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(57)【要約】
【課題】露光光の光路空間に満たされた液体の漏出を防
止できる露光装置を提供する。
【解決手段】露光装置ＥＸは、液体ＬＱを回収する回収
口２２と、光路空間Ｋ１に対して回収口２２の外側に設
けられ、気体を吹き出す吹出口３２と、回収口２２と吹
出口３２との間に設けられ、吹出口３２から吹き出され
た気体の少なくとも一部を排気する排気口４２とを備え
ている。 
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を介して基板に露光光を照射して前記基板を露光する露光装置において、
　前記液体を回収する回収口と、
　前記露光光の光路空間に対して前記回収口の外側に設けられ、気体を吹き出す吹出口と
、
　前記回収口と前記吹出口との間に設けられ、前記吹出口から吹き出された気体の少なく
とも一部を排気する排気口とを備える露光装置。
【請求項２】
　さらに、投影光学系を備え、前記投影光学系と前記基板との間の露光光の光路空間が液
体で満たされる請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記吹出口は前記基板に対向する位置に設けられている請求項２記載の露光装置。
【請求項４】
　前記吹出口は前記光路空間に向けて傾斜方向に前記基板に対して気体を吹き出す請求項
２又は３記載の露光装置。
【請求項５】
　前記吹出口は前記光路空間を囲むように環状に形成されている請求項２～４のいずれか
一項記載の露光装置。
【請求項６】
　前記吹出口に気体を供給する流路を有し、
　前記流路は、前記吹出口に接続する第１流路部と、前記第１流路部よりも大きいバッフ
ァ空間を含む第２流路部とを有する請求項２～５のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項７】
　前記吹出口は所定長さのスリット状に形成されており、
　前記バッファ空間を介して供給された気体を、前記スリット状の吹出口からほぼ均一に
吹き出す請求項６記載の露光装置。
【請求項８】
　前記第１流路部の少なくとも一部は、前記光路空間に近づくにつれて、前記基板との間
隔が小さくなるように傾斜している請求項６又は７記載の露光装置。
【請求項９】
　第１ノズル部材と、前記光路空間に対して前記第１ノズル部材よりも外側に設けられた
第２ノズル部材とを備え、前記回収口は前記回収口が前記第１ノズル部材に設けられ、前
記吹出口が前記第２ノズル部材に設けられている請求項２～８のいずれか一項記載の露光
装置。
【請求項１０】
　前記第１、第２ノズル部材のそれぞれは環状部材であり、前記第２ノズル部材は前記第
１ノズル部材を囲むように配置されている請求項９記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記排気口は、前記第１ノズル部材と前記第２ノズル部材との間に設けられている請求
項１０記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記第１ノズル部材と前記第２ノズル部材との間の前記排気口に接続された排出流路を
有する請求項１１記載の露光装置。
【請求項１３】
　前記排出流路は外部空間と接続されている請求項１２記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記排出流路を形成する空間を吸引する吸引装置を備えた請求項１２又は１３記載の露
光装置。
【請求項１５】
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　前記第１ノズル部材と前記第２ノズル部材との距離は、前記第２ノズル部材の下面と前
記基板との距離よりも大きい請求項８～１２のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記第２ノズル部材の下面は撥液性である請求項９～１５のいずれか一項記載の露光装
置。
【請求項１７】
　前記第２ノズル部材は突起部を有し、前記吹出口は前記突起部のほぼ先端部に設けられ
ている請求項９～１６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１８】
　前記突起部は、前記第２ノズル部材のうち前記第１ノズル部材と対向する内側面とほぼ
連続するように形成されている請求項１７記載の露光装置。
【請求項１９】
　前記第２ノズル部材は、前記光路空間に対して前記吹出口より内側に、前記基板と対向
する下面を有する請求項９～１６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２０】
　前記第２ノズル部材に設けられた前記吹出口は前記回収口に対して可動である請求項９
～１９のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２１】
　前記第２ノズル部材を駆動する駆動装置を備えた請求項９～２０のいずれか一項記載の
露光装置。
【請求項２２】
　前記駆動装置は、前記基板の液体接触面を形成する膜部材と前記液体との親和性に応じ
て、前記第２ノズル部材の位置を調整する請求項２１記載の露光装置。
【請求項２３】
　前記基板を所定の走査方向に移動しながら露光し、
　前記駆動装置は、前記移動速度に応じて、前記第２ノズル部材の位置を調整する請求項
２１記載の露光装置。
【請求項２４】
　前記駆動装置は、前記第２ノズル部材を駆動することによって、前記第２ノズル部材と
前記基板との距離を調整する請求項２１～２３のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２５】
　前記吹出口より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を調整可能な調整装置を備え
た請求項２～２４のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２６】
　前記調整装置は、前記基板の液体接触面を形成する膜部材と前記液体との親和性に応じ
て、前記吹き出し量を調整する請求項２５記載の露光装置。
【請求項２７】
　前記基板を所定の走査方向に移動しながら露光し、
　前記調整装置は、前記移動速度に応じて、前記吹き出し量を調整する請求項２５記載の
露光装置。
【請求項２８】
　前記回収口は前記光路空間を囲むように環状に形成されている請求項２～２７のいずれ
か一項記載の露光装置。
【請求項２９】
　前記光路空間に対して前記回収口の内側に前記液体を供給する供給口を備えた請求項２
～２８のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項３０】
　前記基板の露光中に前記吹出口の吹き出し動作を継続する請求項２～２９のいずれか一
項記載の露光装置。
【請求項３１】



(4) JP 2011-258999 A 2011.12.22

10

20

30

40

50

　前記吹出口に供給する気体を洗浄する洗浄装置を備えた請求項２～３０のいずれか一項
記載の露光装置。
【請求項３２】
　前記洗浄装置は、気体を泡状にして洗浄用の液体中に供給する供給機構を有し、
　前記洗浄用の液体中を通過させることによって前記気体を洗浄する請求項３１記載の露
光装置。
【請求項３３】
　前記洗浄装置は、前記洗浄用の液体を収容する容器と、
　前記洗浄用の液体中に配置された多孔部材と、
　前記多孔部材の内部に前記気体を供給する供給管と、
　前記多孔部材から放出され、前記洗浄用の液体中を通過した気体を集める捕集機構とを
備えた請求項３２記載の露光装置。
【請求項３４】
　請求項１～請求項３３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。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を介して基板を露光する露光装置、及びデバイス製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスや液晶表示デバイス等のマイクロデバイスの製造工程の一つであるフォ
トリソグラフィ工程では、マスク上に形成されたパターンを感光性の基板上に投影露光す
る露光装置が用いられる。この露光装置は、マスクを保持して移動可能なマスクステージ
と、基板を保持して移動可能な基板ステージとを有し、マスクステージ及び基板ステージ
を逐次移動しながらマスクのパターンを投影光学系を介して基板に投影露光するものであ
る。マイクロデバイスの製造においては、デバイスの高密度化のために、基板上に形成さ
れるパターンの微細化が要求されている。この要求に応えるために露光装置の更なる高解
像度化が望まれている。その高解像度化を実現するための手段の一つとして、下記特許文
献１に開示されているような、投影光学系と基板との間の露光光の光路空間を液体で満た
し、投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光装置が案出されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第９９／４９５０４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、露光装置においては、デバイスの生産性向上等を目的として、基板（基板ス
テージ）の移動速度の高速化が要求される。ところが、移動速度を高速化した場合、投影
光学系と基板との間の光路空間に液体を良好に保持することが困難となる可能性がある。
例えば、移動速度の高速化に伴って、光路空間に満たされた液体が漏出する可能性がある
。液体が漏出すると、周辺部材・機器に錆びや故障が生じたり、露光装置の置かれている
環境（湿度、クリーン度等）が変動する等の不都合が生じ、露光精度や各種計測精度が劣
化する虞がある。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、露光光の光路空間に満たされ
た液体の漏出を防止又は抑制できる露光装置、及びその露光装置を使ったデバイス製造方
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】



(5) JP 2011-258999 A 2011.12.22

10

20

30

40

50

【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以下の構成
を採用している。但し、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に過ぎず、各要素
を限定するものではない。
【０００７】
　本発明の第１の態様に従えば、液体（ＬＱ）を介して基板（Ｐ）に露光光（ＥＬ）を照
射して基板（Ｐ）を露光する露光装置において、液体（ＬＱ）を回収する回収口（２２）
と、露光光（ＥＬ）の光路空間（Ｋ１）に対して回収口（２２）の外側に設けられ、気体
を吹き出す吹出口（３２）と、回収口（２２）と吹出口（３２）との間に設けられ、吹出
口（３２）から吹き出された気体の少なくとも一部を排気する排気口（４２）とを備えた
露光装置（ＥＸ）が提供される。
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、吹出口から気体を吹き出すとともに、吹出口から吹き出
された気体の少なくとも一部を排気口より排気することで、回収口近傍に所定の気体の流
れを生成することができ、生成された気体の流れによって露光光の光路空間に満たされた
液体の漏出を防止することができる。
【０００９】
　本発明の第２の態様に従えば、上記態様の露光装置（ＥＸ）を用いるデバイス製造方法
が提供される。
【００１０】
　本発明の第２の態様によれば、光路空間に満たされた液体の漏出が防止された露光装置
を使ってデバイスを製造することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、露光光の光路空間に満たされた液体の漏出を防止し、露光精度及び計
測精度を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１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１実施形態に係る露光装置の要部を拡大した概略斜視図の一部破断図である。
【図３】図２を下側から見た斜視図である。
【図４】図２のＹＺ平面と平行な側断面図である。
【図５】図２のＸＺ平面と平行な側断面図である。
【図６】基板の移動に伴う液体の挙動を説明するための模式図である。
【図７】第１実施形態に係る露光装置の動作を説明するための要部を拡大した模式図であ
る。
【図８】第２実施形態に係る露光装置の要部を拡大した側断面図である。
【図９】基板を示す側断面図である。
【図１０】第５実施形態に係る露光装置の要部を拡大した側断面図である。
【図１１】第７実施形態に係る露光装置の要部を拡大した側断面図である。
【図１２】第８実施形態に係る露光装置の要部を拡大した側断面図である。
【図１３】気体を洗浄する洗浄装置を説明するための図である。
【図１４】液浸機構による液体回収動作の原理を説明するための図である。
【図１５】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。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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。
【００１４】
　＜第１実施形態＞
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　図１は第１実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。図１において、露光装置
ＥＸは、マスクＭを保持して移動可能なマスクステージＭＳＴと、基板Ｐを保持して移動
可能な基板ステージＰＳＴと、マスクステージＭＳＴに保持されているマスクＭを露光光
ＥＬで照明する照明光学系ＩＬと、露光光ＥＬで照明されたマスクＭのパターン像を基板
ステージＰＳＴに保持されている基板Ｐに投影露光する投影光学系ＰＬと、露光装置ＥＸ
全体の動作を統括制御する制御装置ＣＯＮＴとを備えている。また、制御装置ＣＯＮＴに
は、露光処理に関する各種情報を記憶した記憶装置ＭＲＹが接続されているとともに、制
御装置ＣＯＮＴに対して露光処理に関する各種情報を入力可能な入力装置ＩＮＰが接続さ
れている。
【００１５】
　本実施形態の露光装置ＥＸ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、投影光学系
ＰＬの像面側における露光光ＥＬの光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たすための液浸機構１を
備えている。液浸機構１は、光路空間Ｋ１の近傍に設けられ、液体ＬＱを供給する供給口
１２及び液体ＬＱを回収する回収口２２を有する第１ノズル部材７０と、第１供給管１３
、及び第１ノズル部材７０に設けられた供給口１２を介して液体ＬＱを供給する液体供給
装置１１と、第１ノズル部材７０に設けられた回収口２２、及び回収管２３を介して液体
ＬＱを回収する液体回収装置２１とを備えている。後に詳述するように、第１ノズル部材
７０の内部には、供給口１２と第１供給管１３とを接続する流路（供給流路）１４が設け
られているとともに、回収口２２と回収管２３とを接続する流路（回収流路）２４が設け
られている。第１ノズル部材７０は、投影光学系ＰＬを構成する複数の光学素子のうち、
投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学素子ＬＳ１を囲むように環状に形成されている
。
【００１６】
　また、本実施形態の露光装置ＥＸは、投影光学系ＰＬの投影領域ＡＲを含む基板Ｐ上の
一部に、投影領域ＡＲよりも大きく且つ基板Ｐよりも小さい液体ＬＱの液浸領域ＬＲを局
所的に形成する局所液浸方式を採用している。露光装置ＥＸは、少なくともマスクＭのパ
ターン像を基板Ｐに転写している間、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学素子ＬＳ
１と、投影光学系ＰＬの像面側に配置された基板Ｐとの間の露光光ＥＬの光路空間Ｋ１を
液体ＬＱで満たし、投影光学系ＰＬと光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱとを介してマス
クＭを通過した露光光ＥＬを基板Ｐに照射することによって、マスクＭのパターン像を基
板Ｐに投影露光する。制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１の液体供給装置１１を使って液体
ＬＱを所定量供給するとともに、液体回収装置２１を使って液体ＬＱを所定量回収するこ
とで、光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たし、基板Ｐ上に液体ＬＱの液浸領域ＬＲを局所的に
形成する。
【００１７】
　なお、以下の説明においては、投影光学系ＰＬと基板Ｐとが対向している状態で光路空
間Ｋ１が液体ＬＱで満たされている場合を主に説明しているが、基板Ｐ以外の物体（例え
ば基板ステージＰＳＴの上面）が投影光学系ＰＬと対向している状態で光路空間Ｋ１が液
体ＬＱで満たされている場合も同様である。
【００１８】
　また、露光装置ＥＸは、気体を吹き出す気体供給機構３を備えている。気体供給機構３
は、第１ノズル部材７０近傍に設けられ、気体を吹き出す吹出口３２を有する第２ノズル
部材３０と、第２供給管３３、及び第２ノズル部材３０に設けられた吹出口３２を介して
気体を吹き出す気体供給装置３１とを備えている。後に詳述するように、第２ノズル部材
３０の内部には、吹出口３２と第２供給管３３とを接続する流路（供給流路）３４が設け
られている。第２ノズル部材３０は、光路空間Ｋ１及び第１ノズル部材７０を囲むように
環状に形成されており、液浸領域ＬＲの周囲から均一に気体が吹き出される。また、露光
装置ＥＸは、回収口２２と吹出口３２との間に設けられ、吹出口３２から吹き出された気
体の少なくとも一部を排気する排気口４２を備えている。
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【００１９】
　本実施形態では、露光装置ＥＸとしてマスクＭと基板Ｐとを走査方向における互いに異
なる向き（逆方向）に同期移動しつつマスクＭに形成されたパターンを基板Ｐに露光する
走査型露光装置（所謂スキャニングステッパ）を使用する場合を例にして説明する。以下
の説明において、水平面内においてマスクＭと基板Ｐとの同期移動方向（走査方向）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Ｙ軸方向（非走査方向）、Ｘ軸及び
Ｙ軸方向に垂直で投影光学系ＰＬの光軸ＡＸと一致する方向をＺ軸方向とする。また、Ｘ
軸、Ｙ軸、及びＺ軸まわりの回転（傾斜）方向をそれぞれ、θＸ、θＹ、及びθＺ方向と
する。なお、ここでいう「基板」は半導体ウエハ等の基材上に感光材（フォトレジスト）
のような膜部材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
ターンを形成されたレチクルを含む。
【００２０】
　露光装置ＥＸは、床面上に設けられたベースＢＰと、そのベースＢＰ上に設けられたメ
インコラム９とを備えている。メインコラム９には、内側に向けて突出する上側段部７及
び下側段部８が形成されている。照明光学系ＩＬは、マスクステージＭＳＴに保持されて
いるマスクＭを露光光ＥＬで照明するものであって、メインコラム９の上部に固定された
支持フレーム１０により支持されている。
【００２１】
　照明光学系ＩＬは、露光用光源、露光用光源から射出された光束の照度を均一化するオ
プティカルインテグレータ、オプティカルインテグレータからの露光光ＥＬを集光するコ
ンデンサレンズ、リレーレンズ系、及び露光光ＥＬによるマスクＭ上の照明領域を設定す
る視野絞り等を有している。マスクＭ上の所定の照明領域は照明光学系ＩＬにより均一な
照度分布の露光光ＥＬで照明される。照明光学系ＩＬから射出される露光光ＥＬとしては
、例えば水銀ランプから射出される輝線（ｇ線、ｈ線、ｉ線）及びＫｒＦエキシマレーザ
光（波長２４８ｎｍ）等の遠紫外光（ＤＵＶ光）や、ＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９
３ｎｍ）及びＦ２レーザ光（波長１５７ｎｍ）等の真空紫外光（ＶＵＶ光）などが用いら
れる。本実施形態においてはＡｒＦエキシマレーザ光が用いられる。
【００２２】
　本実施形態においては、液体ＬＱとして純水が用いられる。純水はＡｒＦエキシマレー
ザ光のみならず、例えば水銀ランプから射出される輝線（ｇ線、ｈ線、ｉ線）及びＫｒＦ
エキシマレーザ光（波長２４８ｎｍ）等の遠紫外光（ＤＵＶ光）も透過可能である。
【００２３】
　マスクステージＭＳＴは、マスクＭを保持して移動可能である。マスクステージＭＳＴ
は、マスクＭを真空吸着（又は静電吸着）により保持する。マスクステージＭＳＴの下面
には非接触軸受である気体軸受（エアベアリング）８５が複数設けられている。マスクス
テージＭＳＴは、エアベアリング８５によりマスクステージ定盤２の上面（ガイド面）に
対して非接触支持されている。マスクステージＭＳＴ及びマスクステージ定盤２の中央部
にはマスクＭのパターン像を通過させる開口部がそれぞれ形成されている。マスクステー
ジ定盤２は、メインコラム９の上側段部７に防振装置８６を介して支持されている。すな
わち、マスクステージＭＳＴは、防振装置８６及びマスクステージ定盤２を介してメイン
コラム９の上側段部７に支持された構成となっている。防振装置８６によって、メインコ
ラム９の振動がマスクステージＭＳＴを支持するマスクステージ定盤２に伝わらないよう
に、マスクステージ定盤２とメインコラム９とが振動的に分離されている。
【００２４】
　マスクステージＭＳＴは、制御装置ＣＯＮＴにより制御されるリニアモータ等を含むマ
スクステージ駆動装置ＭＳＴＤの駆動により、マスクＭを保持した状態で、マスクステー
ジ定盤２上において、投影光学系ＰＬの光軸ＡＸに垂直な平面内、すなわちＸＹ平面内で
２次元移動可能及びθＺ方向に微少回転可能である。マスクステージＭＳＴ上には移動鏡
８１が設けられている。また、移動鏡８１に対向する位置にはレーザ干渉計８２が設けら
れている。マスクステージＭＳＴ上のマスクＭの２次元方向の位置、及びθＺ方向の回転



