露光方法を説明するための図であって、基板と第 、第2

露光領域との関係を示す模式図である。



図12 第 実施形態に係る可動ブラインドの一例を説明するための図である。

図13 可動ブラインドの作用を説明するための模式図である。

図14 第2実施形態に係る照明系の要部を示す図である。

図15 第2実施形態に係る照明系の開口絞りの一例を説明するための図である。

図16 第3実施形態に係る照明系の要部を示す図である。

図17 第4実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図18 第5実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図19 第6実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2０第7実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2 1 第8実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図22 第 実施形態の露光装置を用いて基板を露光する方法を示すフローチャート

である。

図23 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である。

符号の説明

００17 …光源装置、 ０ 可動ブラインド、 ０ …第 通過領域、 ０ …第2通過

領域、 OC …第3通過領域、皿…ブラインド装置、 3 …分離光学系、 8 …変換素

子、 9 g g …結像光学系、2０ 2０ 2０ …結像光学系、3０…制御装置

4０…中間光学部材、4０ …第 反射面、4０ …第2反射面、4 …第 誘導光学

系、42…第2誘導光学系、43…第3誘導光学系、44…凹面ミラー、6０…マスクステ

ージ、6 …メインステージ、62…第 サブステージ、63…第2サブステージ、7０…計

測システム、8０…基板ステージ、 ００…液浸システム、 …第 露光領域、 2
…第2露光領域、 …第 露光光、 2 …第2露光光、 X…露光装置、 …終

端光学素子、 …照明系、 …液体、 …液浸領域、 …第 マスク、 2…第

2マスク、P …基板、P …第 パターン、P 2…第2パターン、P …投影光学系、S

…ショット領域、 …光学ュニット

発明を実施するための最良の形態

００18 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、その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、 x
6 、及び Z方向とする。

００19 く第 実施形態ノ

第 実施形態について説明する。図 は、第 実施形態に係る露光装置 Xを示す

概略構成図である。図 において、露光装置 Xは、第 パターンP を有する第

マスク 、及び第2パターンP 2を有する第2マスク 2を保持して移動可能なマス

クステージ6０と、基板Pを保持して移動可能な基板ステージ8０と、各ステージの位置

情報を計測可能な計測システム7０と、露光光 を射出する光源装置 と、光源装置

から射出された露光光 を、その第 成分としての第 露光光 と第2成分とし

ての第2露光光 2とに分離する分離光学系 3を有し、第 露光光 で第 マス

ク の第 パターンP を照明するとともに第2露光光 2で第2マスク 2の第2

パターンP 2を照明する照明系 と、第 露光光 で照明された第 パターンP

の像及び第2露光光 2で照明された第2パターンP 2の像を基板P上に投影す

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3０と、制御装置3

に接続され、露光に関する各種情報を記憶した記憶装置3 とを備えている。

００2０ なお、ここでレづ基板はシリコンウェハのよぅな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 (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

は基板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。マスクは

、ガラス板等の透明板部材上にクロム等の遮光膜を用いて所定のパターンが形成さ

れたものである。また、本実施形態においては、マスクとして透過型のマスクを用いる

が、反射型のマスクを用いてもよい。また、本実施形態においては、第 パターンP

と第2パターンP 2とは異なるパターンである。

００2 1 また、本実施形態においては、光源装置 と基板Pとの間に配置され、照明系 及

び投影光学系P の光学素子及び光学部材等を含む光学系を適宜、光学ュニット

、と称する。



００22 本実施形態の露光装置 Xは、第 パターンP からの第 露光光 と第2パタ

ーンP 2からの第2露光光 2とを基板P上のショット領域に照射することによって、

基板P上のショット領域を多重露光 (二重露光)する。具体的には、露光装置 Xは、

照明系 より射出され、第 パターンP 及び投影光学系P を介して第 露光領域

に照射される第 露光光 で形成される第 パターンP の像と、照明系

より射出され、第2パターンP 2及び投影光学系P を介して第2露光領域A 2に照

射される第2露光光 2で形成される第2パターンP 2の像とで、基板P上のショット

領域を多重露光する。

００23 また、本実施形態の露光装置 Xは、第 マスク 及び第2マスク 2と基板Pとを

所定の走査方向に同期移動しつつ、第 マスク の第 パターンP の像及び第2

マスク 2の第2パターンP 2の像を基板P上に投影する走査型露光装置 (所謂スキ

ャニングステッパ)である。本実施形態においては、第 マスク 及び第2マスク 2

と基板Pとの走査方向 (同期移動方向)を 軸方向とする。

００24 そして、本実施形態の露光装置 Xは、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2

のそれぞれに照射される第 露光光 及び第2露光光 2に対して基板Pを 軸

方向に移動することにより、基板P上のショット領域を多重露光する。基板ステージ8０

は、基板P上のショット領域を、第 露光領域A 及び第2露光領域 2に対して

軸方向に移動可能であり、制御装置3０は、第 露光領域A 及び第2露光領域A

2に対して、基板ステージ8０を用いて基板P上のショット領域を 軸方向に移動しつ

つ、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞれに第 露光光 及び第

2露光光 2を照射することにより、基板P上のショット領域を多重露光 (二重露光)

する。

００25 まず、光源装置 について説明する。光源装置 は、基板Pを露光するための露光

光 を射出するものである。光源装置 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24

8 )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、光源装置 には、 エキシマレーザ装置が用いられ、露光光 には



エキシマレーザ光が用いられる。また、本実施形態においては、露光装置 Xは、光

源装置 を つ備えている。すなわち、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2を

照明するために単一の光源を用いている。

００26 次に、照明系 について説明する。照明系 は、光源装置 より射出された露光光

(レーザビーム) を、分離光学系 3を用いて第 露光光 と第2露光光 2と

に分離し、マスクステージ6０に保持されている第 マスク の第 パターンP を

第 露光光 で照明するとともに、第2マスク 2の第2パターンP 2を第2露光光

2で照明するものである。本実施形態の照明系 は、例えば、国際公開第2００5

０76０45号パンフレソトに開示されているよぅな、ビームエキスパンダ、偏光状態切

換光学系 3、回折光学素子4、アフォーカル光学系 (柚佳 占光学系 ) 、ズーム光学系

、偏光変換素子5、オプティカルインテグレータ6、及びコンデンサー光学系等を含む

第 光学系 2と、第 マスク 上での第 露光光 による第 照明領域 、及び

第2マスク 2上での第2露光光 2による第2照明領域 2を規定する固定ブライ

ノド9、及び第 、第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防止するため

の可動ブラインド ０を含むブラインド装置皿と、光源装置 から射出され、第 光学

系 2及びブラインド装置 を通過した露光光 を第 露光光 と第2露光光 2

とに分離する分離光学系 3とを備えている。すなわち、本実施形態の露光装置の照

明系 は、分離光学系 3を備えることにより、第 マスク の第 パターンP と、

第2マスク 2の第2パターンP 2とを照明するための、(共通の)単一の照明系とし

て用いられる。なお、分離光学系は照明系 中に組み込む必要はなく、照明系とは

別に設けてもよい。

００27 偏光状態切換光学系 3は、回折光学素子4へ人射する露光光 を、偏光状態と非

偏光状態とに切り換えることができる。また、偏光状態切換光学系 3は、偏光状態の

場合には、直線偏光状態と円偏光状態とに切り換えることができる。また、偏光状態

切換光学系 3は、直線偏光状態の場合には、互いに直交する偏光状態間 ( 偏光と

P偏光との間)で切り換えることができる。

００28 回折光学素子4は、入射された露光光 を所望の角度に回折する機能を有する。

回折光学素子4は、光源装置 からの露光光 により回折光を生成し、その回折光



で所定面を所定の照明領域で照明可能である。回折光学素子4は、所定の基材上

に形成された露光光 の波長程度のピ、ソチを有する段差 (凹凸構造)を有しており、

ピッチ、凹凸構造の凹部の深さ (凸部の高ぎ、及び凹部の内側面 (凸部の外側面)

が向く方向等を含む構造条件を適宜調整することにより、この回折光学素子4による

照明領域の大きさ及び形状を設定することができる。例えば、回折光学素子4は、光

源装置 からの露光光 により回折光を生成し、その生成した回折光で、アフォーカ

ル光学系、ズーム光学系、及び偏光変換素子5等を介して、マイクロフライアイレンズ

等を含むオプティカルインテグレータ6の光人射面を、所定の大きさ及び形状を有す

る照明領域で照明可能である。本実施形態においては、オプティカルインテグレータ

6の光人射面上には、照明系 の光軸を中心とした輪帯状の照明領域が形成され、

オプティカルインテグレータ6の光射出面 (後側焦点面) には、照明系 の光軸を中

心とした輪帯状の二次光源7が形成される。また、制御装置3０は、ズーム光学系の

焦点距離を調整することにより、オプティかレインテグレータ6の光人射面上における

照明領域の大きさ及び形状、ひいては二次光源7の大きさ及び形状を調整可能であ

る。

００29 偏光変換素子5は、露光光 の偏光状態を変換するものである。本実施形態にお

いては、偏光変換素子5は、オプティカルインテグレータ6の直前 (光人射面近傍) に

配置されている。偏光変換素子5は、オプティかレインテグレータ6の光人射面に入

射する露光光 の偏光状態 (ひいてはマスク 及び基板Pに照射される露光光

の偏光状態)を調整可能である。

００3０ 図2は、偏光変換素子5の一例を示す図である。偏光変換素子5は、照明系 の光

軸 Xを中心とした輪帯状の有効領域を有している。輪帯状の有効領域は、例えば

水品等、旋光性を有する光学材料によって形成されている。輪帯状に形成された有

効領域の光学材料は、その周方向に関して変ィビする厚みの分布を有している。ここ

で、光学材料の厚みとは、光学材料の光透過方向 ( 軸方向) に関する長さである。

００3 1 本実施形態においては、偏光変換素子5は、輪帯状の有効領域に配置され、旋光

性を有する光学材料からなる複数の基本素子5 ～5 を有している。本実施形態に

おいては、偏光変換素子5は、互いに異なる特性を有する第 ～第4基本素子5 ～



5 を2つずつ備えており、全部で8つの基本素子5 ～5 を備えている。第 ～第4

基本素子5 ～5 のそれぞれは、図2中、 Z方向に関して扇状に形成され、輪帯状

の有効領域をほぼ等分割するよぅに配置されている。また、同じ特性を有する2つの

基本素子5 5 5C 5 どぅしが、光軸A を挟んで対向するよぅに配置されてい
る。また、第 ～第4基本素子5 ～5 は、その結品光学軸と光軸 Xとがほぼ平行

となるよぅに、すなわち結晶光学軸と人射光の進行方向とがほぼ一致するよぅに配置

されている。

００32 上述のよぅに、本実施形態においては、オプティカルインテグレータ6の光人射面に

は、光軸A を中心とした露光光 による輪帯状の照明領域が形成される。すなわ

ち、オプティカルインテグレータ6の光人射面には、光軸 Xを中心としたほぼ輪帯状

の断面を有する露光光 が人射するよぅに設定されている。したがって、オプティカ

ルインテグレータ6の直前に配置された偏光変換素子5の輪帯状の有効領域には、

光軸 Xを中心としたほぼ輪帯状の断面を有する露光光 が人射する。

００33 偏光変換素子5の輪帯状の有効領域に配置された第 ～第4基本素子5 ～S に

入射した露光光 は、各基本素子5 ～5 の旋光性により、その偏光状態を変換

され、各基本素子5 ～5 より射出する。例えば、所定方向の直線偏光を主成分と

する露光光 が各基本素子5 ～5 に入射した場合、偏光変換素子5の各基本素

子5 ～5 は、人射された露光光 の偏光方向を、光軸 X周り(図中、 方向)

