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(57) Abstract: Y-di・recti・on position i・nf。rmati・on on a movi・ng body
(RST) is measured by using a interferometer (16y) and encoders
((24A, 26A 1), (24B, 26B 1) having an excellent short-period stability
as compared to the i・nterferometer. Accordi・ng to the measurement
result, a predetermi・ned cali・brati・on operati・on i・s executed to acqui・re
correction information for correcting the measurement value of
the encoders. Thus, it is possi・ble to acqui・re correcti・on i・nforma ・on
for correcting the measurement value of the encoders having
an excellent short-period stability of the measurement value as
compared to the i・nterf。rometer. Accordi・ng to the measurement
value of the encoders and the correcti・on i・nformati・on, the movi・ng
body i・s accurately dri・ven i・n the Y-axi・s di・recti・on.

(57) 要約 移動体 ( R S T ) の 軸方向の位置情報を、
干渉計 ( 1 6 y ) と、該干渉計に比 て計測値の短期安定
性が優れるエンコーダ ( ( 2 4 A , 2 6 A 1) 、 ( 2 4 B ,
2 6 B 1) ) とを用いて計測 し、その計測結果に基づいてエ
ンコーダの計測値を補正する補正情報を取得するための所
定の較正動作を実行する。 これによ り、干渉計の計測値を
用いて、その干渉計に比 て計測値の短期安定性が優れる
エ ンコーダの計測値を補正する補正情報が取得される。そ
して、エンコーダの計測値 と前記補正情報 とに基づいて、
移動体を 軸方向に精度良 駆動する。
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移動体駆動方、法及び移動体駆動システム、パターン形成方法及びパタ

ーン形成装置、露光方、法及び露光装置、並びにデバイス製造方法

技術分野

０００1 本発明は、移動体駆動方法及び移動体駆動システム、パターン形成方法及びパタ

ーン形成装置、露光方法及び露光装置、並びにデバイス製造方法に係り、さらに詳

しくは、移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法及び該方法を適用

するのに好適な移動体駆動システム、前記移動体駆動方法を用いるパターン形成

方法及び前記移動体駆動システムを備えるパターン形成装置、前記移動体駆動方

法を用いる露光方法及び移動体駆動システムを具備する露光装置、並びに前記パ

ターン形成方法を用いるデバイス製造方法に関する。

背景技術

０００2 従来、半導体素子、液品表示素子等のマイクロデバイス (電子デバイスなど)の製

造におけるリソグラフィ工程では、ステップ・アンド・リピート方式の縮小投影露光装置

(いわゆるステッパ ) 、又はステップ・アントスキヤン方式の走査型投影露光装置 (い
わゆるスキヤニング・ステッパ (スキヤナとも呼ばれる) )などが比較的多く用いられてい
る。