(8) JP 2011-258999 A 2011.12.22

10

20

30

40

50

角（場合によってはθＸ、θＹ方向の回転角も含む）はレーザ干渉計８２によりリアルタ
イムで計測される。レーザ干渉計８２の計測結果は制御装置ＣＯＮＴに出力される。制御
装置ＣＯＮＴは、レーザ干渉計８２の計測結果に基づいてマスクステージ駆動装置ＭＳＴ
Ｄを駆動し、マスクステージＭＳＴに保持されているマスクＭの位置制御を行う。
【００２５】
　投影光学系ＰＬは、マスクＭのパターンを所定の投影倍率βで基板Ｐに投影露光するも
のであって、複数の光学素子で構成されており、それら光学素子は鏡筒ＰＫで保持されて
いる。本実施形態において、投影光学系ＰＬは、投影倍率βが例えば１／４、１／５、あ
るいは１／８の縮小系である。なお、投影光学系ＰＬは等倍系及び拡大系のいずれでもよ
い。また、投影光学系ＰＬは、反射光学素子を含まない屈折系、屈折光学素子を含まない
反射系、反射光学素子と屈折光学素子とを含む反射屈折系のいずれであってもよい。投影
光学系ＰＬを構成する複数の光学素子のうち、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学
素子ＬＳ１は鏡筒ＰＫより露出している。
【００２６】
　投影光学系ＰＬを保持する鏡筒ＰＫの外周にはフランジＰＦが設けられており、投影光
学系ＰＬはフランジＰＦを介して鏡筒定盤５に支持されている。鏡筒定盤５は、メインコ
ラム９の下側段部８に防振装置８７を介して支持されている。すなわち、投影光学系ＰＬ
は、防振装置８７及び鏡筒定盤５を介してメインコラム９の下側段部８に支持された構成
となっている。また、防振装置８７によって、メインコラム９の振動が投影光学系ＰＬを
支持する鏡筒定盤５に伝わらないように、鏡筒定盤５とメインコラム９とが振動的に分離
されている。
【００２７】
　基板ステージＰＳＴは、基板Ｐを保持する基板ホルダＰＨを有しており、基板ホルダＰ
Ｈを支持して移動可能である。基板ホルダＰＨは、例えば真空吸着等により基板Ｐを保持
する。基板ステージＰＳＴ上には凹部９３が設けられており、基板Ｐを保持するための基
板ホルダＰＨは凹部９３に配置されている。そして、基板ステージＰＳＴのうち凹部９３
以外の上面９４は、基板ホルダＰＨに保持された基板Ｐの表面とほぼ同じ高さ（面一）に
なるような平坦面となっている。
【００２８】
　基板ステージＰＳＴの下面には非接触軸受である気体軸受（エアベアリング）８８が複
数設けられている。基板ステージＰＳＴは、エアベアリング８８により基板ステージ定盤
６の上面（ガイド面）に対して非接触支持されている。基板ステージ定盤６は、ベースＢ
Ｐ上に防振装置８９を介して支持されている。また、防振装置８９によって、ベースＢＰ
（床面）やメインコラム９の振動が基板ステージＰＳＴを支持する基板ステージ定盤６に
伝わらないように、基板ステージ定盤６とメインコラム９及びベースＢＰ（床面）とが振
動的に分離されている。
【００２９】
　基板ステージＰＳＴは、制御装置ＣＯＮＴにより制御されるリニアモータ等を含む基板
ステージ駆動装置ＰＳＴＤの駆動により、基板Ｐを基板ホルダＰＨを介して保持した状態
で、基板ステージ定盤６上でＸＹ平面内で２次元移動可能及びθＺ方向に微小回転可能で
ある。更に基板ステージＰＳＴは、Ｚ軸方向、θＸ方向、及びθＹ方向にも移動可能であ
る。したがって、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、
θＸ、θＹ、及びθＺ方向の６自由度の方向に移動可能である。基板ステージＰＳＴの側
面には移動鏡８３が設けられている。また、移動鏡８３に対向する位置にはレーザ干渉計
８４が設けられている。基板ステージＰＳＴ上の基板Ｐの２次元方向の位置、及び回転角
はレーザ干渉計８４によりリアルタイムで計測される。また、露光装置ＥＸは、基板ステ
ージＰＳＴに保持されている基板Ｐの表面の面位置情報を検出する斜入射方式のフォーカ
ス・レベリング検出系を備えている。レーザ干渉計８４の計測結果は制御装置ＣＯＮＴに
出力される。フォーカス・レベリング検出系の検出結果も制御装置ＣＯＮＴに出力される
。制御装置ＣＯＮＴは、フォーカス・レベリング検出系の検出結果に基づいて、基板ステ
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ージ駆動装置ＰＳＴＤを駆動し、基板Ｐのフォーカス位置（Ｚ位置）及び傾斜角（θＸ、
θＹ）を制御して、基板Ｐの表面を投影光学系ＰＬ及び液体ＬＱを介して形成される像面
に合わせ込むとともに、レーザ干渉計８４の計測結果に基づいて、基板ＰのＸ軸方向、Ｙ
軸方向、及びθＺ方向における位置制御を行う。
【００３０】
　液浸機構１の液体供給装置１１は、液体ＬＱを収容するタンク、加圧ポンプ、供給する
液体ＬＱの温度を調整する温度調整装置、及び液体ＬＱ中の異物を取り除くフィルタユニ
ット等を備えている。液体供給装置１１には第１供給管１３の一端部が接続されており、
第１供給管１３の他端部は第１ノズル部材７０に接続されている。液体供給装置１１の液
体供給動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。なお、液体供給装置１１のタンク、加
圧ポンプ、温度調整機構、フィルタユニット等は、その全てを露光装置ＥＸが備えている
必要はなく、露光装置ＥＸが設置される工場等の設備を代用してもよい。
【００３１】
　また、第１供給管１３の途中には、液体供給装置１１から送出され、投影光学系ＰＬの
像面側に供給される液体ＬＱの単位時間当たりの量を制御するマスフローコントローラと
呼ばれる流量制御器１９が設けられている。流量制御器１９による液体供給量の制御は制
御装置ＣＯＮＴの指令信号のもとで行われる。
【００３２】
　液浸機構１の液体回収装置２１は、真空ポンプ等の真空系、回収された液体ＬＱと気体
とを分離する気液分離器、及び回収した液体ＬＱを収容するタンク等を備えている。液体
回収装置２１には回収管２３の一端部が接続されており、回収管２３の他端部は第１ノズ
ル部材７０に接続されている。液体回収装置２１の液体回収動作は制御装置ＣＯＮＴによ
り制御される。なお、液体回収装置２１の真空系、気液分離器、タンク等は、その全てを
露光装置ＥＸが備えている必要はなく、露光装置ＥＸが設置される工場等の設備を代用し
てもよい。
【００３３】
　気体供給機構３の気体供給装置３１は、ケミカルフィルタやパーティクル除去フィルタ
等を含むフィルタユニットを備えており、フィルタユニットを介したクリーンな気体を供
給可能である。気体供給装置３１は、露光装置ＥＸが収容されたチャンバ内部の気体とほ
ぼ同じ気体を供給する。本実施形態においては、気体供給装置３１は、空気（ドライエア
）を供給する。なお、気体供給装置３１から供給される気体としては、窒素ガス（ドライ
窒素）等であってもよい。気体供給装置３１には第２供給管３３の一端部が接続されてお
り、第２供給管３３の他端部は第２ノズル部材３０に接続されている。気体供給装置３１
の気体供給動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。
【００３４】
　また、気体供給機構３は、第２供給管３３の流路の途中に設けられ、気体供給装置３１
から第２ノズル部材３０に供給される気体の単位時間当たりの量を調整可能な調整装置３
８を備えている。調整装置３８は、例えばバルブ機構を含んで構成されており、調整装置
３８の動作は制御装置ＣＯＮＴに制御される。制御装置ＣＯＮＴは、調整装置３８のバル
ブの開度を調整することによって、第２ノズル部材３０に対する単位時間当たりの気体供
給量を調整することができる。制御装置ＣＯＮＴは、調整装置３８を使って、第２ノズル
部材３０に対する単位時間当たりの気体供給量を調整することによって、第２ノズル部材
３０に設けられた吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を調整可能で
ある。なお、調整装置３８は、吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量
を調整可能であれば任意の構成を採用可能である。
【００３５】
　第１ノズル部材７０は第１支持機構９１に支持されており、第１支持機構９１はメイン
コラム９の下側段部８に接続されている。第１ノズル部材７０を第１支持機構９１を介し
て支持しているメインコラム９と、投影光学系ＰＬの鏡筒ＰＫをフランジＰＦを介して支
持している鏡筒定盤５とは、防振装置８７を介して振動的に分離されている。したがって
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、第１ノズル部材７０で発生した振動が投影光学系ＰＬに伝達されることは防止されてい
る。また、メインコラム９と、基板ステージＰＳＴを支持している基板ステージ定盤６と
は、防振装置８９を介して振動的に分離されている。したがって、第１ノズル部材７０で
発生した振動が、メインコラム９及びベースＢＰを介して基板ステージＰＳＴに伝達され
ることが防止されている。また、メインコラム９と、マスクステージＭＳＴを支持してい
るマスクステージ定盤２とは、防振装置８６を介して振動的に分離されている。したがっ
て、第１ノズル部材７０で発生した振動がメインコラム９を介してマスクステージＭＳＴ
に伝達されることが防止されている。
【００３６】
　第２ノズル部材３０は第２支持機構９２に支持されており、第２支持機構９２はメイン
コラム９の下側段部８に接続されている。メインコラム９と鏡筒定盤５とは防振装置８７
を介して振動的に分離されているため、第２ノズル部材３０で発生した振動が投影光学系
ＰＬに伝達されることが防止されている。また、メインコラム９と基板ステージ定盤６と
は防振装置８９を介して振動的に分離されているため、第２ノズル部材３０で発生した振
動が基板ステージＰＳＴに伝達されることが防止されている。また、メインコラム９とマ
スクステージ定盤２とは防振装置８６を介して振動的に分離されているため、第２ノズル
部材３０で発生した振動がマスクステージＭＳＴに伝達されることが防止されている。
【００３７】
　また、第２支持機構９２は、第２ノズル部材３０を駆動する駆動装置９５を備えている
。駆動装置９５は、第２支持機構９２に支持されている第２ノズル部材３０をＸ軸、Ｙ軸
、Ｚ軸、θＸ、θＹ、及びθＺ方向の６自由度の方向に移動可能である。駆動装置９５は
、例えばローレンツ力で駆動するボイスコイルモータやリニアモータ等によって構成され
ている。ローレンツ力で駆動するボイスコイルモータ等はコイル部とマグネット部とを有
し、それらコイル部とマグネット部とは非接触状態で駆動する。そのため、第２ノズル部
材３０を駆動する駆動装置９５を、ボイスコイルモータ等のローレンツ力で駆動する駆動
装置によって構成することで、振動の発生を抑制することができる。
【００３８】
　駆動装置９５の動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。制御装置ＣＯＮＴは、駆動
装置９５を駆動することにより、第２支持機構９２に支持されている第２ノズル部材３０
の位置及び姿勢（傾き）を調整可能である。また、第２ノズル部材３０が駆動装置９５に
よって駆動されるので、第２ノズル部材３０に設けられた吹出口３２は、第１ノズル部材
７０に設けられた回収口２２に対して可動となっている。
【００３９】
　次に、図２～図５を参照しながら、第１ノズル部材７０及び第２ノズル部材３０につい
て説明する。図２は第１ノズル部材７０及び第２ノズル部材３０近傍を示す概略斜視図の
一部破断図、図３は第１ノズル部材７０及び第２ノズル部材３０を下側から見た斜視図、
図４はＹＺ平面と平行な側断面図、図５はＸＺ平面と平行な側断面図である。
【００４０】
　第１ノズル部材７０は、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学素子ＬＳ１の近傍に
設けられている。第１ノズル部材７０は環状部材であって、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ
）の上方において第１光学素子ＬＳ１を囲むように配置されている。第１ノズル部材７０
は、その中央部に投影光学系ＰＬ（第１光学素子ＬＳ１）を配置可能な穴部７０Ｈを有し
ている。第１ノズル部材７０は、複数の部材を組み合わせて構成されており、全体として
平面視略円形状に形成されている。なお、第１ノズル部材７０は一つの部材によって構成
されていてもよい。第１ノズル部材７０は、例えばアルミニウム、チタン、ステンレス鋼
、ジュラルミン、及びこれらを含む合金によって形成可能である。
【００４１】
　また、第１ノズル部材７０の少なくとも一部には、液体ＬＱへの不純物の溶出を抑える
ための表面処理が施されている。そのような表面処理としては、第１ノズル部材７０に酸
化クロムを付着する処理が挙げられ、例えば株式会社神鋼環境ソリューションの「GOLDEP
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」処理あるいは「GOLDEP WHITE」処理が挙げられる。本実施形態においては、第１ノズル
部材７０のうち液体ＬＱと接触する液体接触面の少なくとも一部に、上述の表面処理が施
されている。
【００４２】
　第１ノズル部材７０は、傾斜部７０Ｂと、光路空間Ｋ１に対して傾斜部７０Ｂの上端部
より外側に張り出した張出部７０Ａと、光路空間Ｋ１に対して傾斜部７０Ｂの下端部の内
側に設けられた底板部７０Ｄとを有している。第１光学素子ＬＳ１は、傾斜部７０Ｂによ
って形成された穴部７０Ｈの内側に配置される。傾斜部７０Ｂの内側面（穴部７０Ｈの内
側面）７０Ｔは、投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ１の側面ＬＴと対向して、第１光学
素子ＬＳ１の側面ＬＴに沿うようにすり鉢状に形成されている。具体的には、第１光学素
子ＬＳ１の側面ＬＴ及び第１ノズル部材７０の傾斜部７０Ｂの内側面７０Ｔは、光路空間
Ｋ１の外側から内側に向かうにつれて基板Ｐとの間隔（距離）が小さくなるように傾斜し
ている。本実施形態においては、第１光学素子ＬＳ１の側面ＬＴ及び第１ノズル部材７０
の傾斜部７０Ｂの内側面７０Ｔは、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面（すな
わちＸＹ平面）に対して所定角度（例えば、ほぼ４５°）傾斜している。そして、傾斜部
７０Ｂの内側面７０Ｔと第１光学素子ＬＳ１の側面ＬＴとの間には所定のギャップＧ１が
設けられている。ギャップＧ１が設けられていることにより、第１ノズル部材７０で発生
した振動が、投影光学系ＰＬ（第１光学素子ＬＳ１）側に直接的に伝達することが防止さ
れている。また、傾斜部７０Ｂの内側面７０Ｔは、液体ＬＱに対して撥液性（撥水性）と
なっており、投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ１の側面ＬＴと傾斜部７０Ｂの内側面７
０Ｔとの間のギャップＧ１への液体ＬＱの浸入が抑制されている。なお、傾斜部７０Ｂの
内側面７０Ｔを撥液性にするための撥液化処理としては、例えば、ポリ四フッ化エチレン
（テフロン（登録商標））等のフッ素系樹脂材料、アクリル系樹脂材料、シリコン系樹脂
材料等の撥液性材料を被覆する処理等が挙げられる。
【００４３】
　底板部７０Ｄの一部は、Ｚ軸方向に関して、投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ１の下
面Ｔ１と基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）との間に配置されている。また、底板部７０Ｄの
中央部には、露光光ＥＬが通過する開口部７４が形成されている。開口部７４は、露光光
ＥＬが照射される投影領域ＡＲよりも大きく形成されている。これにより、投影光学系Ｐ
Ｌを通過した露光光ＥＬは、底板部７０Ｄに遮られることなく、基板Ｐ上に到達できる。
本実施形態においては、開口部７４は平面視略十字状に形成されている。
【００４４】
　第１ノズル部材７０のうち、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面と対向する
下面７５は、ＸＹ平面と平行な平坦面となっている。本実施形態における第１ノズル部材
７０の下面７５とは、底板部７０Ｄの下面及び傾斜部７０Ｂの下面を含むものであり、底
板部７０Ｄの下面と傾斜部７０Ｂの下面とは連続している。ここで、基板ステージＰＳＴ
に保持された基板Ｐの表面はＸＹ平面とほぼ平行であるため、第１ノズル部材７０の下面
７５は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面と対向するように、且つ基板Ｐの
表面と略平行となるように設けられた構成となっている。以下の説明においては、第１ノ
ズル部材７０の下面７５を適宜、「ランド面７５」と称する。
【００４５】
　基板Ｐの表面と第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ１との距離は、基板Ｐの表面とランド面７
５との距離よりも長くなっている。すなわち、第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ１は、ランド
面７５より高い位置に設けられている。そして、ランド面７５には光路空間Ｋ１に満たさ
れた液体ＬＱが接触するようになっており、第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ１にも光路空間
Ｋ１に満たされた液体ＬＱが接触するようになっている。すなわち、第１ノズル部材７０
のランド面７５及び第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ１は、光路空間Ｋ１に満たされた液体Ｌ
Ｑと接触する液体接触面となっている。
【００４６】
　ランド面７５は、第１ノズル部材７０のうち、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐ
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に最も近い位置に設けられており、投影光学系ＰＬの下面Ｔ１と基板Ｐとの間において、
投影領域ＡＲを囲むように設けられている。また、底板部７０Ｄは、第１光学素子ＬＳ１
の下面Ｔ１及び基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）とは接触しないように設けられている。そ
して、第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ１と底板部７０Ｄの上面との間には、所定のギャップ
Ｇ２を有する空間が設けられている。以下の説明においては、第１光学素子ＬＳ１の下面
Ｔ１と底板部７０Ｄの上面との間の空間を含む第１ノズル部材７０の内側の空間を適宜、
「内部空間Ｇ２」と称する。
【００４７】
　第１ノズル部材７０は、液体ＬＱを供給する供給口１２、及び液体ＬＱを回収する回収
口２２を備えている。また、第１ノズル部材７０は、供給口１２に接続する供給流路１４
、及び回収口２２に接続する回収流路２４を備えている。また、図２～図５においてはそ
の図示を省略若しくは簡略しているが、供給流路１４は第１供給管１３の他端部と接続さ
れ、回収流路２４は回収管２３の他端部と接続される。
【００４８】
　供給流路１４は、第１ノズル部材７０の傾斜部７０Ｂの内部を傾斜方向に沿って貫通す
るスリット状の貫通孔によって形成されている。供給流路１４は、光路空間Ｋ１の外側か
ら内側に向かうにつれて基板Ｐとの間隔（距離）が小さくなるように傾斜しており、本実
施形態においては、傾斜部７０Ｂの内側面７０Ｔとほぼ平行に設けられている。また、本
実施形態においては、供給流路１４は、光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）に対してＹ軸方向
両側のそれぞれに設けられている。そして、供給流路（貫通孔）１４の上端部と第１供給
管１３の他端部とが接続され、これにより、供給流路１４が第１供給管１３を介して液体
供給装置１１に接続される。一方、供給流路１４の下端部は、第１光学素子ＬＳ１と底板
部７０Ｄとの間の内部空間Ｇ２に接続されており、この供給流路１４の下端部が供給口１
２となっている。供給口１２は、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側において、光路空間Ｋ
１を挟んだＹ軸方向両側のそれぞれの所定位置に設けられている。供給口１２は、内部空
間Ｇ２に液体ＬＱを供給可能である。
【００４９】
　また、第１ノズル部材７０は、内部空間Ｇ２の気体を外部空間（大気空間）Ｋ３に排出
（排気）する排出口１６と、排出口１６に接続する排出流路１５とを備えている。排出流
路１５は、第１ノズル部材７０の傾斜部７０Ｂの内部を傾斜方向に沿って貫通するスリッ
ト状の貫通孔によって形成されている。排出流路１５は、光路空間Ｋ１の外側から内側に
向かうにつれて基板Ｐとの間隔（距離）が小さくなるように傾斜しており、本実施形態に
おいては、傾斜部７０Ｂの内側面７０Ｔとほぼ平行に設けられている。また、本実施形態
においては、排出流路１５は、光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）に対してＸ軸方向両側のそ
れぞれに設けられている。そして、排出流路（貫通孔）１５の上端部は外部空間（大気空
間）Ｋ３に接続されており、大気開放された状態となっている。一方、排出流路１５の下
端部は、第１光学素子ＬＳ１と底板部７０Ｄとの間の内部空間Ｇ２に接続されており、こ
の排出流路１５の下端部が排出口１６となっている。排出口１６は、露光光ＥＬの光路空
間Ｋ１の外側において、光路空間Ｋ１を挟んだＸ軸方向両側のそれぞれの所定位置に設け
られている。排出口１６は、内部空間Ｇ２の気体、すなわち投影光学系ＰＬの像面周囲の
気体と接続されている。したがって、内部空間Ｇ２の気体は、排出口１６を介して、排出
流路１５の上端部より、外部空間（大気空間）Ｋ３に排出（排気）可能となっている。
【００５０】
　なお、内部空間Ｇ２に接続された排気流路１５の上端を吸引装置と接続して、内部空間
Ｇ２の気体を強制的に排出するようにしてもよい。
【００５１】
　底板部７０Ｄは、供給口１２から供給された液体ＬＱの流れをガイドするガイド部材と
しての機能を有している。底板部７０Ｄは、供給口１２から供給された液体ＬＱが、排出
口１６が設けられている位置又はその近傍に向かって流れるようにガイドする。図２及び
図３に示すように、底板部７０Ｄは、供給口１２が設けられた位置から、露光光ＥＬの光
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路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）に向かう流れを形成する第１ガイド部１７Ａと、露光光ＥＬ
の光路空間Ｋ１から、排出口１６が設けられた位置に向かう流れを形成する第２ガイド部
１７Ｂとを有している。すなわち、第１ガイド部１７Ａによって、供給口１２から露光光
ＥＬの光路空間Ｋ１に向かって液体ＬＱを流す流路１８Ａが形成され、第２ガイド部１７
Ｂによって、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１から排出口１６に向かって液体ＬＱを流す流路１
８Ｂが形成されている。
【００５２】
　第１ガイド部１７Ａによって形成される流路１８Ａと、第２ガイド部１７Ｂによって形
成される流路１８Ｂとは交差している。第１ガイド部１７Ａによって形成された流路１８
Ａは、液体ＬＱをほぼＹ軸方向に沿って流し、第２ガイド部１７Ｂによって形成された流
路１８Ｂは、液体ＬＱをほぼＸ軸方向に沿って流す。そして、第１ガイド部１７Ａと第２
ガイド部１７Ｂとによって、平面視略十字状の開口部７４が形成されている。露光光ＥＬ
は、略十字状に形成された開口部７４のほぼ中央部を通過するように設けられている。す
なわち、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）は、第１ガイド部１７Ａによって形
成された流路１８Ａと、第２ガイド部１７Ｂによって形成された流路１８Ｂとの交差部に
設定されている。本実施形態においては、第１ガイド部１７Ａによって形成された流路１
８Ａと、第２ガイド部１７Ｂによって形成された流路１８Ｂとはほぼ直交している。
【００５３】
　なお、底板部７０Ｂの開口部７４は必ずしも十字形状である必要はなく、例えば露光光
ＥＬの断面形状に合わせた矩形であってもよい。
【００５４】
　第１ノズル部材７０は、その内部に、傾斜部７０Ｂの下面において下向きに開口する空
間部２４を有している。回収口２２は、空間部２４の開口部に相当する。また、空間部２
４は回収流路として機能する。空間部２４は、光路空間Ｋ１に対して供給流路１４及び排
出流路１５の外側に設けられている。そして、回収流路（空間部）２４の一部と回収管２
３の他端部とが第１ノズル部材７０の張出部７０Ａにおいて接続されている。
【００５５】
　回収口２２は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの上方において、その基板Ｐの
表面と対向する位置に設けられている。基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面と
第１ノズル部材７０に設けられた回収口２２とは所定距離だけ離れている。回収口２２は
、投影光学系ＰＬの像面側の光路空間Ｋ１に対して供給口１２の外側に設けられており、
光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）、ランド面７５、及び供給口１２を囲むように環状に形成
されている。すなわち、光路空間Ｋ１に対して回収口２２の内側に液体ＬＱを供給する供
給口１２が設けられた構成となっている。本実施形態においては、回収口２２は平面視円
環状に形成されている。
【００５６】
　第１ノズル部材７０は、回収口２２を覆うように配置され、複数の孔を有する多孔部材
２５を備えている。本実施形態においては、多孔部材２５は複数の孔を有したメッシュ部
材により構成されている。多孔部材２５としては、例えば略六角形状の複数の孔からなる
ハニカムパターンを形成されたメッシュ部材によって構成可能である。多孔部材２５は、
ステンレス鋼（例えばＳＵＳ３１６）などからなる多孔部材の基材となる板部材に孔あけ
加工を施すことで形成可能である。また、回収口２２に、複数の薄板状の多孔部材２５を
重ねて配置することも可能である。
【００５７】
　また、本実施形態においては、多孔部材２５は液体ＬＱに対して親液性（親水性）を有
している。多孔部材２５を親液性にするための親液化処理（表面処理）としては、多孔部
材２５に酸化クロムを付着する処理が挙げられる。具体的には、上述したような「GOLDEP
」処理あるいは「GOLDEP WHITE」処理が挙げられる。また、このような表面処理を施すこ
とにより、多孔部材２５から液体ＬＱへの不純物の溶出が抑えられる。本実施形態の多孔
部材２５は薄板状に形成されており、例えば１００μｍ程度の厚みを有するものである。
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なお、多孔部材２５は、例えばセラミックス製の多孔体によって構成することも可能であ
る。
【００５８】
　多孔部材２５は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐと対向する下面２５Ｂを有し
ている。多孔部材２５の基板Ｐと対向する下面２５Ｂはほぼ平坦である。多孔部材２５は
、その下面２５Ｂが基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面（すなわちＸＹ平面）
とほぼ平行になるように回収口２２に設けられている。液体ＬＱは、回収口２２に配置さ
れた多孔部材２５を介して回収される。また、回収口２２は、光路空間Ｋ１を囲むように
環状に形成されているため、その回収口２２に配置された多孔部材２５は、光路空間Ｋ１
を囲むように環状に形成されている。
【００５９】
　多孔部材２５は、その下面２５Ｂとランド面７５とがＺ軸方向においてほぼ同じ位置（
高さ）になるように、且つ下面２５Ｂとランド面７５とが連続するように、回収口２２に
設けられている。すなわち、ランド面７５は、多孔部材２５の下面２５Ｂと連続的に形成
されている。
【００６０】
　次に、気体供給機構３について説明する。気体供給機構３の第２ノズル部材３０は、第
１ノズル部材７０とは別の部材であって、第１ノズル部材７０の近傍に設けられ、光路空
間Ｋ１に対して第１ノズル部材７０よりも外側に設けられている。第２ノズル部材３０は
環状部材であって、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）の上方において、光路空間Ｋ１及び第
１ノズル部材７０を囲むように配置されている。第２ノズル部材３０は、その中央部に第
１ノズル部材７０を配置可能な穴部３０Ｈを有している。第２ノズル部材３０は、複数の
部材を組み合わせて構成されており、全体として平面視略円形状に形成されている。なお
、第２ノズル部材３０は一つの部材によって構成されていてもよい。第２ノズル部材３０
は、例えばアルミニウム、チタン、ステンレス鋼、ジュラルミン、及びこれらを含む合金
によって形成可能である。
【００６１】
　第２ノズル部材３０の穴部３０Ｈの内側面３０Ｔは、第１ノズル部材７０の傾斜部７０
Ｂの側面７０Ｓと対向しており、傾斜部７０Ｂの側面７０Ｓに沿うようにすり鉢状に形成
されている。具体的には、第１ノズル部材７０の側面７０Ｓ及び第２ノズル部材３０の内
側面３０Ｔのそれぞれは、光路空間Ｋ１の外側から内側に向かうにつれて基板Ｐとの間隔
（距離）が小さくなるように傾斜している。本実施形態においては、第１ノズル部材７０
の側面７０Ｓ及び第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔのそれぞれは、第１ノズル部材７０
Ｔの傾斜部７０Ｂの内側面７０Ｔとほぼ平行に設けられている。すなわち、第１ノズル部
材７０の側面７０Ｓ及び第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔのそれぞれは、基板ステージ
ＰＳＴに保持された基板Ｐの表面（ＸＹ平面）に対してほぼ４５°傾斜している。そして
、第１ノズル部材７０の側面７０Ｓと第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔとの間には所定
のギャップＧ３を有する空間が設けられている。
【００６２】
　また、本実施形態においては、第１ノズル部材７０の張出部７０Ａは第２ノズル部材３
０の上方に配置されており、張出部７０Ａの下面は、第２ノズル部材３０の上面の一部と
対向している。本実施形態においては、張出部７０Ａの下面及び第２ノズル部材３０の上
面はＸＹ平面とほぼ平行に設けられており、張出部７０Ａの下面と第２ノズル部材３０の
上面との間には所定のギャップＧ４が設けられている。
【００６３】
　ギャップＧ３及びギャップＧ４が設けられていることにより、第１ノズル部材７０及び
第２ノズル部材３０の一方で発生した振動が、他方に直接的に伝達することが防止されて
いるとともに、第２ノズル部材３０は、駆動装置９５によって、第１ノズル部材７０に衝
突することなく、移動することができる。
【００６４】
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　第２ノズル部材３０は、気体を吹き出す吹出口３２を備えている。第２ノズル部材３０
は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの上方において、その基板Ｐの表面と対向す
る下面３５を有しており、吹出口３２は下面３５に設けられている。したがって、吹出口
３２は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの上方において、その基板Ｐの表面に対
向する位置に設けられた構成となっている。基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表
面と第２ノズル部材３０の下面３５に設けられた吹出口３２とは所定距離だけ離れている
。
【００６５】
　吹出口３２は、投影光学系ＰＬの像面側の光路空間Ｋ１に対して第１ノズル部材７０に
設けられた回収口２２の外側に設けられており、光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）、及び第
１ノズル部材７０の回収口２２を囲むように環状に形成されている。本実施形態において
は、吹出口３２は平面視円環状に形成され、所定のスリット幅Ｄ１を有するスリット状に
形成されている。
【００６６】
　第２ノズル部材３０の下面３５のうち、光路空間Ｋ１に対して吹出口３２より内側の第
１領域３５Ａは、ＸＹ平面とほぼ平行、すなわち基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐ
の表面とほぼ平行に設けられた平坦面となっている。そして、第２ノズル部材３０の下面
３５の第１領域３５Ａと基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐとの間には所定のギャッ
プＧ５が設けられている。
【００６７】
　また、本実施形態においては、第２ノズル部材３０の下面３５のうち、光路空間Ｋ１に
対して吹出口３２より外側の第２領域３５Ｂも、ＸＹ平面とほぼ平行、すなわち基板ステ
ージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面とほぼ平行に設けられた平坦面となっている。そし
て、第２ノズル部材３０の下面３５の第２領域３５Ｂと基板ステージＰＳＴに保持された
基板Ｐとの間には所定のギャップＧ６が設けられている。本実施形態においては、ギャッ
プＧ６はギャップＧ５より小さく、第１領域３５Ａと第２領域３５Ｂとの間には段差が設
けられている。
【００６８】
　このように、第２ノズル部材３０の下面３５と基板ステージＰＳＴに保持される基板Ｐ
の表面とは離れている。そして、本実施形態においては、第２ノズル部材３０の下面３５
（第１領域３５Ａ）は、第１ノズル部材７０のランド面７５及び回収口２２に設けられた
多孔部材２５の下面２５Ｂとほぼ同じ高さか、わずかに高い位置に設けられている。
【００６９】
　また、第１ノズル部材７０の側面７０Ｓと第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔとの距離
（すなわちギャップＧ３）は、第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａと基板Ｐ
との距離（すなわちギャップＧ５）よりも大きく設けられている。
【００７０】
　また、光路空間Ｋ１に対して第２ノズル部材３０の外側の部分は、Ｚ軸方向に関してわ
ずかに薄肉化されており、第２ノズル部材３０の下面３５のうち、第２領域３５Ｂと、第
２領域３５Ｂよりも光路空間Ｋ１に対して外側の領域との間には段差３６が設けられてい
る。
【００７１】
　第２ノズル部材３０の下面３５は液体ＬＱに対して撥液性（撥水性）を有している。第
２ノズル部材３０の下面３５を撥液性にするための撥液化処理としては、例えば、ポリ四
フッ化エチレン（テフロン（登録商標））等のフッ素系樹脂材料、アクリル系樹脂材料、
シリコン系樹脂材料等の撥液性材料を被覆する等の処理が挙げられる。本実施形態におい
ては、第２ノズル部材３０の下面３５全体に撥液性材料が被覆されており、下面３５全体
が撥液性を有している。なお、下面３５のうち第１領域３５Ａのみなど、下面３５の一部
のみに撥液性材料が被覆されていて、下面３５の一部のみが撥液性を有していてもよい。
【００７２】