に所定の回転角度だけ回転するよぅに露光光 の偏光状態を変換し、その偏光状

態が変換された露光光 を射出する。偏光方向の回転角度は、各基本素子5 ～5

の旋光能及び厚み等に応じて定められる。各基本素子5 ～5 の旋光能及び厚

み等を設定することにより、偏光変換素子5は、人射される直線偏光状態の露光光

の偏光方向を所定の回転角度だけ回転し、その偏光方向が変換された偏光状態

の露光光 を射出する。

００34 本実施形態においては、第 ～第4基本素子5 ～S の光透過方向 ( 軸方向) に

関するそれぞれの厚みは互いに異なっており、各基本素子5 ～5 は、人射された

露光光 の偏光方向を互いに異なる回転角度で回転させる。各基本素子5 ～5

により偏光状態 (偏光方向)を変換された露光光 は、オプティカルインテグレータ6



の光人射面よりオプティカルインテグレータ6 に入射し、オプティカルインテグレータ6

の光射出面に、光軸A を中心とした輪帯状の二次光源7を形成する。

００3 5 図3 は、偏光変換素子5及びオプティカルインテグレータ6を通過した露光光 に

よってオプティカルインテグレータ6の光射出面に形成された二次光源7を模式的に

示す図である。本実施形態においては、第 ～第4基本素子5 ～5 のそれぞれに

、図2及び図3 中、Z軸方向の直線偏光を主成分とする露光光 が人射する。

００3 6 図2及び図3 において、第 基本素子5 は、人射した露光光 の偏光方向をZ軸

に対して 方向に 9０度回転させるよぅに設けられている。したがって、第 基本

素子5 からは、Z軸に対して 方向に 9０度回転させた方向を偏光方向とする

直線偏光状態の露光光 が射出される。また、二次光源7のぅち、第 基本素子5

の旋光作用を受けた露光光 によって形成される第 円弧状領域7 からは、Z軸

に対して 方向に 9０度回転させた方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光

光 が射出される。

００3 7 第2基本素子5 は、人射した露光光 の偏光方向をZ軸に対して 方向に

3 5度回転させるよぅに設けられている。したがって、第2基本素子5 からは、Z軸に

対して 方向に 35度回転させた方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光

光 が射出される。また、二次光源7のぅち、第2基本素子5 の旋光作用を受けた

露光光 によって形成される第2 円弧状領域7 からは、Z軸に対して 方向に十

3 5度回転させた方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光 が射出される。

００3 8 第3基本素子5 C は、人射した露光光 の偏光方向をZ軸に対して 方向に

8０度回転させるよぅに設けられている。したがって、第3基本素子5 Cからは、Z軸と平

行な方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光 が射出される。また、二次光

源7のぅち、第3基本素子5 C の旋光作用を受けた露光光 によって形成される第3

円弧状領域7 Cからは、Z軸と平行な方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光

が射出される。

００3 9 第4基本素子5 は、人射した露光光 の偏光方向をZ軸に対して 方向に 4

5度回転させるよぅに設けられている。したがって、第4基本素子5 からは、Z軸に対

して 方向に 45度回転させた方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光



が射出される。また、二次光源7のぅち、第4基本素子5 の旋光作用を受けた露光

光 によって形成される第4円弧状領域7 においては、Z軸に対して 45度回転

させた方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光 が射出される。

００4０ このよぅに、本実施形態においては、偏光変換素子5は、ほぼ単一方向を偏光方向

とする直線偏光状態の露光光 を、その偏光変換素子5の周方向を偏光方向とす

る直線偏光状態の露光光 に変換する。以下の説明においては、偏光変換素子5

の周方向を偏光方向とする直線偏光状態を適宜、周方向偏光状態と称する。

００41 これにより、オプティカルインテグレータ6の光射出面に形成された輪帯状の二次光

源7から射出される露光光 は、周方向偏光状態となる。

００42 本実施形態においては、オプティカルインテグレータ6の光射出面近傍、すなわち

二次光源7の直後には、所定の開口を有する開口絞り8が配置される。

００43 図4は、開口絞り8の一例を示す図である。図4において、開口絞り8は、露光光

を通過可能な開口8 8Cを有している。開口絞り8は、二次光源7のぅち、第 基本

素子5 の旋光作用を受けた露光光 によって形成される第 円弧状領域7 から

射出される露光光 を通過させるための2つの第 開口8 8 と、第3基本素子5

Cの旋光作用を受けた露光光 によって形成される第3円弧状領域7Cから射出さ

れる露光光 を通過させるための2つの第2開口8C 8Cと、を有している。第 開口

8 8 は、光軸A を挟んで対向する位置に設けられ、第2開口8C 8Cも、光軸

Xを挟んで対向する位置に設けられている。本実施形態においては、第 開口8 、8

は、図4中、光軸A に対して z側及び 側のそれぞれに設けられ、第2開口8

C、8Cは、光軸A に対して X側及び 側のそれぞれに設けられている。

００44 開口絞り8は、第 開口8 8 を介して、Z軸に対して 方向に 9０度回転させ

た方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光 を通過させ、第2開口8C 8Cを

介して、Z軸と平行な方向を偏光方向とする直線偏光状態の露光光 を通過させる

。すなわち、第 開口8 は、図4中、X軸方向の直線偏光を主成分とする露光光

を通過させ、第2開口8Cは、X軸方向と直交するZ軸方向の直線偏光を主成分とす

る露光光 を通過させる。本実施形態においては、第 開口8 は、直線偏光であ

るS偏光状態の露光光 を通過させ、第2開口8Cは、P偏光状態の露光光 を通



過させる。したがって、光源装置 から射出され、開口絞り8を通過する露光光 は、

S偏光成分とP偏光成分とを主に含む。

００45 ここで、S偏光 ( 偏光) とは、人射面に対して垂直な方向に偏光方向を有する直

線偏光 (人射面に垂直な方向に電気ベクトルが振動している偏光)である。ただし、

人射面とは、光が媒質の境界面 (被照射面 マスクの表面及び基板の表面の少なくと

も一方) に達したときに、その点での境界面の法線と光の入射方向とを含む面として

定義される。P偏光 ( 偏光) とは、上述のよぅに定義される人射面に対して平行な

方向に偏光方向を有する直線偏光 (人射面に平行な方向に電気ベクトルが振動して

いる偏光)である。

００46 オプティカルインテグレータ6の光射出面に形成された二次光源7からの露光光

は、開口絞り8の開口8 8Cを通過した後、コンデンサー光学系に入射される。二

次光源7は、コンデンサー光学系等を介して、ブラインド装置皿を重畳的に照明する

００47 ブラインド装置皿は、第 マスク 上での第 露光光 による第 照明領域

、及び第2マスク 2上での第2露光光 2による第2照明領域 2を規定するため

の開口 (光通過領域)を有する固定ブラインド9と、第 、第2マスク 2のぅち第

、第2パターンP P 2が形成された第 、第2パターン形成領域以外の部分に

対する不要な第 、第2露光光 2の照射を遮るための遮光部材として機能

する可動ブラインド０とを備えている。可動ブラインド ０は、露光光 を通過可能な

光通過領域を有しており、光源装置 と分離光学系 3との間において、第 パターン

P を有する第 マスク 、第2パターンP 2を有する第2マスク 2、及び基板P

の少なくとも一つの移動と同期して移動可能に設けられている。可動ブラインド０は

、固定ブラインド9を通過することによって制限された露光光 を、第 マスク 、第

2マスク 2または基板Pの移動時の所定タイミングでさらに制限する。これにより、第

、第2マスク 2の第 、第2パターン形成領域以外の部分に対する不要な第

、第2露光光 、 2の照射を遮り、その結果、第 露光光 及び第2露光光

2による基板Pの不要な露光を防止することができる。固定ブラインド9及び可動ブ

ラインド０を含むブラインド装置皿の光通過領域を通過したS偏光成分とP偏光成



分とを主に含む露光光 は、第2光学系 2を介して、分離光学系 3に入射する。

００48 図5は、分離光学系 3近傍を示す図である。分離光学系 3は、露光光 をS偏

光状態の第 露光光 とP偏光状態の第2露光光 2とに分離する偏光分離光

学系 (偏光ビームスプリッタ)を含む。上述のよぅに、光源装置 から射出され、開口絞

り8を通過する露光光 は、S偏光成分とP偏光成分とを主に含み、開口絞り8の開

口8 8Cを通過し、ブラインド装置皿の光通過領域を通過した露光光 は、分離

光学系 3によって、S偏光状態の第 露光光 とP偏光状態の第2露光光 2と

に分離される。すなわち、本実施形態の分離光学系 3は、光源装置 から射出され

、第 光学系 2、及びブラインド装置皿等を通過した露光光 を、S偏光状態の第

露光光 とP偏光状態の第2露光光 2とに分離する。

００49 本実施形態においては、分離光学系 3は、S偏光状態の第 露光光 を反射し

、P偏光状態の第2露光光 2を通過させる。分離光学系 3で分離されたS偏光状

態の第 露光光 は、第3光学系 4に供給され、その第3光学系 4を介して第

マスク 上に照射される。また、分離光学系 3で分離されたP偏光状態の第2露光

光 2は、第4光学系 5に供給され、その第4光学系 5を介して反射ミラー 6に供

給され、その反射ミラー 6で反射した後、第5光学系 7を介して第2マスク 2上に

照射される。このよぅに、照明系 は、分離光学系 3で分離したS偏光状態の第 露

光光 で第 マスク の第 パターンP を照明するとともに、P偏光状態の第2

露光光 2で第2マスク 2の第2パターンP 2を照明する。

００5０ 図6は、マスクステージ6０に保持された第 マスク 及び第2マスク 2を示す平

面図である。なお、図6においては、マスクステージの図示は省略してある。図6に示

すよぅに、本実施形態においては、第 マスク の第 パターンP は、X軸方向を

長手方向とする複数のライン・アントスペースパターンを主成分とし、第2マスク 2

の第2パターンP 2は、 軸方向を長手方向とする複数のライン・アントスペースパ

ターンを主成分とする。すなわち、第 パターンP は、X軸方向を長手方向とするラ

インパターンを 軸方向に周期的に並べたパターンを多く含み、第2パターンP 2は

、 軸方向を長手方向とするラインパターンをX軸方向に周期的に並べたパターンを

多く含む。



００5 1 第 マスク 上に照射される第 露光光 は、所定方向の直線偏光 (S偏光)を

主成分とする。本実施形態では、第 マスク 上における第 露光光 の偏光方

向とX軸とがほぼ平行となるよぅに設定されている。また、第2マスク 2上に照射され

る第2露光光 2は、所定方向に直交する方向の直線偏光 (P偏光)を主成分とする

。本実施形態では、第2マスク 2上における第2露光光 2の偏光方向と 軸とが

ほぼ平行となるよぅに設定されている。

００52 すなわち、本実施形態においては、第 パターンP に含まれるライン・アントス

ペースパターンのラインパターンの長手方向と、S偏光を主成分とする第 露光光

の偏光方向とはほぼ平行であり、第2パターンP 2に含まれるライン・アントスペー

スパターンのラインパターンの長手方向と、P偏光を主成分とする第2露光光 2の

偏光方向とはほぼ平行である。

００53 このよぅに、本実施形態においては、照明系 は、第 、第2マスク 2のライ

ン・アントスペースパターンのラインパターンの長手方向に合わせた直線偏光照明

を行ぅ。第 マスク の第 パターンP からは、S偏光成分、すなわち第 パターン

P のラインパターンの長手方向に沿った偏光方向成分の回折光が多く射出され、

第2マスク 2の第2パターンP 2からは、P偏光成分、すなわち第2パターンP 2の

ラインパターンの長手方向に沿った偏光方向成分の回折光が多く射出される。

００54 また、第 マスク 上には、開口絞り8のぅち、光軸A に対して互いに対向する位

置に配置された第 開口8 8 のそれぞれを通過した第 露光光 が照射され

、第 マスク の第 パターンP は、S偏光状態の第 露光光 によってダイポ

ール照明 (二極照明) された状態となる。同様に、第2マスク 2上には、開口絞り8の

ぅち、光軸A に対して互いに対向する位置に配置された第2開口8C 8Cのそれぞ

れを通過した第2露光光 2が照射され、第2マスク 2の第2パターンP 2は、P偏

光状態の第2露光光 2によってダイポール照明 (二極照明) された状態となる。

００55 すなわち、本実施形態においては、図7 ( )の模式図に示すよぅに、照明系 は、

直線偏光状態 (S偏光状態)の二つの光束 (第 露光光 )を用いて、第 マスク

のライン・アントスペースパターンのラインパターンの長手方向に合わせた斜入射

照明 (ダイポール照明)を行ぅとともに、図7 ( )の模式図に示すよぅに、直線偏光状



態 (P偏光状態)の二つの光束 (第2露光光 2)を用いて、第2マスク 2のライン・

アントスペースパターンのラインパターンの長手方向に合わせた斜人射照明 (ダイ

ポール照明)を行ぅ。図7 ( ) に示すよぅに、第 マスク の第 パターンP には、

第 マスク の表面に対して x方向に傾斜する二つの方向から、ラインパターン

の長手方向に沿ぅ方向 (x軸方向)を偏光方向とする第 露光光 が人射する。ま

た、図7 に示すよぅに、第2マスク 2の第2パターンP 2には、第2マスク 2の

表面に対して 方向に傾斜する二つの方向から、ラインパターンの長手方向に沿

ぅ方向 ( 軸方向)を偏光方向とする第2露光光 2が人射する。

なお、ここでは、照明系 は、回折光学素子4及び偏光変換素子5等を用いて、オ

プティカルインテグレータ6の光射出面に、周方向偏光状態の露光光 を射出する

輪帯状の二次光源7を形成している。そして、照明系 は、二次光源7から射出され

る露光光 を、開口絞り8によりS偏光成分とP偏光成分とを主に含む露光光 に

変換した後、分離光学系 3に入射させ、第 マスク をS偏光状態の第 露光光

によりダイポール照明 (二極照明)するとともに、第2マスク 2をP偏光状態の第2

露光光 2によりダイポール照明 (二極照明)している。ここで、回折光学素子を、例

えば、クロスポール照明 (四極照明)用の回折光学素子とし、そのクロスポール照明

用の回折光学素子を露光光 の光路上に配置することによって、開口絞りを設ける

ことなく、第 マスク をS偏光状態の第 露光光 によりダイポール照明するとと

もに、第2マスク 2をP偏光状態の第2露光光 2によりダイポール照明することが

できる。露光光 の光路上にクロスポール照明用の回折光学素子を設けることによ

り、オプティかレインテグレータ6の光人射面上には四極状の照明領域が形成され、

オプティカルインテグレータ6の光射出面には四極状の二次光源が形成される。そし

て、例えばオプティかレインテグレータ6の光人射面近傍のぅち、四極状の照明領域

に対応する位置に、偏光変換素子として、図2を参照して説明したよぅな基本素子5

、5Cを設けることにより、図8の模式図に示すよぅに、オプティカルインテグレータ6

の光射出面側には、四極状の二次光源7が形成される。この場合、第 円弧状領域7

から射出される露光光 は、S偏光状態の露光光 であり、第3円弧状領域7C

から射出される露光光 は、P偏光状態の露光光 である。このよぅな構成とするこ



とにより、開口絞りを省略しても、分離光学系 3には、S偏光成分とP偏光成分とを主

に含む露光光 が到達し、第 マスク の第 パターンP は、S偏光状態の第

露光光 によりダイポール照明されるとともに、第2マスク 2の第2パターンP 2

は、P偏光状態の第2露光光 2によりダイポール照明される。

００57 次に、マスクステージ6０について説明する。マスクステージ6０は、第 パターンP

を有する第 マスク を第 露光光 に対して 軸方向に移動可能であり、第2

パターンP 2を有する第2マスク 2を第2露光光 2に対して 軸方向に移動可能

である。マスクステージ6０の位置情報は、計測システム7０により計測される。

００58 図9は、本実施形態に係るマスクステージ6０及び計測システム7０を示す斜視図で

ある。マスクステージ6０は、メインステージ6 と、メインステージ6 上で第 マスク

を保持した状態で移動可能な第 サブステージ62と、メインステージ6 上で第2マス

ク 2を保持した状態で移動可能な第2サブステージ63とを備えている。

００59 メインステージ6 は、第 マスク 及び第2マスク 2を 軸方向に移動するため

のものである。メインステージ6 は、第 サブステージ62を介して第 マスク を保

持し、第2サブステージ63を介して第2マスク 2を保持する。メインステージ6 は、

第 サブステージ62及び第2サブステージ63を介して第 マスク 及び第2マスク

2を保持して同一の走査方向 ( 軸方向) に移動可能である。

００6０ メインステージ6 は、基板P上の つのショット領域の走査露光中に、第 マスク

の第 パターンP 全体が第 照明領域 を通過するとともに、第2マスク 2の第

2パターンP 2全体が第2照明領域 2を通過するように、 軸方向に比較的大きな

ストロークを有している。マスクステージ6０は、メインステージ6 を 軸方向に移動す

るためのメインステージ駆動装置64を備えている。メインステージ駆動装置64は、例

えばリニアモータ等のアクチュエータを含む。本実施形態においては、メインステー

ジ駆動装置64は、メインステージ6 のX軸方向両側に設けられた可動子64 と、可

動子64 に対応して設けられた固定子64 とを備えている。制御装置3０は、メイン

ステージ駆動装置64を駆動することにより、メインステージ6 を 軸方向に移動可能

である。メインステージ6 が 軸方向に移動することにより、メインステージ6 上の第

、第2サブステージ62 63も、メインステージ6 と一緒に移動する。したがって、メイ



ンステージ6 が 軸方向に移動することにより、第 、第2サブステージ62 63に保

持された第 、第2マスク 2も、メインステージ6 と一緒に移動する。

００6 1 第 サブステージ62は、メインステージ6 上で、メインステージ6 に対してX軸、

軸、及び z方向に移動可能に設けられ、不図示の第 サブステージ駆動装置によ

り、メインステージ6 に対して第 マスク を微小移動可能である。同様に、第2サ

ブステージ63は、メインステージ6 上で、メインステージ6 に対してX軸、 軸、及び

z方向に移動可能に設けられ、不図示の第2サブステージ駆動装置により、メイン

ステージ6 に対して第2マスク 2を微小移動可能である。なお、第 、第2サブステ

ージ62 63は、例えば特開平8 3０ 79号公報 (対応米国特許第6，72 ０34号)

に開示される構造を採用し得る。

００62 計測システム7０は、メインステージ6 、第 サブステージ62、及び第2サブステー

、ジ63の位置情報をそれぞれ計測可能である。計測システム7０は、メインステージ6

に設けられた反射部材7 、第 サブステージ62に設けられた反射部材72、及び第2

サブステージ63に設けられた反射部材73と、反射部材7 72 73の反射面に計測

ビームを投射するとともに、その反射光を受光してメインステージ6 、第 サブステー

、ジ62、及び第2サブステージ63のそれぞれの位置情報を取得するレーザ干渉計74

とを含む。本実施形態においては、レーザ干渉計74は、マスクステージ6０の 側

に配置されている。反射部材7 は、例えばコーナーキューブミラー (レトロリフレクタ)

を含み、メインステージ6 上におけるレーザ干渉計74からの計測ビームが照射可能

な所定位置に2つ設けられている。反射部材72も、例えばコーナーキューブミラー (

レトロリフレクタ)を含み、第 サブステージ62上におけるレーザ干渉計74からの計測

ビームが照射可能な所定位置に2つ設けられている。反射部材73も、例えばコーナ

ーキューブミラー (レトロリフレクタ)を含み、第2サブステージ63上におけるレーザ干

渉計74からの計測ビームが照射可能な所定位置に2つ設けられている。計測システ

ム7０は、レーザ干渉計74、反射部材7 72 73を用いて、メインステージ6 、第

サブステージ62、及び第2サブステージ63の 軸方向及び z方向の位置情報を

計測可能である。また、不図示ではあるが、計測システム7０は、メインステージ6

第 サブステージ62、及び第2サブステージ63のX軸方向の位置情報を計測するた



めの反射部材 (反射面)及びレーザ干渉計も備えている。

００63 計測システム7０は、レーザ干渉計74、及びメインステージ6 に設けられた反射部

材7 などを用いて、メインステージ6 のX軸、 軸、及び Z方向に関する位置情報

を計測する。また、計測システム7０は、レーザ干渉計74、及び第 、第2サブステー

、ジ62 63に設けられた反射部材72 73を用いて、第 、第2サブステージ62 63の

X軸、 軸、及び Z方向に関する位置情報を計測する。制御装置3０は、計測シス

テム7０の計測結果に基づいて、メインステージ6 、第 サブステージ62、及び第2サ

ブステージ63を適宜駆動し、第 、第2サブステージ62 63に保持されている第 、

第2マスク 2の位置制御を行ぅ。また、制御装置3０は、メインステージ6 に対

して第 サブステージ62及び第2サブステージ63の少なくとも一方を移動することに

よって、第 マスク と第2マスク 2との相対的な位置関係を調整することができる

００64 次に、図 を参照しながら投影光学系P について説明する。投影光学系P は、第

露光光 で照明された第 マスク の第 パターンP の像、及び第2露光光

2で照明された第2マスク 2の第2パターンP 2の像を、所定の投影倍率で基

板P上に投影する。本実施形態の投影光学系P は、その投影倍率が例えば 4、

5 8等の縮小系である。また、本実施形態の投影光学系P は、倒立像を形

成する。

００65 図 に示すよぅに、本実施形態の投影光学系P は、基板Pの表面が対向して配置

され且つ投影光学系P の像面に最も近く配置された つの終端光学素子 を含む

複数の光学素子を有し、その つの終端光学素子 を介して、第 露光領域A

及び第2露光領域 2に第 露光光 及び第2露光光 2を照射する。

００66 投影光学系P は、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2と光学的に共役な位

置近傍に配置され、第 マスク の第 パターンP からの第 露光光 と、第2

マスク 2の第2パターンP 2からの第2露光光 2とを終端光学素子 へ導く中

間光学部材4０を有している。投影光学系P は、第 マスク の第 パターンP

からの第 露光光 を中間光学部材4０へ導く第 誘導光学系4 と、第2マスク

2の第2パターンP 2からの第2露光光 2を中間光学部材4０へ導く第2誘導光学



系42とを有している。第 、第2誘導光学系4 42のそれぞれは、複数のレンズ、及

び複数のレンズを通過した第 、第2露光光 2を中間光学部材4０に向けて

反射する反射面を有する反射部材を含む。

００67 中間光学部材4０は、第 誘導光学系4 からの第 露光光 を反射する第 反

射面4０ と、第2誘導光学系42からの第2露光光 2を反射する第2反射面4０ と

を有している。本実施形態においては、中間光学部材4０はプリズムを含む。

００68 第 マスク の第 パターンP からの第 露光光 と、第2マスク 2の第2パ

ターン 2からの第2露光光 2とは、第 誘導光学系4 及び第2誘導光学系42

により中間光学部材4０に導かれる。第 マスク の第 パターン からの第 露

光光 と、第2マスク 2の第2パターン 2からの第2露光光 2とは、中間光

学部材4０で反射した後、投影光学系 の像面側に配置された、終端光学素子

を含む第3誘導光学系43を介して、第 露光領域 及び第2露光領域A 2のそ

れぞれに照射される。

００69 次に、基板ステージ8０について説明する。基板ステージ8０は、第 露光光 及

び第2露光光 2が照射される第 露光領域 及び第2露光領域A 2を含む所

定領域内で基板Pを保持して移動可能である。基板ステージ8０は、基板Pを保持す

る基板ホルダを有しており、リニアモータ等のアクチュエータを含む基板ステージ駆

動装置8０ の駆動により、基板ホルダに基板Pを保持した状態で、べ一ス部材 上

で、X軸、 軸、z軸、 x 9 、及び z方向の6 自由度の方向に移動可能である

００7０ 基板ステージ8０(ひいては基板P)の位置情報は、計測システム7０のレーザ干渉

計75によって計測される。レーザ干渉計75は、基板ステージ8０に設けられた反射

面76を用いて基板ステージ8０のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測

する。また、基板ステージ8０に保持されている基板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) は、不図示のフオーカス・レベリング検出系によ

って検出される。制御装置3０は、レーザ干渉計75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基づいて基板ステージ駆動装置8０ を駆動し、基板ステ

ージ8０に保持されている基板Pの位置制御を行ぅ。なお、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PのZ軸方向の位置情報を計測してその面

位置情報を検出する。本実施形態では、この複数の計測点はその少なくとも一部が

第 、第2露光領域A 、A 2内に設定されるが、例えば後述の第8実施形態 (図2

)の液浸露光装置では、全ての計測点が第 、第2露光領域A 、A 2 (又は液浸

領域 、)の外側に設定されてもよい。また、レーザ干渉計75は基板ステージ4のZ

軸、 x及び 方向の位置情報をも計測可能としてよく、その詳細は、例えば特表

2００ ０577号公報 (対応国際公開第 999 2879０号パンフレソト)に開示さ

れている。この場合、フオーカス・レベリング検出系は設けなくてもよい。

００71 図 ０は、第 照明領域 及び第2照明領域 2と第 マスク 及び第2マスク

2との関係を示す模式図、図 、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2と基板

P上の被露光領域であるショット領域S との関係を示す模式図である。本実施形態

においては、第 露光光 が照射される第 露光領域A 、及び第2露光光 2

が照射される第2露光領域A 2は、投影光学系P の投影領域である。

００72 照明系 及び投影光学系P を含む光学ュニット は、第 パターンP からの第

露光光 を第 露光領域A に照射するとともに、第2パターンP 2からの第2

露光光 2を第2露光領域A 2に照射する。照明系 は、投影光学系P を介して

、第 パターンP からの第 露光光 を第 露光領域A に照射するとともに、

第2パターンP 2からの第2露光光 2を第2露光領域A 2に照射する。投影光学

系P は、第 露光領域A に照射される第 露光光 で第 パターンP の像

を形成し、第2露光領域 2に照射される第2露光光 2で第2パターンP 2の像

を形成する。

００73 制御装置3０は、第 照明領域 及び第2照明領域 2に対するマスクステージ6

による第 マスク 及び第2マスク 2の 軸方向への移動に同期して、基板ステ

ージ8０を用いて、第 露光領域 及び第2露光領域A 2に対して基板P上のショ

、ソト領域S を 軸方向へ移動しっっ、照明系 及び投影光学系P を含む光学ュ
ニット により、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2のそれぞれに第 露光光