０００3 この種の露光装置では、ウェハ上の複数のショット領域にレチクル (又はマス力の

パターンを転写するために、ウェハを保持するウェハステージはX 2次元方向に例

えばリニアモータ等により駆動される。特に、スキヤニング・ステッパの場合、ウェハス

テージのみならず、レチクルステージもリニアモータ等により走査方向に所定ストロー

クで駆動される。レチクルステージ及びウェハステージの位置計測は、長期に渡って

計測値の安定性が良好で、高分解能なレーザ干渉計を用いて行われるのが、一般

的である。

０００4 しかるに、半導体素子の高集積ィビに伴ぅ、パターンの微細ィビにより、より高精度なス

テージの位置制御が要求されるよぅになり、今や、レーザ干渉計のビーム光路上の雰

囲気の温度揺らぎに起因する計測値の短期的な変動が無視できなくなりつつある。



０００5 一方、最近では、位置計測装置の一種であるェンコーダとして、計測分解能が、レ

ーザ干渉計と同程度以上のものが出現している (例えば、特許文献 参照)。しかしな

がら、ェンコーダは、スケール (グレーティング)を使用するため、スケールに使用時

間の経過と共に生じる種々の誤差要因 (格子ピッチのドリフト、固定位置ドリフト、熱膨

張等) が存在し、機械的な長期安定性に欠ける。このため、ェンコーダは、レーザ干

渉計に比べて、計測値のリニアリティに欠け、長期安定性に劣るれづ欠点を有して

いる。

０００6 特許文献1 米国特許第6，639 686 号明細書

発明の開示

課題を解決するための手段

０００7 本発明は、上述の事情の下になされたもので、第 の観点からすると、移動体を少

なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法であって、前記移動体の前記一軸方向

の位置情報を、第 計測装置と該第 計測装置に比べて計測値の短期安定性が優

れる第2計測装置とを用いて計測し、前記第 、第2の計測装置の計測結果に基づい
て、前記第2計測装置の計測値を補正する補正情報を決定する、較正動作を実行す

る第 工程む前記第2計測装置の計測値と前記補正情報とに基づいて、前記移動

体を前記一軸方向に駆動する第2工程と を含む第 の移動体駆動方法である。

０００8 これによれば、上記の較正動作により、第 計測装置の計測値を用いて、その第

計測装置に比べて計測値の短期安定性が優れる第2計測装置の計測値を補正する

補正情報が決定される。そして、第2計測装置の計測値と補正情報とに基づいて、移

動体が前記一軸方向に駆動される。従って、補正情報を用いて補正された第2計測

装置の計測値、すなわち短期安定性は勿論、長期安定性なども良好な移動体の一

軸方向に関する位置情報の計測値に基づいて、移動体を一軸方向に精度良く駆動

することが可能になる。

０００9 本発明は、第2の観点からすると、互いに直交する第 及び第2軸と平行な2次元面

内で移動体を駆動する移動体駆動方法であって、前記移動体上の前記2次元面と

平行な面内で第 軸と平行な方向に周期的に配列された格子をそれぞれ含み、それ

ぞれの長手方向と前記面内で直交する方向に離れて配置された一対の第 グレー



ティングと、前記長手方向と交差するへツドュニットを有する第 ェンコーダとによって

、前記移動体の前記第 軸と平行な方向の位置情報を計測するとともに、前記移動

体上の前記2次元面と平行な面上に、前記各第 グレーティングの長手方向と交差

する方向を長手方向として延び、第2軸と平行な方向に周期的に配列された格子を

含む第2グレーティングと、該第2グレーティングの長手方向と交差するへツドュニット

を有する第2ェンコーダとによって、前記移動体の前記第2軸と平行な方向の位置情

報を計測し、前記計測された位置情報に基づいて前記移動体を駆動する第2の移動

体駆動方法である。

００1０ これによれば、一対の第 グレーティングのぅちの少なくとも一方に第 ェンコーダが

有するへツドュニットが対向し、かつ第2グレーティングに第2ェンコーダが有するへツ

ドュニットが対向する、所定のストローク範囲内に移動体がある限り、少なくとも一方

の第 グレーティングと第 ェンコーダとによって、移動体の第 軸と平行な方向の位

置情報が計測され、第2グレーティングと第2ェンコーダとによって、移動体の第2軸と

平行な方向の位置情報が計狽 される。第 ，第2ェンコーダは、計測値の短期安定

性が良好であるので、移動体の2次元面内の位置情報が精度良く計測される。そし

て、この精度良く計測された移動体の位置情報に基づいて移動体が駆動される。従

って、移動体を精度良く駆動することが可能になる。

００11 本発明は、第3の観点からすると、移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体

駆動方法であって、前記移動体上面に所定方向を周期方向として配置された格子

に検出光を照射してその反射光に基づいて前記移動体の前記所定方向の位置情

報を計測するェンコーダの計測値と、前記格子のピ、ソチの補正情報とに基づいて、

前記移動体を前記所定方向に駆動する工程を含む第3の移動体駆動方法である。

００12 これによれば、格子ピ、ソチのドリフトなどの影響を受けることなく、移動体を精度良く

駆動することが可能になる。

００13 本発明は、第4の観点からすると、物体にパターンを形成する方法であって、前記

物体に対するパターン形成のために、本発明の第 ないし第3の移動体駆動方法の

いずれかを用いて、前記物体が載置された移動体を駆動する第 のパターン形成方

法である。



００14 これによれば、本発明の第 ないし第3の移動体駆動方法のいずれかを用いて精

度良く駆動される移動体上に載置された物体にパターンを形成することで、物体上

に精度良くパターンを形成することが可能になる。

００15 本発明は、第5の観点からすると、物体にパターンを形成する方法であって、前記

物体に対するパターン形成のために、本発明の第 ないし第3の移動体駆動方法の

いずれかを用いて、前記物体が載置された移動体を含む複数の移動体の少なくとも

つを駆動する第2のパターン形成方法である。

００16 これによれば、物体に対するパターン形成のために、本発明の第 ないし第3の移

動体駆動方法のいずれかを用いて、複数の移動体の少なくとも つが精度良く駆動

され、いずれかの移動体上に載置された物体にパターンが生成される。

００17 本発明は、第6の観点からすると、パターン形成工程を含むデバイス製造方法であ

って、前記パターン形成工程では、本発明の第 、第2のパターン形成方法のいずれ

かを用いて基板上にパターンを形成するデバイス製造方法である。

００18 本発明は、第7の観点からすると、エネルギービームの照射によって物体にパター

ンを形成する露光方法であって、前記エネルギービームと前記物体との相対移動の

ために、本発明の第 ないし第3の移動体駆動方法のいずれかを用いて、前記物体

が載置された移動体を駆動する第 の露光方法である。

００19 これによれば、物体に照射されるエネルギービームと前記物体との相対移動のため

に、本発明の第 ないし第3の移動体駆動方法のいずれかを用いて、前記物体が載

置された移動体が精度良く駆動される。従って、走査露光により、物体上に精度良く

パターンを形成することが可能になる。

００2０ 本発明は、第8の観点からすると、移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体

駆動システムであって、前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測する第 計測

装置と 前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測する、計測値の短期安定性

が前記第 計測装置に比べて優れる第2計測装置と 前記第2計測装置の計測値を

前記第 計測装置の計測値を用いて補正する補正情報を決定する較正動作を実行

する較正装置む前記第2計測装置の計測値と前記補正情報とに基づいて、前記移

動体を前記一軸方向に駆動する駆動装置むを備える第 の移動体駆動システムで



ある。

００2 1 これによれば、較正装置により上記の較正動作が実行され、第 計測装置の計測

値を用いて、その第 計測装置に比べて計測値の短期安定性が優れる第2計測装

置の計測値を補正する補正情報が決定される。そして、駆動装置により、第2計測装

置の計測値と前記補正情報とに基づいて、移動体が一軸方向に駆動される。従って

、補正情報を用いて補正された第2計測装置の計測値、すなわち短期安定性は勿

論、長期安定性なども良好な移動体の一軸方向に関する位置情報の計測値に基づ

いて、移動体を一軸方向に精度良く駆動することが可能になる。

００22 本発明は、第9の観点からすると、互いに直交する第 及び第2軸と平行な2次元面

内で移動体を駆動する移動体駆動システムであって、 前記移動体上の前記2次元

面と平行な面上に配置され、第 軸と平行な方向に周期的に配列された格子を含む

第 グレーティングむ前記移動体上の前記2次元面と平行な面上に、前記第 グレ

ーティングの長手方向と交差する方向を長手方向として延び、かつ該長手方向に直

交する方向に離れて配置されるとともに、第2軸と平行な方向に周期的に配列された

格子をそれぞれ含む、一対の第2グレーティングむ前記第 グレーティングの長手方

向と交差するへツドュニットを有し、前記第 グレーティングと共に前記移動体の前記

第 軸と平行な方向の位置情報を計測する第 ェンコーダと 前記一対の第2グレー

ティングの長手方向と交差するへツドュニットを有し、前記一対の第2グレーティング

と共に前記移動体の前記第2軸と平行な方向の位置情報を計測する第2ェンコーダ

む前記第 及び第2ェンコーダによって計測された位置情報に基づいて前記移動体

を駆動する駆動装置むを備える第2の移動体駆動システムである。

００23 これによれば、第 グレーティングに第 ェンコーダが有するへツドュニットが対向し

、かつ一対の第2グレーティングのぅちの少なくとも一方に第2ェンコーダが有するへ
、ソドュニットが対向する、所定のストローク範囲内に移動体がある限り、第 グレーティ

ングと第 ェンコーダとによって、移動体の第 軸と平行な方向の位置情報が計測さ

れ、前記第2グレーティングと第2ェンコーダとによって、移動体の第2軸と平行な方

向の位置情報が計測される。第 ，第2ェンコーダは、計測値の短期安定性が良好

であるので、移動体の2次元面内の位置情報が精度良く計測される。そして、この精



度良く計狽恰れた移動体の位置情報に基づいて移動体が駆動される。従って、移動

体を精度良く駆動することが可能になる。

００24 本発明は、第 ０の観点からすると、互いに直交する第 及び第2軸と平行な2次元

面内で移動体を駆動する移動体駆動システムであって、前記移動体上で第2軸と平

行な方向を長手方向として延び、かつ第 軸と平行な方向に格子が周期的に配列さ

れる第 グレーティングむ前記移動体上で前記第 軸と平行な方向を長手方向とし

て延び、かつ前記第2軸と平行な方向に格子が周期的に配列される第2グレーティン

グむ前記第2軸と平行な方向と交差するへツドュニットを有し、前記第 グレーティン

グと共に前記移動体の前記第 軸と平行な方向の位置情報を計測する第 ェンコー

ダむ前記第 軸と平行な方向と交差するへツドュニットを有し、前記第2グレーティン

グと共に前記移動体の前記第2軸と平行な方向の位置情報を計測する第2ェンコー

ダむ前記第 及び第2ェンコーダによって計測された位置情報に基づいて前記移動

体を駆動する駆動装置むを備え、前記第 及び第2ェンコーダの少なくとも一方は、

前記長手方向に離れて配置される複数の前記ヘッドュニットを有する第3の移動体

駆動システムである。

００25 これによれば、第 グレーティングと第 ェンコーダ、及び第2グレーティングと第2ェ
ンコーダによって、移動体の第 軸と平行な方向の位置情報及び第2軸と平行な方