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　また、第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔ及び第１ノズル部材７０の側面７０Ｓの少な
くとも一方に撥液性材料を被覆して撥液性を付与してもよい。また、第２ノズル部材３０
の表面全体に撥液性材料を被覆してもよい。
【００７３】
　第２ノズル部材３０は、吹出口３２に気体を供給する供給流路３４を有している。供給
流路３４は第２ノズル部材３０の内部に設けられており、その下端部は吹出口３２に接続
されている。また、供給流路３４の一部には第２供給管３３の他端部が接続されている。
【００７４】
　供給流路３４は、吹出口３２に接続する第１流路部３４Ａと、第１流路部３４Ａよりも
大きいバッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂとを有している。第２流路部３４Ｂは、
光路空間Ｋ１に対して第１流路部３４Ａの外側に設けられており、第２供給管３３と接続
されている。第１流路部３４Ａは、傾斜領域と、光路空間Ｋ１に対して傾斜領域よりも外
側に設けられた水平領域とを有している。第１流路部３４Ａの傾斜領域は、光路空間Ｋ１
の外側から内側に向かうにつれて、すなわち光路空間Ｋ１に近づくにつれて基板Ｐとの間
隔（距離）が小さくなるように傾斜している。そして、第１流路部３４Ａの傾斜領域の下
端部が吹出口３２となっている。本実施形態においては、第１流路部３４Ａの傾斜領域は
、第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔとほぼ平行に設けられている。すなわち、第１流路
部３４Ａの傾斜領域は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面（ＸＹ平面）に対
してほぼ４５°傾斜している。第１流路部３４Ａの水平領域は、ＸＹ平面とほぼ平行に設
けられており、第１流路部３４Ａの傾斜領域の上端部と第２流路部３４Ｂのバッファ空間
３７とを接続している。
【００７５】
　第１流路部３４Ａの傾斜領域は、環状のスリット状に形成された吹出口３２に対応する
ように、ＸＹ平面に沿った断面視において環状に形成されており、吹出口３２のスリット
幅Ｄ１とほぼ同じ幅Ｄ１を一様に有したスリット状の流路である。第１流路部３４Ａの水
平領域は傾斜領域の上端部に連続するように設けられ、吹出口３２のスリット幅Ｄ１とほ
ぼ同じ幅Ｄ１を一様に有したスリット状の流路である。バッファ空間３７は、光路空間Ｋ
１に対して第１流路部３４Ａの水平領域の外側に設けられ、第１流路部３４Ａの水平領域
を囲むように環状に形成された空間であり、第１流路部３４Ａの幅Ｄ１よりも十分に大き
い幅Ｄ２を一様に有している。
【００７６】
　すなわち、供給流路３４は、Ｚ軸方向において幅Ｄ２を有するバッファ空間３７を含む
第２流路部３４Ｂと、第２流路部３４Ｂよりも流路下流側に設けられ、幅Ｄ２よりも小さ
い幅Ｄ１を有する第１流路部３４Ａとを有した構成となっている。第１流路部３４Ａは、
流路上流側に設けられたバッファ空間３７よりも狭められた構成となっている。
【００７７】
　バッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂには第２供給管３３の他端部が接続される。
本実施形態においては、供給流路３４の第２流路部３４Ｂと第２供給管３３との接続位置
は、第２ノズル部材３０の側面３０Ｓにおいて周方向（θＺ方向）にほぼ等間隔で複数設
定されており、それら複数の接続位置のそれぞれに第２供給管３３の他端部が接続されて
いる。なお図では、供給流路３４の第２供給管３３との接続位置は４箇所のように示され
ているが、例えば８箇所など任意の複数の位置に設定されてよい。吹出口３２と気体供給
装置３１とは、供給流路３４及び第２供給管３３を介して接続されている。
【００７８】
　気体供給装置３１から送出された気体は、第２供給管３３を介して供給流路３４のうち
バッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂに流入した後、第２流路部３４Ｂ及び第１流路
部３４Ａを介して吹出口３２に供給される。第２流路部３４Ｂ及び第１流路部３４Ａを含
む供給流路３４より吹出口３２に供給された気体は、吹出口３２より第２ノズル部材３０
の外部に吹き出される。上述のように、第１流路部３４Ａの傾斜領域は、光路空間Ｋ１に
近づくにつれて基板Ｐとの間隔（距離）が小さくなるようにほぼ４５°傾斜しており、第
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１流路部３４Ａの傾斜領域の下端部に設けられた吹出口３２は、光路空間Ｋ１に向けて傾
斜方向に基板Ｐに対して気体を吹き出す。
【００７９】
　バッファ空間３７は、気体供給装置３１から第２供給管３３を介して供給された気体の
エネルギー（圧力、流速など）を分散して均一化し、バッファ空間３７から第１流路部３
４Ａに流入する気体の単位時間当たりの量（流速）を、スリット状の流路である第１流路
部３４Ａの各位置において均一化する。バッファ空間３７を設けたことにより、気体供給
機構３は、バッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂ及び第１流路部３４Ａを介して吹出
口３２に供給された気体を、スリット状の吹出口３２からほぼ均一に吹き出すことができ
る。つまり、バッファ空間３７が設けられていない場合、第１流路部３４Ａを流れる単位
時間当たりの気体の量は、第２供給管３３の他端部が接続された位置近傍のほうがその他
の位置より多くなるため、所定長さに形成されたスリット状の吹出口３２の各位置におい
て吹き出される気体の単位時間当たりの吹き出し量（流速）が不均一となる場合がある。
しかしながら、バッファ空間３７を設けて第２供給管３３から供給された気体のエネルギ
ーを分散して均一化することによって、第１流路部３４Ａを介してスリット状の吹出口３
２の各位置に供給される気体の流量（流速）を均一化することができ、気体は、円環状の
スリット状の吹出口３２の各位置においてほぼ均一な吹き出し量で吹き出される。
【００８０】
　なお、本実施形態においては、基板ステージＰＳＴに保持されている基板Ｐの表面の面
位置情報を検出するフォーカス・レベリング検出系は、光路空間Ｋ１に対して吹出口３２
よりも外側で基板Ｐの面位置情報を検出するようになっている。具体的には、フォーカス
・レベリング検出系は、光路空間Ｋ１の液体ＬＱを介さずに、光路空間Ｋ１に対して吹出
口３２よりも外側の基板Ｐの表面に基板Ｐの面位置情報を検出するための検出光を照射す
るようになっている。図４には、フォーカス・レベリング検出系による検出光Ｌａの照射
位置が示されており、走査方向（Ｘ軸方向）に関して光路空間Ｋ１の両側のそれぞれの基
板Ｐの表面に検出光Ｌａが照射されるようになっている。
【００８１】
　もちろん、特開２０００－３２３４０４号公報に開示されているように、投影光学系Ｐ
Ｌから十分に離れた位置にフォーカス・レベリング検出系を設けて、基板Ｐの面位置情報
を液体ＬＱを介さずに検出してもよい。
【００８２】
　次に、上述した構成を有する露光装置ＥＸを用いてマスクＭのパターン像を基板Ｐに露
光する方法について説明する。
【００８３】
　露光光ＥＬの光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たすために、制御装置ＣＯＮＴは、液体供給
装置１１及び液体回収装置２１のそれぞれを駆動する。制御装置ＣＯＮＴの制御のもとで
液体供給装置１１から送出された液体ＬＱは、第１供給管１３を流れた後、第１ノズル部
材７０の供給流路１４を介して、供給口１２より投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ１と
底板部７０Ｄとの間の内部空間Ｇ２に供給される。内部空間Ｇ２に液体ＬＱが供給される
ことにより、内部空間Ｇ２に存在していた気体部分は排出口１６や開口部７４を介して外
部に排出される。したがって、内部空間Ｇ２に対する液体ＬＱの供給開始時に、内部空間
Ｇ２に気体が留まってしまうといった不都合を防止することができ、光路空間Ｋ１の液体
ＬＱ中に気体部分（気泡）が生成される不都合を防止することができる。
【００８４】
　内部空間Ｇ２に供給された液体ＬＱは、開口部７４を介してランド面７５と基板Ｐ（基
板ステージＰＳＴ）との間の空間に流入し、光路空間Ｋ１を満たす。このとき、制御装置
ＣＯＮＴの制御のもとで駆動されている液体回収装置２１は、単位時間当たり所定量の液
体ＬＱを回収している。ランド面７５と基板Ｐとの間の空間の液体ＬＱは、第１ノズル部
材７０の回収口２２を介して回収流路２４に流入し、回収管２３を流れた後、液体回収装
置２１に回収される。
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【００８５】
　ここで、供給口１２から内部空間Ｇ２に対して供給された液体ＬＱは、第１ガイド部１
７Ａにガイドされつつ露光光ＥＬの光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）に向かって流れた後、
第２ガイド部１７Ｂにガイドされつつ露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側に向かって流れる
ので、仮に液体ＬＱ中に気体部分（気泡）が生成されても、液体ＬＱの流れによって、そ
の気泡を露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側に排出することができる。そして、本実施形態
においては、底板部７０Ｄは、液体ＬＱを排出口１６に向けて流すので、液体ＬＱ中に存
在している気体部分（気泡）は、排出口１６を介して外部空間Ｋ３に円滑に排出される。
【００８６】
　また、液浸機構１は、液体ＬＱを底板部７０Ｄの第１、第２ガイド部１７Ａ、１７Ｂで
ガイドしつつ流すことにより、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１内において、渦流が生成される
ことを抑制している。これにより、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１中に気体部分（気泡）があ
っても、液体ＬＱの流れによって、気体部分（気泡）を露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側
に排出し、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１に気体部分（気泡）が留まることを防止することが
できる。
【００８７】
　以上のように、制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１を使って、光路空間Ｋ１に液体ＬＱを
所定量供給するとともに基板Ｐ上の液体ＬＱを所定量回収することで、投影光学系ＰＬと
基板Ｐとの間の光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たし、基板Ｐ上に液体ＬＱの液浸領域ＬＲを
局所的に形成する。制御装置ＣＯＮＴは、光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たした状態で、投
影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移動しながらマスクＭのパターン像を投影光学系ＰＬ
及び光路空間Ｋ１の液体ＬＱを介して基板Ｐ上に投影露光する。
【００８８】
　制御装置ＣＯＮＴは、供給口１２から液体ＬＱを供給するときに、気体供給機構３の気
体供給装置３１を駆動する。制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの露光中に吹出口３２の気体吹
き出し動作を継続する。すなわち、制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１を使って光路空間Ｋ
１に対する液体ＬＱの供給動作及び回収動作を行っている最中、あるいは、供給動作及び
回収動作が停止していても、液浸領域ＬＲが形成されている最中には、気体供給機構３の
気体供給装置３１の駆動を継続する。本実施形態では、制御装置ＣＯＮＴは、調整装置３
８を使って、第２ノズル部材３０に設けられた吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの
気体吹き出し量を調整している。なお、気体の吹き出し量はほぼ一定であってもよいし、
適宜変化させてもよい。
【００８９】
　上述のように、本実施形態の露光装置ＥＸは、投影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移
動しつつ露光を行う走査型露光装置である。具体的には、露光装置ＥＸは、マスクＭと基
板Ｐとを投影光学系ＰＬに対してＸ軸方向（走査方向）に移動しながらマスクＭのパター
ン像を基板Ｐに投影露光する。このような走査型露光装置において、例えば走査速度（ス
キャン速度）の高速化に伴って、回収口２２を介して液体ＬＱを十分に回収することがで
きず、液体ＬＱが光路空間Ｋ１に対して回収口２２よりも外側へ漏出する可能性がある。
例えば、図６（Ａ）の模式図に示す初期状態から、液浸領域ＬＲに対して基板Ｐを＋Ｘ方
向に所定速度で所定距離だけスキャン移動し、図６（Ｂ）に示すように、液浸領域ＬＲの
液体ＬＱとその外側の空間との界面ＬＧが距離Ｌだけ移動したとする。スキャン速度を高
速化した場合、液浸領域ＬＲの液体ＬＱとその外側の空間との界面ＬＧの移動速度が大き
くなったり、あるいは界面ＬＧの形状が大きく変化して、液体ＬＱが回収口２２の外側に
漏出する可能性がある。
【００９０】
　本実施形態においては、制御装置ＣＯＮＴは、吹出口３２を介した気体の吹き出し動作
を行うことで、回収口２２の近傍（光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの界面ＬＧ近傍）
に所定の気体の流れを生成し、その生成された気体の流れによって液体ＬＱの漏出や、液
浸領域ＬＲの巨大化を防止する。
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【００９１】
　図７は気体供給機構３の動作を説明するための要部を拡大した模式図である。図７に示
すように、制御装置ＣＯＮＴは、気体供給装置３１を駆動して、光路空間Ｋ１に対して回
収口２２の外側に設けられた吹出口３２を介して気体を吹き出することにより、光路空間
Ｋ１に向かう気体の流れを生成する。すなわち、光路空間Ｋ１を囲むように形成された排
気口４２の内側に液体ＬＱ（液浸領域ＬＲ）を閉じこめるように、吹出口３２から光路空
間Ｋ１に向かう気流を生成する。
【００９２】
　具体的には、制御装置ＣＯＮＴは、気体供給装置３１を駆動して、単位時間当たり所定
量の気体の送出する。気体供給装置３１から送出された気体は、第２供給管３３を介して
、第２ノズル部材３０の供給流路３４の第２流路部３４Ｂに流入する。第２流路部３４Ｂ
に流入した気体は、第２流路部３４Ｂのバッファ空間３７を介して第１流路部３４Ａに流
入し、第１流路部３４Ａの下端部に設けられた吹出口３２に供給される。上述のように、
供給流路３４の途中にバッファ空間３７が設けられていることにより、バッファ空間３７
を含む供給流路３４を介してスリット状の吹出口３２に供給された気体は、吹出口３２の
各位置からほぼ均一に吹き出される。
【００９３】
　吹出口３２は、光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に基板Ｐに対して気体を吹き出すように
なっており、吹出口３２より吹き出された気体は、基板Ｐに吹き付けられた後、回収口２
２周縁近傍において光路空間Ｋ１に向かう気体の流れを生成する。光路空間Ｋ１に向かう
気体の流れが生成されることにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの界面ＬＧに外
側から気体が供給される。これにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱ（液体ＬＱの
界面ＬＧ）が、光路空間Ｋ１の外側に移動しようとしても、その気体の力によって、光路
空間Ｋ１を含む所定空間Ｋ２の外側への液体ＬＱの漏出を防止することができる。ここで
、所定空間Ｋ２とは、投影光学系ＰＬの像面側の空間であって、光路空間Ｋ１に対して排
気口４２よりも内側の空間を含む。
【００９４】
　第２ノズル部材３０は、光路空間Ｋ１に対して吹出口３２より内側に、基板ステージＰ
ＳＴに保持された基板Ｐと対向する下面３５の第１領域３５Ａを有している。基板Ｐに対
向する位置に設けられた吹出口３２より吹き出された気体は、第２ノズル部材３０の下面
３５の第１領域３５Ａと基板Ｐの表面との間に形成されたギャップＧ５の空間を、第２ノ
ズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａと基板Ｐの表面とにガイドされつつ光路空間Ｋ
１に向かって流れる。このように、第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａは、
吹出口３２より吹き出された気体を基板Ｐとの間でガイドするガイド面として機能する。
【００９５】
　また、吹出口３２より吹き出された気体の少なくとも一部は、排気口４２から第１ノズ
ル部材７０の側面７０Ｓと第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔとの間のギャップＧ３の空
間に流入するようになっている。そして、ギャップＧ３の空間に流入した気体は、第１ノ
ズル部材７０の張出部７０Ａの下面と第２ノズル部材３０の上面との間のギャップＧ４の
空間を介して、所定空間Ｋ２の外部空間（大気空間）Ｋ３に排気されるようになっている
。すなわち、ギャップＧ３の空間及びギャップＧ４の空間は排気流路として機能し、回収
口２２と吹出口３２との間の排気口４２から流入した気体を効率的に排気するようになっ
ている。