及び第2露光光 2を照射することにより、第 露光領域 に照射される第 露

光光 で形成される第 パターンP の像と、第2露光領域 2に照射される第



2露光光 2で形成される第2パターンP 2の像とで、基板P上のショット領域S を

多重露光 (二重露光)する。

００74 すなわち、本実施形態においては、制御装置3０は、第 、第2露光領域A

2に対する基板Pの 軸方向への移動と、第 照明領域 に対する第 マスク の

軸方向への移動と、第2照明領域 2に対する第2マスク 2の 軸方向への移動

とを同期して行ぅことによって、パターン化された第 露光光 及び第2露光光

2を第 露光領域 及び第2露光領域A 2のそれぞれに照射して、基板P上のシ

ョット領域S を多重露光する。

００75 図 ０に示すよぅに、本実施形態においては、第 マスク と第2マスク 2とは 軸

方向に並んで配置され、第 マスク は第2マスク 2に対して 側に配置される

。第 マスク 上での第 露光光 による第 照明領域 は、X軸方向を長手

方向とする矩形状 (スリット状) に設定されており、第2マスク 2上での第2露光光

2による第2照明領域 2も、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状) に設定さ

れている。第 照明領域 及び第2照明領域 2は、ブラインド装置 の固定ブラ

インド9によって設定される。固定ブラインド9は、第 、第2マスク 2上での第

、第2照明領域 2を規定する矩形状 (スリット状)の開口 (光通過領域)を有し

ており、第 、第2マスク 2の第 、第2パターンP P 2が形成されたパタ

ーン形成面と共役な面から所定距離離れた位置 (僅かにデフオーカスした位置) に配

置されている。なお、後述するよぅに、第 照明領域 及び第2照明領域 2は、ブ

ラインド装置皿の可動ブラインド ０により所定のタイミングで制限される。

００76 図皿に示すよぅに、本実施形態においては、第 露光領域A と第2露光領域A

2とは、 軸方向の異なる位置に設定されている。基板ステージ8０は、保持した基板

P上のショット領域S を、第 露光領域 及び第2露光領域A 2に対して 軸方

向に移動可能である。また、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞれは

、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状)である。また、第 露光領域 と第

2露光領域 2とは、 つのショット領域S に同時に配置可能となっている。すなわ

ち、本実施形態においては、第 露光領域A (第 露光領域 の中心 ) と第2露

光領域 2 (第2露光領域A 2の中心 ) との 軸方向の距離は、基板P上の つの



ショット領域S の 軸方向の幅よりも 、さい。また、本実施形態においては、第 露

光領域 と第2露光領域 2とは 軸方向に離れている。また、第 露光領域

は第2露光領域A 2に対して 側に設定される。

００77 制御装置3０は、基板P上のショット領域S の露光中に、第 パターンP を有す

る第 マスク 、及び第2パターンP 2を有する第2マスク 2を、各々の走査方向 (

軸方向) に移動するとともに、基板Pを走査方向 ( 軸方向) に移動する。本実施形

態においては、制御装置3０は、基板P上のショット領域S の露光中に、マスクステ

ージ6０を用いて、第 パターンP を有する第 マスク と第2パターンP 2を有

する第2マスク 2とを同一の走査方向 ( 軸方向) に移動しつつ、第 露光光 及

び第2露光光 2で、第ェマスク の第 パターンP 及び第2マスク 2の第2パ

ターンP 2のそれぞれを照明する。第 マスク 及び第2マスク 2は、メインステ

ージ6 上に載置されており、制御装置3０は、メインステージ駆動装置64を用いてメ

インステージ6 を駆動することにより、第 マスク 及び第2マスク 2を同一の走査

方向 ( 軸方向) に移動する。例えば、基板P上のショット領域S の露光中に、マスク

ステージ6０のメインステージ6 によって、第 マスク が 方向に移動される場

合、第2マスク 2も一緒に 方向に移動され、第 マスク が 方向に移動さ

れる場合、第2マスク 2も一緒に 方向に移動される。また、本実施形態の投影

光学系P は、倒立像を形成し、制御装置3０は、基板Pのショット領域S の露光中

に、第 、第2マスク 2と基板Pとを互いに逆向きの走査方向 ( 軸方向) に移

動する。例えば、制御装置3０は、マスクステージ6０を用いて第 、第2マスク 、

2を 方向に移動する場合、基板ステージ8０を用いて基板Pを 方向に移動し、

第 、第2マスク 2を 方向に移動する場合、基板Pを 方向に移動する

００78 図 ０及び図皿には、基板P上のショット領域S の露光中に、第 、第2マスク

2の 方向への移動と同期して、基板Pを 方向に移動している状態が示さ

れている。

００79 第 露光領域A と第2露光領域A 2との相対位置関係は、例えば投影光学系P

の投影倍率及び中間光学部材4０等の投影光学系P を構成する各光学素子の配



置等に応じて決定される。また、第 露光光 による第 照明領域 に対する第

マスク の位置、及び第2露光光 2による第2照明領域 2に対する第2マスク

2上の位置、換言すれば、第 、第2露光光 、 2を基準とした第 マスク

と第2マスク 2との相対位置関係は、基板P上のショット領域S に対する第 露光

領域 及び第2露光領域A 2の位置情報、すなわち、レーザ干渉計75によって

規定されるX 座標系内における第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の位置

情報に応じて定められる。

００8０ 上述のよぅに、本実施形態においては、基板P上での第 露光領域 と第2露光

領域 2とは基板Pの走査方向 ( 軸方向)の異なる位置に設定され、第 露光領域

は、第2露光領域A 2に対して 側に設定される。また、第 マスク と第2

マスク 2とは同一の走査方向 ( 軸方向) に移動する。また、本実施形態の投影光

学系P は倒立像を形成し、第 、第2マスク 2と基板Pとは互いに逆向きの走

査方向 ( 軸方向) に移動する。したがって、本実施形態においては、図 ０に示すよ

ぅに、第 マスク 第2マスク 2に対して 側に配置され、第 露光光 によ

る第 照明領域 、及び第2露光光 2による第2照明領域 2は、第 、第2マス

ク 2それぞれの中心に対して互いに異なる位置に設定される。換言すれば、

第 、第2露光領域A 2の位置関係に応じて、例えば、図 ０に示すよぅに、第

、第2照明領域 2に対する第 、第2マスク 2上の位置を設定するこ

とにより、基板P上のショット領域S を所望の位置関係で第 パターンP の像と第

2パターンP 2の像とで多重露光することができる。

００8 1 そして、本実施形態においては、制御装置3０は、基板P上のショット領域S を露

光するに際し、第 パターンP に対する第 露光光 による照明、及び第2パタ

ーンP 2に対する第2露光光 2による照明の一方を開始した後に他方を開始し、

一方を終了した後に他方を終了する。また、制御装置3０は、ショット領域S に対す

る第 露光光 の照射 (第 露光光 による第 パターンP の像の投影) 、及

びショット領域S に対する第2露光光 2の照射 (第2露光光 2による第2パター

ンP 2の像の投影)の一方を開始した後に他方を開始し、一方を終了した後に他方

を終了する。



００82 また、本実施形態においては、制御装置3０は、ブラインド装置皿の可動ブラインド

０を用いて、第 、第2マスク 2のぅち第 、第2パターンP P 2が形成さ

れた第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対する不要な第 、第2露

光光 2の照射を遮ることによって、第 露光光 及び第2露光光 2によ

る基板Pの不要な露光を防止する。第 マスク の第 パターン形成領域S の外

周には第 遮光帯S が設けられ、第2マスク 2の第2パターン形成領域S 2の外

周には第2遮光帯S 2が設けられている。可動ブラインド０は、第 露光光 及

び第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防止するため、第 、第2マスク

2の第 、第2遮光帯S S 2の外側への第 、第2露光光 2の照射を

遮る。可動ブラインド 、第 、第2マスク 2のパターン形成面とほぼ共役な

面に配置されており、光源装置 と分離光学系 3との間において、第 パターンP

を有する第 マスク 、第2パターンP 2を有する第2マスク 2、及び基板Pの少

なくとも一つの移動と同期して移動可能に設けられている。

００83 図 2は、可動ブラインド０の一例を示す図である。図 2において、可動ブラインド

０は、S偏光状態の第 露光光 を通過可能な第 通過領域 と、P偏光状態

の第2露光光 2を通過可能な第2通過領域 と、第 露光光 と第2露光光

2とを通過可能な第3通過領域 OCとを備えている。第 、第2、第3通過領域 ０

、 OCは、第 パターンP を有する第 マスク 、及び第2パターンP 2

を有する第2マスク 2の走査方向に対応する方向に並んで配置されている。本実施

形態においては、第 、第2、第3通過領域 OCは、図 2中、Z軸方向

に並んで配置されている。第3通過領域 OCは、第 通過領域 と第2通過領域

O との間に設けられている。

００84 第 、第2、第3通過領域 OCは、所定の光を透過可能な光学部材に

よって形成されている。第 通過領域 は、S偏光状態の第 露光光 を通過

可能であり、P偏光状態を含む他の偏光状態の光 (露光光)をほぼ通過させない偏光

子を含む光学部材によって形成されている。第2通過領域 は、P偏光状態の第2

露光光 2を通過可能であり、S偏光状態を含む他の偏光状態の光 (露光光 をほ

ぼ通過させない偏光子を含む光学部材によって形成されている。第3通過領域 OC



は、S偏光状態の第 露光光 及びP偏光状態の第2露光光 2のそれぞれを通

過可能な光学部材によって形成されている。これら光学部材は、例えば金属製の支

持部材 に支持されている。支持部材 は、光 (露光光)を通過させない。ブラ

インド装置 、可動ブラインド ０を移動可能なリニアモータ等の駆動装置を備え

ており、制御装置3０は、その駆動装置を用いて、可動ブラインド ０を、図 2中、ほ

ぼZ軸方向 (第 、第2マスク 2の走査方向 ( 軸方向) に対応する方向) に移

動可能である。また、ブラインド装置 「a 、可動ブラインド ０の位置を検出可能なェ
ンコーダ等の位置検出装置を備えており、制御装置3０は、その位置検出装置の検

出結果をモニタ可能である。

００85 制御装置3０は、基板P上のショット領域S の走査露光開始前、走査露光中、走査

露光終了後において、計測システム7０のレーザ干渉計74の計測結果に基づいて、

必要に応じて上述の位置検出装置の検出結果をモニタしつつ、第 、第2マスク

2の移動と同期して、可動ブラインド０を移動し、第 、第2マスク 2の第

、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対する不要な第 、第2露光光

、 2の照射を遮ることによって、第 露光光 及び第2露光光 2による基板

Pの不要な露光を防止する。

００86 ここで、以下の説明においては、図 2中、第 通過領域 ０ の z側のェッジ、す

なわち第 通過領域 と支持部材 との境界を適宜、第 ェッジ 、と称し、第

通過領域 の 側のェッジ、すなわち第 通過領域 と第3通過領域 OCと

の境界を適宜、第2ェッジ 2、と称する。また、第3通過領域 OCの 側のェッジ、

すなわち第3通過領域 OCと第2通過領域 との境界を適宜、第3ェッジ 3、と称

し、第2通過領域 の 側のェッジ、すなわち第2通過領域 と支持部材

との境界を適宜、第4ェッジ 4、と称する。また、第 、第2、第3通過領域 ０

OCの X側のェッジを適宜、第5ェッジ 5、と称し、第 、第2、第3通過領域 ０

、 OCの 側のェッジを適宜、第6ェッジ 6、と称する。

００87 図 3は、可動ブラインド０と第 、第2マスク 2の第 、第2パターン形成領

域S S 2との関係を示す模式図である。可動ブラインド ０は、第 露光光

及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防止するため、第 、第2マスク



2の第 、第2遮光帯S S 2の外側への第 、第2露光光 2の照射

を遮る。

００88 第 通過領域 及び第3通過領域 OCは、S偏光状態の第 露光光 を通過

する光通過領域であり、その光通過領域は、第 マスク 上の第 遮光帯S で囲

まれた第 パターン形成領域S に応じた大きさを有する。また、第2通過領域

及び第3通過領域 OCは、P偏光状態の第2露光光 2を通過する光通過領域で

あり、その光通過領域は、第2マスク 2上の第2遮光帯S 2で囲まれた第2パターン

形成領域S 2に応じた大きさを有する。すなわち、可動ブラインド ０は、第 パター

ン形成領域S に対応する光通過領域と、第2パターン形成領域S 2に対応する

光通過領域とを、所定の範囲 (第3通過領域 OC)で重複して備えている。

００89 第 マスク の第 パターンP を第 露光光 で照明するために第 パター

ンP を走査開始位置に配置した際、制御装置3０は、可動ブラインド０の第 ェッ
、ジ 及び第3ェッジ 3の像が第 マスク 上に投影された場合を仮定したときに、

第 ェッジ 及び第3ェッジ 3の像が、第 パターン形成領域S の 側及び一

側に設けられた第 遮光帯S に収まるよぅに、第 マスク と可動ブラインド ０と

の位置関係を調整する。また同様に仮定したときに、可動ブラインド０の第5ェッジ

5及び第6ェッジ 6の像が、第 パターン形成領域S の X側及び 側に設け

られた第 遮光帯S に収まるよぅに調整される。この第 マスク と可動ブラインド

０との位置関係を維持しつつ、第 マスク と可動ブラインド０とを同期移動する

ことにより、走査露光開始前において、固定ブラインド9を通過した露光光 の一部

が特に第 ェッジ で遮られることで、第 パターン形成領域S 以外の部分に対

する不要な第 露光光 の照射、ひいては第 露光光 による基板Pの不要な

露光が防止される。また、走査露光中においても、可動ブラインド ０は、第 マスク

の移動と同期して移動するので、固定ブラインド9を通過した露光光 の一部が特

に第5ェッジ 5及び第6ェッジ 6により遮られることで、第 パターン形成領域S

以外の部分に対する不要な第 露光光 の照射を防止することができる。また、走

査露光終了後においても、固定ブラインド9を通過した露光光 の一部が、第 マス

ク と同期して移動する可動ブラインド ０、特に第3ェッジ 3で遮られるので、第



パターン形成領域S 以外の部分に対する不要な第 露光光 の照射、ひいて

は第 露光光 による基板Pの不要な露光が防止される。

００9０ また、第 マスク の 軸方向への移動が開始された後、第2マスク 2の 軸方

向への移動が開始されるが、第2マスク 2の第2パターンP 2が走査開始位置に

配置された際、可動ブラインド ０の第2ェッジ 2及び第4ェッジ 4の像が第2マスク

2上に投影された場合を仮定したときに、第2ェッジ 2及び第4ェッジ 4の像が、

第2パターン形成領域S 2の 側及び 側に設けられた第2遮光帯S 2に収ま

るよぅに設定されている。また同様に仮定したときに、可動ブラインド ０の第5ェッジ

5及び第6ェッジ 6の像が、第2パターン形成領域S 2の X側及び 側に設け

られた第2遮光帯S 2に収まるよぅに調整される。この第2マスク 2と可動ブラインド

０との位置関係を維持しつつ、第2マスク 2と可動ブラインド０とを同期移動する

ことにより、走査露光開始前において、固定ブラインド9を通過した露光光 の一部

が可動ブラインド ０の特に第2ェッジ 2で遮られるので、第2パターン形成領域S

2以外の部分に対する不要な第2露光光 2の照射、ひいては第2露光光 2によ

る基板Pの不要な露光が防止される。また、走査露光中においても、可動ブラインド

は、第2マスク 2の移動と同期して移動するので、固定ブラインド9を通過した露光

光 の一部が可動ブラインド０の第5ェッジ 5及び第6ェッジ 6により遮られるの

で、第2パターン形成領域S 2以外の部分に対する不要な第2露光光 2の照射

を防止することができる。また、走査露光終了後においても、固定ブラインド9を通過

した露光光 の一部が、第2マスク 2と同期して移動する可動ブラインド０により、

特に第3ェッジ 3により遮られることにより、第2パターン形成領域S 2以外の部分

に対する不要な第2露光光 2の照射、ひいては第2露光光 2による基板Pの不

要な露光が防止される。

００9 1 このよぅに、本実施形態においては、特に走査露光の開始時及び終了時に、可動

ブラインド０を用いて、固定ブラインド9を通過した露光光 を制限することで、第 、

第2マスク 2上での第 、第2露光光 2の照射を制限して第 露光光

及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防止することができる。

００92 特に、本実施形態においては、第 露光光 と第2露光光 2との偏光状態の



違いを利用して、可動ブラインド０に一方の露光光を通過可能で、他方の露光光を

ほぼ遮光できる第 通過領域 ０ と第2通過領域 ０ とを設けているので、第 パタ

ーン形成領域P と第 照明領域 との位置関係と、第2パターン形成領域P 2

と第2照明領域 2との位置関係とが異なる場合にも、単一の可動ブラインド０で基

板Pに対する不要な露光を確実に防止することができる。これにより、多重を行ぅこと

ができる露光装置の照明系をコンパクトにし、装置コストを低減することができる。

なお、本実施形態においては、第 通過領域 を通過した第 露光光 と第3

通過領域 OCを通過した第 露光光 とを同一の強度で基板P上に照射するとと

もに、第2通過領域 を通過した第2露光光 2と第3通過領域 OCを通過した

第2露光光 2とを同一の強度で基板P上に照射するために、第3通過領域 OCは

、通過する光の強度を調整可能な光学部材によって形成してもよい。この場合、第3

通過領域 OCの光学部材は、例えば フィルタ(ne a dens e )等、透過率

を調整可能な光学部材 (フィルタ部材) を含む。光源装置 から射出され、第 光学系

2を通過した露光光 のぅち、S偏光状態の第 露光光 は、可動ブラインド０の

第 通過領域 及び第3通過領域 OCを通過し、分離光学系 3を介して第 マス

ク 上に照射され、P偏光状態の第2露光光 2は、可動ブラインド０の第2通過

領域 及び第3通過領域 OCを通過し、分離光学系 3を介して第2マスク 2上

に照射される。この場合において、第 通過領域 が第 の透過率を有する場合、

第3通過領域 OCの第 露光光 に対する透過率を、第 の透過率に応じた値に

設定する必要がある。同様に、第2通過領域 が第2の透過率を有する場合、第3

通過領域 OCの第2露光光 2に対する透過率を、第2の透過率に応じた値に設

定する必要がある。本実施形態においては、第3通過領域 OCの光学部材として、

透過率を調整可能な機能を有する光学部材を用いることによって、第 通過領域 ０

の透過率と第3通過領域 OCの透過率とを一致させることができるとともに、第2通

過領域 の透過率と第3通過領域 OCの透過率とを一致させることができる。した

がって、第 通過領域 を通過した第 露光光 と第3通過領域 OCを通過し

た第 露光光 との基板P上での強度を同じ値にすることができるとともに、第2通

過領域 を通過した第2露光光 2と第3通過領域 OCを通過した第2露光光



2との基板P上での強度を同じ値にすることができる。

００94 なお、可動ブラインド０において、第 通過領域 ０ を形成する光学部材と第2通

過領域 を形成する光学部材とを、第3通過領域 OCを形成する光学部材が固

定された支持部材 から分離して、第 通過領域 を形成する光学部材と第2

通過領域 を形成する光学部材とのそれぞれが独立に移動できるよぅにしてもよ

い。こぅすることにより、第2ェッジ 2及び第3ェッジ 3のZ軸方向の位置を変更する