向の位置情報に加え、2次元面内の回転 (2次元面に直交する軸回りの回転) が計測

される。また、第 ，第2ェンコーダは、計測値の短期安定性が良好であるので、移動

体の2次元面内の位置情報 (回転情報を含む) が精度良く言械恰れる。そして、この

精度良く計狽恰れた移動体の位置情報に基づいて駆動装置によって移動体が駆動

される。従って、移動体を精度良く駆動することが可能になる。

００26 本発明は、第皿の観点からすると、移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体

駆動システムであって、前記移動体上面に所定方向を周期方向として配置された格

子に検出光を照射してその反射光に基づいて前記移動体の前記所定方向の位置

情報を計測するェンコーダむ前記ェンコーダの計測値と前記格子のピ、ソチの補正情

報とに基づいて、前記移動体を前記所定方向に駆動する駆動装置むを備える第4

の移動体駆動システムである。



００27 これによれば、駆動装置により、ェンコーダの計測値と格子のピ、ソチの補正情報と

に基づいて、移動体が所定方向に駆動される。従って、移動体を、格子ピ、ソチのドリ

フトなどの影響を受けることなく、精度良く駆動することが可能になる。

００28 本発明は、第 2の観点からすると、物体にパターンを形成する装置であって、前記

物体上にパターンを生成するパターニング装置と 本発明の第 ～第4の移動体駆

動システムのいずれかと を備え、前記物体に対するパターン形成のために前記移

動体駆動システムによる前記物体が載置される移動体の駆動を行ぅ第 のパターン

形成装置である。

００29 これによれば、本発明の第 ～第4の移動体駆動システムのいずれかにより精度良

く駆動される移動体上の物体にパターニング装置によりパターンを生成することで、

物体上に精度良くパターンを形成することが可能になる。

００3０ 本発明は、第 3の観点からすると、物体にパターンを形成する装置であって、前記

物体上にパターンを生成するパターニング装置と 前記物体が載置される移動体を

含む複数の移動体む本発明の第 ～第4の移動体駆動システムのいずれかむを備

え、前記物体に対するパターン形成のために前記移動体駆動システムによる前記複

数の移動体の少なくとも つの駆動を行ぅ第2のパターン形成装置である。

００3 1 これによれば、物体に対するパターン形成のために、本発明の第 ～第4の移動体

駆動システムのいずれかにより、複数の移動体の少なくとも つが精度良く駆動され、

パターニング装置によりいずれかの移動体上に載置された物体にパターンが生成さ

れる。

００32 本発明は、第 4の観点からすると、エネルギービームの照射によって物体にパタ

ーンを形成する露光装置であって、前記物体に前記エネルギービームを照射するパ

ターニング装置む本発明の第 ～第4の移動体駆動システムのいずれかむを備え、

前記エネルギービームと前記物体との相対移動のために、前記移動体駆動システム

による前記物体が載置される移動体の駆動を行ぅ第 の露光装置である。

００33 これによれば、パターニング装置から物体に照射されるエネルギービームと前記物

体との相対移動のために、本発明の第 ～第4の移動体駆動システムのいずれかに

より物体が載置される移動体が精度良く駆動される。従って、走査露光により、物体



上に精度良くパターンを形成することが可能になる。

００34 本発明は、第 5の観点からすると、マスクと物体とを所定の走査方向に同期移動し

て前記マスクに形成されたパターンを前記物体上の区画領域に転写する走査露光と

、次の区画領域を走査露光するための前記物体の移動とを交互に繰り返すステップ

・アントスキヤン方式の露光動作を実行して、前記物体上の複数の区画領域に前記

パターンを順次転写する露光方法であって、少なくとも各区画領域に対する走査露

光中、前記マスクを保持するマスクステージの位置情報をェンコーダで計測するとと

もに、前記ェンコーダの計測値と、前記ェンコーダと干渉計とによる前記マスクステー

、ジの位置情報から決定される前記ェンコーダの計測値の補正情報とに基づいて前

記マスクステージの移動を制御し、前記ステップ・アントスキヤン方式の露光動作中

に蓄積される前記干渉計及び前記ェンコーダの計測値に基づいて前記補正情報を

較正する第2の露光方法である。

００35 これによれば、次の物体に対するステップ・アントスキヤン方式の露光に際して、各

区画領域に対する走査露光時 (パターン転写時)のマスクステージの移動を、補正情

報を用いて補正されたェンコーダの計測値、すなわち短期安定性は勿論、リニアリテ

ィ及び長期安定性も良好なマスクステージの走査方向の位置情報の計測値に基づ

いて、精度良く制御することが可能になる。これにより、マスクに形成されたパターン

を走査露光によりその物体上の複数の区画領域に精度良く転写することが可能にな

る。

００36 本発明は、第 6の観点からすると、マスクと物体とを所定の走査方向に同期移動し

て前記マスクに形成されたパターンを前記物体上の区画領域に転写する走査露光と

、次の区画領域を走査露光するための前記物体の移動とを交互に繰り返すステップ

・アントスキヤン方式の露光動作を〒ぅ露光装置であって、前記マスクを保持して少

なくとも前記走査方向に移動可能なマスクステージと 前記物体を保持して少なくとも

前記走査方向に移動可能な物体ステージむ前記マスクステージの前記走査方向の

位置情報を計測する干渉計及びェンコーダむ少なくとも各区画領域に対する走査

露光中、前記ェンコーダの計測値と、前記ェンコーダと前記干渉計とによる前記マス

クステージの位置情報から決定される前記ェンコーダの計測値の補正情報とに基づ



いて前記マスクステージの移動を制御し、前記ステップ・アントスキヤン方式の露光

動作中に蓄積される前記干渉計及び前記ェンコーダの計測値に基づいて前記補正

情報を較正する制御装置むを備える第2の露光装置である。

００37 これによれば、制御装置は、物体上の複数の区画領域にパターンを順次転写する

ステップ・アントスキヤン方式の露光動作を〒ぅに際し、各区画領域に対する走査露

光中、ェンコーダの計測値と、ェンコーダと前記干渉計とによる前記マスクステージ

の位置情報から決定される前記ェンコーダの計測値の補正情報とに基づいて、マス

クステージの移動を制御し、ステップ・アントスキヤン方式の露光動作中に蓄積され

る干渉計及びェンコーダの計測値に基づいて補正情報を較正する。従って、その較

正後における物体上の各区画領域に対する走査露光時 (パターン転写時)のマスク

ステージの移動を、較正された補正情報を用いて補正されたェンコーダの計測値、

すなわち短期安定性は勿論、リニアリティ及び長期安定性も良好なマスクステージの

走査方向の位置情報の計測値に基づいて、精度良く制御することが可能になる。こ

れにより、マスクに形成されたパターンを走査露光によりその物体上の複数の区画領

域に精度良く転写することが可能になる。

００38 本発明は、第 7の観点からすると、照明光に対して、マスクと物体とを所定の走査

方向に同期移動して、前記マスクに形成されたパターンを前記物体上に転写する露

光装置であって、前記マスクを保持して少なくとも前記走査方向に移動可能なマスク

ステージと 前記物体を保持して少なくとも前記走査方向に移動可能な物体ステージ

む前記マスクステージの前記走査方向の位置を計測する干渉計及びェンコーダと

前記干渉計の計測値の短期変動が無視できる程度の低速で前記マスクステージを

前記走査方向に駆動し、前記干渉計及びェンコーダを用いて前記マスクステージの

前記走査方向の位置情報を計測し、前記干渉計及び前記ェンコーダの計測結果に

基づいて前記ェンコーダの計測値を前記干渉計の計測値を用いて補正する補正情

報を決定する較正装置む前記ェンコーダの計測値と前記補正情報とに基づいて、

前記パターンの転写時の前記マスクステージの移動を制御する制御装置むを備え

る第3の露光装置である。

００39 これによれば、較正装置により、干渉計の計測値の短期変動が無視できる程度の



低速でマスクステージが走査方向に駆動され、干渉計及びェンコーダを用いてマス

クステージの走査方向の位置情報が計測され、干渉計及びェンコーダの計測結果

に基づいてェンコーダの計測値を干渉計の計測値を用いて補正する補正情報、す

なわち、ェンコーダに比べて計測値のリニアリティ及び長期安定性が優れる干渉計

の計測値を用いて、その干渉計に比べて計測値の短期安定性が優れるェンコーダ

の計測値を補正する補正情報が、決定される。そして、制御装置により、ェンコーダ

の計測値と補正情報とに基づいて、パターンの転写時のマスクステージの移動が制

御される。従って、補正情報を用いて補正されたェンコーダの計測値、すなわち短期

安定性は勿論、リニアリティ及び長期安定性も良好なマスクステージの走査方向の位

置情報の計測値に基づいて、パターン転写時のマスクステージの走査方向の移動を

精度良く制御することが可能になる。これにより、マスクに形成されたパターンを走査

露光により物体上に精度良く転写することが可能になる。

００4０ 本発明は、第 8の観点からすると、照明光に対して、マスクと物体とを所定の走査

方向に同期移動して、前記マスクに形成されたパターンを前記物体上に転写する露

光装置であって、前記マスクを保持して少なくとも前記走査方向に移動可能なマスク

ステージむ前記物体を保持して少なくとも前記走査方向に移動可能な物体ステージ

む前記マスクステージの前記走査方向の位置情報を計測する干渉計及びェンコー

ダむ前記マスクステージを、露光対象のマスクのパターン領域に前記照明光が照射

される範囲の両端の位置である第 位置と第2位置とを含む複数の位置にそれぞれ

位置決めしながら、前記干渉計及びェンコーダの計測値を所定のサンプリング間隔

で取得し、その取得した計測値に基づいて、前記干渉計の計測値と前記ェンコーダ

の計測値との関係を示すマップ情報のスケーリング誤差を補正する較正動作を実行

する較正装置む前記ェンコーダの計測値と前記補正後のマップ情報とに基づいて、

前記パターンの転写時の前記マスクステージの移動を制御する制御装置むを備え

る第4の露光装置である。

００41 これによれば、較正装置により、マスクステージを露光対象のマスクのパターン領域

を照明光が通過する範囲の両端の位置である第 位置と第2位置とを含む複数の位

置にそれぞれ位置決めしながら、干渉計及びェンコーダの計測値を所定のサンプリ



ング間隔で取得し、その取得した計測値に基づいて、干渉計の計測値とェンコーダ

の計測値との関係を示すマップ情報のスケーリング誤差を補正する較正動作が実行

される。すなわち、ェンコーダに比べて計測値のリニアリティ及び長期安定性が優れ

る干渉計と、その干渉計に比べて計測値の短期安定性が優れるェンコーダの計測

値との関係を示すマップ情報のスケーリング誤差が補正される。そして、制御装置に

より、ェンコーダの計測値と補正後のマップ情報とに基づいて、パターンの転写時の

マスクステージの移動が制御される。従って、補正後のマップ情報とェンコーダの計

測値とに基づいて、パターン転写時のマスクステージの走査方向の移動を精度良く

制御することが可能になる。

図 一実施形態に係る露光装置の構成を概略的に示す図である。

図2 チクルステージを、該レチクルステージの位置情報を計測するエンコーダシス

テム及び干渉計システムと共に示す平面図である。

図3 ウエハステージを、該ウエハステージの位置情報を計測するエンコーダ及び干
歩計と共に示す平面図である。

図4 図 のウエハステージws の位置を計測する 干渉計、並びにz干渉計及び

その近傍の構成部分を取り出して示す図である。

図5 エンコーダの構成の一例を示す図である。

図6 一実施形態に係る露光装置のステージ制御に関連する制御系を一部省略して

示すブロック図である。

図7 位置計測系の切り換え動作を説明するための図 (その )である。

図8 位置計測系の切り換え動作を説明するための図 (その2)である。

図9 レチクル側のエンコーダの切り替え (計測値のつなぎ)動作を含む露光のため

のレチクルステージのスキヤン動作を説明するための図 (その )である。

図1０レチクル側のエンコーダの切り替え (計測値のつなぎ)動作を含む露光のため

のレチクルステージのスキヤン動作を説明するための図 (その2)である。

図11 レチクル側のエンコーダの切り替え (計測値のつなぎ 動作を含む露光のため

のレチクルステージのスキヤン動作を説明するための図 (その )である。



図12 図 ( ) は、ウエハの中央付近が投影ュニットの直下となる位置にウエハステ

ージがある状態を示す図、図 は、ウエハの中心と外周との中間付近が投影ュ
ニットの直下となる位置にウエハステージがある状態を示す図である。

図13 図 ( ) は、ウエハの 側のエッジ近傍が投影ュニット の直下となる位

置にウエハステージがある状態を示す図、図 3 ( ) は、ウエハの中心から見てX軸

及び 軸に対し4 。5 を成す方向のエッジ近傍が投影ュニット の直下となる位置

にウエハステージがある状態を示す図である。

図14 ウエハの X側のエッジ近傍が投影ュニット の直下となる位置にウエハス

テージがある状態を示す図である。

図15 エンコーダ26 26 及び26C の第 のキヤリブレーション動作で得られる

マップの一例を示す線図である。

図16 エンコーダ26 26 及び26C の計測誤差を較正する第2のキヤリブレーシ

ョン動作を説明するための図 (その )である。

図17 エンコーダ26 26 及び26C の計測誤差を較正する第2のキヤリブレーシ

ョン動作を説明するための図 (その2)である。

図18 第2のキヤリブレーション動作で得られるマップの一例を示す図である。

図19 エンコーダ26 26 及び26C の計測誤差を較正する第2のキヤリブレーシ

ョン動作で得られるマップの一例を示す図である。

図2０エンコーダ5 ～5 の計測値の長期キヤリブレーション動作 (第 のキヤリブ

レーション動作) 、すなわち移動スケールの格子ピ、ソチの補正情報及び格子変形の

補正情報の取得動作について説明するための図である。

図2 1 エンコーダの計測誤差の逐次キヤリブレーションで得られる干渉計及びェンコ

ーダの計測値を示す図である。

図22 変形例に係る、移動スケール44 44Cの格子ピッチの補正情報の取得動作

を説明するための図 (その )である。

図23 変形例に係る、移動スケール44 44Cの格子ピッチの補正情報の取得動作

を説明するための図 (その2)である。

図24 変形例に係る、移動スケール44 44 の格子線の変形 (格子線の曲がり)の



補正情報の取得動作について説明するための図である。

図25 エハステージ用のェンコーダシステムの変形例を示す図である。

図26 エハステージ用のェンコーダシステムの別の変形例を示す図である。

図27 液浸露光装置で用いられるウェハステージの変形例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００43 以下、本発明の一実施形態を図 ～図2 に基づいて説明する。

００44 図 には、一実施形態に係る露光装置 ００の概略構成が示されている。この露光

装置 ００は、ステップ・アントスキヤン方式の走査型露光装置、すなわち、いわゆる

スキヤニング・ステッパである。後述するよぅに本実施形態では、投影光学系P が設

けられており、以下においては、この投影光学系P の光軸A と平行な方向をZ軸方

向、これに直交する面内でレチクルとウェハとが相対走査される方向を 軸方向、Z

軸及び 軸に直交する方向をX軸方向とし、X軸、 軸、及びZ軸回りの回転 (傾斜)