【００９６】
　以下の説明においては、第１ノズル部材７０と第２ノズル部材３０との間のギャップＧ
３の空間及びギャップＧ４の空間を合わせて適宜、「排気空間４４」と称する。排気空間
４４のうち、ギャップＧ３の空間は光路空間Ｋ１の外側から内側に向かうにつれて基板Ｐ
との間隔（距離）が小さくなるようにほぼ４５°に傾斜している。そして、排気空間４４
の下端部が、吹出口３２から吹き出された気体の少なくとも一部を排気する排気口４２と
なっている。排気口４２は、第１ノズル部材７０の下端部と第２ノズル部材３０の下端部
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との間、すなわち回収口２２と吹出口３２との間に設けられた構成となっている。
【００９７】
　そして、ギャップＧ３の空間及びギャップＧ４の空間を含む排気空間４４は外部空間（
大気空間）Ｋ３と接続されている。したがって、光路空間Ｋ１を含む所定空間Ｋ２は、排
気口４２及び排気空間４４を介して大気開放された構成となっている。
【００９８】
　吹出口３２から吹き出された気体の一部が排気口４２より排気されることにより、回収
口２２近傍において、光路空間Ｋ１に向かって乱れの少ない気体の流れを良好に生成する
ことができる。また、排気口４２からの気体の排気圧を調整することにより、液体ＬＱに
かかる気体の圧力が過剰にならないように、液体ＬＱにかかる気体の圧力を適宜調整する
こともできる。
【００９９】
　また、第１ノズル部材７０の側面７０Ｓと第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔとの間の
距離（ギャップ）Ｇ３は、第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａと基板Ｐとの
間の距離（ギャップ）Ｇ５よりも大きく設けられているため、吹出口３２より吹き出され
た気体を円滑に排気空間４４に流すことができる。つまり、ギャップＧ３がギャップＧ５
よりも小さい場合、吹出口３２から吹き出された気体の一部を排気口４２及び排気空間４
４を介して外部空間Ｋ３に十分に逃がすことができず、回収口２２近傍において気流の乱
れが発生する可能性がある。しかしながら、ギャップＧ３はギャップＧ５よりも大きいの
で、吹出口３２から吹き出された気体が回収口２２近傍などにおいてよどむことをより確
実に防止することができる。
【０１００】
　以上説明したように、光路空間Ｋ１に対して回収口２２の外側に設けられた吹出口３２
から気体を吹き出すとともに、吹出口３２から吹き出された気体の少なくとも一部を排気
口４２より排気することで、回収口２２近傍に、液体ＬＱが光路空間Ｋ１を含む所定空間
Ｋ２の外側へ漏出することを防止するような気体の流れを生成することができる。したが
って、光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たした状態で投影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対移動さ
せた場合においても、液体ＬＱの漏出を防止することができる。また、光路空間Ｋ１に向
かう気体の流れを生成することで、液浸領域ＬＲの大きさ、形状の少なくとも一方を所望
状態に維持することができ、露光装置ＥＸ全体のコンパクト化を図ることもできる。
【０１０１】
　また、上述のように、フォーカス・レベリング検出系が光路空間Ｋ１に対して吹出口３
２よりも外側で、光路空間Ｋ１の液体ＬＱを介さずに基板Ｐの面位置情報を検出する構成
の場合、吹出口３２より吹き出された気体によって吹出口３２よりも外側への液体ＬＱの
漏出を防止することで、フォーカス・レベリング検出系の検出精度を維持することができ
る。
【０１０２】
　また、吹出口３２は基板Ｐに対向する位置に設けられているので、吹出口３２より吹き
出された気体を基板Ｐに吹き付けて光路空間Ｋ１に向かう所望の気体の流れを円滑に生成
することができる。そして、吹出口３２は光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に基板Ｐに対し
て気体を吹き出すので、光路空間Ｋ１に向かう所望の気体の流れを効率良く生成すること
ができる。また、第２ノズル部材３０は、吹出口３２より吹き出された気体を基板Ｐとの
間でガイドするガイド面として機能する下面３５の第１領域３５Ａを有しているので、光
路空間Ｋ１に向かう気体の流れを効率良く生成することができる。
【０１０３】
　また、吹出口３２は光路空間Ｋ１を囲むように環状に形成されているので、光路空間Ｋ
１を囲む外側の全ての方向から光路空間Ｋ１に向かう気体の流れを生成することができ、
液体ＬＱの漏出をより確実に防止することができる。また、吹出口３２に気体を供給する
供給流路３４はバッファ空間３７を有しているので、スリット状の吹出口３２から均一に
気体を吹き出すことができる。
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【０１０４】
　また、第２ノズル部材３０は、第１ノズル部材７０の外側において、第１ノズル部材７
０を囲むように設けられているため、光路空間Ｋ１の液体ＬＱが回収口２２（第１ノズル
部材７０）よりも外側に漏出（あるいは飛散）しようとしても、第２ノズル部材３０の吹
出口３２から気体を吹き出すことでその漏出（飛散）を抑制することができる。また、第
２ノズル部材３０の下面３５は液体ＬＱに対して撥液性であるため、光路空間Ｋ１の液体
ＬＱがギャップＧ５の空間を介して外側に漏出することを防止又は抑制することができる
。
【０１０５】
　なお本実施形態においては、第２ノズル部材３０の下面３５において、ギャップＧ６が
ギャップＧ５より小さくなるように、第１領域３５Ａと第２領域３５Ｂとの間には段差が
設けられているが、ギャップＧ５とギャップＧ６とをほぼ同じにして、第１領域３５Ａと
第２領域３５Ｂとの間に段差が無い形態としてもよい。
【０１０６】
　なお本実施形態においては、吹出口３２は光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に基板Ｐに対
して気体を吹き出しているが、気体供給機構３は吹出口３２の真下に気体を吹き出すよう
にしてもよい。こうすることによっても、基板Ｐに吹き付けられた気体は、下面３５の第
１領域３５Ａと基板Ｐの表面とにガイドされつつ、光路空間Ｋ１に向かって流れるので、
液体ＬＱの漏出を防止することができる。なおフォーカス・レベリング検出系を備えてい
る場合、基板Ｐの面位置情報を検出するためにフォーカス・レベリング検出系が検出光Ｌ
ａを基板Ｐの表面に照射する位置は、基板Ｐの表面において吹出口３２が気体を吹き付け
る位置よりも、光路空間Ｋ１に対して外側であることが好ましい。
【０１０７】
　吹出口３２より吹き出された気体の流れを基板Ｐとの間でガイドするガイド面として機
能する第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａは平坦面であるが、第１領域３５
Ａに、気体の流れをガイドするガイド部材としてフィン状の部材、突起状の部材の少なく
とも一方を設けることも可能である。また、第１領域３５Ａに、気体の流れをガイドする
ガイド部として、溝（スリット）を形成してもよい。
【０１０８】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態について図８を参照しながら説明する。図８において、第２ノズル
部材３０の内側面３０Ｔと下面３５との接続部３９は、断面視略円弧状に形成されている
。このように、第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔと下面３５との接続部３９を断面視略
円弧状に形成することにより、吹出口３２から吹き出され、下面３５の第１領域３５Ａに
沿って流れた気体の一部を、排気口４２を介して排気空間４４に円滑に流すことができる
。したがって、回収口２２近傍において光路空間Ｋ１に向かう所望の気体の流れを円滑に
生成することができる。
【０１０９】
　＜第３実施形態＞
　次に、第３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、調整装置３８は
、基板Ｐの液体接触面を形成する膜部材と液体ＬＱとの親和性に応じて、吹出口３２より
吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を調整する点にある。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。
【０１１０】
　図９（Ａ）は基板Ｐの断面図の一例である。図９（Ａ）において、基板Ｐは、基材１０
０と、その基材１００の上面１００Ａに設けられた膜部材１０１とを有している。基材１
００は半導体ウエハを含むものである。膜部材１０１は感光材（フォトレジスト）によっ
て形成されており、基材１００の上面１００Ａの中央部の殆どを占める領域に所定の厚み
で被覆されている。なお、図９（Ａ）において、基材１００の上面１００Ａの周縁部の感
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光材（膜部材）１０１は除去されている。図９（Ａ）においては、膜部材（感光材）１０
１が基板Ｐの最上層に設けられており、この膜部材１０１が液浸露光時において液体ＬＱ
と接触する液体接触面となる。
【０１１１】
　図９（Ｂ）は基板Ｐの別の例を示す図である。図９（Ｂ）において、基板Ｐは、膜部材
１０１の表面を覆う第２膜部材１０２を有している。第２膜部材１０２はトップコート膜
と呼ばれる保護膜である。図９（Ｂ）においては、第２膜部材（保護膜）１０２が基板Ｐ
の最上層に設けられており、この第２膜部材１０２が液浸露光時において液体ＬＱを接触
する液体接触面となる。
【０１１２】
　本実施形態の露光装置ＥＸは、液体接触面を形成する膜部材の種類（物性）が互いに異
なる複数種類の基板Ｐを順次露光する。記憶装置ＭＲＹには、複数種類の基板Ｐの液浸露
光を行うための露光条件に関する情報が記憶されている。具体的には、記憶装置ＭＲＹは
、液浸露光時において基板Ｐの液体接触面を形成する膜部材と液体ＬＱとの親和性（基板
Ｐと液体ＬＱとの親和性）と、その親和性に対応する露光条件との関係がマップデータと
して複数記憶されている。ここで、膜部材と液体ＬＱとの親和性に関する情報は、膜部材
と液体ＬＱとの接触角（基板Ｐとの接触角）（動的接触角を含む）に関する情報を含む。
【０１１３】
　液浸露光処理を行うに際し、露光処理されるべき基板Ｐの膜部材に関する情報が入力装
置ＩＮＰを介して制御装置ＣＯＮＴに入力される。入力される膜部材に関する情報には、
膜部材と液体ＬＱとの接触角に関する情報が含まれている。制御装置ＣＯＮＴは、入力さ
れた膜部材に関する情報（接触角に関する情報）に応じて、記憶装置ＭＲＹに予め記憶さ
れている、膜部材と液体ＬＱとの親和性（接触角）と、その親和性（接触角）に対応する
露光条件との関係（マップデータ）を参照し、露光処理されるべき基板Ｐに対する最適な
露光条件を選択し、決定する。
【０１１４】
　ここで露光条件は、気体供給機構３による気体供給条件を含む。更に具体的には、露光
条件は、吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量に関する条件を含む。
【０１１５】
　制御装置ＣＯＮＴは、膜部材と液体ＬＱとの接触角（親和性）に応じて、調整装置３８
を使って、吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を調整する。具体的
には、膜部材と液体ＬＱの接触角が小さい場合、膜部材は液体ＬＱに対して親液性（親水
性）を有していることになるので、液浸機構１を使って基板Ｐ（膜部材）上に液体ＬＱを
供給した際、この液体ＬＱは濡れ拡がりやすいため、光路空間Ｋ１（回収口２２）の外側
へ漏出する可能性が高くなる。したがって、この膜部材上で液浸領域ＬＲを形成する場合
、調整装置３８は、吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を多くする
。こうすることにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの界面ＬＧに供給される気体
の量を多くしたり、あるいは気体の流速を高めることができるため、その供給された気体
の力によって、液体ＬＱの漏出を防止することができる。
【０１１６】
　一方、膜部材と液体ＬＱとの接触角が大きい場合、膜部材は液体ＬＱに対して撥液性（
撥水性）を有していることになるので、液浸機構１を使って基板Ｐ（膜部材）上に液体Ｌ
Ｑを供給した際、この液体ＬＱは過剰に濡れ拡がらない。したがって、この膜部材に対し
て液体ＬＱを供給する場合、調整装置３８は、吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの
気体吹き出し量を少なくする。こうすることにより、吹き付けられる気体の力に起因して
基板Ｐが変形・変位したり、振動が発生する等の不都合を防止することができる。また、
光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱに供給される気体の量も少なくなるため、液体ＬＱ中
に気泡などの気体部分が生成される不都合を抑えることもできる。
【０１１７】
　以上説明したように、本実施形態においては、基板Ｐの液体接触面を形成する膜部材と
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液体ＬＱとの接触角（親和性）に対応する最適な気体供給条件（気体吹き出し量）が予め
求められており、この最適な気体供給条件に関する情報が記憶装置ＭＲＹに記憶されてい
る。制御装置ＣＯＮＴは、入力装置ＩＮＰを介して入力された露光処理されるべき基板Ｐ
の膜部材に関する情報（膜部材と液体ＬＱとの接触角に関する情報）に基づいて、複数記
憶されている気体供給条件の中から最適な気体供給条件を選択して決定し、この決定され
た気体供給条件に基づいて、基板Ｐの液浸露光を行うことにより、液体ＬＱの漏出を防止
しつつ、基板Ｐを良好に露光することができる。
【０１１８】
　なおここでは、基板Ｐの膜部材の種類が変更される場合について説明したが、液体ＬＱ
の種類（物性）が変更される場合もある。その場合においても、制御装置ＣＯＮＴは、調
整装置３８を使って、基板Ｐの膜部材と液体ＬＱとの親和性に応じて、吹出口３２から吹
き出す吹き出し量を調整することができる。
【０１１９】
　なお、液浸領域ＬＲは、基板ステージＰＳＴの上面など基板Ｐとは異なる物体上に形成
される場合もあるので、基板Ｐだけでなく、液浸領域ＬＲが形成される物体表面の条件（
接触角など）に応じて、調整装置３８を使って吹出口３２からの吹き出し量を調整するよ
うにしてもよい。
【０１２０】
　＜第４実施形態＞
　次に、第４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、調整装置３８が
、基板Ｐの移動条件（移動速度、加減速度の少なくとも一方を含む）に応じて吹出口３２
から吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を調整する点にある。例えば、調整装置３
８は、基板ＰをＸ軸方向に移動しながら基板Ｐに露光光ＥＬを照射して基板Ｐを液浸露光
するときの基板Ｐのスキャン速度（移動速度）に応じて、吹出口３２より吹き出す単位時
間当たりの気体吹き出し量を調整する。
【０１２１】
　本実施形態においては、制御装置ＣＯＮＴは、基板ＰのＸ軸方向（走査方向）に関する
速度、加速度の少なくとも一方に応じて、気体供給機構３の気体供給条件を決定する。例
えば、基板Ｐのスキャン速度（あるいは加速度）が大きい場合、光路空間Ｋ１に満たされ
た液体ＬＱと基板Ｐとの相対速度（あるいは相対加速度）が大きくなって、液体ＬＱが漏
出する可能性が高くなる。したがって、基板Ｐのスキャン速度が大きい場合、調整装置３
８は、吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を多くする。こうするこ
とにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの界面ＬＧに供給される気体の量を多くし
たり、あるいは気体の流速を高めることができるため、その供給された気体の力によって
、液体ＬＱの漏出を防止することができる。
【０１２２】
　一方、基板Ｐのスキャン速度（あるいは加速度）が小さい場合、液体ＬＱが漏出する可
能性は低くなる。したがって、基板Ｐのスキャン速度が小さい場合、調整装置３８は、吹
出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を少なくする。こうすることによ
り、吹き付けられる気体の力に起因して基板Ｐが変形・変位したり振動が発生する等の不
都合を防止することができる。また、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱに供給される気
体の量も少なくなるため、液体ＬＱ中に気泡などの気体部分が生成される不都合を抑える
こともできる。
【０１２３】
　以上説明したように、基板Ｐの移動条件に応じて、吹出口３２より吹き出す単位時間当
たりの気体吹き出し量を調整することによって、液体ＬＱの漏出を防止しつつ、基板Ｐを
良好に露光することができる。
【０１２４】
　なおここでは、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐを走査方向（Ｘ軸方向）に移動するときに
調整装置３８を使って吹出口３２より吹き出す単位時間当たりの気体吹き出し量を調整し
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ているが、基板Ｐをステップ移動方向（Ｙ軸方向）に移動する場合等においても、基板Ｐ
のステップ移動速度（及び／又は加速度）に応じて、吹出口３２より吹き出す単位時間当
たりの気体吹き出し量を調整することができる。