ことができるので、第 露光光 が通過する領域の大きさ及び第2露光光 2が通

過する領域の大きさを変更することが可能となる。したがって、第 、第2マスク

2上の第 、第2パターン形成領域P P 2の大きさが変わったり、ショット領域S

りしても、その変ィビに合わせて第 、第2マスク 2に対する第 、第2露光光

、 2の照射を制限することができ、基板Pの不要な露光を確実に防止することが

できる。もちろん、可動ブラインド ０が、第5、第6ェッジ 5 6の位置を調整するた

めの可動な遮光部材を備えていてもよい。また、第 通過領域 ０ 及び第2通過領

域 ０ が、第 露光光 及び第2露光光 2のそれぞれをほぼ ００ 通過可能

な場合には、第3通過領域 OCには光学部材を設けなくてもよい。

００95 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について

図22のフローチヤートを参照しながら説明する。

００96 上述のよぅに、本実施形態においては、制御装置3０は、基板Pのショット領域S を

露光するとき、マスクステージ6０を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の

走査方向 (例えば 方向) に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2で

第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明する。また、制御装置3０

は、マスクステージ6０の所定の走査方向への移動と同期して、基板ステージ8０を用

いて、基板P上のショット領域S を第 、第2マスク 2とは逆向きの走査方向 (

例えば 方向) に移動する。

００97 以下の説明においては、マスクステージ6０による第 マスク 及び第2マスク 2

の 方向への移動に同期して、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2に対し

て基板ステージ8０を用いて基板P上のショット領域S を 方向に移動しつつ、基



板P上のショット領域S を露光する場合を例にして説明する。

００98 まず、制御装置3０は、基板Pの露光を開始する前に、基板Pの感光材の感度等に

基づいて、基板Pのショット領域S を露光するときの基板ステージ8０の移動速度 (走

査速度)を決定するとともに、投影光学系P の投影倍率と基板Pの走査速度とに基

づいて、マスクステージ6０(メインステージ6 )の移動速度 (走査速度)を決定する。

また、記憶装置3 には、レーザ干渉計75によって規定されるX 座標系内における

第 露光領域 及び第2露光領域A 2のそれぞれの位置情報が予め記憶されて

いる。

００99 制御装置3０は、メインステージ6 の 軸方向への移動によって、第 マスク の

第 パターンP の像の第 露光領域A への投影、及び第2マスク 2の第2パタ

ーンP 2の像の第2露光領域A 2への投影のそれぞれが、所望のタイミングで開始

されるよぅに、メインステージ6 上での第 マスク 及び第2マスク 2のそれぞれの

位置 (第 マスク と第2マスク 2の相対位置関係 )を調整する (図22のS )

０1００ 上述のよぅに、メインステージ6 上での第 、第2露光光 2を基準とした第

マスク と第2マスク 2との相対位置関係 (第 照明領域 に対する第 マスク

の位置、及び第2照明領域 2に対する第2マスク 2の位置) は、基板P上のシ

ョット領域S に対する第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の位置情報、ひい
ては、レーザ干渉計75によって規定されるX 座標系内における第 露光領域

及び第2露光領域 2の位置情報に応じて定められる。レーザ干渉計75によって

規定されるX 座標系内における第 露光領域A 及び第2露光領域A 2のそれ

ぞれの位置情報は記憶装置3 に予め記憶されており、レーザ干渉計75によって規

定されるX 座標系内におけるショット領域S の位置情報も予め求められている。

０1０1 制御装置3０は、記憶装置3 に記憶されている、第 露光領域A 及び第2露光

領域 2の位置情報 (例えば、第 露光領域A と第2露光領域A 2との距離) に

基づいて、第 、第2サブステージ62 63を用いて、メインステージ6 上における第

マスク 及び第2マスク 2の位置 (第 マスク と第2マスク 2の相対位置関係 )

を調整する。

０1０2 このよぅに、本実施形態においては、制御装置3０は、第 露光領域A と第2露光



領域 2との相対位置関係に基づいて、メインステージ6 上での第 マスク 及

び第2マスク 2の位置 (第 マスク と第2マスク 2の相対位置関係 )を予め調整

する。

０1０3 上述の調整が完了した後、制御装置3０は、基板P上のショット領域S の露光を開

始する。基板Pの露光を開始するために、制御装置3０は、光源装置 より露光光

を射出する。光源装置 から射出された露光光 は、第 光学系 2に入射する。上述

のよぅに、第 光学系2は、偏光変換素子5を含み、オプティかレインテグレータ6の光

射出面に、周方向偏光状態の露光光 を射出する輪帯状の二次光源7を形成する

。二次光源7から射出された露光光 は、開口絞り8で制限され、S偏光成分とP偏

光成分とを主に含む露光光 に変換される。

０1０4 第 光学系 2より射出されたS偏光成分とP偏光成分とを主に含む露光光 は、ブ

ラインド装置皿を通過した後、分離光学系 3に入射する。分離光学系 3は、光源

装置 から射出され、第 光学系 2及びブラインド装置皿を通過した露光光 を、互

いに偏光状態の異なるS偏光状態の第 露光光 とP偏光状態の第2露光光 2

とに分離する (図22の )。分離光学系 3で分離された第 露光光 は、第 サ

ブステージ62に保持されている第 マスク を第 照明領域 で照明し、第2露

光光 2は、第2サブステージ63に保持されている第2マスク 2を第2照明領域

2で照明する (図22のS3)

０1０5 第 マスク を通過することによりパターンィビされた第 パターンP からの第 露

光光 は、第 誘導光学系4 を介して中間光学部材4０の第 反射面4０ に入射

する。中間光学部材4０の第 反射面4０ で反射した第 露光光 は、第3誘導光

学系43に入射し、第3誘導光学系43の終端光学素子 を介して投影光学系P の

像面側に規定された第 露光領域A に照射される。また、第2マスク 2を通過す

ることによりパターンィビされた第2パターンP 2からの第2露光光 2は、第2誘導光

学系42を介して中間光学部材4０の第2反射面4０ に入射する。中間光学部材4０

の第2反射面4０ で反射した第2露光光 2は、第3誘導光学系43に入射し、第3

誘導光学系43の終端光学素子 を介して、投影光学系P の像面側に第 露光領

域 とは異なる位置 (第 露光領域 から 軸方向に離れた位置) に規定され



た第2露光領域A 2に照射される。

０1０6 制御装置3０は、計測システム7０のレーザ干渉計74を用いてマスクステージ6０の

位置情報をモニタしながら、そのマスクステージ6０を用いて、第 マスク と第2マ

スク 2とを 方向に移動しっっ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 マ

スク の第 パターンP 及び第2マスク 2の第2パターンP 2のそれぞれを照

明する。また、制御装置3０は、マスクステージ6０による第 マスク 及び第2マスク

2の 方向への移動に同期して、計測システム7０のレーザ干渉計75を用いて

基板ステージ8０の位置情報をモニタしながら、その基板ステージ8０を用いて、基板

Pを 方向に移動しっつ、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞれ

に、第 露光光 及び第2露光光 2を照射する。このよぅに第 及び第2マスク

2と基板Pを移動しっっ第 露光領域A 及び第2露光領域A 2を別個に

照射することで、後に詳述するよぅな過程を経て基板Pの所定領域 (ショット領域) が

二重露光される (図22のS4)

０1０7 本実施形態においては、制御装置3０は、基板P上のショット領域S を露光するに

際し、第 パターンP に対する第 露光光 による照明を開始した後に、第2パ

ターンP 2に対する第2露光光 2による照明を開始し、第 パターンP に対す

る第 露光光 による照明を終了した後に、第2パターンP 2に対する第2露光光

2による照明を終了する。また、制御装置3０は、ショット領域S に対する第 露光

光 によるパターンP の投影を開始した後に、ショット領域S に対する第2露

光光 2による第2パターンP 2の投影を開始し、ショット領域S に対する第 露光

光 による第 パターンP の投影を終了した後に、ショット領域S に対する第2

露光光 2による第2パターンP 2の投影を終了する。

０1０8 次に、図 ０及び図皿を参照して、基板P上のショット領域S に第 、第2露光光

2が照射される場合のシーケンスの一例にっいて説明する。

０1０9 図 ０において、制御装置3０は、第 マスク の第 パターンP が形成された第

パターン形成領域S の 側のェッジが第 照明領域 に到達した時点で、

第 パターンP に対する第 露光光 による照明を開始する。また、第 マスク

の第 パターン形成領域S の 側のェッジが第 照明領域 に到達した



時点で、図皿中、基板P上のショット領域S の 側のェッジG が第 露光領域

に到達するよぅに設定されており、第 露光領域A に対する第 露光光 の

照射が開始される。なお、第 パターンP に対する第 露光光 による照明を開

始前は、可動ブラインド０によって、基板P上での第 露光領域A の走査方向の

幅が零であるが、第 パターンP による走査露光 (第 走査露光) の開始時点、す

に到達した時点からその幅が徐々に広げられていき、所定の設定値に達した時点で

その幅は一定に維持される。これにより、第 走査露光の開始前後に、基板P上でシ

ョット領域S に対して 方向のショット領域の不要な露光を防止できる。なお、第

走査露光の開始直後は、可動ブラインド ０によって第2露光領域A 2の走査方向

の幅が零となっている。

０11０ 制御装置3０は、マスクステージ6０(メインステージ6 ) の 方向への移動を続け

ることによって、第 マスク の第 パターンP に対する第 露光光 による照

明を連続的に行う。マスクステージ6０の 方向への移動を続けることによって、第

マスク の第 パターンP は第 照明領域 を通過する。

０111 また、制御装置3０は、マスクステージ6０の 方向への移動と同期して、基板ステ

ージ8０の 方向への移動を続けることによって、基板P上のショット領域S に対す

る、第 露光光 による第 パターンP の像の投影を連続的に行う。基板ステー

、ジ8０の 方向への移動を続けることによって、基板P上のショット領域S は第 露

光領域 を通過する。

０112 そして、第 マスク の第 パターン形成領域S の 側のエッジが第 照明領

域 の 側のエッジに到達した時点で、第 マスク の第 パターンP に対

する第 露光光 による照明が終了する。また、第 マスク の第 パターン形成

領域S の 側のエッジが第 照明領域 の 側のエッジに到達した時点で

、図皿中、基板P上のショット領域S の 側のエッジG2が第 露光領域A の一

側のエッジに到達するように設定されており、ショット領域S の 側のエッジG2

が第 露光領域A の 側のエ、ソジに到達した時点で、第 露光領域A に対す

る第 露光光 の照射が停止される。これにより、第 露光領域A に照射される



第 露光光 によるショット領域S の露光、すなわちショット領域S に対する第

露光光 による第 パターンP の像の投影が終了する。なお、前述のよぅに、可

動ブラインド０が第 マスク と同期して移動するので、第 マスク の第 パター

ン形成領域S の 側のェッジが第 照明領域 の 側のェッジに到達した

時点で第 照明領域 が可動ブラインドのェッジ 3により制限され始め、第 照明

領域 の 側のェッジに到達した時点で第 照明領域 の幅は零となる。これ

に対応して、ショット領域S のェッジG2が第 露光領域A の 側のェッジに到

達した時点から第 露光領域A の幅が徐々に狭められていき、ェッジG2が第 露

光領域 の 側のェッジに到達した時点でその幅が零となる。これにより、第

走査露光の終了前に、基板P上でショット領域S に対して 方向のショット領域の

不要な露光を防止できる。

第 マスク の第 パターン形成領域S の一部の領域が第 照明領域 を通

過している間の所定のタイミングで、第2マスク 2の第2パターンP 2が形成された

第2パターン形成領域S 2の 側のェッジが第2照明領域 2に到達し、第2パタ

ーンP 2に対する第2露光光 2による照明が開始される。また、第2マスク 2の

第2パターン形成領域S 2の 側のェッジが第2照明領域 2に到達した時点で

、図皿中、基板P上のショット領域S の 側のェッジG が第2露光領域A 2に到

達するよぅに設定されており、第2露光領域A 2に対する第2露光光 2の照射が

開始される。すなわち、基板P上のショット領域S の一部の領域が第 露光領域A

を通過している間の所定のタイミングで、ショット領域S の 側のェッジG が第2

露光領域 2に到達し、ショット領域S に対する第2露光光 2による第2パター

ンP 2の像の投影が開始される。なお、第2パターンP 2に対する第2露光光 2

による照明の開始前は、可動ブラインド ０によって、基板P上での第2露光領域 2

の走査方向の幅が零であるが、第2パターンP 2による走査露光 (第2走査露光)の

開始時点、すなわち基板P上のショット領域S のェッジG が第2露光領域A 2の

側のェッジに到達した時点からその幅が徐々に広げられていき、所定の設定値

に達した時点でその幅は一定に維持される。これにより、第2走査露光の開始前後に

、基板P上でショット領域S に対して 方向のショット領域の不要な露光を防止で



きる。

０114 上述のように、第 露光領域A と第2露光領域A 2との相対位置関係 ( 軸方向

の距離) に基づいて、メインステージ6 に対する第 マスク の位置及び第2マスク

2の位置、すなわちメインステージ6 上における第 マスク と第2マスク 2との

相対位置関係が予め調整されており、メインステージ6 と基板ステージ8０とを同期

移動することによって、基板P上のショット領域S の 側のエッジG が第2露光領

域 2に到達したときに、第2マスク 2の第2パターンP 2の投影を開始することが

できる。

０115 制御装置3０は、マスクステージ6０(メインステージ6 ) の 方向への移動を続け

ることによって、第2マスク 2の第2パターンP 2に対する第2露光光 2による照

明を連続的に行う。マスクステージ6０の 方向への移動を続けることによって、第2

マスク 2の第2パターンP 2は第2照明領域 2を通過する。

０116 また、制御装置3０は、マスクステージ6０の 方向への移動と同期して、基板ステ

ージ8０の 方向への移動を続けることによって、基板P上のショット領域S に対す

る、第2露光光 2による第2パターンP 2の像の投影を連続的に行う。基板ステー
、ジ8０の 方向への移動を続けることによって、基板P上のショット領域S は第2露

光領域 2を通過する。

０117 そして、第2マスク 2の第2パターン形成領域S 2の 側のエッジが第2照明領

域 2の 側のエッジに到達した時点で、第2マスク 2の第2パターンP 2に対

する第2露光光 2による照明が終了する。また、第2マスク 2の第2パターン形成

領域S 2の 側のエッジが第2照明領域 2の 側のエッジに到達した時点で

、図皿中、基板P上のショット領域S の 側のエッジG2が第2露光領域A 2の一

側のエッジに到達するように設定されており、ショット領域S の 側のエッジG2

が第2露光領域A 2の 側のエッジに到達した時点で、第2露光領域A 2に対す

る第2露光光 2の照射が停止される。これにより、第2露光領域A 2に照射される

第2露光光 2によるショット領域S の露光、すなわちショット領域S に対する第2

露光光 2による第2パターンP 2の像の投影が終了する。なお、前述のように、可

動ブラインド０が第2マスク 2と同期して移動するので、第2マスク 2の第2パター



ン形成領域S 2の 側のェッジが第2照明領域 2の 側のェッジに到達した

時点で第2照明領域 2が可動ブラインドのェッジ 4により制限され始め、第2照明

領域 2の 側のェッジに到達した時点で第2照明領域 2の幅は零となる。これ

に対応して、ショット領域S のェッジG2が第2露光領域A 2の 側のェッジに到

達した時点から第2露光領域A 2の幅が徐々に狭められていき、ェッジG2が第2露

光領域 2の 側のェッジに到達した時点でその幅が零となる。これにより、第2

走査露光の終了前に、基板P上でショット領域S に対して 方向のショット領域の

不要な露光を防止できる。

０118 こぅして、第 露光領域 に照射された第 露光光 で露光された基板P上の

ショット領域S の感光材層は、現像工程等を介さずに、第2露光領域 2に照射さ

れた第2露光光 2で再度露光 (二重露光) される。

０119 また、第2パターン形成領域S 2の一部の領域が第2照明領域 2を通過している

途中の所定のタイミングで、第 マスク の第 パターンP に対する第 露光光

による照明が終了する。また、基板P上のショット領域S の一部の領域が第2露

光領域 2を通過している途中の所定のタイミングで、ショット領域S に対する第

露光光 の照射が終了する。

０12０ 以上のよぅに、本実施形態においては、 回のスキャン動作で、基板P上の つのシ

ョット領域S を第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (二重露

光)することができる。

０121 基板P上にはショット領域S が複数設けられており、制御装置3０は、これらショット

領域S のそれぞれを順次露光する。制御装置3０は、基板Pの 方向へのスキャ
ン動作と 方向へのスキャン動作とを繰り返すことによって、基板P上の複数のショ

、ソト領域S を順次多重露光する。

０122 また、第 、第2マスク 2、及び基板Pの移動中には、制御装置3０は、第 、

第2マスク 2の移動と同期して、可動ブラインド０を移動しているので、第 、

第2マスク 2のぅち第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対す

る不要な第 、第2露光光 2の照射を遮ることができる。したがって、第 露

光光 及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光が防止される。特に、単一



の可動ブラインドを用いて、第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対

する露光光の不要な照射を防止しているので、多重露光を行ぅ露光装置の装置コス

トの増大や装置の大型ィビを抑えることができる。

０123 また、光源装置 から射出される露光光 を分離する分離光学系 3を設けたので

、装置コストの増大や装置の大型ィビを抑え、基板Pを効率良く多重露光できる。特に

、第 露光光 と第2露光光 2は、単一の光源装置から発生される露光光 を

したものであるので、第 露光光 と第2露光光 2は、偏光方向が異なる以外は

、共通のビーム品質 (例えば、波長特性) を備えている。それゆえ、異なる二つの光

源から第 露光光と第2露光光を発生させる場合に比べて、それらの露光光間の調

整を行ぅ必要がなく、一層容易に多重露光における良好な露光品質を維持すること

ができる。

０124 また、 軸方向の異なる位置に規定された第 露光領域A と第2露光領域A 2

とのそれぞれに露光光 を照射するとともに、基板P上のショット領域S が第 露光

領域 と第2露光領域 2とを通過するよぅに基板Pを 軸方向に移動することで

、基板Pのショット領域S を効率良く多重露光することができる。本実施形態におい
ては、基板P上の複数のショット領域S を多重露光 (二重露光)するときに、 回のス