方向をそれぞれ 6 、及び z方向として説明を行ぅ。

００45 露光装置 ００は、光源及び照明光学系を含み、照明光 (露光光) によりレチクル

R2を照明する照明系 ０、レチクル R2を保持するレチクルステージ S

投影ュニット 、ウェハWが載置されるウェハステージWS を含むウェハステージ

装置 2、レチクルステージ S 及び投影ュニット などが搭載されたボディ

及びこれらの制御系等を備えている。

００46 照明系 ０は、不図示のレチクルブラインド(マスキングシステム)で規定されたレチ

クル 又は 2上でX軸方向に延びるスリット状の照明領域 (図2参照)を照明光

によりほぼ均一な照度で照明する。ここで、照明光 としては、一例として エキ

シマレーザ光 (波長 )が用いられている。

００47 前記レチクルステージ S は、後述する第2コラム34の天板を構成するレチクルベ

ース36上に、その底面に設けられた不図示のエアベアリングなどによって、例えば数

は 程度のクリアランスを介して支持されている。レチクルステージ S としては、例

えば 枚のレチクルを保持可能なレチクルステージ、あるいはそれぞれ 枚のレチク

ルを保持して独立に可動なソインレチクルステージを用いることもできるが、本実施形

態ではレチクルを2枚同時に保持可能なダブルレチクルホルダ方式のレチクルステ



一ジが用いられている。

００48 レチクルステージ S は、ここでは、リニアモータ等を含むレチクルステージ駆動系

皿により、投影光学系P の光軸A に垂直なX 平面内で2次元的に(X軸方向、

軸方向及び z方向に)微少駆動可能である。また、レチクルステージ S は、レチ

クルステージ駆動系皿により、レチクルベース36上を所定の走査方向にこでは、図

における紙面左右方向である 軸方向) に指定された走査速度で駆動可能となっ
ている。なお、レチクルステージ S は、例えば特開平8 3０ 79号公報 (対応米

国特許第6，72 ０34号明細書) に開示される粗微動構造としても良く、その構造は

本実施形態 (図2など) に限定されるものではない。

００49 レチクルステージ S のX 平面 (移動面) 内の位置情報は、図 に示される、レチ

クル レーザ干渉計 (以下、「レチクル 干渉計」とレづ) 6 等を含むレチクル干渉計

システム、並びにェンコーダヘッド(以下、「ヘッド」と略述する) 26 ～26 26C

～26C 及び移動スケール24 等を含むェンコーダシステムによって計測可能に構

成されている。なお、図 では、移動スケール24 の上方にレチクル R2の上端

面が露出した状態が示されているが、これは説明の便宜上からこのよぅに図示したも

ので、実際とは異なる。

００5０ ここで、レチクルステージ S 及びそのX 平面 (移動面) 内の位置を計測するレチ

クル干渉計システム及びェンコーダシステムの構成等について更に詳述する。

００5 1 レチクルステージ S の中央部には、図2に示されるよぅに、平面視で (ｱ方から見

て) 軸方向 (走査方向) に細長い矩形の凹部22が、形成されている。凹部22の内

部底面には、ほぼ正方形の開口 (不図示) が2つ 軸方向に並んで形成され、これら

の開口をそれぞれ覆ぅ状態で、レチクル 、レチクル 2が 軸方向に並んで配置さ

れている。レチクル R2のそれぞれは、凹部22の内部底面の2つの開口のX軸

方向の両側に設けられた不図示の吸着機構、例えばバキュームチヤックによってそ

れぞれ真空吸着されている。

００52 また、レチクルステージRS の上面の X側端部及び 側端部には、照明領域1

の中心 (本実施形態では、投影光学系P の第 面 (物体面 内でその光軸A と

ほぼ一致)を通る、 軸方向に平行な中心軸に関して対称の配置で、一対の移動ス



ケール24 24 が 軸方向を長手方向として延設されている。移動スケール24

24 は、同一の素材 (例えばセラミックス、又は低熱膨張のガラスなど)から成り、その

表面には、周期方向を 軸方向とする反射型の回折格子が、上記中心軸に関して対

称の配置で形成されている。移動スケール24 24 は、局所的な伸縮が生じない
よぅに、例えば真空吸着 (又は板ばね) 等によりレチクルステージ S に固定されて

いる。

００5 3 移動スケール24 24 の上方 ( z側) には、図2に示されるよぅに、移動スケー

ル24 24 に対向して、2対の 軸方向位置計測用のへツド26 26 26

26 が、上述の中心軸に関して対称に配置されている (図 参照)。このぅち、ヘッド

26 26 は、前述の照明領域 A の中心を通るX軸方向の直線 (計測軸)ｱにそ

の計測中心がほぼ一致する位置に配置されている。また、ヘッド26 26 は、へ
、ソド26 26 から同一距離だけ 方向にそれぞれ離れた位置でかつへツド26

，26 と同一面上に配置されている。さらに、ヘッド26 26 と同一面上で上

記計測軸に関してへツド26
2

26 と
2
対称に、ヘッド26 26 から同一距離だけ

方向にそれぞれ離れた位置には、一対のへツド26 26 が配置されている。

上記3対のへツド26 26 26 26 2 26 3 26 3は、不図示の支持部材を

それぞれ介してレチクルベース3 6 に固定されている。

００54 また、レチクルステージ S 上面の移動スケール24 の 側には、 軸方向を長

手方向とする移動スケール28が移動スケール24 と並んで配置され、例えば真空

吸着 (又は板ばね) 等によりレチクルステージ S に固定されている。この移動スケ

ール2 8は、移動スケール24 24 と同一素材 (例えばセラミックス、又は低熱膨張

のガラスなど) で構成され、かつその上面には、X軸方向を周期方向とする反射型の

回折格子が 軸方向に関してほぼ全長に渡って形成されている。

００5 5 移動スケール28の上方 ( 側) には、図2に示されるよぅに、移動スケール28に対

向して、2つのX軸方向位置計測用のへツド26C 26C が配置されている (図 参照

)。このぅち、ヘッド26C は、前述の照明領域 A の中心を通るX軸方向の直線 (計

測軸)ｱにほぼ位置している。また、ヘッド26C は、ヘッド26C から所定距離だけ十

方向に離れたへツド26
2
の近傍の位置でかつへツド2 6 26 等と同一面上に

2



配置されている。

００56 さらに、ヘッド26C と同一面上で上記計測軸に関してへツド26C と対称に、ヘッド2

6C から所定距離だけ 方向に離れた位置には、ヘッド26C が配置されている。

上記3つのへツド26C 26C 26C は、不図示の支持部材をそれぞれ介してレチク

ルベース36に固定されている。なお、本実施形態では9つのへツド26 ～Z6 ，Z

6 ～26 26C ～26C を、不図示の支持部材を介してレチクルベース36に固定

するものとしたが、これに限らず、例えば防振機構を介して床面 又はべ一スプレート

Sに設置されるフレーム部材に設けてもよい。

００57 本実施形態では、ヘッド26 26 と、対向する移動スケール24 24 とによっ
て、レチクルステージ S の 軸方向の位置 ( 位置)を計測する一対の リニアェン

コーダが構成されている。以下では、便宜上、これらの リニアェンコーダを、それぞ

れのへツドと同一の符号を用いて、 リニアェンコーダ26 26 と記述する。

００58 リニアェンコーダ26 26 の計測軸は、前述の照明領域 A の中心 (本実施

形態では、投影光学系P の光軸 Xに一致)から、X軸方向に関して同一の距離に

あり、例えば露光時などには、 リニアェンコーダ26 26 の計測値の平均値に

基づいて、レチクルステージ S の 位置が計測される。すなわち、 リニアェンコー

ダ26 及び26 によるレチクルステージ S の位置情報を計測する実質的な計測

軸は、投影光学系P の光軸 X上を通る。従って、露光時などには、レチクルステー
、ジ S の 位置は、 リニアェンコーダ26 26 を用いて、アッベ誤差なく、計測

することが可能である。さらに、 リニアェンコーダ26 26 の計測値に基づいて

レチクルステージ S の z方向の回転情報 (ョ一イング) が計測される。

００59 同様に、ヘッド26 26 と、これらに対向する移動スケール24 とによって、レ

チクルステージ S の 位置を計測する リニアェンコーダが、それぞれ構成される

。同様に、ヘッド26 26 と、これらに対向する移動スケール24 とによって、レチ

クルステージ S の 位置を計測する リニアェンコーダが、それぞれ構成される。

以下では、便宜上、これらの リニアェンコーダを、それぞれのへツドと同一の符号を

用いて、 リニアェンコーダ26 26 26 26 と記述する。
2 3 2 3

００6０ また、ヘッド26C と、これに対向する移動スケール28とによって、前述の照明領域1



の中心を通る、X軸方向と平行な直線 (計測軸) におけるレチクルステージ S

のX軸方向の位置 (X位置)を計測するXリニアェンコーダが構成されている。以下で

は、便宜上、このXリニアエンコーダを、そのへツドと同一の符号を用いて、Xリニアェ
ンコーダ26C と記述する。従って、露光時などには、レチクルステージ S のX位置

は、Xリニアェンコーダ26C を用いて、アッベ誤差なく、計測することが可能である。

００6 1 同様に、ヘッド26C 26C と移動スケール28とによって、レチクルステージ S の

位置を計測する リニアェンコーダが、それぞれ構成される。以下では、便宜上、こ

れらのXリニアェンコーダを、それぞれのへツドと同一の符号を用いて、Xリニアェンコ

ーダ26C 26C と記述する。

００62 上記9つのリニアェンコーダ (以下、適宜「ェンコーダ」とも記述する) 26 ～Z6C

の計測値は、主制御装置2０(図 参照) に送られるよぅになっている (図6参照)。

００63 なお、前述した3つの移動スケール24 24 28はその 軸方向の長さ (移動ス

ケール24 24 では回折格子の形成範囲、移動スケール28では回折格子の幅に

相当) が、少なくともレチクル 2をそれぞれ介してウェハWを走査露光するとき

のレチクルステージ S の 軸方向の移動ストローク(移動範囲)の全域をカバーす

る (本実施形態では、少なくとも走査露光中と、走査露光前後のレチクルステージ S

の加減速及び同期整定の期間中とに、例えば3つで一組のへツド26 26 26

C 二 ～3)のぅち、少なくとも つの組のへツド(計測ビーム) が対応する移動スケー

ル (回折格子)から外れない、すなわち計測不能とならない)よぅに設定されている。ま

た、前述した3つの移動スケール24 24 28のX軸方向の幅 (移動スケール24

24 では回折格子の幅、移動スケール28では回折格子の形成範囲に相当)も同

様に、レチクルステージ S のX軸方向の移動ストロークの全域をカバーする (本実

施形態では、例えば3つで一組のへツド26 26 26C ( 二 ～3)のぅち、少なく

とも つの組のへツド(計測ビーム) が対応する移動スケール (回折格子)から外れな

い、すなわち計測不能とならない)よぅに設定されている。レチクルステージ S は

z方向に微小回転可能であるので、当然ながらこの回転によって少なくとも3つのリニ

アェンコーダ26 26 26C による計測が不能とならないよぅに、前述した3つの

移動スケール24 24 28は z方向の回転範囲をも考慮してX軸及び 軸方向



の大きさ (長さ、幅) が設定されている。

００64 さらに本実施形態では、レチクル 2を用いる走査露光では6つのリニアエンコーダ

26 26 26 26 26C 26C によって、レチクルステージ S の位置情

報 (少なくともX軸及び 軸方向の位置と z方向の回転情報とを含む)を計測可能と

なっている。また、レチクル を用いる走査露光では6つのリニアエンコーダ26

26 26 26 26C 26C によって、レチクルステージ S の位置情報 (少
3 3

なくともX軸及び 軸方向の位置とd z方向の回転情報とを含む)を計測可能となって

いる。また、本実施形態では、前述の照明領域 A に対して 側又は 側でレ

チクル 2の交換が行われる、あるいはレチクル は 側、レチクル 2は

側でその交換が行われ、この交換位置においても少なくとも3つのリニアエンコーダ2

6 26 26C あるいはリニアエンコーダ26 26 26C によってレチクルス
2 2 2 3 3 3

テージ S の位置情報を計測可能となっている。

００65 なお、本実施形態では3つの移動スケール24 24 28と、9つのへツド26 ～
26 26 ～26 26C ～26C を有するへツドュニットとによって、レチクルステ