【０１２５】
　なお、液浸領域ＬＲは、基板ステージＰＳＴの上面など基板Ｐとは異なる物体上に形成
される場合もあるので、基板Ｐだけでなく、液浸領域ＬＲが形成される物体の移動条件に
応じて、調整装置３８を使って吹出口３２からの吹き出し量を調整するようにしてもよい
。
【０１２６】
　＜第５実施形態＞
　次に、第５実施形態について図１０を参照しながら説明する。本実施形態の特徴的な部
分は、駆動装置９５が、基板Ｐの液体接触面を形成する膜部材と液体ＬＱとの親和性に応
じて、第２ノズル部材３０（吹出口３２）の位置を調整する点にある。
【０１２７】
　本実施形態の露光装置ＥＸは、液体接触面を形成する膜部材の種類（物性）が互いに異
なる複数種類の基板Ｐを順次露光する。記憶装置ＭＲＹには、基板Ｐの液浸露光を行うた
めの露光条件に関する情報が記憶されている。具体的には、記憶装置ＭＲＹは、液浸露光
時において基板Ｐの液体接触面を形成する膜部材と液体ＬＱとの親和性と、その親和性に
対応する露光条件との関係がマップデータとして複数記憶されている。ここで、膜部材と
液体ＬＱとの親和性に関する情報は、膜部材と液体ＬＱとの接触角（動的接触角を含む）
に関する情報を含む。
【０１２８】
　液浸露光処理を行うに際し、露光処理されるべき基板Ｐの膜部材に関する情報が入力装
置ＩＮＰを介して制御装置ＣＯＮＴに入力される。入力される膜部材に関する情報には、
膜部材と液体ＬＱとの接触角に関する情報が含まれている。制御装置ＣＯＮＴは、入力さ
れた膜部材に関する情報（接触角に関する情報）に応じて、記憶装置ＭＲＹに予め記憶さ
れている、膜部材と液体ＬＱとの親和性（接触角）と、その親和性（接触角）に対応する
露光条件との関係（マップデータ）を参照し、露光処理されるべき基板Ｐに対する最適な
露光条件を選択し、決定する。
【０１２９】
　ここで露光条件は、気体供給機構３による気体供給条件を含む。更に具体的には、露光
条件は、気体供給機構３の第２ノズル部材３０の位置に関する条件を含む。
【０１３０】
　制御装置ＣＯＮＴは、膜部材と液体ＬＱとの接触角（親和性）に応じて、駆動装置９５
を使って、第２ノズル部材３０の位置を調整する。具体的には、膜部材と液体ＬＱの接触
角が小さい場合、膜部材は液体ＬＱに対して親液性（親水性）を有していることになるの
で、液浸機構１を使って基板Ｐ（膜部材）上に液体ＬＱを供給した際、この液体ＬＱは濡
れ拡がりやすいため、光路空間Ｋ１の外側へ漏出する可能性が高くなる。したがって、こ
の膜部材に対して液体ＬＱを供給する場合、駆動装置９５は、第２ノズル部材３０の下面
３５と基板Ｐの表面とのＺ軸方向に関する距離を小さくし、基板Ｐに対して吹出口３２を
近づける。こうすることにより、基板Ｐの表面と第２ノズル部材３０の下面３５の第１領
域３５Ａとの間のギャップＧ５を小さくして、吹出口３２から吹き出された気体の流速を
高めることができる。そして、その流速が高められた気体を光路空間Ｋ１に満たされた液
体ＬＱの界面ＬＧに供給することで、その供給された気体の力によって、光路空間Ｋ１に
対して回収口２２の外側への液体ＬＱの漏出を防止することができる。
【０１３１】
　一方、膜部材と液体ＬＱとの接触角が大きい場合、膜部材は液体ＬＱに対して撥液性（
撥水性）を有していることになるので、液浸機構１を使って基板Ｐ（膜部材）上に液体Ｌ
Ｑを供給した際、この液体ＬＱは過剰に濡れ拡がらない。したがって、この膜部材に対し
て液体ＬＱを供給する場合、駆動装置９５は、第２ノズル部材３０の下面３０と基板Ｐの
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表面とのＺ軸方向に関する距離を大きくし、基板Ｐに対して吹出口３２を遠ざける。膜部
材は撥液性であり、液体ＬＱは過剰に濡れ拡がらないので、第２ノズル部材３０の下面３
５と基板Ｐの表面との距離を大きくした状態で吹出口３２より気体を吹き出しても、液体
ＬＱの漏出を防止することができる。そして、第２ノズル部材３０の下面３５と基板Ｐの
表面との距離を大きくすることにより、基板Ｐと第２ノズル部材３０との衝突などといっ
た不都合を防止できる。
【０１３２】
　図１０に示すように、露光装置ＥＸは、メインコラム９と第２ノズル部材３０との位置
関係を検出するノズル位置検出装置９６を備えている。本実施形態においては、ノズル位
置検出装置９６はレーザ干渉計によって構成されている。ノズル位置検出装置９６は、メ
インコラム９と第２ノズル部材３０とのＸ軸方向の距離（相対位置）を検出するＸ干渉計
９６Ｘと、メインコラム９と第２ノズル部材３０とのＹ軸方向の距離（相対位置）を検出
するＹ干渉計９６Ｙと、メインコラム９と第２ノズル部材３０とのＺ軸方向の距離（相対
位置）を検出するＺ干渉計９６Ｚとを備えている。なお、Ｙ干渉計９６Ｙは図１０には示
されていない。これら各干渉計９６Ｘ、９６Ｙ、９６Ｚは、メインコラム９の所定位置に
固定されている。また、各干渉計９６Ｘ、９６Ｙ、９６Ｚと制御装置ＣＯＮＴとは接続さ
れており、各干渉計９６Ｘ、９６Ｙ、９６Ｚの検出結果は、制御装置ＣＯＮＴに出力され
る。
【０１３３】
　本実施形態においては、Ｘ干渉計９６ＸはＹ軸方向に複数（例えば２つ）並んで設けら
れており、第２ノズル部材３０のＸ側の側面には、これらＸ干渉計９６Ｘに対応する反射
面が設けられている。制御装置ＣＯＮＴは、Ｘ干渉計９６Ｘの検出結果に基づいて、メイ
ンコラム９に対する第２ノズル部材３０のＸ軸方向に関する位置を求めることができると
ともに、複数のＸ干渉計９６Ｘのそれぞれの検出結果に基づいて、メインコラム９に対す
る第２ノズル部材３０のθＺ方向に関する位置を求めることができる。また、本実施形態
においては、Ｙ干渉計９６Ｙは１つ設けられており、第２ノズル部材３０のＹ側の側面に
は、Ｙ干渉計９６Ｙに対応する反射面が設けられている。制御装置ＣＯＮＴは、Ｙ干渉計
９６Ｙの検出結果に基づいて、メインコラム９に対する第２ノズル部材３０のＹ軸方向に
関する位置を求めることができる。また、本実施形態においては、Ｚ干渉計９６Ｚは複数
（例えば３つ）設けられており、第２ノズル部材３０の上面には、これらＺ干渉計９６Ｚ
に対応する反射面が設けられている。複数のＺ干渉計９６Ｘのうち少なくとも２つのＺ干
渉計９６Ｚは、第２ノズル部材３０の上方においてＸ軸方向に並んで設けられており、他
の少なくとも２つのＺ干渉計９６Ｚは、第２ノズル部材３０の上方においてＹ軸方向に並
んで設けられている。制御装置ＣＯＮＴは、Ｚ干渉計９６Ｚの検出結果に基づいて、メイ
ンコラム９に対する第２ノズル部材３０のＺ軸方向に関する位置を求めることができると
ともに、複数のＺ干渉計９６Ｚのそれぞれの検出結果に基づいて、メインコラム９に対す
る第２ノズル部材３０のθＸ、θＹ方向に関する位置を求めることができる。
【０１３４】
　このように、制御装置ＣＯＮＴは、複数の干渉計を有するノズル位置検出装置９６の検
出結果に基づいて、６自由度の方向（Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ、θＹ、及びθＺ方向）に
関するメインコラム９に対する第２ノズル部材３０の位置を求めることができる。なお、
Ｘ干渉計９６Ｘ、Ｙ干渉計９６Ｙ、及びＺ干渉計９６Ｚの数及び配置は任意に設定可能で
ある。要は、複数の干渉計９６Ｘ、９６Ｙ、９６Ｚを用いて第２ノズル部材３０の６自由
度の方向に関する位置を検出可能なように構成されていればよい。また、ノズル位置検出
装置９６としては、干渉計に限られず、例えば静電容量センサ、エンコーダ等、他の構成
を有する位置検出装置を用いることも可能である。
【０１３５】
　制御装置ＣＯＮＴは、ノズル位置検出装置９６の検出結果に基づいて、メインコラム９
に対する第２ノズル部材３０の位置をモニタすることができ、そのノズル位置検出装置９
６の検出結果に基づいて駆動装置９５を駆動することにより、第２ノズル部材３０をメイ
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ンコラム９に対して所望位置に位置決めすることができる。また、基板Ｐの表面の面位置
情報をフォーカス・レベリング検出系によって検出している場合には、制御装置ＣＯＮＴ
は、フォーカス・レベリング検出系の検出結果に基づいて、メインコラム９に対する基板
Ｐの表面の位置情報を求めることができる。したがって、制御装置ＣＯＮＴは、メインコ
ラム９を基準として、第２ノズル部材３０と基板Ｐの表面との位置関係、ひいては吹出口
３２（下面３５）と基板Ｐの表面との位置関係を制御することができる。なお、第２ノズ
ル部材３０と基板Ｐとの位置関係を求める際の基準としては、メインコラム９に限られず
、任意の部材（基準）を用いることができる。
【０１３６】
　以上説明したように、本実施形態においては、基板Ｐの液体接触面を形成する膜部材と
液体ＬＱとの接触角（親和性）に対応する最適な気体供給条件（第２ノズル部材３０の位
置）が予め求められており、この最適な気体供給条件に関する情報が記憶装置ＭＲＹに記
憶されている。制御装置ＣＯＮＴは、入力装置ＩＮＰを介して入力された露光処理される
べき基板Ｐの膜部材に関する情報（膜部材と液体ＬＱとの接触角に関する情報）に基づい
て、複数記憶されている気体供給条件の中から最適な気体供給条件を選択して決定し、こ
の決定された気体供給条件に基づいて、基板Ｐの液浸露光を行うことにより、液体ＬＱの
漏出を防止しつつ、基板Ｐを良好に露光することができる。
【０１３７】
　また、駆動装置９５は、第２ノズル部材３０の位置を調整することによって、基板Ｐの
表面と第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａとの間のギャップＧ５を調整する
ことができ、ギャップＧ５を調整することで、吹出口３２から吹き出され光路空間Ｋ１に
向かう気体の流速を調整することができ、所望の流速の気体を光路空間Ｋ１に供給するこ
とができる。
【０１３８】
　また、第２ノズル部材３０は、第１ノズル部材７０とは別の部材であるため、制御装置
ＣＯＮＴは、駆動装置９５を使って、第２ノズル部材３０の位置調整を第１ノズル部材７
０とは個別に行うことができる。したがって、制御装置ＣＯＮＴは、駆動装置９５を駆動
することにより、吹出口３２と回収口２２との位置関係、吹出口３２と光路空間Ｋ１（光
路空間Ｋ１に満たされる液体ＬＱ）との位置関係、あるいは吹出口３２と基板Ｐとの位置
関係を任意に調整することができる。
【０１３９】
　なおここでは、基板Ｐの膜部材の種類が変更される場合について説明したが、液体ＬＱ
の種類（物性）が変更される場合もある。その場合においても、制御装置ＣＯＮＴは、駆
動装置９５を使って、基板Ｐの膜部材と液体ＬＱとの親和性に応じて、第２ノズル部材３
０の位置を調整することができる。
【０１４０】
　なおここでは、制御装置ＣＯＮＴは、駆動装置９５を使って、第２ノズル部材３０を基
板Ｐに接近又は離間する方向（すなわちＺ軸方向）に関して駆動しているが、基板Ｐの膜
部材条件に応じて、Ｘ軸、Ｙ軸、θＸ、θＹ、θＺ方向に駆動することももちろん可能で
ある。また、吹出口３２から吹き出される気体の吹き出し角度（下面３５に対する気体の
吹き出し方向）を可変に設け、基板Ｐの膜部材に関する条件に応じて吹き出し角度を調整
するようにしてもよい。
【０１４１】
　なお、液浸領域ＬＲは、基板ステージＰＳＴの上面など基板Ｐとは異なる物体上に形成
される場合もあるので、基板Ｐだけでなく、液浸領域ＬＲが形成される物体表面の条件（
接触角など）に応じて、駆動装置９５を使って第２ノズル部材３０の位置を調整するよう
にしてもよい。
【０１４２】
　＜第６実施形態＞
　次に、第６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、駆動装置９５が
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、基板Ｐの移動条件（移動速度、加減速度）に応じて第２ノズル部材３０の位置を調整す
る点にある。例えば、基板ＰをＸ軸方向に移動しながら基板Ｐに露光光ＥＬを照射して基
板Ｐを液浸露光するときの基板Ｐのスキャン速度（移動速度）に応じて、第２ノズル部材
３０の位置を調整する点にある。
【０１４３】
　本実施形態においては、制御装置ＣＯＮＴは、基板ＰのＸ軸方向（走査方向）に関する
速度、加速度の少なくとも一方に応じて、気体供給機構３の気体供給条件を決定する。例
えば、基板Ｐのスキャン速度（及び／又は加速度）が大きい場合、光路空間Ｋ１に満たさ
れた液体ＬＱと基板Ｐとの相対速度（あるいは相対加速度）が大きくなって、液体ＬＱが
漏出する可能性が高くなる。したがって、基板Ｐのスキャン速度が大きい場合、駆動装置
９５は、第２ノズル部材３０の下面３５と基板Ｐの表面とのＺ軸方向に関する距離を小さ
くし、基板Ｐに対して吹出口３２を近づける。こうすることにより、基板Ｐの表面と第２
ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａとの間のギャップＧ５を小さくして、吹出口
３２から吹き出され光路空間Ｋ１に向かう気体の流速を高めることができる。したがって
、その流速が高められた気体を光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの界面ＬＧに供給する
ことができるため、その供給された気体の力によって、液体ＬＱの漏出を防止することが
できる。また、ギャップＧ５を狭まることで、表面張力により液体ＬＱはギャップＧ５を
介して漏出し難くなる。
【０１４４】
　一方、基板Ｐのスキャン速度（あるいは加速度）が小さい場合、液体ＬＱが漏出する可
能性は低くなる。したがって、基板Ｐのスキャン速度が小さい場合、駆動装置９５は、第
２ノズル部材３０の下面３５と基板Ｐの表面とのＺ軸方向に関する距離を大きくし、基板
Ｐに対して吹出口３２を遠ざける。基板Ｐのスキャン速度が小さい場合、液体ＬＱは過剰
に濡れ拡がらないので、第２ノズル部材３０の下面３５と基板Ｐの表面との距離を大きく
した状態で吹出口３２より気体を吹き出しても、液体ＬＱの漏出を防止することができる
。そして、第２ノズル部材３０の下面３５と基板Ｐの表面との距離を大きくすることによ
り、基板Ｐと第２ノズル部材３０との衝突などといった不都合を防止できる。
【０１４５】
　本実施形態においても、制御装置ＣＯＮＴは、ノズル位置検出装置９６の検出結果に基
づいて駆動装置９５を駆動することにより、第２ノズル部材３０を所望位置に位置決めす
ることができる。
【０１４６】
　以上説明したように、基板Ｐの移動条件に応じて、第２ノズル部材３０の位置を調整す
ることによって、液体ＬＱの漏出を防止しつつ、基板Ｐを良好に露光することができる。
そして、制御装置ＣＯＮＴは、駆動装置９５を使って第２ノズル部材３０の位置を調整す
ることによって、基板Ｐの表面と第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａとの間
のギャップＧ５を調整することができ、吹出口３２から吹き出された気体の流速を調整す
ることができ、所望の流速の気体を光路空間Ｋ１に供給することができる。
【０１４７】
　なおここでは、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐを走査方向（Ｘ軸方向）に移動するときに
駆動装置９５を使って吹出口３２を有する第２ノズル部材３０の位置を調整しているが、
基板Ｐをステップ移動方向（Ｙ軸方向）に移動する場合等においても、基板Ｐのステップ
移動速度（及び／又は加速度）に応じて、第２ノズル部材３０の位置を調整することがで
きる。
【０１４８】
　なおここでは、制御装置ＣＯＮＴは、駆動装置９５を使って、第２ノズル部材３０を基
板Ｐに接近又は離間する方向（すなわちＺ軸方向）に関して駆動しているが、基板Ｐの移
動条件（移動速度、移動方向を含む）に応じて、Ｘ軸、Ｙ軸、θＸ、θＹ、θＺ方向に駆
動することももちろん可能である。また、吹出口３２から吹き出される気体の吹き出し角
度（下面３５に対する気体の吹き出し方向）を可変に設け、基板Ｐの移動条件に応じて吹
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き出し角度を調整するようにしてもよい。
【０１４９】
　なお、液浸領域ＬＲは、基板ステージＰＳＴの上面など基板Ｐとは異なる物体上に形成
される場合もあるので、基板Ｐだけでなく、液浸領域ＬＲが形成される物体の移動条件に
応じて、駆動装置９５を使って第２ノズル部材３０の位置を調整するようにしてもよい。
【０１５０】
　なお上述の第３～第６実施形態において、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの膜部材と液体
ＬＱとの親和性に応じて、吹出口３２より吹き出す気体吹き出し量と第２ノズル部材３０
の位置との双方を調整してもよい。同様に、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの移動速度に応
じて、吹出口３２より吹き出す気体吹き出し量と第２ノズル部材３０の位置との双方を調
整してもよい。更に、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの膜部材と液体ＬＱとの親和性及び基
板Ｐの移動速度のそれぞれを考慮して、吹出口３２より吹き出す気体吹き出し量及び第２
ノズル部材３０の位置の少なくとも一方を調整するようにしてもよい。
【０１５１】
　また、上述の第３～第６実施形態において、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの膜部材と液
体ＬＱとの親和性及び基板Ｐの移動速度の少なくとも一方に応じて、液浸機構１による液
体供給条件及び液体回収条件を調整するようにしてもよい。例えば、基板Ｐ上において液
体ＬＱが濡れ拡がり易い場合には、制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１による単位時間当た
りの液体供給量を少なくしたり、液体回収量を多くすることができる。一方、基板Ｐ上に
おいて液体ＬＱが濡れ拡がり難い場合には、制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１による単位