キヤン動作で、 つのショット領域S を第 パターンP の像と第2パターンP 2の

像とで露光することができ、スループ、ソトを向上できる。また、基板Pの 方向へのス

キヤン動作と 方向へのスキヤン動作とを繰り返すことによって、基板P上の複数の

ショット領域S を効率良く多重露光することができる。また、 回のスキヤン動作で

つのショット領域S を多重露光することができるので、各ショット領域S 内に第 パ

ターンP の像と第2パターンP 2の像とを所望の位置関係で形成することができる

０125 また、本実施形態においては、分離光学系 3は、露光光 をS偏光状態の第 露

光光 とP偏光状態の第2露光光 2とに分離しており、ラインパターンを含む第

、第2パターンP P 2を直線偏光照明している。ラインパターンの長手方向と

ほぼ平行な偏光方向を有する露光光は、そのラインパターンの像のコントラストの向

上に寄与するので、投影光学系P の光学性能 (焦点深度など) の向上を図ることが



でき、基板P上において高いコントラストの第 、第2パターンP P 2の像を得るこ

とができる。投影光学系P の開口数 が、例えば ・9程度と大きい場合、ランダム

偏光光では偏光効果によって結像特性が劣ィビする可能性がある。本実施形態にお

いては、偏光照明を用いているので、良好なパターンの像を得ることができる。

０126 また、本実施形態においては、第 露光領域 へ照射される第 露光光

及び第2露光領域 2へ照射される第2露光光 2が つの終端光学素子 を介

して基板Pに照射されるので、投影光学系P の構成を簡素ィビすることができる。また

、第 露光領域A と第2露光領域A 2とを異なる位置に規定しているので、第 、

第2露光領域 2と光学的な共役な位置近傍に反射面4０ 4０ を配置す

ることによって、第 マスク からの第 露光光 と第2マスク 2からの第2露光

光 2とを第3誘導光学系4 3に導くことができ、第 、第2露光領域A 2のそ

れぞれに照射することができる。

０127 また、本実施形態の投影光学系P においては、中間光学部材4０で反射した第

マスク からの第 露光光 と第2マスク 2からの第2露光光 2とが、第3誘

導光学系4 3の光軸に対して対称に第3誘導光学系4 3に入射するので、第3誘導光

学系4 3内の各素子内の温度分布も光軸に対して対称にすることができる。したがっ
て、第3誘導光学系4 3内の各素子に温度変化 (温度分布変ィビを含む) が生じても、

例えば投影光学系P 内の一部の光学素子 (例えば、第3誘導光学系4 3内の一部

のレンズ) を移動したり、傾斜させたりすることによって、投影光学系P の光学性能を

所望状態に維持することができる。

０128 また、本実施形態においては、制御装置3０は、第 露光領域A と第2露光領域

2との相対位置関係等に基づいて、メインステージ6 上での第 マスク 及び

第2マスク 2の位置 (第 マスク と第2マスク 2の相対位置関係 ) を予め調整す

るとともに、計測システム7０を用いて、マスクステージ6０及び基板ステージ8０の位置

情報をモニタしつつ、第 、第2マスク 2と基板Pとを移動しながら露光するの

で、第 マスク の第 パターンP の像の投影と第2マスク 2の第2パターンP

2の像の投影とのそれぞれを所望のタイミングで実行することができ、各ショット領域S

内に第 マスク の第 パターンP の像と第2マスク 2の第2パターンP 2の



像とを所望の位置関係で形成することができる。

０129 なお、基板P上の つのショット領域S を多重露光しているときに、メインステージ6

と基板ステージ8０との相対位置が 目標相対位置からずれる可能性がある。メインス

テージ6 と基板ステージ8０との相対位置のずれは、レーザ干渉計74 75の計測結

果に基づいて検知することができるので、制御装置3０は、第 ステージ6 と基板ステ

ージ8０との相対位置のずれを検知した場合には、レーザ干渉計74 75の計測結果

に基づいて、第 サブステージ6 2及び第2サブステージ6 3の少なくとも一方を移動し

て、第 マスク 及び第2マスク 2の少なくとも一方の位置を調整する。これにより

、第 、第2マスク 2とショット領域S との各位置関係が常に所望状態に調整

され、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とをショット領域S 内に所望の

位置関係で形成することができる。

０13０ なお、本実施形態においては、計測システム7０は、メインステージ6 に設けられた

反射部材7 を用いてメインステージ6 の位置情報を取得し、制御装置3０は、その

取得した位置情報に基づいて、メインステージ6 の位置を制御しているが、反射部

材7 を省いて、反射部材72を用いて得られる第 サブステージ6 2の位置情報と、反

射部材73を用いて得られる第2サブステージ6 3の位置情報との少なくとも一方を用

いて、メインステージ6 の移動を制御するよぅにしてもよい。また、計測システム7０は

レーザ干渉計以外のセンサ、例えばェンコーダなどを用いて、第 、第2マスク

2の相対的な位置関係に関する情報、例えば第 、第2マスク 2の位置情

報 (位置又は変位) などを検出してもよい。

０131 なお、本実施形態においては、第 、第2マスク 2を移動するための機構とし

て、第 、第2サブステージ6 2 63を設け、その第 、第2サブステージ6 2 63の位

置情報を取得するために、レーザ干渉計74 による位置計測で用いられる反射部材7

2、73を設けているが、第 露光領域 と第2露光領域A 2との相対位置の変ィビ

、及びメインステージ6 と基板ステージ8０との同期誤差 (位置誤差) が許容できる場

合には、これらを省いてもよい。この場合、第 マスク 及び第2マスク 2をメインス

テージ6 上の所定位置のそれぞれに固定し、反射部材7 を用いてレーザ干渉計7

4で取得されたメインステージ6 の位置情報と、レーザ干渉計75で取得された基板



ステージ8０の位置情報とに基づいて、メインステージ6 と基板ステージ8０とを同期

移動するよぅにしてもよい。

０132 なお、投影光学系P への第 、第2露光光 2の照射、及び投影光学系P

の周囲の環境変化 (温度変ィヒ、圧力変化などを含む)等により、投影光学系P の

光学特性が変ィビして、第 露光領域A と第2露光領域A 2との相対位置関係に

変ィビが生じる可能性がある。この場合には、第 マスク の第 パターンP の像と

第2マスク 2の第2パターンP 2の像とのそれぞれがショット領域S 内の所望の位

置に形成されるよぅに、第 サブステージ6 2及び第2サブステージ6 3の少なくとも一

方を動かして、第 マスク 及び第2マスク 2の少なくとも一方の位置を調整しても

よい。例えば、制御装置3０は、投影光学系P への第 、第2露光光 2の照

射量、及び投影光学系P の周囲の環境変ィロ等をモニタし、第 マスク の第 パタ

ーンP の像と第2マスク 2の第2パターンP 2の像とのそれぞれがショット領域S

内の所望の位置に形成されるよぅに、モニタ結果に基づいて、第 サブステージ6 2

及び第2サブステージ6 3の少なくとも一方を動かすことができる。また、第 誘導光学

系4 、第2誘導光学系4 2、及び第3誘導光学系4 3の少なくとも つを調整して、第

露光領域 と第2露光領域 2との相対位置関係 ( 軸方向の距離など) を補正

してもよい。さらに、上記の照射量や環境変ィビに起因して投影光学系P の結像特性

も変動する。そこで、上記のモニタ結果に基づいて、例えば、投影光学系P の調整 (

光学素子の移動を含む) 、露光光の波長特性 (中心波長、スペクトル幅など) の調整

、及び基板Pの移動 (Z軸、 x及び 方向の位置調整) の少なくとも つを行ぅこと

が好ま 、。これにより、結像特性の変動の抑制 (補正) 、及び 又はその変動に起

因する露光精度の低下の防止を図ることが可能となる。

０133 また、上述のよぅに、本実施形態においては、制御装置3０は、第 マスク と第2

マスク 2とを同一の走査方向に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2

で第 マスク の第 パターンP 及び第2マスク 2の第2パターンP 2のそれぞ

れを照明しているが、後述するよぅに、光学ュニット の構成によっては、ショット領域

S の走査露光中に、第 マスク と第2マスク 2とが互いに逆向きに移動する場

合もある。そのよぅな場合には、一つのショット領域S の走査露光に対して、可動ブ



ラインド０の一方向 ( Z方向又は 方向)への移動により、第 、第2マスク

2の第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対する不要な第 、第2

露光光 2の照射、ひいては第 露光光 及び第2露光光 2による基板

Pの不要な露光が防止されるよぅに、分離光学系 3と第 パターンP 及び第2パタ

ーンP 2との間に配置される第3、第4、第5光学系 4 5 7の結像回数等の光

学特性を設定すればよい。

０134 く第2実施形態ノ

第2実施形態にっいて説明する。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っ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

０135 図 4は、第2実施形態に係る照明系 の要部を示す図である。上述の第 実施形

態と異なる第2実施形態の特徴的な部分は、照明系 が、分離光学系 (偏光分離光

学系 ) 3で生成された第 露光光 及び第2露光光 2の少なくとも一方の偏光

状態を変える変換素子 8を有している点にある。

０136 本実施形態の照明系 は、上述の第 実施形態と同様、露光光 を射出する光

源装置 と、光源装置 からの露光光 をS偏光成分とP偏光成分とを主に含む露

光光 に変換して射出する第 光学系 2と、ブラインド装置皿と、露光光 をS偏

光状態の第 露光光 とP偏光状態の第2露光光 2とに分離する分離光学系 (

偏光分離光学系 ) 3とを備えている。なお、図 4には、光源装置 及び第 光学系 2

は図示されていない。また、本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2

との間の光路上に、第2露光光 2の偏光状態を変える変換素子 8が配置されて

いる。変換素子 8は、位相差板を含む。本実施形態においては、変換素子 8は、

几 4板である。

０137 分離光学系 3で分離されたS偏光状態の第 露光光 は、第3光学系 4を介し

て第 マスク に照射される。一方、分離光学系 3で分離されたP偏光状態の第2

露光光 2は、第4光学系 5を介して、変換素子 8に入射する。几 4板からなる

変換素子 8は、人射されたP偏光を主成分とする第2露光光 2を、円偏光を主成

分とする第2露光光 2に変換する。変換素子 8でその偏光状態を変換された第2



露光光 2は、反射ミラー 6及び第5光学系 7を介して、第2マスク 2に照射され

る。

０138 上述の実施形態同様、第 光学系 2は、光源装置 からの露光光 を所望の角度

に回折する回折光学素子4を含む。本実施形態においては、回折光学素子4は、オ

プティカルインテグレータ6の光人射面を、照明系 の光軸A を含む円形状の照明

領域と光軸A を中心とした輪帯状の照明領域とで照明可能である。上述したよぅに

、回折光学素子4の構造条件を調整することによって、所望の照明領域を形成可能

である。これにより、オプティカルインテグレータ6の光射出面には、光軸A を含む円

形状の二次光源と光軸A を中心とした輪帯状の二次光源とが形成される。

０139 また、上述の第 実施形態同様、オプティカルインテグレータ6の直前 (光人射面近

傍) には偏光変換素子5が配置されている。本実施形態の偏光変換素子5は、円形

状の二次光源から射出される露光光 をP偏光状態の露光光 に変換するととも

に、輪帯状の二次光源から射出される露光光 を周方向偏光状態の露光光 に

変換する。なお、上述したよぅに、偏光変換素子5の旋光能及び厚み等を調整するこ

とによって、所望の偏光状態を有する露光光を生成可能である。

０14０ 図 5は、本実施形態に係る開口絞り8を示す図である。開口絞り8は、オプティカル

インテグレータ6の光射出面近傍、すなわち二次光源7の直後に配置される。図 5に

おいて、開口絞り8は、露光光 を通過可能な2つの第 開口8 及び第3開口8G

を有している。上述の第 実施形態同様、2つの第 開口8 は、光軸A を挟んで対

向する位置に設けられており、その2つの第 開口8 からは、S偏光状態の露光光

が射出される。第3開口8Gは、円形状であり、光軸A 上に つ設けられている。第

3開口3Gは、円形状の二次光源に対応するよぅに形成されており、その第3開口8G

からは、P偏光状態の露光光 が射出される。このよぅに、本実施形態においても、

光源装置 から射出され、開口絞り8を通過する露光光 は、S偏光成分とP偏光成

分とを主に含む。

０14 1 開口絞り8の開口8 8Gを通過した露光光 は、コンデンサー光学系等を介して

ブラインド装置皿に入射する。ブラインド装置皿の光通過領域を通過したS偏光成

分とP偏光成分とを主に含む露光光 は、第2光学系 2を介して、分離光学系 3



に入射する。

０142 分離光学系 3は、露光光 をS偏光状態の第 露光光 とP偏光状態の第2

露光光 2とに分離する。分離光学系 3で分離されたS偏光状態の第 露光光

は、第3光学系 4に供給され、その第3光学系 4を介して第 マスク 上に照射

される。また、分離光学系 3で分離されたP偏光状態の第2露光光 2は、第4光学

系 5 に供給され、変換素子 8で円偏光状態の第2露光光 2に変換された後、反

射ミラー 6及び第5光学系 7を介して第2マスク 2上に照射される。

０143 第 マスク 上には、光軸A に対して互いに対向する位置に配置された2つの

第 開口8 のそれぞれを通過した第 露光光 が照射され、第 マスク の第

パターンP は、S偏光を主成分とする第 露光光 によってダイポール照明 (二

極照明) される。上述の第 実施形態同様、第 マスク の第 パターンP は、X

軸方向を長手方向とする複数のライン・アントスペースパターンを主成分とし、第

パターンP に含まれるライン・アントスペースパターンのラインパターンの長手方

向と、S偏光を主成分とする第 露光光 の偏光方向とはほぼ平行である。このよ

ぅに、照明系 は、第 マスク のライン・アントスペースパターンのラインパターン

の長手方向に合わせた直線偏光状態 (S偏光状態) の二つの光束 (第 露光光

) を用いて、第 マスク のライン・アントスペースパターンのラインパターンの長手

方向に合わせた斜人射照明 (ダイポール照明) を行ぅ。

０144 一方、第2マスク 2上には、光軸A を含む位置に配置された第3開口8Gを通過

した第2露光光 2が照射され、第2マスク 2の第2パターンP 2は、円偏光を主

成分とする第2露光光 2によって照明される。本実施形態においては、第2マスク

2の第2パターンP 2は、例えば複数の異なる方向に延びるラインパターンが混在

するパターンである。照明系 は、第2マスク 2のパターンを、垂直照明する。以下

では、第2露光光 2による第2マスク 2の第2パターンP 2の照明を通常照明と

呼ぶ。

０145 なお、本実施形態においては、開口絞り8の開口8Gを小さくすることによって、照明

値 (コヒーレンスファクター) の小さい照明条件を設定することができるので、第2マ

スク 2が、例えばコンタクトホールパターンが形成される位相シフトマスクである場合



などに有効である。

０146 また、本実施形態においては、照明系 は、第 マスク をダイポール照明し、第

2マスク 2を通常照明しており、例えば第 マスク の第 パターンP としてファ

インパターンが形成され、第2マスク 2の第2パターンP 2として第 パターンP

よりもラフなラフパターンが形成されている場合、それぞれのパターンに応じた照明

条件で照明することができる。

０147 なお、ここでは、照明系 は、二次光源7から射出される露光光 を、開口絞り8に

よりS偏光成分とP偏光成分とを主に含む露光光 に変換した後、分離光学系 3に

入射させ、第 マスク をS偏光状態の第 露光光 によりダイポール照明 (二極

照明)するとともに、第2マスク 2を円偏光状態の第2露光光 2により通常照明し

ている。ここで、回折光学素子の構造を調整し、 つの回折光学素子に、ダイポール

照明用の回折光学素子としての機能と通常照明用の回折光学素子としての機能とを

持たせ、その露光光 の光路上に所定の偏光変換素子を配置することにより、開口

絞りを設けることなく、第 マスク をS偏光状態の第 露光光 によりダイポール

照明するとともに、第2マスク 2を円偏光状態の第2露光光 2により通常照明する

ことができる。

０148 次に、本実施形態に係る露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について説

明する。上述の第 実施形態同様、制御装置3０は、基板Pを露光する前に、第 露

光領域 及び第2露光領域A 2の位置情報等に基づいて、メインステージ6 上

での第 マスク と第2マスク 2との相対位置関係を、第 、第2サブステージ6 2

6 3を用いて調整する。

０149 第 マスク と第2マスク 2との相対位置関係の調整が終了した後、制御装置3０

は、光源装置 より露光光 を射出する。光源装置 から射出された露光光 は、

第 光学系 2によって、所定の偏光状態に変換され、ブラインド装置皿を通過して、

分離光学系 3に入射する。分離光学系 3は、人射した露光光 をS偏光状態の

第 露光光 とP偏光状態の第2露光光 2とに分離する。S偏光状態の第 露

光光 は、第 マスク の第 パターンP を照明する。P偏光状態の第2露光

光 2は、変換素子 8によって円偏光状態の第2露光光 2に変換された後、第2



マスク 2を照明する。

０15０ 本実施形態においても、制御装置3０は、メインステージ6 を有するマスクステージ

6０を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の走査方向 (例えば 方向) に

移動しっっ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 パターンP 及び第2パ

ターンP 2のそれぞれを照明する。また、制御装置3０は、基板P上のショット領域S

を露光中に、第 マスク 及び第2マスク 2の移動と同期して、基板Pを保持し

た基板ステージ8０を、第 マスク 及び第2マスク 2とは逆向きの走査方向 (例え

ば 方向) に移動する。また、制御装置3０は、第 、第2マスク 2の移動と同

期して、可動ブラインド ０を移動する。これにより、第 露光光 及び第2露光光

2による基板Pの不要な露光が防止される。

０151 基板P上のショット領域S は、第 パターンP 及び投影光学系P を介して第

露光領域 に照射される第 露光光 で形成される第 パターンP の像と、

第2パターンP 2及び投影光学系P を介して第2露光領域A 2に照射される第2

露光光 2で形成される第2パターンP 2の像とで、多重露光される。本実施形態

においても、第 露光領域A に照射された第 露光光 で露光された基板P上

の感光材層は、現像工程等を介さずに、第2露光領域A 2に照射された第2露光光

2で再度露光 (二重露光) され、 っのショット領域S は、 回のスキャン動作で、

第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (二重露光) される。

０152 く第3実施形態ノ

第3実施形態にっいて説明する。図 6は、第3実施形態に係る照明系 の要部を

示す図である。以下では、上述の第 実施形態と同一または同等の構成部分にっい
ては同一符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する。