3

一ジ S 用のエンコーダシステムを構成するものとしたが、エンコーダシステムはそ

の構成が図2に限られるものでなく、例えばへツドュニットは3つのへツド26 26

26C を有するだけでも良い。この場合、上記レチクル交換位置又はその交換位置

までの途中で、リニアエンコーダ26 26 26C によるレチクルステージ S の

位置計測が不能になるときは、例えば別の計測装置、あるいは前述のレチクル干歩

計システムの少なくとも一部を用いてレチクルステージ S の位置計測を行っても良

い。また、本実施形態では吸着機構又は板ばねなどによって3つの移動スケール24

、24 8をレチクルステージ S に固定するものとしたが、これに限られず、例え

ばネジ留め、あるいは回折格子を直接レチクルステージ S に形成しても良い。さら

に、本実施形態では移動スケール24 24 28を、レチクルステージ S の上面

(照明系側) に設けるものとしたが、その下面 (投影光学系側) に設けても良いし、前

述のへツドュニット(エンコーダヘッド) と移動スケール24 24 28との配置を逆に

する、すなわち前述のへツドュニットをレチクルステージ S に設け、移動スケール2

4 24 28をボデイ側に設けても良い。



００66 前記レチクル干渉計システムは、図2及び図6に示されるよぅに、レチクル 干渉計

6 と、レチクル 干歩計 6 とを備えている。

００67 レチクルX干渉計 6 は、図2に示されるよぅに、センサヘッド g (図 では不図示

) と、レチクルステージ S の X側の端面に固定された光学系ュニット g とを含

む。

００68 センサヘッド 9 は、レチクルベース36上面に固定され、その内部に光源、光学系

、並びに2つの検光子 (偏光子)及び2つの光電変換素子等を内蔵している。光源と

しては、ゼ一マン効果を利用した2周波レーザが用いられている。この光源からのレ

ーザビームが光学系により断面形状が水平方向に拡大され、図2に示されるよぅに、

その断面形状が拡大されたビーム がセンサヘッド g から出力される。そして、

光学系ュニット g 内でビーム は2分割され、一方の分割ビームは不図示の第

ビームスプリッタに入射して測定ビーム と参照ビームとに分割され、測定ビーム

は平面鏡2 の反射面で反射され、かつ参照ビームは例えばレチクルステージ S

の反射面で反射されて第 ビームスプリッタに戻り、同軸に合成されて光学系ュニッ
ト g から出力される。同様に、他方の分割ビームは不図示の第2ビームスプリッタに

入射して測定ビーム と参照ビームとに分割され、測定ビーム は平面鏡2 の

反射面で反射され、かつ参照ビームは例えばレチクルステージ S の反射面で反

射されて第2ビームスプリッタに戻り、同軸に合成されて光学系ュニット g から出力

される。図示していないが、本実施形態では平面鏡2 が前述のボデイ の一部、

例えば第2コラム34のレチクルベース36、あるいは後述の第 コラム32の鏡筒定盤 (

メインフレーム) 38に固定されている。

００69 また、センサヘッド g には、光学系ュニット g 内の第 及び第2ビームスプリッタ

それぞれからの戻り光 (前述した測定ビーム とそれぞれの参照ビームとの

合成光) が戻ってくる。センサヘッド g の内部では、これらの戻り光は、光学系を介

して個別の検光子にそれぞれ入射し、各検光子から出力される干渉光が2つの光電

変換素子で個別に受光され、各干渉光に応じた干渉信号が不図示の信号処理系に

送られる。この信号処理系は、各光電変換素子からの干渉信号に基づいて、測定ビ

ームの位相が参照ビームの位相に対してドップラーシフトし、位相変ィビが生じることを



利用して、その位相変化で生じた干渉信号の変化をへテロダイン検出する。そして、

信号処理系は、検出した干渉信号の変ィビから、測定ビーム の照射点にお

ける、平面鏡2 を基準としたX軸方向の位置情報、すなわち測定ビーム

の照射点におけるレチクルステージ S のX位置情報を、例えば ・5～ 程度の

分解能で常時検出する。

００7０ レチクル 干渉計 6 は、光源としてレチクルX干渉計 6 と同様にゼ一マン効果

を不り用した2周波レーザを用いたマイケルソン型のへテロダイン・レーザ干渉計である

。このレチクル 干渉計 6 は、投影ュニット を構成する鏡筒4０の側面に固定さ

れた固定鏡 4 (図 参照)を基準として、レチクルステージ S の 位置を、レチクル

ステージ S に固定された移動鏡 (平面鏡又はレトロリフレクタなど) 5を介して、例

えば ・5～ 程度の分解能で常時検出する。なお、レチクル 干渉計 6 はその

少なくとも一部 (例えば、光源を除く光学ュニット) が、例えばレチクルベース36に固

定されている。

００7 1 レチクルX干渉計 6 からの2軸のX位置情報及びレチクル 干渉計 6 からの

位置情報は、主制御装置2０に送られている (図6参照)。

００72 なお、前述のレチクル干渉計システムは、センサヘッド g とレチクルステージ S

に設けられる光学系ュニット g とを有するX干渉計 6 を備えるものとしたが、X

干渉計 6 の構成はこれに限られず、例えば光学系ュニット g 及び平面鏡2 の

配置が逆、すなわちレチクルステージ S の側面に 軸方向に延びて形成される反

射面 (平面鏡2 に相当) こ、レチクルベース36に配置される光学系ュニット g から

測定ビームを照射する構成としても良い。さらに、センサヘッド g はレチクルベース

36に設けられるものとしたが、例えばその少なくとも一部がボデイ とは別のフレー

ム部材に設けられてもよい。また、本実施形態ではレチクル干渉計システムの干渉計

用反射面として、レチクルステージ S の端部に固定される前述の移動鏡 5などを

用いるものとしたが、その代わりに、例えばレチクルステージ S の端面 (側面)を鏡

面加工して得られる反射面を用いても良い。さらに本実施形態では、 干渉計 6 は

測長軸が 本で、X干渉計 6 は測長軸が2本であるものとしたが、例えば測長軸の

本数はX軸方向と 軸方向とで逆でも良いし、あるいはそれぞれ2本以上ずつとして



も良い。特に後者では、 干渉計 6 によってレチクルステージ S の ０ 方向の回

転情報 (ピ、ソチング を、 干渉計 6 によってレチクルステージ S の 方向の回

転情報 (口一リング) を計測可能としても良い。

００7 3 本実施形態の露光装置 ００では、レチクル干渉計システム 6 6 の計測値は、

後述する、エンコーダ2 6 2 6 26C 等の計測値のキヤリブレーション (較正) の

際にのみ用いられ、露光動作の際には、レチクルステージ S の位置は、レチクル

側のエンコーダシステムの計測値に基づいて制御される。特に走査露光中のレチク

ルステージ S の位置は、エンコーダ2 6 2 6 26C の計測値に基づいて、主

制御装置2０によって管理される。従って、図2からも容易に想像されるように、露光動

作に際しては、レチクルステージ S の位置制御に用いる、エンコーダの切り替え (

計測値のつなぎ) を〒う必要があるが、これについては後述する。

００7 4 レチクルステージ S の上方には、投影光学系P を介してウエハステージW S

上の一対の基準マークとこれに対応するレチクル上の一対のレチクルマークとを同時

に検出するための露光波長の光を用いた (Th o gh The R e c e ) 方式のアライメ

ント系から成る一対のレチクルアライメント系 3 3 (図 では不図示、図6 参照 )

がX軸方向に所定距離隔てて設けられている。この一対のレチクルアライメント系 3

、 3 としては、例えば特開平7 76468 号公報 (対応する米国特許第5 ，646

4 3 号明細書) などに開示されるものと同様の構成のものを用いることができる。

００7 5 投影ユニット は、レチクルステージ S の図ェにおける下方で、ボディ の一

部に保持されている。このボディ は、クリーンルームの床面 上に設置されたフレ

ームキヤスタ C上に設けられた第 コラム3 2 と、この第 コラム3 2 の上に固定された

第2 コラム3 4 とを備えている。

００7 6 フレームキヤスタ Cは、床面 上に水平に置かれたべ一スプレート S と、該べ一ス

プレート 上に固定された複数本、例えば3本 (又は4本) の脚部 3 9 (但し、図 にお

ける紙面奥側の脚部は図示省略) とを備えている。

００7 7 第 コラム3 2 は、上記フレームキヤスタ Cを構成する複数本の脚部 3 9それぞれの

上端に個別に固定された複数、例えば3 つ (又は4 つ) の第 の防振機構5 8 によって

、ほぼ水平に支持された鏡筒定盤 (メインフレーム) 3 8 を備えている。



００78 鏡筒定盤38には、そのほぼ中央部に不図示の円形開口が形成され、この円形開

口内に投影ュニット が上方から挿入され、投影ュニット はその外周部に設けら

れたフランジ Gを介して鏡筒定盤38に保持されてぃる。鏡筒定盤38の上面には

、投影ュニット を取り囲む位置に、複数本、例えば3本の脚4 (但し、図 におけ

る紙面奥側の脚は図示省略)の一端 ( 端)が固定されてぃる。これらの脚4 それぞ

れの他端 (ｱ端)面は、ほぼ同一の水平面上にあり、これらの脚4 に前述のレチクル

ベース36が固定されてぃる。このよぅにして、複数本の脚4 によってレチクルベース

36が水平に支持されてぃる。すなわち、レチクルベース36とこれを支持する複数本

の脚4 とによって第2コラム34が構成されてぃる。レチクルベース36には、その中央

部に照明光 の通路となる開口36aが形成されてぃる。

００79 投影ュニット は、円筒状で前記フランジ Gが設けられた鏡筒4０と、該鏡筒4０

に保持された複数の光学素子から成る投影光学系P とを含む。本実施形態では、

投影ュニット を鏡筒定盤38に載置するものとしたが、例えば国際公開第2００6

０38952号パンフレソトに開示されてぃるよぅに、投影ュニット の上方に配置され

る不図示のメインフレーム部材、あるぃはレチクルベース36などに対して投影ュニッ
ト を吊り下げ支持してもよぃ。

００8０ 投影光学系P としては、例えばZ軸方向と平行な光軸A に沿って配列される複数

枚のレンズ (レンズェレメント)から成る屈折光学系が用ぃられてぃる。この投影光学

系P は、例えば両側テレセントリックで所定の投影倍率 (例えば 倍又は 倍

)を有する。このため、照明系 ０からの照明光 によって照明領域 A が照明される

と、投影光学系P の第 面 (物体面)とパターン面がほぼ一致して配置されるレチク

ル ( 又は 2)を通過した照明光 により、投影光学系P を介してその照明領域1

内のレチクルの回路パターンの縮小像 (回路パターンの一部の縮小像)が、その

第2面 (像面)側に配置される、表面にいジスト(感応剤)が塗布されたウェハW上の

前記照明領域 に共役な領域 (露光領域)に形成される。そして、レチクルステー
、ジ S とウェハステージWS との同期駆動によって、照明領域 A (照明光 ) に