時間当たりの液体供給量を多くしたり、液体回収量を少なくすることができる。
【０１５２】
　＜第７実施形態＞
　次に、第７実施形態について図１１を参照しながら説明する。第１～第６実施形態と異
なる本実施形態の特徴的な部分は、排気口４２に接続された排気空間４４を吸引する吸引
装置６０を備えた点にある。
【０１５３】
　図１１において、露光装置ＥＸは、排気空間４４を吸引する吸引装置６０を備えている
。吸引装置６０には吸引管６１の一端部が接続され、吸引管６１の他端部は排気空間４４
に接続されている。吸引装置６０は真空系を含んで構成されており、吸引管６１を介して
排気空間４４の気体を吸引可能である。制御装置ＣＯＮＴは、吹出口３２からの気体吹き
出し動作と並行して、吸引装置６０による吸引動作を実効する。制御装置ＣＯＮＴは、吸
引装置６０を使って排気空間４４の気体を吸引することにより、回収口２２近傍を含む所
定空間Ｋ２の気体を排気口４２を介して能動的に排気することができる。このように、吸
引装置６０を使って気体を能動的に排気することによっても、回収口２２近傍において光
路空間Ｋ１に向かう所望流速の気体の流れを円滑に生成することができる。
【０１５４】
　なお、上述の第２～第７実施形態においても、第１実施形態で述べたように、第２ノズ
ル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａと第２領域３５Ｂとがほぼ面一であってもよい。
【０１５５】
　＜第８実施形態＞
　次に、第８実施形態について図１２を参照しながら説明する。本実施形態の特徴的な部
分は、第２ノズル部材３０は突起部６５を有し、吹出口３２は突起部６５のほぼ先端部に
設けられている点にある。
【０１５６】
　図１２において、第２ノズル部材３０の下面３５のうち、光路空間Ｋ１に最も近い部分
には、光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に突出する突起部６５が設けられている。突起部６
５は、第２ノズル部材３０のうち第１ノズル部材７０の側面７０Ｓと対向する内側面３０
Ｔとほぼ連続するように形成されている。そして、その突起部６５のほぼ先端部に吹出口
３２が設けられている。また、供給流路３４の第１流路部３４Ａは、第１～第７実施形態
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と同様に、ＸＹ平面に対して傾斜している。
【０１５７】
　吹出口３２から吹き出された気体の一部は、基板Ｐの表面に沿って光路空間Ｋ１に向か
い、残りの一部は排気口４２を介して排気空間４４に流入する。排気口４２を介して排気
空間４４に流入した気体の一部は、排気空間４４を介して外部空間Ｋ３に排気されるが、
残りの一部は、排気空間４４において渦流を形成し、内側面３０Ｔに沿って下方に流れる
（図１２中、矢印ｙｒ参照）。内測面３０Ｔに沿って下方に向かって流れた気体は、吹出
口３２より吹き出された気体と合流し、光路空間Ｋ１に向かって流れる。
【０１５８】
　このように、突起部６５のほぼ先端部に設けられた吹出口３２から吹き出された気体に
よって排気空間４４において渦流を生成し、内測面３０Ｔに沿って下方に向かって流れた
気体成分と、吹出口３２より吹き出された気体成分とを合流させることによって、光路空
間Ｋ１に向かう気体の流速を高めることができ、液体ＬＱの漏出をより確実に防止するこ
とができる。
【０１５９】
　また、第１～第７実施形態と異なり、第２ノズル部材３０の下面３５の第１領域３５Ａ
（ガイド面）が形成されていないので、第１ノズル部材７０の回収口２２の近くに吹出口
３２を配置することができ、回収口２２の近傍により流速の大きい気流を生成することが
できる。
【０１６０】
　なお、第８実施形態においても、第２～第７実施形態で説明したように、気体の吹き出
し量、第２ノズル部材３０の位置調整の少なくとも一方を実行可能であることは言うまで
もない。
【０１６１】
　なお、上述の第１～第８実施形態においては、吹出口３２は、平面視円環状に形成され
ているが、所定方向に所定長さを有するスリット状の吹出口３２を複数設けた構成であっ
てもよい。例えば平面視円弧状で所定長さを有するスリット状に形成された複数の吹出口
３２を、光路空間Ｋ１を囲むように所定間隔で配置してもよい。この場合においても、各
吹出口３２に接続する供給流路３４の途中にバッファ空間３７を設けることにより、所定
の長さを有するスリット状の各吹出口３２のそれぞれからほぼ均一に気体を吹き出すこと
ができる。また、平面視円形状の複数の吹出口を、光路空間Ｋ１を囲むように所定間隔で
配置してもよい。
【０１６２】
　また、上述の第１～第８実施形態においては、ＸＹ平面に対する吹出口３２から吹き出
される気体の吹き出し角度（第１流路部３４Ａの傾斜部の角度）はほぼ４５°に設定され
ているが、他の角度（例えばほぼ３０°）に設定されてもよい。また、上述したように気
体の吹き出し角度を調整可能に構成してもよい。
【０１６３】
　また、上述の第１～第８実施形態においては、吹出口３２は、回収口２２の多孔部材２
５の下面２５Ｂに対して高い位置（＋Ｚ方向に離れた位置）に設置されているが、これに
限られず、多孔部材２５の下面２５Ｂよりも低い位置（－Ｚ方向に離れた位置）に設定さ
れていてもよい。もちろん、上述したように、気体の吹き出し位置（Ｚ方向の位置）を調
整可能に設けてもよい。
【０１６４】
　また、光路空間Ｋ１を囲むように複数の吹出口３２を設けた場合、例えば基板Ｐの移動
方向に応じて、各吹出口３２のそれぞれから吹き出される気体の単位時間当たりの気体吹
き出し量が調整されてもよい。例えば、光路空間Ｋ１に対して基板Ｐを＋Ｘ側にスキャン
移動しつつ液浸露光する場合、光路空間Ｋ１の＋Ｘ側に設けられた吹出口３２からの気体
吹き出し量を、他の吹出口３２からの気体吹き出し量よりも多くするようにしてもよい。
すなわち、吹出口から吹き出される気体の流れに対する液体の移動方向に応じて各吹出口
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の気体吹き出し量を独立して制御してもよい。
【０１６５】
　また、上述の第１～第８実施形態において、第１ノズル部材７０の側面７０Ｓ及び第２
ノズル部材３０の内側面３０Ｔの少なくとも一方にフィン状の部材などを設け、吹出口３
２から吹き出され、排気流路を流れる気体の流れをガイドするようにしてもよい。また、
フィン状の部材以外にも、気体の流れをガイドできるガイド部材であれば、例えば突起状
の部材など、任意の部材を用いることができる。また、気体の流れをガイドするガイド部
として、第１ノズル部材７０の側面７０Ｓ及び第２ノズル部材３０の内側面３０Ｔの少な
くとも一方に、溝（スリット）を形成してもよい。
【０１６６】
　また上述の各実施形態においては、回収口２２に設けられた多孔部材２５の下面２５Ｂ
は、基板Ｐの表面（ＸＹ平面）とほぼ平行であるが、回収口２２に設けられた多孔部材２
５の下面２５Ｂが、光路空間Ｋ１から離れるにつれて、基板Ｐの表面との間隔が大きくな
るように、基板ステージＰＳＴに支持された基板Ｐの表面に対して傾斜していてもよい。
【０１６７】
　なお、上述の各実施形態においては、第１ノズル部材７０と第２ノズル部材３０とは互
いに独立した部材であるが、１つのノズル部材に、回収口２２と吹出口３２と排気口４２
とを設けてもよい。
【０１６８】
　また、上述の第１～第８実施形態においては、第２ノズル部材３０の下面３５は撥液性
に処理されており、液体ＬＱの付着などが防止されているが、撥液性でなくてもよい。
【０１６９】
　また、上述の第１～第８実施形態においては、第２ノズル部材３０の位置を調整するた
めの駆動装置９５を搭載しているが、駆動装置９５を省いて、第２ノズル部材３０をメイ
ンコラム９に対して固定支持するようにしてもよい。
【０１７０】
　また、上述の第１～第８実施形態において、第１ノズル部材７０に、第１ノズル部材７
０と基板Ｐとの間の液体ＬＱが自由に出入り可能なバッファ空間を形成してもよい。この
バッファ空間の下端には、回収口２２の内側近傍に露光光ＥＬの光路を取り囲むように環
状に形成された開口部が形成され、その上端は外部空間（大気空間）に接続されている。
このように、回収口２２の内側近傍にバッファ空間を設けることによって、光路空間Ｋ１
の外側へ向かって流れる液体ＬＱの一部がバッファ空間に流れ込み、回収口２２へ到達す
る液体ＬＱの量を少なくすることができる。したがって、第２ノズル部材３０（吹出口３
２）からの気体の吹き出し動作と相まって、より確実に液体ＬＱの漏れだしを抑えること
ができる。なお、バッファ空間の下端の開口部を回収口２２の外側近傍に配置してもよい
。この場合、光路空間Ｋ１の外側へ向かって流れる液体ＬＱのうち回収口２２で回収され
なかった液体ＬＱがバッファ空間に流れ込むため、第２ノズル部材３０（吹出口３２）か
らの気体の吹き出し動作と相まって、液体ＬＱの漏れだしを抑えることができる。もちろ
ん、回収口２２の内側近傍及び外側近傍の両方に環状の開口部を形成し、それぞれの開口
部に液体ＬＱが自由に出入りすることができるバッファ空間を形成してもよい。
【０１７１】
　また、上述の第１～第８実施形態においては、ランド面７５と多孔部材２５の下面２５
Ａとがほぼ面一に形成されているが、段差があってもよく、例えば多孔部材２５の下面２
５Ｂをランド面７５よりも僅かに高い位置（＋Ｚ方向の位置）に設けてもよい。
【０１７２】
　以上のように、第１～第８実施形態においては、第２ノズル部材３０が吸引口３２（排
気口４２）よりも内側に液体ＬＱを封じ込めるシール機構として機能し、回収口２２の外
側への液体ＬＱの漏出を防止又は抑制することができる。したがって、基板Ｐ上に液滴な
どが残留するなどの不都合を防止することができる。
【０１７３】
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　また、上述の第１～第８実施形態において、吹出口３２に供給する気体を洗浄する洗浄
装置を設けることができる。図１３は気体を洗浄する洗浄装置の一例を示す概念図である
。図１３において、洗浄装置３００は、吹出口３２に供給する気体を洗浄するものであっ
て、気体を洗浄するための洗浄用液体ＬＱ’を収容する容器３０１と、気体を泡状にして
液体ＬＱ’中に供給する供給機構３１０と、液体ＬＱ’中を通過した気体を集める捕集機
構３２０とを備えている。洗浄装置３００は、洗浄対象である気体を洗浄用液体ＬＱ’中
を通過させることによって、その気体を洗浄する。洗浄装置３００は、気体供給機構３の
一部を構成しており、例えば気体供給装置３１と吹出口３２との間の気体の流路の途中（
例えば第２供給管３３の所定位置）に設けられる。
【０１７４】
　供給機構３１０は、容器３０１に収容されている液体ＬＱ’中に配置された多孔部材３
０２と、多孔部材３０２の内部に洗浄対象である気体を供給する供給管３０３とを備えて
いる。捕集機構３２０は、多孔部材３０３から放出され、液体ＬＱ’中を通過した気体（
気泡）を集めるものであって、捕集管３０４と、捕集管３０４の途中に設けられた吸引装
置（ポンプ）３０５とを備えている。
【０１７５】
　また、洗浄装置３００は、容器３０１に洗浄用液体ＬＱ’を供給する液体供給系３０６
と、容器３０１の液体ＬＱ’を回収する液体回収系３０７とを備えている。液体供給系３
０６は、容器３０１の所定位置に設けられた供給口３０６Ａを有しており、その供給口３
０６Ａを介して、容器３０１の内部に洗浄用液体ＬＱ’を供給可能である。本実施形態に
おいては、洗浄用液体ＬＱ’として純水を用いる。また、液体回収系３０７は、容器３０
１の所定位置に設けられた回収口３０７Ａを有しており、その回収口３０７Ａを介して、
容器３０１の内部の液体ＬＱ’を回収（排出）可能である。制御装置ＣＯＮＴは、少なく
とも供給機構３１０により洗浄用液体ＬＱ’に気体を供給している間、液体供給系３０６
による液体ＬＱ’の供給動作と液体回収系３０７による液体ＬＱ’の回収動作とを並行し
て行う。すなわち、制御装置ＣＯＮＴは、少なくとも供給機構３１０により洗浄用液体Ｌ
Ｑ’に気体を供給している間、容器３０１に常に清浄な液体ＬＱ’を流し続け、容器３０
１の内部の液体ＬＱ’の清浄度を維持する。
【０１７６】
　また、制御装置ＣＯＮＴは、液体供給系３０６による単位時間当たりの液体供給量及び
液体回収系３０７による単位時間当たりの液体回収量の少なくとも一方を調整することに
より、図１３に示すように、容器３０１の内部に、液体空間ＳＬと気体空間ＳＧとのそれ
ぞれを形成する。
【０１７７】
　洗浄装置３００の多孔部材３０２は、例えばＰＴＦＥ（ポリテトラフロエラエチレン）
等のフッ素系樹脂材料によって形成されており、容器３０１の液体ＬＱ’中（液体空間Ｓ
Ｌ）に配置されている。また、洗浄装置３００の供給管３０３の一端部は気体供給装置３
１に接続され、他端部は液体ＬＱ’中に配置された多孔部材３０２の内部に接続されてい
る。捕集管３０４の一端部は容器３０１の気体空間ＳＧに接続され、他端部は例えば第２
供給管３３を介して供給口３２に接続されている。
【０１７８】
　また、容器３０１の所定位置には供給管３０３を収容可能な穴３０３Ｋが設けられ、そ
の供給管３０３を収容した穴３０３Ｋはシール部材３０３Ｓでシールされている。同様に
、容器３０１の所定位置には捕集管３０４を収容可能な穴３０４Ｋが設けられ、その捕集
管３０４を収容した穴３０４Ｋはシール部材３０４Ｓでシールされている。そして、容器
３０１の内部は略密閉されている。
【０１７９】
　次に、洗浄装置３００を用いて気体を洗浄する方法について説明する。制御装置ＣＯＮ
Ｔは、洗浄対象である気体を気体供給装置３１より送出する。気体供給装置３１より送出
された気体は、供給管３０３を通過した後、多孔部材３０２の内部に供給される。多孔部
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材３０２は洗浄用液体ＬＱ’中に配置されており、多孔部材３０２の内部に供給された気
体は、多孔部材３０２より泡状の気体（気泡）となって液体ＬＱ’中に放出される。多孔
部材３０２より放出された気体（気泡）は、液体ＬＱ’との比重の差により、上方に向か
って液体ＬＱ’中を移動する。
【０１８０】
　気体（気泡）に異物が含まれている場合、その気泡に含まれる異物は、液体ＬＱ’中を
移動することにより、液体ＬＱ’によって取り除かれる。その原理を説明する。気泡中の
異物は、気泡内の気体分子と衝突することによりブラウン運動をしている。そのブラウン
運動により、異物は気泡の界面付近に移動する。その際、水の比誘電率は８０程度と非常
に大きいため、異物との間に非常に大きなファンデルワールス力（引力）が作用する。そ
の引力により、異物は界面の水にトラップされる。異物は、一度トラップされると、水の
非常に大きな表面張力により、再び引き剥がされることはなく、水の中に再びブラウン運
動で拡散していく。異物の比誘電率が１の場合、ファンデルワールス力は非常に弱くなっ
てしまう。しかしその場合でも、ブラウン運動により異物が界面に到達すれば、水の表面
張力で異物は水に捕獲される。異物は帯電している場合もあり、その場合、その異物の電
荷により界面付近の水が分極し、クーロン力によって、ファンデルワールス力より強い力
で異物が界面に引き寄せられ、より効率的に水に捕獲される。
【０１８１】
　ここで、洗浄装置３００の供給機構３１０が気泡を液体ＬＱ’に供給しているとき、液
体供給系３０６による液体ＬＱ’の供給動作と液体回収系３０７による液体ＬＱ’の回収
動作とが行われているので、容器３０１内の液体ＬＱ’の清浄度は維持されている。した
がって、液体ＬＱ’から気泡に異物が移動することは抑制されている。
【０１８２】
　このように、洗浄装置３００は、洗浄用液体ＬＱ’を通過させることによって、気泡か
らその気泡中の異物を取り除き、気体を洗浄することができる。
【０１８３】
　多孔部材３０２から放出され、液体ＬＱ’中を移動した気泡（気体）は、気体空間ＳＧ
に移動する。気体空間ＳＧは、液体ＬＱ’により洗浄された気体で満たされる。制御装置
ＣＯＮＴは、捕集機構３２０の吸引装置３０５を駆動することにより、気体空間ＳＧに満
たされている洗浄後の気体を捕集管３０４の一端部より吸引し、吹出口３２に供給するこ
とができる。
【０１８４】
　以上説明したように、洗浄装置３００により洗浄された清浄な気体を吹出口３２に供給
することができる。これにより、光路空間Ｋ１の近傍や基板Ｐの近傍には清浄な気体が供
給される。したがって、吹出口３２から吹き出した気体に起因して、光路空間Ｋ１を満た
す液体ＬＱが汚染されたり、あるいは基板Ｐの表面が汚染されるといった不都合を防止す
ることができる。したがって、基板Ｐを良好に露光することができる。
【０１８５】
　また、吹出口３２から吹き出される気体は液体ＬＱ’を通過した液体であるため、比較
的高い湿度（湿気）を有している。したがって、その湿気（水分）を含んだ気体を吹出口
３２から吹き出すことで、例えば基板Ｐや基板ステージＰＳＴなど、気体が吹き付けられ
た物体上の液体ＬＱ（純水）の気化による温度変化を抑制することができる。なお、必要
に応じて、例えば洗浄装置３００と吹出口３２との間の第２供給管３３の所定位置に、洗
浄装置３００から吹出口３２に供給される気体を乾燥可能な乾燥器を設け、その乾燥器を
用いて、気体を乾燥した後、その乾燥された気体を吹出口３２に供給するようにしてもよ
い。
【０１８６】
　洗浄用液体ＬＱ’中に供給する気泡の大きさは可能な限り小さい方が望ましい。したが
って、多孔部材３０２に形成されている孔径も可能な限り小さい方が望ましい。多孔部材
３０２の孔径を小さくすることによって、気体中に含まれている大きな異物を多孔部材３
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０２で捕獲することができる。気泡の大きさを小さくすることにより、気泡中に異物が入
り込むことを抑制することができる。また、気泡の大きさを小さくすることにより、気泡
中に異物が存在する場合でも、その気泡中の異物と液体ＬＱ’とが接触する確率を高める