０153 本実施形態の照明系 は、上述の第 実施形態と同様、露光光 を射出する光

源装置 と、光源装置 からの露光光 をS偏光成分とP偏光成分とを主に含む露

光光 に変換して射出する第 光学系 2と、ブラインド装置皿と、露光光 をS偏

光状態の第 露光光 とP偏光状態の第2露光光 2とに分離する偏光分離光

学系 3とを備えている。なお、図 6には、光源装置 及び第 光学系 2は図示されて

いない。また、本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2との間の光路



上に、結像光学系 (リレー光学系 ) g g が配置されている。

０154 本実施形態においては、可動ブラインド０を移動することによって、第 、第2マス

ク 2の第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対する不要な第

、第2露光光 2の照射、ひいては第 露光光 及び第2露光光 2に

よる基板Pの不要な露光が防止されるよぅに、分離光学系 3と第 パターンP 及び

第2パターンP 2との間に配置される光学系 4 7 g g による結像回数が

設定されている。本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2との間の光

路上に、2つの結像光学系 (リレー光学系 ) g g が配置されている。結像光学

系 g のそれぞれは、物体の像を 回倒立させる機能を有する。したがって、

2つの結像光学系 g g によって、ブラインド装置皿の像、すなわち可動ブライ

ンド０の光通過領域の像 (各ェッジ ～6の像) は、分離光学系 3と第2マスク

2との間において、2回倒立する。すなわち、本実施形態においては、分離光学系 3

と第2マスク 2との間における、可動ブラインド０の光通過領域の像 (各ェッジ

～6の像) の結像回数 (倒立回数) は、2回(偶数回)である。一方、本実施形態にお

いては、分離光学系 3と第 マスク との間における、可動ブラインド ０の光通過

領域の像 (各ェッジ ～6の像) の結像回数 (倒立回数) は、０回(偶数回)である。

０155 分離光学系 3で分離されたS偏光状態の第 露光光 は、第3光学系 4を介し

て第 マスク に照射される。一方、分離光学系 3で分離されたP偏光状態の第2

露光光 2は、2つの結像光学系 g g を介して、反射ミラー 6に入射し、その

反射ミラー 6で反射した後、第5光学系 7を介して、第2マスク 2に照射される。

０156 上述の実施形態同様、本実施形態においても、制御装置3０は、マスクステージ6０

のメインステージ6 を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の走査方向 (例

えば 方向) に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 マスク

の第 パターンP 及び第2マスク 2の第2パターンP 2のそれぞれを照明する

。また、制御装置3０は、基板P上のショット領域S の露光中に、基板Pを保持した基

板ステージ8０を、第 マスク 及び第2マスク 2とは逆向きの走査方向 (例えば一

方向 に移動する。また、制御装置3０は、第 、第2マスク 2の移動と同期し

て、可動ブラインド ０を移動する。基板P上のショット領域S は、第 パターンP



及び投影光学系P を介して第 露光領域A に照射される第 露光光 で形成

される第 パターンP の像と、第2パターンP 2及び投影光学系P を介して第2

露光領域 2に照射される第2露光光 2で形成される第2パターンP 2の像とで

、多重露光される。

０157 本実施形態においても、一つのショット領域S に対する露光動作中に、可動ブラ

インド ０を一方向 ( z方向又は 方向)移動することによって、第 露光光 及

び第2露光光 2による基板Pの不要な露光が防止されるよぅに、分離光学系 3と

第 パターンP 及び第2パターンP 2との間に配置される光学系による結像回数

が設定されているので、第 マスク と第2マスク 2とを同一の走査方向に移動し

つつ、第 露光光 及び第2露光光 2で第 パターンP 及び第2パターンP

2のそれぞれを照明した場合でも、 つの可動ブラインド０によって、第 、第2マスク

2のぅち第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対する不要な

第 、第2露光光 、 2の照射を遮ることができる。これにより、第 露光光

及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防止することができる。

０158 また、本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2との間の第2露光光

2の光路上に、リレー光学系として結像光学系 g g が配置されている。この

ため、第 マスク (第 サブステージ62) と第2マスク 2 (第2サブステージ63) と

の距離が長い場合も、第ェ、第2マスク 2のそれぞれを第 、第2露光光

2で良好に照明することができる。

０159 く第4実施形態ノ

第4実施形態について説明する。図 7は第4実施形態を示す概略構成図である。

上述の第 実施形態と異なる本実施形態の特徴的な部分は、第 誘導光学系4 及

び第2誘導光学系4 2が凹面ミラー44を有している点にある。以下では、その差異を

中心に説明し、上述の第ェ実施形態と同一または同等の構成部分については同一

符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する。

０16０ 図 7に示すよぅに、本実施形態の投影光学系P は、上述の実施形態同様、基板

Pの表面が対向して配置される つの終端光学素子 を有し、その つの終端光学

素子 を介して、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞれに第 露光



光 及び第2露光光 2を照射する。また、投影光学系P は、第 露光領域A

及び第2露光領域A 2と光学的に共役な位置の近傍に配置され、第 マスク か

らの第 露光光 と第2マスク 2からの第2露光光 2とを第3誘導光学系4 3へ

導く中間光学部材4０を有している。

０161 第 マスク からの第 露光光 を中間光学部材4０に導く第 誘導光学系4

は、凹面ミラー44を有している。同様に、第2マスク 2からの第2露光光 2を中間

光学部材4０に導く第2誘導光学系4 2も、凹面ミラー44を有している。

０162 第 、第2マスク 2のそれぞれでパターンィビされた第 、第2露光光

2のそれぞれは、第 、第2誘導光学系4 4 2により中間光学部材4０に導かれる。

っいで、第 露光光 と第2露光光 2は、中間光学部材4０の第 、第2反射面4

O 4０ で反射した後、終端光学素子 を含む第3誘導光学系4 3を介して、第

露光領域 及び第2露光領域A 2のそれぞれに照射される。

０163 本実施形態においても、制御装置3０は、マスクステージ6０のメインステージ6 を

用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の走査方向 (例えば 方向) に移動

しっっ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 マスク の第 パターンP

及び第2マスク 2の第2パターンP 2のそれぞれを照明する。また、制御装置3０は

、基板P上のショット領域S の露光中に、基板Pを保持した基板ステージ8０を、第

マスク 及び第2マスク 2とは逆向きの走査方向 (例えば 方向) に移動する。

また、制御装置3０は、第 、第2マスク 2の移動と同期して、可動ブラインド０

を移動する。基板P上のショット領域S は、第 パターンP 及び投影光学系P を

介して第 露光領域 に照射される第 露光光 で形成される第 パターンP

の像と、第2パターンP 2及び投影光学系P を介して第2露光領域 2に照射さ

れる第2露光光 2で形成される第2パターンP 2の像とで、多重露光される。

０164 本実施形態においても、スループ、ソトの低下を招くことなく、 回のスキャン動作で基

板P上の各ショット領域S を多重露光することができる。

０165 なお、上述の第 ～第4実施形態において、第 マスク からの第 露光光 が

通過する第 誘導光学系4 の一部の光学素子と、第2マスク 2からの第2露光光

2が通過する第2誘導光学系4 2の一部の光学素子とを移動可能 (及び 又は傾斜



可能) にして、第 露光領域A に投影される第 パターンP の像と第2露光領域

2に投影される第2パターンP 2の像とをそれぞれ独立に調整するよぅにしてもよ

０166 く第5実施形態ノ

第5実施形態にっいて説明する。図 8は第5実施形態を示す概略構成図である。

上述の各実施形態と異なる本実施形態の特徴的な部分は、光学ュニット が、第2

マスク 2と基板Pとの間の第2露光光 2の光路上に、所定の結像光学系 (リレー

光学系 ) 2０ 2０ を有している点にある。以下では、その差異を中心に説明し、上

述の実施形態と同一または同等の構成部分にっいては同一符号を付し、その説明

を簡略若しくは省略する。

０167 本実施形態の照明系 は、上述の実施形態と同様、露光光 を射出する光源装

置 と、光源装置 からの露光光 の偏光状態を変換して射出する第 光学系 2と、

ブラインド装置皿と、露光光 を第 偏光状態の第 露光光 と第2偏光状態の

第2露光光 2とに分離する分離光学系 (偏光分離光学系 ) 3とを備えている。そし

て、第 マスク 、第 偏光状態 (例えばS偏光状態) の第 露光光 で照明さ

れ、第2マスク 2は、第2偏光状態 (例えばP偏光状態) の第2露光光 2で照明さ

れる。

０168 本実施形態においても、制御装置3０は、メインステージ6 を有するマスクステージ

6０を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の走査方向 (例えば 方向) に

移動しっっ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 パターンP 及び第2パ

ターンP 2のそれぞれを照明する。また、本実施形態においては、第 露光領域

と第2露光領域A 2とは同じ位置に重なるよぅに設定されている。また、制御装置3

は、基板P上のショット領域S の露光中に、第 マスク 及び第2マスク 2の移

動と同期して、基板Pを保持した基板ステージ8０を、第 マスク 及び第2マスク

2とは逆向きの走査方向 (例えば 方向) に移動する。また、制御装置3０は、第 、

第2マスク 2の移動と同期して、可動ブラインド０を移動する。但し、本実施

形態においては、第 、第2露光領域A 2が同凶立置に設定されているので、

第 パターン形成領域S と第 照明領域 との位置関係と、第2パターン形成領



域S 2と第2照明領域 2との位置関係とはほぼ同じなので、可動ブラインド ０は

、第 、第2パターン形成領域S S 2に応じた大きさの光通過領域を有していれ

ばよい。基板P上のショット領域S は、第 露光領域A に照射される第 露光光

で形成される第 パターンP の像と、第2露光領域 2に照射される第2露光

光 2で形成される第2パターンP 2の像とで、多重露光される。

０169 本実施形態においても、一つのショット領域 に対する露光動作中に、可動ブラ

インド ０の一方向への移動によって、第 、第2マスク 2の第 、第2パターン

形成領域S S 2以外の部分に対する不要な第 、第2露光光 2の照

射、ひいては第 露光光 及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光が防止

されるよぅに、分離光学系 3と第 パターンP 及び第2パターンP 2との間に配置

される光学系 4 5 7による結像回数が設定されている。

０17０ 光学ュニット は、投影光学系P の物体面側 (投影光学系P とマスクステージ6０

との間) に設けられ、第 マスク からの第 露光光 と第2マスク 2からの第2

露光光 2とが人射するビームスプリッタ24を備えている。また、光学ュニット は、

第2マスク 2と基板P (第2露光領域A 2)との間の第2露光光 2の光路上に設け

られた2つの結像光学系 2 2０ を有している。本実施形態においては、結像光

学系 2０ 2０ は、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間の第2露光光 2の光

路のぅち、第2マスク 2と投影光学系P との間に設けられている。また、本実施形態

の結像光学系 2０ 2０ は等倍結像光学系である。また、結像光学系 2０ 2０ の

それぞれは、物体の像をェ回倒立させる機能を有する。

０171 第 マスク とビームスプリッタ24 との間には第 反射ミラー2 が設けられており、

第 マスク からの第 露光光 は、第 反射ミラー2 で反射した後、ビームスプ

リッタ24 に入射する。また、第2マスク 2とビームスプリッタ24 との間には第2反射ミ

ラー22、結像光学系 2０ 2０ 、及び第3反射ミラー23が設けられており、第2マス

ク 2からの第2露光光 2は、第2反射ミラー22で反射した後、結像光学系 2０

Z０ を通過し、第3反射ミラー23で反射した後、ビームスプリッタ24に入射する。ビー

ムスプリッタ24に入射した第 露光光 及び第2露光光 2は、そのビームスプリ

、ソタ24を介して投影光学系P に入射する。



０172 本実施形態の光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域 との間で第 パ

ターンP の像を偶数又は奇数のいずれか一方の回数倒立させ、第2マスク 2と

第2露光領域 2との間で第2パターンP 2の像を一方の回数倒立させる。すなわ

ち、光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域A との間で第 パターンP

の像を偶数回倒立させる場合には、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間で第2

パターンP 2の像を偶数回倒立させる。一方、第 マスク と第 露光領域A と

の間で第 パターンP の像を奇数回倒立させる場合には、第2マスク 2と第2露

光領域 2との間で第2パターンP 2の像を奇数回倒立させる。

０173 本実施形態においては、第2マスク 2と投影光学系P との間の第2露光光 2

の光路上に、物体の像を倒立させる機能を有する結像光学系 2０ 2０ が設けられ

ている。したがって、2つの結像光学系 2０ 2０ によって、第2パターンP 2の像

は、第2マスク 2と投影光学系P との間において、2回倒立する。また、本実施形

態においては、投影光学系P は、物体の像を 回倒立させる。したがって、第2パタ

ーンP 2の像は、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間において、3回(奇数回)

倒立する。また、第 パターンP の像は、第 マスク と第 露光領域A との間

において、投影光学系P により、 回(奇数回)倒立する。

０174 このよぅに、本実施形態の光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域 との

間で第 パターンP の像を奇数回倒立させ、第2マスク 2と第2露光領域 2と

の間で第2パターンP 2の像を奇数回倒立させている。このため、第 マスク と第

2マスク 2とを同一の走査方向 (例えば 方向) に移動しつつ、第 露光光 及

び第2露光光 2で第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明した

場合でも、基板P上のショット領域S に所望の第 、第2パターンP P 2の像を

投影することができる。また、第 、第2マスク 2の移動と同期して、可動ブライ

ンド０が移動することによって、第 露光光 及び第2露光光 2による基板P

の不要な露光を防止することができる。

０175 く第6実施形態ノ

第6実施形態について説明する。図 9は第6実施形態を示す概略構成図である。

上述の第5実施形態と異なる本実施形態の特徴的な部分は、第 マスク と第 露



光領域 との間で第 パターンP の像が偶数回倒立し、第2マスク 2と第2露

光領域 2との間で第2パターンP 2の像が偶数回倒立する点にある。以下では、

その差異を中心に説明し、上述の実施形態と同一または同等の構成部分にっいて

は同一符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する。

０176 本実施形態の照明系 は、上述の実施形態と同等である。照明系 は、第 マス

ク を第 偏光状態 (例えばS偏光状態) の第 露光光 で照明し、第2マスク

2を第2偏光状態 (例えばP偏光状態) の第2露光光 2で照明する。

０177 また、上述の実施形態同様、本実施形態においても、制御装置3０は、メインステー
、ジ6 を有するマスクステージ6０を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の