対してレチクルを走査方向 ( 軸方向)に相対移動するとともに、露光領域 (照明光

)に対してウェハWを走査方向 ( 軸方向)に相対移動することで、ウェハW上の つ



のショット領域 (区画領域)の走査露光が行われ、そのショット領域にレチクルのパタ

ーンが転写される。すなわち、本実施形態では照明系 ０、レチクル及び投影光学系

P によってウエハW上にパターンが生成され、照明光 によるウエハW上の感応層

(レジスト層)の露光によってウエハW上にそのパターンが形成される。

００8 1 ウエハステージ装置 2は、べ一スプレート S上に配置された複数 (例えば3つ又

は4つ)の第2の防振機構 (図示省略) によってほぼ水平に支持されたステージベー

ス7 、該ステージベース7 上に配置されたウエハステージWS 、該ウエハステージ

WS を駆動するウエハステージ駆動系 27等を備えている。

００82 ステージベース7 は、定盤とも呼ばれる板状部材からなり、その上面は平坦度が非

常に高く仕上げられ、ウエハステージWS の移動の際のガイド面とされている。

００83 ウエハステージWS は、本体部とその上部のテーブル部とを有し、例えばリニアモ

ータ、ボイスコイルモータ等を含むウエハステージ駆動系 27によって、X軸方向、

軸方向、Z軸方向、 方向、 方向及び z方向の6 自由度方向に駆動される。

００84 なお、ウエハステージWS として、例えばリニアモータ等により少なくともX軸方向、

軸方向、及び z方向に駆動されるウエハステージ本体と、該ウエハステージ本体

上でボイスコイルモータなどにより少なくともZ軸方向、 方向、及び 方向に微小

駆動されるウエハテーブルとを備えた構造を採用しても良い。

００85 前記ウエハステージWS (より正確には上記テーブル部上) には、不図示のウエ

ハホルダを介してウエハWが載置され、ウエハWは、例えば真空吸着 (又は静電吸

着)などによってウエハホルダに固定されている。

００86 また、ウエハステージWS のX 平面 (移動面) 内の位置情報は、図 に示される、

ヘッドユニット46 46C 46 及び移動スケール44 44C 44 などを含むエン

コーダシステムと、ウエハレーザ干渉計システム (以下、「ウエハ干渉計システム」とい
) 8とによってそれぞれ計測可能に構成されている。以下、ヴエハステージWS 用

のエンコーダシステム、及びウエハ干渉計システム 8の構成等について詳述する。

００87 ウエハステージWS の上面には、図3に示されるように、ウエハWを取り囲んで4つ
の移動スケール44 ～44 が固定されている。これを更に詳述すると、移動スケー

ル44 ～44 は、同一素材 (例えばセラミックス、又は低熱膨張のガラスなど)から成



り、その表面に長手方向を周期方向とする反射型の回折格子が形成されている。こ

の回折格子は、例えば4 は ～38 の間のピ、ソチ、本実施形態では ば ピッチ

で形成されている。なお、図3では、図示の便宜上から、格子のピ、ソチは、実際のピッ
チに比べて格段に広く図示されている。その他の図においても同様である。

００88 移動スケール44 及び44Cは、長手方向が図3における 軸方向と一致し、ウェハ

ステージWS (移動鏡 7X 7 を除いて考える)の中心を通る、 軸方向に平行な

中心線に関して対称に配置され、移動スケール44 44Cに形成された各回折格

子も、その中心線に関して対称の配置となっている。これらの移動スケール44 44

Cは、回折格子が 軸方向に周期的に配列されているので、ウェハステージWS の

軸方向の位置計測に用いられる。

００89 また、移動スケール44 及び44 は、長手方向が図3におけるX軸方向と一致し、

ウェハステージWS (移動鏡 7X 7 を除いて考える)の中心を通る、X軸方向に

平行な中心線に関して対称に配置され、移動スケール44 44 に形成された各回

折格子も、その中心線に関して対称の配置となっている。これらの移動スケール44

44 は、回折格子がX軸方向に周期的に配列されているので、ウェハステージ S

のX軸方向の位置計測に用いられる。

００9０ なお、図 においては、ウェハWが、移動スケール44Cの上方に露出した状態が示

されているが、これは便宜上このよぅにしたもので、実際には、移動スケール44 ～4

4 の上面はウェハWの上面とほぼ同一高さ、若しくは上方に位置している。

００9 1 一方、図 及び図3からわかるよぅに、投影ュニット の最下端部の周囲を四方か

ら囲む状態で、4つのェンコーダヘッドュニット(以下、「ヘッドュニット」と略述する) 4

6 ～46 が、それぞれ対応する移動スケール44 ～44 と交差して配置されてい
る。これらのへツドュニット46 ～46 は、図 では図面の錯綜を避ける観点から図

示が省略されているが、実際には、支持部材を介して鏡筒定盤38に吊り下げ状態で

固定されている。

００92 ヘッドュニット46 46Cは、投影ュニット の 側、 x側にそれぞれ、対応す

る移動スケール44 44Cの長手方向 (図3における 軸方向 と直交するX軸方向

を長手方向として、かつ投影光学系P の光軸A に関して対称に配置されている。



また、ヘッドュニット46 46 は、投影ュニット の 側、 側にそれぞれ、対

応する移動スケール44 4 の長手方向 (図3におけるX軸方向) と直交する 軸

方向を長手方向として、かつ投影光学系P の光軸A に関して対称に配置されてい
る。

００93 ヘッドュニット46 ～46 のそれぞれは、例えば単一のへツド、あるいはほぼ切れ

目なく配列される複数のへツドを有するものでも良いが、本実施形態では図3中に、

ヘッドュニット46C について代表的に示されるよぅに、その長手方向に沿って所定間

隔で配置された複数、例えば皿個のへツド48a～48 を有している。なお、ヘッドュ
ニット46 ～46 はそれぞれ隣接する2つのへツドが対応する移動スケール (回折格

子)から外れない間隔、換言すれば移動スケールの長手方向 (回折格子の配列方向

) と直交する方向に関する回折格子の幅と同程度以下の間隔で複数のへツドが配置

される。

００94 ヘッドュニット46 は、移動スケール44 とともに、ウェハステージWS の 位置を

計測する、ヘッド48a～48 を備えた多眼、より正確には皿眼の リニアェンコーダ5

(図6参照)を構成する。また、ヘッドュニット46 は、移動スケール44 とともに、

ウェハステージWS のX位置を計測する SのXリニアェンコーダ5 (図6参照)

を構成する。また、ヘッドュニット46Cは、移動スケール44Cとともに、ウェハステージ

WS の 位置を計測する Sの リニアェンコーダ5 C (図6参照)を構成する。ま

た、ヘッドュニット46 は、移動スケール44 とともに、ウェハステージWS のX位置

を計測する SのXリニアェンコーダ5 (図6参照)を構成する。ェンコーダ5

～5 の計測値は、主制御装置2０に供給される。なお、本実施形態では4つのへツ

ドュニット46 ～46 を鏡筒定盤38に吊り下げ支持するものとしたが、図 の露光装

置 ００が前述の如くメインフレーム部材またはレチクルベース36に対して投影ュニッ
ト を吊り下げ支持する構成である場合、例えば投影ュニット と一体にへツドュ
ニット46 ～46 を吊り下げ支持してもよいし、あるいは投影ュニット とは独立に

メインフレーム部材またはレチクルベース36から吊り下げ支持される計測フレームに

4つのへツドュニット46 ～46 を設けてもよい。

００95 また、ウェハステージWS の位置情報は、図 に示されるよぅに、ウェハステージW



S に固定された移動鏡 7 43に測定ビームを照射するウェハ干渉計システム 8に

よって、例えば ・5～ 程度の分解能で常時検出されている。ウェハ干渉計シス

テム 8はその少なくとも一部 (例えば、光源を除く光学ュニット) が、鏡筒定盤38に吊

り下げ状態で固定されている。なお、ウェハ干渉計システム 8の少なくとも一部を、

投影ュニット と一体に吊り下げ支持してもよ 、あるいは前述の計測フレームに

設けてもよい。

００96 ここで、ウェハステージWS 上には、実際には、図3に示されるよぅに、走査方向で

ある 軸方向に直交する反射面を有する 移動鏡 7 と、非走査方向であるX軸方

向に直交する反射面を有するX移動鏡 7Xとが設けられているが、図 では、これら

が代表的に移動鏡 7として示されている。

００97 前記ウェハ干渉計システム 8は、図3に示されるよぅに、ウェハ 干渉計 8 と、2

つのウェハX干渉計 8X 及び 8X と、2つのZ干渉計 8Z 8Z の5つの干渉計を

含む。これら5つの干渉計 8 8X 8X 8Z 8Z としては、ゼ一マン効果

を利用した2周波レーザを用いたマイケルソン型のへテロダイン・レーザ干渉計が用

いられている。このぅち、ウェハ 干渉計 8 としては、図3に示されるよぅに、投影光

通る 軸に平行な軸 (中心軸) に関して対称な2つの測長軸を含む複数の測長軸を

有する多軸干渉計が用いられている。

００98 ウェハX干渉計 8X は、投影光学系P の光軸A を通る、X軸に平行な測長軸に

沿って測定ビームを移動鏡 7Xに対して照射する。このウェハX干渉計 8X は、投

影ュニット の鏡筒4０の側面に固定されたX固定鏡の反射面を基準とする移動鏡

7Xの反射面の位置情報をウェハステージWS のX位置として計測する。

００99 ウェハX干渉計 8X は、アライメント系 Gの検出中心を通る、X軸に平行な測長

軸に沿って測定ビームを移動鏡 7Xに対して照射し、アライメント系 Gの側面に

固定された固定鏡の反射面を基準とする移動鏡 7Xの反射面の位置情報をウェハ

ステージWS のX位置として計測する。

０1００ また、ウェハステージWS の本体部の 側の側面には、図 及び図4に示される

よぅに、X軸方向を長手方向とする移動鏡43が、不図示のキネマティック支持機構を



介して取り付けられている。

０1０1 移動鏡43に対向して、該移動鏡43に測定ビームを照射する、干渉計システム 8

の一部を構成する一対のZ干渉計 8Z 8Z が設けられている (図3及び図4参照)