ことができ、液体ＬＱ’で気泡中の異物を良好に捕獲することができる。すなわち、多孔
部材３０２から放出される気泡の大きさが大きい場合、気泡の内側に入り込んだ異物が、
ブラウン運動で水の界面に移動する距離が長いため、液体ＬＱ’と接触することなく、気
体空間ＳＧまで移動してしまう可能性がある。この場合、気泡中の異物は、液体ＬＱ’で
捕獲されることなく、気体空間ＳＧに移動してしまう可能性がある。気体空間ＳＧに異物
が移動した場合、その異物を含んだ気体が吹出口３２に供給されてしまう不都合が生じる
。洗浄用液体ＬＱ’中に供給する気泡の大きさを小さくすることにより、気体空間ＳＧを
満たす気体、ひいては吹出口３２に供給される気体に異物が入り込むことを抑制すること
ができる。そのため、液体ＬＱ’中に配置する多孔部材３０２の孔は小さいほうが望まし
い。
【０１８７】
　なお本実施形態では、洗浄用液体ＬＱ’として、光路空間Ｋ１を満たすための露光用液
体ＬＱと同じ純水を用いている。そのため、液体供給装置１１から洗浄装置３００の容器
３０１に液体ＬＱ（ＬＱ’）を供給するようにしてもよい。ここで、光路空間Ｋ１を満た
すための液体ＬＱは、光路空間Ｋ１上での気泡の発生を抑制するために、脱気処理されて
いることが好ましい。一方、容器３０１に供給される洗浄用液体ＬＱ’が脱気処理されて
いる場合、多孔部材３０２から放出された気泡を消滅させてしまう可能性がある。そのた
め、洗浄用液体ＬＱ’は脱気処理されていないことが望ましい。
【０１８８】
　なお、気体の洗浄方法は、図１３で示した洗浄装置で行われている方法に限らず、他の
方法であってもよい。例えば、タービンやスプレーノズルを用いて清浄な純水の微粒子（
ミスト）を形成し、純水の微粒子で満たされた空間に気体を通して、気体の洗浄を行って
もよい。
【０１８９】
　また、上述したように、気体の洗浄装置を用いた場合、吹出口３２から湿度の高い気体
が供給される場合があるが、気体の洗浄装置とともに、あるいは気体の洗浄装置に代わっ
て、気体の湿度制御装置を気体の供給系に設けてもよい。例えば、吹出口３２から供給す
るための気体の温度を上昇させて、水を気化させることによって気体の湿度を下げ、その
気体の冷却を制御することによって、所望の温度で、所望の湿度を有する気体を吹出口３
２から供給することができる。
【０１９０】
　なお、上述した各実施形態において、液浸機構１は、回収口２２を介して液体ＬＱのみ
を回収するように設けられている。以下、図１４を参照しながら、液浸機構１による液体
回収動作の原理について説明する。図１４は多孔部材２５の一部を拡大した断面図であっ
て、多孔部材２５を介して行われる液体回収動作を説明するための模式図である。
【０１９１】
　図１４において、回収口２２には多孔部材２５が設けられている。また、多孔部材２５
の下側には基板Ｐが設けられている。そして、多孔部材２５と基板Ｐとの間には、気体空
間及び液体空間が形成されている。より具体的には、多孔部材２５の第１孔２５Ｈａと基
板Ｐとの間には気体空間が形成され、多孔部材２５の第２孔２５Ｈｂと基板Ｐとの間には
液体空間が形成されている。また、多孔部材２５の上側には、回収流路（流路空間）２４
が形成されている。
【０１９２】
　多孔部材２５の第１孔２５Ｈａと基板Ｐとの間の空間Ｋ３の圧力（多孔部材２５Ｈの下
面での圧力）をＰａ、多孔部材２５の上側の流路空間２４の圧力（多孔部材２５の上面で
の圧力）をＰｃ、孔２５Ｈａ、２５Ｈｂの孔径（直径）をｄ、多孔部材２５（孔２５Ｈの
内側面）の液体ＬＱとの接触角をθ、液体ＬＱの表面張力をγとした場合、本実施形態の
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液浸機構１は、
　（４×γ×ｃｏｓθ）／ｄ　≧　（Ｐａ－Ｐｃ）　…（１）
の条件を満足するように設定されている。なお、上記（１）式においては、説明を簡単に
するために多孔部材２５の上側の液体ＬＱの静水圧は考慮してない。
【０１９３】
　この場合において、多孔部材２５（孔２５Ｈの内側面）の液体ＬＱとの接触角θは、
　θ　≦　９０°　…（２）
の条件を満足する。
【０１９４】
　上記条件が成立する場合、多孔部材２５の第１孔２５Ｈａの下側（基板Ｐ側）に気体空
間が形成された場合でも、多孔部材２５の下側の空間Ｋ３の気体が孔２５Ｈａを介して多
孔部材２５の上側の流路空間２４に移動（侵入）することが防止される。すなわち、上記
条件を満足するように、多孔部材２５の孔径ｄ、多孔部材２５の液体ＬＱとの接触角（親
和性）θ、液体ＬＱの表面張力γ、及び圧力Ｐａ、Ｐｃを最適化することにより、液体Ｌ
Ｑと気体との界面を多孔部材２５の第１孔２５Ｈａの内側に維持することができ、第１孔
２５Ｈａを介して空間Ｋ３から流路空間２４へ気体が侵入することを抑えることができる
。一方、多孔部材２５の第２孔２５Ｈｂの下側（基板Ｐ側）には液体空間が形成されてい
るので、第２孔２５Ｈｂを介して液体ＬＱのみを回収することができる。
【０１９５】
　本実施形態においては、多孔部材２５の下側の空間Ｋ３の圧力Ｐａ、孔径ｄ、多孔部材
２５（孔２５Ｈの内側面）の液体ＬＱとの接触角θ、液体（純水）ＬＱの表面張力γはほ
ぼ一定であり、液浸機構１は、液体回収装置２１の吸引力を制御して、上記条件を満足す
るように、多孔部材２５の上側の流路空間２４の圧力Ｐｃを調整する。
【０１９６】
　なお、上記（１）式において、（Ｐａ－Ｐｃ）が大きいほど、すなわち、（（４×γ×
ｃｏｓθ）／ｄ）が大きいほど、上記条件を満足するような圧力Ｐｃの制御が容易になる
ので、孔径ｄは可能な限り小さく、多孔部材２５の液体ＬＱとの接触角θは可能な限り小
さいことが望ましい。本実施形態においては、多孔部材２５は液体ＬＱに対して親液性を
有しており、十分に小さい接触角θを有している。
【０１９７】
　このように、本実施形態では、多孔部材２５が濡れた状態で、多孔部材２５の上側の空
間２４と下側の空間Ｋ３との圧力差（多孔部材２５の上面と下面との圧力差）を、上記条
件を満足するように制御することで、多孔部材２５の孔２５Ｈから液体ＬＱのみを回収す
る。これにより、液体ＬＱと気体とを一緒に吸引することに起因する振動の発生を抑制す
ることができる。
【０１９８】
　上記実施形態では、気体供給機構３により、光路空間Ｋ１の中心に向かう気体の流れを
発生させていたが、気体の流れは気体の吹出口の方向や取り付け位置を変更することで、
任意の方向に発生させることができる。例えば、光路空間Ｋ１を周回するまたは周回しな
がら光路空間の中心（投影光学系の光軸）に向かうような気流（サイクロン）を発生させ
ることができる。また、投影光学系の光軸方向に流れる気流で光路空間Ｋ１を取り囲んで
もよい（エアカーテンタイプ）。投影光学系の光軸方向に流れる気流は光路空間Ｋ１に存
在する液体ＬＱを拘束した後、光路空間Ｋ１の外側に流れ出してもよい。
【０１９９】
　また、ノズル部材７０などの液浸機構１の構造は、上述の構造に限られず、例えば、欧
州特許公開第１４２０２９８号公報、国際公開第２００４／０５５８０３号公報、国際公
開第２００４／０５７５８９号公報、国際公開第２００４／０５７５９０号公報、国際公
開第２００５／０２９５５９号公報に記載されているものも用いることができる。
【０２００】
　上述したように、本実施形態における液体ＬＱは純水である。純水は、半導体製造工場
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等で容易に大量に入手できるとともに、基板Ｐ上のフォトレジストや光学素子（レンズ）
等に対する悪影響がない利点がある。また、純水は環境に対する悪影響がないとともに、
不純物の含有量が極めて低いため、基板Ｐの表面、及び投影光学系ＰＬの先端面に設けら
れている光学素子の表面を洗浄する作用も期待できる。
【０２０１】
　そして、波長が１９３ｎｍ程度の露光光ＥＬに対する純水（水）の屈折率ｎはほぼ１．
４４と言われており、露光光ＥＬの光源としてＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９３ｎｍ
）を用いた場合、基板Ｐ上では１／ｎ、すなわち約１３４ｎｍに短波長化されて高い解像
度が得られる。更に、焦点深度は空気中に比べて約ｎ倍、すなわち約１．４４倍に拡大さ
れるため、空気中で使用する場合と同程度の焦点深度が確保できればよい場合には、投影
光学系ＰＬの開口数をより増加させることができ、この点でも解像度が向上する。
【０２０２】
　本実施形態では、投影光学系ＰＬの先端に第１光学素子ＬＳ１が取り付けられており、
この光学素子により投影光学系ＰＬの光学特性、例えば収差（球面収差、コマ収差等）の
調整を行うことができる。なお、投影光学系ＰＬの先端に取り付ける光学素子としては、
投影光学系ＰＬの光学特性の調整に用いる光学プレートであってもよい。あるいは露光光
ＥＬを透過可能な平行平面板であってもよい。
【０２０３】
　なお、液体ＬＱの流れによって生じる投影光学系ＰＬの先端の第１光学素子ＬＳ１と基
板Ｐとの間の圧力が大きい場合には、その光学素子を交換可能とするのではなく、その圧
力によって光学素子が動かないように堅固に固定してもよい。
【０２０４】
　なお、本実施形態では、投影光学系ＰＬと基板Ｐ表面との間は液体ＬＱで満たされてい
る構成であるが、例えば基板Ｐの表面に平行平面板からなるカバーガラスを取り付けた状
態で液体ＬＱを満たす構成であってもよい。
【０２０５】
　また、上述の実施形態の投影光学系は、先端の光学素子の像面側の光路空間を液体で満
たしているが、国際公開第２００４／０１９１２８号パンフレットに開示されているよう
に、先端の光学素子のマスク側の光路空間も液体で満たす投影光学系を採用することもで
きる。
【０２０６】
　なお、本実施形態の液体ＬＱは水であるが、水以外の液体であってもよい、例えば、露
光光ＥＬの光源がＦ２レーザである場合、このＦ２レーザ光は水を透過しないので、液体
ＬＱとしてはＦ２レーザ光を透過可能な例えば、過フッ化ポリエーテル（ＰＦＰＥ）やフ
ッ素系オイル等のフッ素系流体であってもよい。この場合、液体ＬＱと接触する部分には
、例えばフッ素を含む極性の小さい分子構造の物質で薄膜を形成することで親液化処理す
る。また、液体ＬＱとしては、その他にも、露光光ＥＬ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ＰＬや基板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（例えばセダー油）を用いることも可能である。
【０２０７】
　また、液体ＬＱとしては、屈折率が１．６～１．８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１．６以上）材料で光学素子ＬＳ１を形成して
もよい。
【０２０８】
　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エハのみな
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エハ、
あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版（合成石英、シリコンウエハ
）等が適用される。
【０２０９】
　露光装置ＥＸとしては、マスクＭと基板Ｐとを同期移動してマスクＭのパターンを走査
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露光するステップ・アンド・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Ｍと基板Ｐとを静止した状態でマスクＭのパターンを一括露光し、基板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。
【０２１０】
　また、露光装置ＥＸとしては、第１パターンと基板Ｐとをほぼ静止した状態で第１パタ
ーンの縮小像を投影光学系（例えば１／８縮小倍率で反射素子を含まない屈折型投影光学
系）を用いて基板Ｐ上に一括露光する方式の露光装置にも適用できる。この場合、更にそ
の後に、第２パターンと基板Ｐとをほぼ静止した状態で第２パターンの縮小像をその投影
光学系を用いて、第１パターンと部分的に重ねて基板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、基板Ｐ上で
少なくとも２つのパターンを部分的に重ねて転写し、基板Ｐを順次移動させるステップ・
アンド・スティッチ方式の露光装置にも適用できる。
【０２１１】
　また、本発明は、特開平１０－１６３０９９号公報、特開平１０－２１４７８３号公報
、特表２０００－５０５９５８号公報などに開示されているツインステージ型の露光装置
にも適用できる。
【０２１２】
　更に、特開平１１－１３５４００号公報や特開２０００－１６４５０４号公報に開示さ
れているように、基板を保持する基板ステージと基準マークが形成された基準部材や各種
の光電センサを搭載した計測ステージ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。
【０２１３】
　露光装置ＥＸ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、液晶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（ＣＣＤ）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。
【０２１４】
　なお、上述の実施形態においては、光透過性の基板上に所定の遮光パターン（又は位相
パターン・減光パターン）を形成した光透過型マスクを用いたが、このマスクにかえて、
例えば米国特許第６，７７８，２５７号公報に開示されているように、露光すべきパター
ンの電子データに基づいて、透過パターン又は反射パターン、あるいは発光パターンを形
成する電子マスクを用いてもよい。
【０２１５】
　また、投影光学系ＰＬを用いない露光装置及び露光方法に本発明を適用することができ
る。国際公開第２００１／０３５１６８号パンフレットに開示されているように、干渉縞
を基板Ｐ上に形成することによって、基板Ｐ上にライン・アンド・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。
【０２１６】
　以上のように、本願実施形態の露光装置ＥＸ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
うに、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての
前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系について
は機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための
調整が行われる。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシステム
相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種
サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程
があることはいうまでもない。各種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了した
ら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の
製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。
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【０２１７】
　半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図１５に示すように、マイクロデバイスの機
能・性能設計を行うステップ２０１、この設計ステップに基づいたマスク（レチクル）を
製作するステップ２０２、デバイスの基材である基板を製造するステップ２０３、前述し
た実施形態の露光装置ＥＸによりマスクのパターンを基板に露光する露光工程を含む基板
処理ステップ２０４、デバイス組み立てステップ（ダイシング工程、ボンディング工程、
パッケージ工程を含む）２０５、検査ステップ２０６等を経て製造される。
【符号の説明】
【０２１８】
　１…液浸機構、３…気体供給機構、１２…供給口、２２…回収口、３０…第２ノズル部
材、３０Ｔ…内側面、３２…吹出口、３４…供給流路、３４Ａ…第１流路部、３４Ｂ…第
２流路部、３５…下面、３５Ａ…第１領域、３５Ｂ…第２領域、３７…バッファ空間、３
８…調整装置、４２…排気口、４４…排気空間、６０…吸引装置、６５…突起部、７０…
第１ノズル部材、７０Ｓ…側面、９５…駆動装置、１００…基材、１０１…膜部材、１０
２…第２膜部材、３００…洗浄装置、３０１…容器、３０２…多孔部材、３０３…供給管
、３１０…供給機構、３２０…捕集機構、ＥＬ…露光光、ＥＸ…露光装置、Ｋ１…光路空
間、Ｋ２…所定空間、Ｋ３…外部空間、ＬＱ…液体、Ｐ…基板、ＰＬ…投影光学系

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(41) JP 2011-258999 A 2011.12.22

【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月3日(2011.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を介して基板に露光光を照射して前記基板を露光する露光装置において、
　前記液体を回収する回収口と、
　前記露光光の光路空間に対して前記回収口の外側に設けられ、気体を吹き出す吹出口と
、
　前記回収口と前記吹出口との間に設けられ、前記吹出口から吹き出された気体の少なく
とも一部を排気する排気口とを備える露光装置。
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