走査方向 (例えば 方向) に移動しっっ、第 露光光 及び第2露光光 2で、

第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明する。また、制御装置3０

は、基板P上のショット領域S の露光中に、第 マスク 及び第2マスク 2の移動

と同期して、基板Pを保持した基板ステージ8０を、第 マスク 及び第2マスク 2と

は逆向きの走査方向 (例えば 方向) に移動する。また、制御装置3０は、第 、第

2マスク 2の移動と同期して、可動ブラインド０を移動する。基板P上のショ

、ソト領域S は、第 露光領域A に照射される第 露光光 で形成される第 パ

ターンP の像と、第2露光領域A 2に照射される第2露光光 2で形成される第

2パターンP 2の像とで、多重露光される。

０178 光学ュニット は、投影光学系P の物体面側 (投影光学系P とマスクステージ6０

との間) に設けられ、第 マスク からの第 露光光 と第2マスク 2からの第2

露光光 2とが人射するビームスプリッタ24を備えている。また、光学ュニット は、

第 マスク と基板P (第 露光領域A ) との間の第 露光光 の光路上に設け

られた第 結像光学系 2０ と、第2マスク 2と基板 (第2露光領域A 2)との間の

第2露光光 2の光路上に設けられた第2結像光学系 2０ とを有している。第 結像

光学系 2０ は、第 マスク と第 露光領域A との間の第 露光光 の光路

のぅち、第 マスク と投影光学系P との間に設けられている。第2結像光学系 2０

は、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間の第2露光光 2の光路のぅち、第2

マスク 2と投影光学系P との間に設けられている。また、本実施形態の第 、第2



結像光学系 2０ 2 は等倍結像光学系である。また、第 、第2結像光学系 2０

2 のそれぞれは、物体の像を 回倒立させる機能を有する。

０179 第 マスク とビームスプリッタ24 との間には、第 結像光学系 2 及び第 反射

ミラー2 が設けられており、第 マスク からの第 露光光 は、第 結像光学系

2 を通過した後、第 反射ミラー2 を介して、ビームスプリッタ24 に入射する。第2

マスク 2とビームスプリッタ24 との間には、第2反射ミラー22、第2結像光学系 2

、及び第3反射ミラー2 3が設けられており、第2マスク 2からの第2露光光 2は、

第2反射ミラー22で反射した後、第2結像光学系 2 を通過し、第3反射ミラー23で

反射した後、ビームスプリッタ24 に入射する。ビームスプリッタ24 に入射した第 露光

光 及び第2露光光 2は、そのビームスプリッタ24を介して投影光学系P に入

射する。

０18０ 本実施形態においては、第 パターンP の像は、第 結像光学系 2 によって、

第 マスク と投影光学系P との間において、 回倒立する。また、本実施形態に

おいては、投影光学系P は、物体の像を 回倒立させる。したがって、第 パターン

P の像は、第 マスク と第 露光領域A との間において、2回(偶数回)倒立

する。また、第2パターンP 2の像は、第2結像光学系 2 によって、第2マスク 2と

投影光学系P との間において、 回倒立する。したがって、第2パターンP 2の像は

、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間において、2回(偶数回)倒立する。

０181 このよぅに、本実施形態の光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域 との

間で第 パターンP の像を偶数回倒立させ、第2マスク 2と第2露光領域 2と

の間で第2パターンP 2の像を偶数回倒立させている。このため、第 マスク と第

2マスク 2とを同一の走査方向 (例えば 方向) に移動しつつ、第 露光光 及

び第2露光光 2で第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明した

場合でも、基板P上のショット領域S に所望の第 、第2パターンP P 2の像を

投影することができる。また、第 、第2マスク 2の移動と同期して、可動ブライ

ンド０が移動することによって、第 露光光 及び第2露光光 2による基板P

の不要な露光を防止することができる。

０182 なお、上述の第 ～第6実施形態においては、第 マスク に第 パターンP が



形成され、第 マスク とは別の第2マスク 2に第2パターンP 2が形成されてい
るが、 つのマスク上に第 パターンP 及び第2パターンP 2を形成してもよい。そ

の つのマスク上に設けられている第 パターンP の像と第2パターンP 2の像と

で基板Pを多重露光することができる。

０183 く第7実施形態ノ

第7実施形態について説明する。図2０は第7実施形態を示す概略構成図である。

本実施形態の特徴的な部分は、第 マスク と第2マスク 2とを互いに逆向きの走

査方向に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2で第 パターンP 及び

第2パターンP 2のそれぞれを照明する点にある。以下では、その差異を中心に説

明し、上述の実施形態と同一または同等の構成部分については同一符号を付し、そ

の説明を簡略若しくは省略する。

０184 本実施形態の照明系 は、上述の実施形態と同様、露光光 を射出する光源装

置 と、光源装置 からの露光光 の偏光状態を変換して射出する第 光学系 2と、

ブラインド装置皿と、露光光 を第 偏光状態 (例えばS偏光状態) の第 露光光

と第2偏光状態 (例えぼP偏光状態) の第2露光光 2とに分離する偏光分離光

学系 3とを備えている。なお、図2０には、光源装置 及び第 光学系 2は図示されて

いない。また、本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2との間の光路

上に、結像光学系 (リレー光学系 ) 9が配置されている。

０185 本実施形態においては、マスクステージ6０は、べ一ス部材6 5と、べ一ス部材6 5上

で第 マスク を保持して移動可能な第 ステージ6 2 と、第2マスク 2を保持して

移動可能な第2ステージ6 3 とを備えている。第 ステージ6 2 と第2ステージ6 3 と

はべ一ス部材6 5上で独立して移動可能である。制御装置3０は、第 ステージ6 2 及

び第2ステージ6 3 を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを互いに逆向きの走査

方向 ( 軸方向) に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2で第 パターン

P 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明する。

０186 例えば、基板P上のショット領域 の露光中に、マスクステージ6０の第 ステージ6

2 によって、第 マスク が 方向に移動される場合、第2マスク 2は、第2ステ

ージ6 3 によって、 方向に移動される。また、第 マスク が 方向に移動さ



れる場合、第2マスク 2は 方向に移動される。また、制御装置3０は、基板P上の

ショット領域S の露光中に、第 マスク 及び第2マスク 2の移動に同期して、基

板Pを保持した基板ステージ8０を、所定の走査方向 ( 軸方向) に移動する。

０187 そして、本実施形態においては、可動ブラインド ０を移動することによって、第 、

第2マスク 2の第 、第2パターン形成領域S S 2以外の部分に対する

不要な第 、第2露光光 2の照射、ひいては第 露光光 及び第2露光

光 2による基板Pの不要な露光が防止されるよぅに、分離光学系 3と第 パターン

P 及び第2パターンP 2との間に配置される光学系 4 7 9による結像回数

が設定されている。本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2との間の

光路上に、 つの結像光学系 (リレー光学系 ) 9が配置されている。結像光学系 9

は、物体の像を 回倒立させる機能を有する。したがって、 つの結像光学系 9によ

って、ブラインド装置 の像、すなわち可動ブラインド０の光通過領域の像 (各ェ
、ソジ ～6の像) は、分離光学系 3と第2マスク 2との間において、 回倒立する

。すなわち、本実施形態においては、分離光学系 3と第2マスク 2との間における

、可動ブラインド ０の光通過領域の像 (各ェッジ ～6の像) の結像回数 (倒立

回数) は、 回(奇数回)である。一方、本実施形態においては、分離光学系 3と第

マスク との間における、可動ブラインド０の光通過領域の像 (各ェッジ ～6

の像) の結像回数 (倒立回数) は、０回(偶数回)である。

０188 分離光学系 3で分離された第 偏光状態の第 露光光 は、第3光学系 4を

介して第 マスク に照射される。一方、分離光学系 3で分離された第2偏光状態

の第2露光光 2は、結像光学系 9を介して、反射ミラー 6に入射し、その反射ミラ

ー 6で反射した後、第5光学系 7を介して、第2マスク 2に照射される。

０189 また、本実施形態の光学ュニット は、投影光学系P の物体面側 (投影光学系P

とマスクステージ6０との間) に設けられ、第 マスク からの第 露光光 と第2マ

スク 2からの第2露光光 2とが人射するビームスプリッタ24 と、第2マスク 2と基

板 (第2露光領域 2)との間の第2露光光 2の光路上に設けられた つの結像

光学系 2０とを有している。結像光学系 2０は、第2マスク 2と第2露光領域A 2との

間の第2露光光 2の光路のぅち、第2マスク 2と投影光学系P との間に設けられ



ている。また、結像光学系 2０は等倍結像光学系である。結像光学系 2０は、物体の

像を 回倒立させる機能を有する。

０19０ 第 マスク からの第ェ露光光 は、第 反射ミラー2 で反射した後、ビームス

プリッタ24 に入射する。第2マスク 2からの第2露光光 2は、第2反射ミラー22で

反射した後、結像光学系 2０を通過し、第3反射ミラー23で反射した後、ビームスプリ

、ソタ24 に入射する。ビームスプリッタ24 に入射した第 露光光 及び第2露光光

2は、そのビームスプリッタ24を介して投影光学系P に入射する。

０191 本実施形態の光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域 との間で第 パ

ターンP の像を偶数又は奇数のいずれか一方の回数倒立させ、第2マスク 2と

第2露光領域 2との間で第2パターンP 2の像を他方の回数倒立させる。すなわ

ち、光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域A との間で第 パターンP

の像を偶数回倒立させる場合には、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間で第2

パターンP 2の像を奇数回倒立させる。一方、第 マスク と第 露光領域A と

の間で第 パターンP の像を奇数回倒立させる場合には、第2マスク 2と第2露

光領域 2との間で第2パターンP 2の像を偶数回倒立させる。

０192 本実施形態においては、第2マスク 2と投影光学系P との間の第2露光光 2

の光路上に、物体の像を倒立させる機能を有する結像光学系 2０が つ設けられてい
る。したがって、第2パターンP 2の像は、その結像光学系 2０によって、第2マスク

2と投影光学系P との間において、 回倒立する。また、本実施形態においては、投

影光学系P は、物体の像を 回倒立させる。したがって、第2パターンP 2の像は、

第2マスク 2と第2露光領域A 2との間において、2回(偶数回)倒立する。また、第

パターンP の像は、第 マスク と第 露光領域A との間において、投影光

学系P により、 回(奇数回)倒立する。

０193 次に、本実施形態に係る露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について説

明する。

０194 制御装置3０は、マスクステージ6０の第 ステージ6 2 及び第2ステージ6 3 を用い
て、第 マスク と第2マスク 2とを互いに逆向きの走査方向に移動しつつ、第 露

光光 及び第2露光光 2で、第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞ



れを照明する。また、制御装置3０は、基板P上のショット領域S の露光中に、第 マ

スク 及び第2マスク 2の移動と同期して、基板Pを保持した基板ステージ8０を、

走査方向 ( 軸方向) に移動する。

０195 また、制御装置3０は、第 、第2マスク 2の移動と同期して、可動ブラインド

０を移動する。本実施形態においては、可動ブラインド０を移動することによって、

第 露光光 及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光が防止されるよぅに、

分離光学系 3と第 パターンP 及び第2パターンP 2との間に配置される光学系

による結像回数が設定されている。このため、第 マスク と第2マスク 2とを互い
に逆向きの走査方向に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2で第 パタ

ーンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明した場合でも、 つの可動ブライン

ド ０によって、第 、第2マスク 2のぅち第 、第2パターン形成領域S 、S

2以外の部分に対する不要な第 、第2露光光 2の照射を遮ることができ

る。これにより、第 露光光 及び第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防

止することができる。

０196 第 パターンP の像は、第 マスク と第 露光領域 との間において、投影

光学系P により、 回倒立して、基板P上のショット領域S に投影される。第2パター

ンP 2の像は、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間において、2回倒立して、基

板P上のショット領域S に投影される。基板P上のショット領域S は、第 露光領域

に照射される第 露光光 で形成される第 パターンP の像と、第2露光

領域 2に照射される第2露光光 2で形成される第2パターンP 2の像とで、多

重露光される。

０197 このよぅに、本実施形態の光学ュニット は、第 マスク と第 露光領域 との

間で第 パターンP の像を奇数回倒立させ、第2マスク 2と第2露光領域 2と

の間で第2パターンP 2の像を偶数回倒立させている。このため、第 マスク と第

2マスク 2とを互いに逆向きの走査方向に移動しつつ、第 露光光 及び第2露

光光 2で第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照明した場合でも

、基板P上のショット領域S に所望の第 、第2パターンP P 2の像を投影する

ことができる。また、第 、第2マスク 2の移動と同期して、可動ブラインド０



が移動することによって、第 露光光 及び第2露光光 2による基板P の不要な

露光を防止することができる。

０19 8 く第8 実施形態ノ

第8 実施形態について説明する。本実施形態の特徴的な部分は、基板P 上に液体

の液浸領域を形成し、その液浸領域の液体を介して第 露光光 と第2露光光

2 とを基板P 上のショット領域S に照射する点にある。以下では、その差異を中心に

説明し、上述の実施形態と同一または同等の構成部分については同一符号を付し、

その説明を簡略若しくは省略する。

０19 9 図2 は第8 実施形態を示す概略構成図である。本実施形態の照明系 としては、

上述の第 ～第7 実施形態の任意のものを用いることができる。投影光学系P (光学

ュニット )も、上述の各実施形態の任意のものを用いることができる。また、基板P 上

のショット領域S を露光する際、第 マスク と第2マスク 2とは同一の走査方向

に移動されてもよいし、互いに逆向きの走査方向に移動されてもよい。

０2 ００ 本実施形態の露光装置 Xは、例えば国際公開第9 9 4 9 5０4 号パンフレソト、特

開2００4 2 6 号 (対応米国特許公開第2００4 ０ 6 5 5 9 号公報 ) 等に開示さ

れているよぅな、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露光装置であって、基板P 上に液体

の液浸領域 を形成する液浸システム ００を備えている。本実施形態では、液体

Q として、水 (純水 ) を用いる。また、基板P には、液体 Qから感光材や基材を保護す

るトップコート膜などを設けることができる。

０2 ０1 液浸システム ００は、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 と基板P との間の第 、第2露光光 2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 を有

する供給部材 3 、及び液体 Qを回収するための回収 口 2 2 を有する回収部材

2 3 を有している。供給部材 3 には液体 Qを送出可能な液体供給装置 (不図示)

が接続されており、液体供給装置は、清浄で温度調整された液体 Qを供給 口 2

を介して光路に供給可能である。また、回収部材 2 3 には、真空系等を含む液体回

収装置 (不図示) が接続されており、液体回収装置は、光路を満たす液体 Qを回収



口 2 2を介して回収可能である。液体供給装置及び液体回収装置の動作は制御装

置3０で制御される。制御装置3０は、液浸システム ００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による液体回収動作とを並行して行ぅことで、投影

光学系P の終端光学素子 の下面と、基板ステージ8０上の基板Pの表面との間

の第 、第2露光光 2の光路を液体 で満たすよぅに、基板P上の一部の

領域に液体 Qの液浸領域 を局所的に形成する。液浸領域 は、基板P上の第

露光領域 及び第2露光領域A 2よりも大きく形成される。すなわち、液浸領域

は、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の全てを覆ぅよぅに形成される。

０2０2 露光装置 Xは、基板ステージ8０に保持された基板P上に液体 Qの液浸領域

を形成し、その液浸領域 の液体 Qを介して基板P上の第 、第2露光領域

2のそれぞれに第 、第2露光光 2を照射して、基板Pを露光する。

０2０3 露光装置 Xは、液浸領域 を形成した状態で、第 、第2露光領域 A 2

に対して基板P上のショット領域S を 軸方向に移動しつつ、第 、第2露光領域

A 2のそれぞれに第 、第2露光光 2を照射することにより、第 露光

領域 に液体 Qを介して照射される第 露光光 で形成される第 パターンP

の像と、第2露光領域A 2に液体 Qを介して照射される第2露光光 2で形成

される第2パターンP 2の像とで、基板P上のショット領域S を多重露光 (二重露光

)する。

０2０4 なお、本実施形態において、液体 Qとして水 (純水 ) を用いているが、液体 Qとし

ては、水以外のものを用いてもよい。例えば、露光光 が レーザ光である場合、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。また、液体 Qとして

は、その他にも、露光光 に対する透過性があってできるだけ屈折率が高く、投影

光学系、基板P表面に塗布されているフォトレジストに対して安定なもの (例えばセダ

一油) を用いることも可能である。

０2０5 また、液体 Qとしては、水よりも露光光 に対する屈折率が高い液体、例えば屈

折率が ・6～・8程度のものを使用してもよい。更に、石英や蛍石よりも屈折率が高

い(例えば ・6以ｱ) 材料で終端光学素子 を形成してもよい。ここで、純水よりも



屈折率が高い(例えば ・5 以ｱ) 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) れ、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) 、あるいは屈折率が約 ・6０のデカリン(D e c a n

Decahyd onaph ha ene)などが挙げられる。また、液体 Qは、これら液体のぅち任意

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 Qは、純水に "、C s "、 "、 、

、 2 等の塩基又は酸を添加 (混合 ) したものでもよいし、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 (又はトップコート膜あるいは反射防止膜など) に対して安定なものである

ことが好ま 、。また、液体 Qとしては、屈折率が ・6～・8程度のものを使用して

もよい。液体 Qとして、超臨界流体を用いることも可能である。

０2 ０6 また、終端光学素子 を、例えば石英 (シリカ) 、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、及びフッィビナトリウム等のフ
、ソィヒィロ合物の単結品材料で形成してもよ 、石英や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。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、サファイア、二酸ィビゲルマニ

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る、塩ィビカ

リウム (屈折率は約 ・75) 等を用いることができる。

０2 ０7 液浸システム ００は、その一部 (例えば、液体供給装置及び 又は液体回収装置

を構成する部材) が露光装置に設けられている必要はなく、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よい。また、液浸システム ００の構造は、上述の構

造に限られず、例えば、欧州特許公開第 4 2０298 号公報、国際公開第2００4 ０5

5 8 ０3 号パンフレソト、国際公開第2００4 ０5759 ０号パンフレソト、国際公開第2００

5 ０29559 号パンフレソト(対応米国特許公開第2００6 ０2 3 2０6 号) 、国際公開

第2００4 ０86468 号パンフレソト(対応米国特許公開第2００5 ０2 8０7 9 号 、特

開2００4 2 6 号公報 (対応米国特許第6 ，952 253 号) などに記載されてレめ



ものを用いることができる。液浸露光装置の液浸機構及びその付属機器について、

指定国または選択国の法令が許す範囲において上記の米国特許又は米国特許公

開などの開示を援用して本文の記載の一部とする。

０2０8 また、本実施形態の投影光学系において、例えば、国際公開第2００4 ０ 9 28

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

、終端光学素子の像面側の光路に加えて、終端光学素子の物体面側の光路も液体

で満たすよぅにしてもよい。さらに、終端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好ま 、。

０2０9 また、本実施形態においては、第 露光領域 と第2露光領域A 2とを つの液

浸領域 で覆っているが、第 露光領域A と第2露光領域 2とを別々の液浸

領域 (第 、第2液浸領域)で覆ぅよぅにしてもよい。この場合、第 、第2液浸領域を、

種類 (少なくとも露光光 に対する屈折率)が異なる液体でそれぞれ形成してもよい
。一例としては、第 、第2液浸領域の一方を、水 (純水)で形成し、他方を、水 (屈折

率は ・44程度)よりも露光光 に対する屈折率が高い液体で形成してもよい。また

、第 液浸領域と第2液浸領域とで、液体 Qの粘度、露光光 の透過率及び温度

の少なくとも つが互いに異なっていてもよい。

０21０ 上述の第 ～第8各実施形態において、照明系 は、光源装置 から射出された

露光光 を、分離光学系 (偏光分離光学系 ) 3を用いて、第 偏光状態の第 露光

光 と第2偏光状態の第2露光光 2とに分離しているが、分離光学系を例えば

ハーフミラー等で形成し、その分離光学系を用いて、光源装置 から射出された露光

光 を、第 の強度 (光量)を有する第 露光光と、第2の強度 (光量)を有する第2露

光光とに分離するよぅにしてもよい。そして、照明系は、それら第 、第2の強度 (光量

)を有する第 、第2露光光で、第 、第2パターンのそれぞれを照明するよぅにしても

よい。

０211 あるいは、光源装置 が所定の波長帯域を有する露光光 を射出する場合には、

分離光学系を例えばダイクロ不ソクミラー等で形成し、その分離光学系を用いて、光



源装置 から射出された露光光 を、第 の波長を有する第 露光光と、第2の波長

を有する第2露光光とに分離するよぅにしてもよい。すなわち、露光光をその偏光状

態、光強度 (または光量) 、または波長あるいはそれらの組み合わせにより分離しても

よい(または露光光からそれらの物理的な特性が異なる第 成分および第2成分を取

り出してもよい)

０2 12 上述の第 ～第8実施形態において、投影光学系P としては、上述のものに限ら

れず、例えば縮小系、等倍系、及び拡大系のいずれであってもよい。また、上述の実

施形態においては、投影光学系P として、反射光学素子と屈折光学素子とを含む

反射屈折系 (カタディ・オプトリック系 )を例にして説明したが、投影光学系P としては

、反射光学素子を含まない屈折系、あるいは屈折光学素子を含まない反射系等であ

ってもよい。さらに、反射屈折系として、例えば国際公開第2００4 ０7０ 号パンフ

レ、ソト(対応米国特許公開第2００6 ０ 2 364号) に開示されているよぅに、複数の

反射面を有しかつ中間像を少なくとも 回形成する光学系 (反射系または反屈系 ) が

その一部に設けられ、単一の光軸を有する、いわゆるインライン型の反射屈折系を使

用してもよい。また、投影光学系を介して露光光が照射される露光領域は、投影光学

系の視野内で光軸を含むオンアクシス領域でもよいし、あるいは上記のインライン型

の反射屈折系と同様に、光軸を含まないオフアクシス領域でもよい。

０2 13 上記各実施形態ではマスクステージ6０に搭載されたメインステージ6 により第 マ

スク 及び第2マスク 2を基板Pに対して同期移動したが、これに限らず、第 マス

ク 及び第2マスク 2をそれぞれ独立して基板Pに対して同期移動させることもで

きる。この場合、第 マスク 及び第2マスク 2をそれぞれ載置して独立に駆動す

る第 マスクステージ及び第2マスクステージを設けることができる。例えば、メインス

テージ6 を省略し、第 サブステージ62及び第2サブステージ63を独立してあるい
は連動して基板Pに対して同期移動させることができる。このよぅに独立に可動な第

マスクステージ及び第2マスクステージを設ける場合には、第 及び第2マスクステー

ジが基板ステージとそれぞれ同期移動されるよぅにしなければならない。すなわち、

第 マスクステージに載置された第 マスクと基板Pのショット領域の位置関係、並び

に第2マスクステージに載置された第2マスクと基板Pのショット領域の位置関係をそ



れぞれ調整する必要がある。そぅすることにより、第 露光領域 に形成される第

マスクのパターンP の像と、第2露光領域A 2に形成される第2マスクのパターン

P 2の像とで、それらの像が正確に重なった状態で、基板Pのショット領域を多重露

光 (二重露光)することができる。

０2 14 上述の各実施形態においては、第 マスク の第 パターンP の像と第2マスク

2の第2パターンP 2の像とを つの投影光学系P を用いて基板P上に投影して

いるが、投影光学系を複数 (例えば2つ)設け、第 マスク の第 パターンP の

像と、第2マスク 2の第2パターンP 2の像とを別々の投影光学系を用いて基板P

上に投影するよぅにしてもよい。また、複数の投影光学系を、隣り合ぅ投影領域が走

査方向で所定量変位するよぅに、且つ隣り合ぅ投影領域の端どぅしが走査方向と直交

する方向に重複するよぅに配置した、所謂マルチレンズ方式の走査型露光装置に、

本発明を適用することも可能である。この場合であっても、単一の光源装置 と分離

光学系 3を用いれば、露光装置の大型ィビを回避できる。

０2 15 なお、上述の各実施形態においては、第 露光領域 と第2露光領域A 2とは

、 つのショット領域S に同時に配置可能であるが、必ずしも つのショット領域S

に同時に配置可能でなくてもよく、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2は任意

に設定可能である。

０2 16 なお、上述の各実施形態においては、第 露光領域 と第2露光領域A 2とが

軸方向に離れているが、第 露光領域A と第2露光領域A 2とはその一部が

軸方向 (走査方向) において重複していてもよい。

０2 17 また、上述の各実施形態において、第 露光領域 及び第2露光領域A 2の

大きさ及び形状の少なくとも一方が異なっていてもよい。例えば、第 露光領域A

と第2露光領域A 2とでX軸方向の幅及び 又は 軸方向の幅が異なっていてもよ

い。なお、X軸方向の幅が異なる場合には、ショット領域S 内の一部だけが多重 (二

重)露光される。

０2 18 また、上述の各実施形態においては、ショット領域S が第 露光領域A 及び第

2露光領域 2を通過する間、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞ

れに露光光 の照射が続けられるが、少なくとも一方の露光領域において、ショット



領域S が通過する間の一部の期間だけで露光光が照射されるよぅにしてもよい。す

なわち、ショット領域S 内の一部だけ多重 (二重) 露光するよぅにしてもよい。

０2 19 上記各実施形態では、第 パターン及び第2パターンを形成するために第 マスク

及び第2マスク 2を用いたが、これらに代えて、可変のパターンを生成する電子

マスク (可変成形マス力を用いることができる。このよぅな電子マスクとして、例えば非

発光型画像表示素子 (空間光変調器 p a a gh Mod a o S )とも呼ばれる

の一種である (DefOmab e M c o m o DeV ce又はD g a M c o m o De

v c e) を用い得る。 は、所定の電子データに基づいて駆動する複数の反射素子

(微小ミラー) を有し、複数の反射素子は、 の表面に2次元マトリックス状に配列

され、かつ素子単位で駆動されて露光光 を反射、偏向する。各反射素子はその

反射面の角度が調整される。 の動作は、制御装置3０により制御され得る。制

御装置3０は、基板P上に形成すべき第 パターン及び第2パターンに応じた電子デ

ータ (パターン情報 ) に基づいてそれぞれの の反射素子を駆動し、照明系 に

より照射される露光光 を反射素子でパターンィビする。 を使用することにより

、パターンが形成されたマスク (レチクル) を用いて露光する場合に比べて、パターン

が変更されたときに、マスクの交換作業及びマスクステージにおけるマスクの位置合

わせ操作が不要になるため、多重露光を一層効率よく行ぅことができる。なお、

を用いた露光装置は、例えば特開平8 3 8 4 2号公報、特開2００4 ０4 3 5号

公報、米国特許第6 ，778 25 7号公報に開示されている。指定国または選択国の

法令が許す範囲において米国特許第6 ，778 25 7号公報の開示を援用して本文の

記載の一部とする。

０2 2０ 上記各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) を検出するェンコーダシステムを用いてもよい。この場合