。これをさらに詳述すると、移動鏡43は、図3及び図4からわかるよぅに、X軸方向の

長さが移動鏡 7 よりも長く、長方形と等脚台形とを一体ィヒしたよぅな六角形の断面

形状を有する部材から成る。この移動鏡43の 側の面に鏡面加工が施され、図4

に示される3つの反射面43b 43a 43cが形成されている。

０1０2 反射面43aは、移動鏡43の 側の端面を構成し、㏄平面と平行に且つX軸方

向に延びている。反射面43bは、反射面43aの z側に隣接する面を構成し、㏄平

面に対して所定角度だけ図4における時計回り方向に傾斜した面と平行に且つX軸

方向に延びている。反射面43cは、反射面43aの 側に隣接する面を構成し、反

射面43aを挟んで反射面43bと対称に設けられている。

０1０3 前記Z干渉計 8Z 8Z は、図3及び図4からわかるよぅに、 干渉計 8 のX軸

方向の一側と他側にほぼ同一距離離れて、且つ 干渉計 8 より幾分低い位置に

それぞれ配置されている。

０1０4 z干渉計 8Z 8Z は、図3及び図4に示されるよぅに、 軸方向に沿って測定ビ

ーム 2をそれぞれ反射面43b 43cに投射する。本実施形態では、反射面43b

で反射された測定ビーム がほぼ垂直に入射する反射面を有する固定鏡47 、及

び反射面43cで反射された測定ビーム 2がほぼ垂直に入射する反射面を有する固

定鏡47 がそれぞれX軸方向に延設されている。

０1０5 固定鏡47 47 は、例えば鏡筒定盤38に設けられた同一の支持体 (不図示) に

支持される。なお、固定鏡47 47 を前述の計測フレームなどで支持してもよい。

０1０6 前記 干渉計 8 は、図3に示されるよぅに、投影光学系P の投影中心 (光軸A

、図 参照)を通る 軸に平行な直線から同一距離 側， x側に離れた 軸方向

の測長軸に沿って測定ビーム 4 4 を移動鏡 7 に投射し、それぞれの反射光

を受光することで、測定ビーム 4 4 の照射点におけるウェハステージWS の

軸方向の位置情報を、投影ュニ、ソト の鏡筒4０の側面に固定された 固定鏡の反

射面を基準として検出している。なお、図4では、測定ビーム 4 4 が代表的に測



定ビーム 4 として示されている。

００7 また、 干渉計 8 は、平面視で測定ビーム 4 4 のほぼ中央に位置し、かつ
側面視で測定ビーム 4 4 の 側に位置する 軸方向の測長軸に沿って測定

ビーム 3を固定鏡4 3 の反射面43a に向けて投射し、反射面43a で反射した測定ビ

ーム 3を受光することにより、移動鏡4 3 の反射面43a (すなわちウェハステージ S

) の 軸方向の位置情報を検出している。

０1０8 主制御装置2 ０は、 干渉計 8 の測定ビーム 4 4 に対応する測長軸の計測

値の平均値に基づいて移動鏡 7 、すなわちウエハテーブルW (ウェハステー

、ジW S ) の 位置を算出する。また、主制御装置2 ０は、移動鏡 7 及び移動鏡4 3

の反射面43a における 位置に基づいて、ウェハステージW S の 方向の変位 (

ピッチング量) を算出する。

００9 また、Z 干渉計 8 Z 8 Z から投射される測定ビーム 2 はそれぞれ、移動鏡

4 3 の反射面43b 43c に所定の入射角 ( ０ 2 とする) で人射し、かつ反射面43b ，4

3 c で反射されて固定鏡4 7 4 7 の反射面に垂直に入射する。そして、固定鏡4 7

，4 7 で反射された測定ビーム 2 は、再度反射面43b 43c でそれぞれ反射

されてZ 干渉計 8 Z 8 Z で受光される。

０1 1０ ここで、ウェハステージW S (すなわち移動鏡43) の 軸方向への変位 (移動量)

を o 、Z 軸方向への変位 (移動量) を とすると、Z 干渉計 8 Z 8 Z で受光さ

れる測定ビーム の光路長変ィロ A 及び測定ビーム 2の光路長変ィロ A 2は、そ

れぞれ以下の式 ( ) (2) で表される。

０1 1 1 A A o X cos A X s ( )

A o X c o AZo X s ( 2

従って、式 、(2 ) から 及び は次式 (3) (4 ) で求められる。

０1 1 2 A Z o 二 ( A 2 A ) 2 s (3)

二 ( 2 ) 2co (4 )

０1 1 3 上記の変位 A Z o A o は、Z 干渉計 8 Z 8 Z のそれぞれで求められる。このた

め、Z 干渉計 8 Z で求められる変位を o o とし、Z 干渉計 8 Z で求めら

れる変位を o o とし、測定ビーム 2のX 軸方向の距離 (間隔) を と



すると(図3参照) 、移動鏡4 3 (すなわちウェハステージWS )の z方向への変位 (

ヨ一イング量 A z、及び移動鏡4 3 (すなわちウェハステージWS の 方向へ

の変位 (口一リング量) A 6 は次式 (5) (6)で求められる。

０114 A ０z 二 ( o o ) (5)

A 二 ( A Zo Zo ) (6)