、干渉計システムとェ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ェンコーダシステムの計測結果の較正 (キヤリブレー

ション をィ〒ぅことが好ましい。また、干渉計システムとェンコーダシステムとを切り替え

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〒ぅよぅにしてもよ



０22 1 上記各実施形態では、露光光 として エキシマレーザ光を発生する光源装

置として、 エキシマレーザを用いてもよいが、例えば、国際公開第 999 4683

5号パンフレソト(対応米国特許第7，０23 6 ０号) に開示されているよぅに、 半

導体レーザ又はファイバーレーザなどの固体レーザ光源、ファイバーアンプなどを有

する光増幅部、及び波長変換部などを含み、波長 のパルス光を出カする高

調波発生装置を用いてもよい。さらに、上記実施形態では、前述の各照明領域と、第

、第2露光領域がそれぞれ矩形状であるものとしたが、他の形状、例えば円弧状、

台形状、平行四辺形状、あるいは菱形状などでもよい。

０222 なお、上記各実施形態の基板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、ディ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)、またはフィルム部材等が適用される。また、基板Pの形状は円形のみな

らず、矩形など他の形状でもよい。

０223 また、本発明は、例えば、特開平 ０ 63０99号公報、特開平 ０ 4783号公

報 (対応米国特許第6，34 ００7号、第6，4００44 号、第6，549 269号、及び第6・5

9０634号)、特表2０００ ０5958 号公報 (対応米国特許第5，969 44 号)などに

開示されているよぅな複数の基板ステージを備えたマルチステージ型 (例えば、ツイ

ンステージ型)の露光装置にも適用できる。マルチステージ型の露光装置に関して、

指定国及び選択国の国内法令が許す限りにおいて、上記米国特許の開示を援用し

て本文の記載の一部とする。

０224 更に、特開平 354００号公報 (対応国際公開第 999 23692号パンフレソ

ト)や特開2０００ 645０4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、基板を保持する基板ステージと、計測部材 (例えば、基準マークが形成され

た基準部材、及び 又は各種の光電センサ)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。

０225 また、上述の各実施形態のぅち、露光光の光路を液体で満たす実施形態において

は、投影光学系と基板Pとの間に局所的に液体を満たす露光装置を採用しているが



、本発明は、例えば、特開平6 24873号公報、特開平 ０ ０3 4号公報、米

国特許第5，825 ０43号などに開示されているよぅな、露光対象の基板の表面全体

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。

０226 なお、上記各実施形態では露光装置 Xが投影光学系を備えるものとしたが、投影

光学系の代わりに、パターンの像を形成しない光学系 (例えば、回折光学素子な凶
を用いてもよい。また、上記各実施形態では第 、第2露光領域A 2の少なく

とも一方において、例えば国際公開第2００ ０35 68号パンフレソトに開示されて

いるよぅに干渉縞を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

ンを露光してもよい。

０227 露光装置 X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

露光装置や、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン、 S チップ、撮像素子 (C

C )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。

０228 本願明細書に掲げた種々の米国特許及び米国特許出願公開については、特に援

用表示をしたもの以外についても、指定国または選択国の法令が許す範囲において

それらの開示を援用して本文の一部とする。

０229 以上のよぅに、本願実施形態の露光装置 Xは、本願特許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及び



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 。

０23０ 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図23に示すよぅに、マイクロデバイスの機

能・性能設計を行ぅステッ 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 ０2、デバイスの基材である基板を製造するステッ ０3、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多重露光する露光工程及

び露光した基板の現像工程を含む基板処理ステッ ０4、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、パッケージ工程などの加工プロセスを含む 2

０5、検査ステッ ０6等を経て製造される。

産業上の利用可能，性

０23 1 本発明によれば、基板の多重露光を正確に且つ高い効率で実現することができる

。このため、液品表示素子やマイクロマシンなどに使用される高密度で複雑な回路パ

ターンを有するデバイスを高いスループットで生産することができる。それゆえ、本発

明は、我国の半導体産業を含む精密機器産業の発展に著しく貢献するであろぅ。



請求の範囲

基板を露光する露光装置であって、

露光光を射出する光源装置と、

前記光源装置から射出された前記露光光を第 露光光と第2露光光とに分離する

分離光学系と、

前記第 露光光で第 パターンを照明するとともに前記第2露光光で第2パターンを

照明する照明系とを備え、

前記第 パターンからの前記第 露光光と前記第2パターンからの前記第2露光光

とを前記基板上の所定領域に照射することによって、前記基板上の所定領域を多重

露光する露光装置。

2 前記分離光学系は、前記露光光を第 偏光状態の第 露光光と第2偏光状態の第

2露光光とに分離する偏光分離光学系を含み、

前記照明系は、前記第 露光光で前記第 パターンを照明するとともに前記第2露

光光で前記第2パターンを照明する請求項 記載の露光装置。

3 前記第 露光光は、所定方向の直線偏光を主成分とし、

前記第2露光光は、前記所定方向に直交する方向の直線偏光を主成分とする請求

項2記載の露光装置。

4 前記第 パターンが第 ラインパターンを含み、第 ラインパターンの長手方向と前

記第 露光光の偏光方向とはほぼ平行であり、

前記第2パターンが第2ラインパターンを含み、第2ラインパターンの長手方向と前

記第2露光光の偏光方向とはほぼ平行である請求項3記載の露光装置。

5 前記第 パターン及び前記第2パターンの少なくとも一方がダイポール照明される

請求項3記載の露光装置。

6 前記偏光分離光学系で生成された前記第 露光光及び前記第2露光光の少なくと

も一方の偏光状態を変える変換素子を有する請求項2記載の露光装置。

7 前記変換素子は、直線偏光を主成分とする露光光を、円偏光を主成分とする露光

光に変換する請求項6記載の露光装置。

8 前記偏光分離光学系は、光軸の周囲に旋光性を有する複数の素子を備え、該複



数の素子はそれぞれ偏光分離光学系への入射光の偏光方向を光軸の周りに回転さ

せる請求項7記載の露光装置。

9 さらに、特定の前記素子を通過した直線偏光のみを通過させる開口絞りを備える請

求項8記載の露光装置。

０ さらに、直線偏光を円偏光に返還する波長板を有する請求項9記載の露光装置。

前記第 パターンからの前記第 露光光を第 露光領域に照射するとともに、前記

第2パターンからの前記第2露光光を第2露光領域に照射する光学ュニットを備え、

前記第 露光領域に照射される前記第 露光光で形成される第 パターン像と前記

第2露光領域に照射される前記第2露光光で形成される前記第2パターン像とで前

記基板上の所定領域を多重露光する請求項 記載の露光装置。

2 前記第 パターンを有する第 マスクを前記第 露光光に対して所定の走査方向に

移動可能であり、前記第2パターンを有する第2マスクを前記第2露光光に対して所

定の走査方向に移動可能なマスク移動システムと、

前記基板上の所定領域を前記第 露光領域及び前記第2露光領域に対して所定

の走査方向に移動可能な基板移動システムとを備え、

前記マスク移動システムによる前記第 マスク及び前記第2マスクの各走査方向へ

の移動に同期して、前記基板移動システムを用いて前記基板上の所定領域を走査

方向へ移動しつつ、前記第 パターン像と前記第2パターン像とで前記基板上の所

定領域を多重露光する請求項皿記載の露光装置。

3 前記第 マスクと前記第2マスクとを同一の走査方向に移動しつつ、前記第 露光

光及び前記第2露光光で前記第 パターン及び前記第2パターンのそれぞれを照明

する請求項 2記載の露光装置。

4 前記マスク移動システムは、前記第 マスク及び前記第2マスクを保持してほぼ同

一の走査方向に移動可能なメインステージを有する請求項 3記載の露光装置。

5 前記マスク移動システムは、前記メインステージに対して前記第 マスクを移動可能

な第 サブステージと、前記メインステージに対して前記第2マスクを移動可能な第2

サブステージとを有する請求項 4 載の露光装置。

6 前記メインステージに対して前記第 サブステージ及び前記第2サブステージの少



なくとも一方を移動することによって、前記第 マスクと前記第2マスクとの相対的な位

置関係が調整される請求項 5記載の露光装置。

7 前記第 サブステージ及び前記第2サブステージの位置情報をそれぞれ計測可能

な計測システムを更に備える請求項 5記載の露光装置。

8 第 マスク及び第2マスクは、前記メインステージ上で前記走査方向に配列されてい
る請求項 5記載の露光装置。

9 前記光学ュニットは、前記第 マスクと前記第 露光領域との間で前記第 パターン

像を偶数又は奇数のいずれか一方の回数倒立させ、

前記第2マスクと前記第2露光領域との間で前記第2パターン像を前記一方の回数

倒立させる請求項 3記載の露光装置。

2０ 前記第 マスクと前記第2マスクとを互いに逆向きの走査方向に移動しつつ、前記

第 露光光及び前記第2露光光で前記第 パターン及び前記第2パターンのそれぞ

れを照明する請求項 2記載の露光装置。

2 前記光学ュニットは、前記第 マスクと前記第 露光領域との間で前記第 パターン

像を偶数又は奇数のいずれか一方の回数倒立させ、

前記第2マスクと前記第2露光領域との間で前記第2パターン像を他方の回数倒立

させる請求項2０記載の露光装置。

22 前記光学ュニットは、前記基板の表面と対向するよぅに配置された つの終端光学

素子を有し、前記 つの終端光学素子を介して、前記第 露光領域及び前記第2露

光領域に前記第 露光光及び前記第2露光光を照射する請求項皿記載の露光装

置。

23 前記基板上の所定領域の露光中に、前記第 パターン及び前記第2パターンは各

々の走査方向に移動されるとともに、前記基板が走査方向に移動され、

前記第 露光領域と前記第2露光領域とは前記基板の走査方向の異なる位置に設

定される請求項22記載の露光装置。

24 前記光学ュニットは、前記第 露光領域及び前記第2露光領域と光学的に共役な

位置近傍に配置され、前記第 露光光と前記第2露光光とを前記終端光学素子へ導

く中間光学部材を有し、



前記第 パターンからの前記第 露光光と前記第2パターンからの前記第2露光光

とが前記中間光学部材と前記終端光学素子とを介して前記第 露光領域及び前記

第2露光領域のそれぞれに照射される請求項22記載の露光装置。

25 前記光学ュニットは、前記第 パターンからの前記第 露光光を前記中間光学部材

へ導く第 誘導光学系と、前記第2パターンからの前記第2露光光を前記中間光学

部材へ導く第2誘導光学系とを含む請求項24記載の露光装置。

26 前記中間光学部材は、前記第 誘導光学系からの前記第 露光光を反射する第

反射面と前記第2誘導光学系からの前記第2露光光を反射する第2反射面とを有す

る請求項25記載の露光装置。

27 前記第 誘導光学系及び前記第2誘導光学系の少なくとも一方は凹面ミラーを含

む請求項25記載の露光装置。

28 前記光源装置と前記分離光学系との間において、前記第 パターン、前記第2パタ

ーン、及び前記基板の少なくとも一つの移動と同期して移動可能に設けられ、前記

第 露光光及び前記第2露光光による前記基板の不要な露光を防止する可動光学

部材を備える請求項23記載の露光装置。

29 前記可動光学部材は、前記第 露光光を通過可能な第 領域と、前記第2露光光

を通過可能な第2領域と、前記第 露光光と前記第2露光光とを通過可能な第3領域

とを有する請求項28記載の露光装置。

3０ 前記第 、第2、及び前記第3領域は、前記第 パターン及び前記第2パターンの走

査方向に対応する方向に並んで配置され、前記第3領域は前記第 領域と前記第2

領域との間に設けられている請求項29記載の露光装置。

3 前記第 領域を通過した第 露光光と前記第3領域を通過した第 露光光とを同一

の強度で前記基板に照射するとともに、前記第2領域を通過した第2露光光と前記第

3領域を通過した第2露光光とを同一の強度で前記基板に照射する調整装置を備え

た請求項29記載の露光装置。

32 前記可動光学部材を移動することによって、前記第 露光光及び前記第2露光光

による前記基板の不要な露光が防止されるよぅに、前記分離光学系と前記第 パター

ン及び前記第2パターンとの間に配置される光学系による結像回数が設定されてい



る請求項28記載の露光装置。

33 前記基板上に液浸領域を形成し、前記液浸領域の液体を介して前記第 露光光と

前記第2露光光とを前記基板上の所定領域に照射する請求項 ～32のいずれか一

項記載の露光装置。

34 請求項 記載の露光装置を用いて基板を多重露光することと、

多重露光した基板を現像することと、

現像した基板を加工することを含むデバイス製造方法。

35 基板を露光する露光装置であって、

露光光を発生する光源と、

第 露光光で第 パターンを照明するとともに第2露光光で第2パターンを照明する

照明系と、

前記基板に相対して第1パターン及び第2パターンを移動する移動装置と、

第 パターン、第2パターン及び前記基板の少なくとも一つの移動と同期して移動

可能であり、且つ第 露光光だけを通過させる第 領域と、第2露光光だけを通過さ

せる第2領域と、第 露光光と第2露光光の両方を通過させる第3領域とを有する可

動ブラインドと、

第 パターンからの第 露光光と第2パターンからの第2露光光とを前記基板上の所

定領域に照射することによって、前記基板上の所定領域を多重露光する露光装置。

36 第1パターン及び第2パターンが前記基板と同期して移動されつつ、可動ブラインド

が第1パターン及び第2パターンと同期して移動される請求項35記載の露光装置。

37 第 、第2及び第3領域は、第 パターン及び第2パターンの配列方向に並んで配置

され、第3領域は第 領域と前記第2領域との間に設けられている請求項36記載の

露光装置。

38 第 パターンが第 領域と第3領域に対応し、第2パターンが第2領域と第3領域に

対応する請求項36記載の露光装置。

39 第 露光光と第2露光光が互いに直交する直線偏光であり、可動ブラインドが偏光

板を備える請求項36記載の露光装置。

4０ 第 領域を通過した第 露光光と第3領域を通過した第 露光光とを同一の強度で



前記基板に照射するとともに、第2領域を通過した第2露光光と第3領域を通過した

第2露光光とを同一の強度で前記基板に照射する調整装置を備えた請求項35記載

の露光装置。

4 前記可動光学部材を移動することによって、第 露光光及び第2露光光による前記

基板の不要な露光が防止されるよぅに、前記光源と第 パターン及び第2パターンと

の間に配置される光学系による結像回数が設定されている請求項35記載の露光装

置。

42 前記基板上に液浸領域を形成し、前記液浸領域の液体を介して第 露光光と第2

露光光とを前記基板上の所定領域に照射する請求項35～4 のいずれか一項記載

の露光装置。

43 請求項35記載の露光装置を用いて基板を多重露光することと、

多重露光した基板を現像することと、

現像した基板を加工することとを含むデバイス製造方法。

44 基板を走査方向に移動しつつ前記基板上の所定領域を露光する露光方法であっ
て、

光源装置から射出された露光光を、第 露光光と第2露光光とに分離し、

前記第 露光光を第 露光領域に照射するとともに、前記走査方向に関して前記第

露光領域とは異なる位置に設定された第2露光領域に前記第2露光光を照射し、

前記第 露光領域及び前記第2露光領域に対して前記基板上の所定領域を移動

することによって、前記基板上の所定領域を多重露光する露光方法。

45 第 露光光と第2露光光は、偏光状態、強度及び波長のぅちの一つが異なる請求

項44記載の露光方法。

46 第 露光光と第2露光光の偏光状態が異なる請求項44記載の露光方法。

47 第 露光光と第2露光光が互いに直交する直線偏光である請求項46記載の露光

方法。

48 第 露光光が直線偏光であり、第2露光光が円偏光である請求項46記載の露光方

法。

49 前記第 露光領域及び前記第2露光領域の前記走査方向の距離は、前記基板上



の所定領域の前記走査方向の幅よりも 心い請求項44記載の露光方法。

5０ 前記第 露光光を第 パターンでパターンィビして第 露光領域に照射し、前記第2露

光光を第2パターンでパターンィビして第2露光領域に照射する請求項44記載の露光

方法。

5 前記第 露光光を第 マスクによりパターンィビし、前記第2露光光を第2マスクにより

パターンィビする請求項5０記載の露光方法。

52 前記基板を移動することに同期して、第 マスク及び第2マスクを第 及び第2露光光

に対して移動することを含む請求項5 記載の露光方法。

53 第 、第2マスクを同一のステージで保持し、前記多重露光時に前記ステージを移動

して、第 、第2マスクと前記基板との同期移動を〒ぅことを含む請求項52記載の露

光方法。

54 前記基板上に液浸領域を形成し、前記液浸領域の液体を介して前記第 露光光と

前記第2露光光とを前記基板上の所定領域に照射する請求項44～53のいずれか

一項記載の露光方法。

55 請求項44記載の露光方法を用いて基板を多重露光することと、

多重露光した基板を現像することと、

現像した基板を加工することを含むデバイス製造方法。
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