従って、主制御装置2０は、上記式 ( )～式 (6) を用いることで、Z干渉計4 3 43

の計測結果に基づいて、ウェハステージWS の4 自由度の変位 o o、A

A を算出することができる。

０115 また、上述したよぅに、主制御装置2０は、 干渉計 8 の計測結果により、ウェハス

テージWS の 軸方向の変位 A 、及びウェハステージWS の 方向の変位 (ピ

、ソチング量) a g を求めることができる。

０ 6 なお、図 では、 干渉計 8 8 及び 干渉計 8 、並びにZ干渉計 8Z ，

8Z が代表的にウェハ干渉計システム 8として示され、X軸方向位置計測用の固定

鏡と 軸方向位置計測用の固定鏡とが代表的に固定鏡5 7として図示されている。ま

た、アライメント系 G及びこれに固定された固定鏡は図 では図示が省略されてい
る。

０117 本実施形態では、ウェハX干渉計 8X とウェハ 干渉計 8 とは、ウェハの露光

動作時に用いられるェンコーダシステムのキヤリブレーションに用いられるとともに、ウ

エハX干渉計 8X とウェハ 干渉計 8 とは、アライメント系 Gによるマーク検出

時に用いられる。また、ウェハ 干渉計 8 は、ウェハステージWS の 位置の他、

方向の回転情報 (ピ、ソチング)も計測可能となっている。なお、本実施形態では、

前述のウェハ干渉計システム 8の 干渉計 8 8 及び 干渉計 8 の測定ビ

ームの反射面として、ウェハステージWS に固定される移動鏡 7X 7 を用いる

ものとしたが、これに限らず、例えばウェハステージWS の端面 (側面) を鏡面加工

して反射面 (移動鏡 7X 7 の反射面に相当) を形成しても良い。

０118 ウェハ 干渉計 8 、ウェハX干渉計 8X 及び 8X 、並びにZ干渉計 8Z 及び

8Z の計測値は、主制御装置2０に供給されるよぅになっている。

０119 また、ウェハステージWS 上には、不図示の基準マーク板が、その表面がウェハ



W と同一高さとなる状態で固定されている。この基準マーク板の表面には、少なくとも

一対のレチクルアライメント用の第 基準マークと、これらの第 基準マークに対して

既知の位置関係にあるアライメント系 Gのべ一スライン計測用の第2 基準マークな

どが形成されている。

０12０ 本実施形態の露光装置 ００では、図 では図示が省略されているが、例えば特開

平6 ０3 号公報 (対応する米国特許第5 ，448 33 2 号明細書) 等に開示され

るものと同様の照射系4 2 と受光系42b (図6 参照 ) とから成る斜入射方式の多点焦

点位置検出系が設けられている。

０12 1 また、露光装置 ００では、投影ュニット の近傍に、前述のアライメント系 G (

図 では不図示) が設けられている。このアライメント系 Gとしては、例えば、画像

処理方式のアライメントセンサ、いわゆる ( e d m a g e A gn m e n ) 系が用いられ

ている。このオフアクシス方式のアライメント系 Gは、指標中心を基準とするマーク

の位置情報を主制御装置2０に供給する。主制御装置2０は、この供給された情報と

、ウェハ干渉計システム 8 の干渉計 8 X の計測値とに基づいて、検出対象

のマーク、具体的には基準マーク板上の第2 基準マーク又はウェハ上のアライメント

マークの、干渉計 8 X で規定される座標系 (アライメント座標系 )ｱにおける位

置情報を計測する。

０12 2 次に、ェンコーダ5 ～5 の構成等について、図5 に拡大して示されるェンコー

ダ5 を代表的に採り上げて説明する。この図5 では、移動スケール4 4 に検出光

を照射するへツドュニット4 6 のへツド48a ～4 8 (図3 ) の つをへツド4 8 として示し

ている。

０12 3 ヘッド4 8 は、大別すると、照射系 64a 、光学系 64b 、及び受光系 64c の3 部分から

構成されている。

０12 4 照射系 64a は、レーザ光 を 軸及びZ 軸に対して4 5
。を成す方向に射出する

光源、例えば半導体レーザ と、該半導体レーザ から射出されるレーザ光 の

光路上に配置されたレンズ とを含む。

０12 5 光学系 64b は、その分離面が Z 平面と平行である偏光ビームスプリッタP S 、一

対の反射ミラー a R b 、レンズ 2a 2b、四分の一波長板 (以下、几 4板と記



述する) W P a WP b、及び反射ミラー 2a R2b等を備えている。

０126 受光系64c は、偏光子 (検光子)及び光検出器等を含む。

０127 このエンコーダ5 Cにおいて、半導体レーザ から射出されたレーザビーム は

レンズ を介して偏光ビームスプリッタP Sに入射し、偏光分離されて2つのビーム

となる。偏光ビームスプリッタP Sを透過したビーム は反射ミラー aを

介して移動スケール44 に形成された反射型回折格子 Gに到達し、偏光ビームス

プリッタP Sで反射されたビーム は反射ミラー bを介して反射型回折格子 G

に到達する。なお、ここで「偏光分離」とは、人射ビームをP偏光成分とS偏光成分に

分離することを意味する。

０128 ビーム の照射によって回折格子 Gから発生する所定次数の回折ビーム

、例えば 次回折ビームはそれぞれ、レンズ 2 、 2aを介して几 4板WP b WP

a により円偏光に変換された後、反射ミラー 2 、R2a により反射されて再度 几 4

板WP b WP aを通り、往路と同じ光路を逆方向に辿って偏光ビームスプリッタP

S に達する。

０129 偏光ビームスプリッタP Sに達した2つのビームは、各々その偏光方向が元の方向

に対して9０度回転している。このため、先に偏光ビームスプリッタP Sを透過したビ

ーム の 次回折ビームは、偏光ビームスプリッタP Sで反射されて受光系64c に

人射するとともに、先に偏光ビームスプリッタP Sで反射されたビーム の 次回折

ビームは、偏光ビームスプリッタP Sを透過してビーム の 次回折ビームと同軸に

合成されて受光系64c に入射する。

０13０ そして、上記2つの 次回折ビームは、受光系64c の内部で、検光子によって偏光

方向が揃えられ、相互に干渉して干渉光となり、この干渉光が光検出器によって検出

され、干渉光の強度に応じた電気信号に変換される。

０131 上記の説明からわかるように、エンコーダ5 では、干渉させる2つのビームの光路

長が極短くかつほぼ等しいため、空気揺らぎの影響がほとんど無視できる。そして、

移動スケール44C (すなわちウエハステージWS )が計測方向にの場合、 軸方向

) に移動すると、2つのビームそれぞれの位相が変ィビして干渉光の強度が変ィビする。

この干渉光の強度の変ィビが、受光系64c によって検出され、その強度変ィビに応じた



位置情報がエンコーダ5 ０C の計測値として出力される。その他のエンコーダ5 ，5

O 5 も、エンコーダ5 C と同様にして構成されている。また、前述したレチクルス

テージ用の9 つのエンコーダ2 6 ～2 6 も、エンコーダ5 C と同様の構成の回折

干渉方式のエンコーダが用いられている。各エンコーダとしては、分解能が、例えば

・ 程度のものが用いられている。

０13 2 図6 には、本実施形態の露光装置 ００のステージ制御に関連する制御系が一部省

略されてブロック図にて示されている。この図6 の制御系は、C P (中央演算処理装

置) 、 (リートオンリ・メモり) 、R (ランダム・アクセス・メモり) 等から成るいわ

ゆるマイクロコンピュータ (又はワークステーション) を含み、装置全体を統括して制御

する主制御装置2０を中心として構成されている。

０13 3 上述のようにして構成された露光装置 ００では、例えば特開昭6 号公

報及び対応する米国特許第4 ，7 8 ０6 7 号明細書などに開示されている G (エン

ハンスド・グローバル・アライメント) 方式などで行われるウエハアライメント動作時には

、上述の如く、ウエハ干渉計システム 8 の計測値に基づいて、ウエハステージW S

の位置が主制御装置2０によって管理され、ウエハアライメント動作時以外、例えば露

光動作時などには、エンコーダ5 ０ ～5 ０ の計測値に基づいて、ウエハステージW

S の位置が主制御装置2０によって管理される。なお、ウエハアライメント動作時にも

エンコーダ5 ０ ～5 ０ の計測値に基づいてウエハステージW S の位置を管理して

もよい。また、エンコーダ5 ０ ～5 ０ の計測値に基づいてウエハステージW S の位

置を管理する場合、ウエハ干渉計システム 8 の少なくとも つの計測値 (例えば、Z

軸、 及び 方向の位置情報 ) を併用してもよい。

０13 4 従って、本実施形態ではウエハアライメント動作終了後、露光開始前までの間で、

ウエハステージの位置計測に用いる位置計測系を、ウエハ干渉計システム (すな

わち、ウエハ 干渉計 8 及びウエハX干渉計 8 X ) からエンコーダ5 ０ ～5 ０ へ

切り替える、位置計測系の切り換え動作を〒う必要がある。

０13 5 以下、この位置計測系の切り換え動作について簡単に説明する。

０ 3 6 ウエハアライメントが終了した時点では、例えば、図7 に示されるように、ウエハステ

ージW S の位置は、干渉計 8 8 X 8 Z 8 Z の計測値に基
2 2

づいて、主制御



装置2０によって管理されている。そこで、ウエハアライメントの終了後、主制御装置2

は、これらの干渉計 8 8 8Z 8Z の計測値に基づいて、ウエハステ
2

ー
2

、ジWS を、ウエハステージ駆動系 27を介して 方向に駆動する。

０137 そして、図8に示されるように、干渉計 8X からの測定ビームと、干渉計 8X から

の2本の測定ビームとが同時にX移動鏡 7Xに照射される位置に、ウエハステージW

S が到達すると、主制御装置2０は、干渉計 8 の計測値に基づいて、ウエハステ

ージWS の z回転誤差 (ョ一イング誤差) (及び 回転誤差 (ピ、ソチング誤差) ) が

零となるようにウエハステージWS の姿勢を調整した後、干渉計 8X の計測値を、

そのときの干渉計 8X の計測値と同じ値にプリセットする。なお、ウエハステージ S

の z回転誤差は、Z干渉計 8Z 8Z の計測値に基づいて調整することとしても

良い。

０ 38 そのプリセット後、主制御装置2０は、干渉計 8X，、 8 の計測値の空気揺らぎ (空

気の温度揺らぎ) による短期的変動が平均ィロ効果により無視できるレベルになるまで

の所定時間その位置でウエハステージWS を停止させ、その停止時間中に取得し

た干渉計 8X の計測値の加算平均値 (停止時間中の平均値) を、Xリニアエンコー

ダ5０ 5０ の計測値として引き継ぐ。これとともに、主制御装置2０は、その停止時

間中に取得した干渉計 8 の複数軸それぞれにおける計測値の加算平均値 (停止

時間中の平均値) の平均値を、 リニアエンコーダ5０ 5０Cの計測値として引き継

ぐ。これにより、Xリニアエンコーダ5０ 5０ 、及び リニアエンコーダ5０ 5０Cの

プリセット、すなわち位置計測系の切り換え動作が完了する。以後、主制御装置2０

により、エンコーダ5０ ～5０ の計測値に基づいて、ウエハステージWS の位置が

管理されることとなる。

０139 次に、レチクルステージ用のエンコーダシステムにおけるエンコーダの切り替え (計

測値のつなぎ)動作を含む、露光のためのレチクルステージ S のスキヤン動作に

ついて説明する。

０14０ 例えば、ウエハWの 方向への移動とレチクル の 方向への移動とによる

走査露光にこではウエハWの移動方向に着 目してプラススキヤン露光と呼ぶ の場

合、図9に示される加速開始位置からレチクルステージ S の 方向への加速が



開始される。この加速開始位置では、レチクルステージ S の位置は、主制御装置2

によってエンコーダ26 26 及び26C を用いて計測されている。
2 2 2

０14 1 そして、レチクルステージ S の 方向への加速が終了した加速終了時点では

、一例として、図 ０に示されるように、レチクル の 端が照明領域 A の 端

にほぼ一致する。この直前に、ヘッド26 26 26C が、移動スケール24 24

，28にそれぞれ対向するようになる。すなわち、エンコーダ26
2

26 及
2

び26C
2

のみでなく、エンコーダ26 26 26C によっても、レチクルステージ S の位置

を計測できるようになる。

０142 そこで、主制御装置2０は、例えばエンコーダ26 26 26C によってレチクル

ステージ S の位置が計測可能になった時点から加速が終了するまでのある時点

における、エンコーダ26 26 及び26C の計測値 (所定の原点を零とするカウン
2 2 2

ト値 (スケールの読み値) ) を、エンコーダ26 26 26C の計測値としてそのまま

引き継ぐ。以後、主制御装置2０は、エンコーダ26 26 26C を用いて、レチク

ルステージ S の位置を管理する。

０143 そして、図 ０の時点からレチクルステージ S の等速移動が開始され、所定の整

定時間が経過して、照明領域 A にレチクル のパターン領域が達した時点で露

光が開始される (図 6参照)。さらに、所定時間経過後、露光が終了して (図 7参照

) 、レチクルステージ S の減速が開始され、図皿に示される位置で停止する。なお

、露光終了とほぼ同時にレチクルステージ S の減速を開始しても良い。

０144 図 ０及び図皿からわかるように、露光開始直前 (すなわち、レチクルステージ S

の位置制御に使用するエンコーダの切り替えが行われた時点 )から走査露光期間を

経て減速が終了するまでの期間、レチクルステージ S の位置は、エンコーダ26

26 26C の計測値に基づいて、主制御装置2０によって管理される。

０145 一方、ウエハWの 方向への移動とレチクル の 方向への移動とによる走

査露光 (マイナススキヤン露光) の場合には、上記プラススキヤン露光と逆に、図皿の

状態からレチクルステージ S の 方向への加速が開始され、図 ０に示される露

光終了直後の時点で、エンコーダの切り替え (計測値のつなぎ) が行われ、減速期間

中は、レチクルステージ S の位置が、エンコーダ26 26 26C の計測値に
2 2 2



基づいて、主制御装置2０によって管理される。

０146 ここで、図9、図 ０、図皿等では、エンコーダに加え、干渉計 6 6 によっても

レチクルステージ S の位置を計測している状態が示されているが、干渉計によるレ

チクルステージ S の位置計測は必ずしも行う必要が無いことは勿論である。本実

施形態において、走査露光中に得られたエンコーダ及び干渉計 6 6 の計測結

果の利用方法については後述する。

０ 47 なお、詳細説明は省略するが、レチクル 2を用いる、プラススキヤン露光及びマイ

ナススキヤン露光では、エンコーダ26 26 26C とエンコーダ26 26 26
3

C とが用いられる。この際にも、前述と同様のエンコーダの切り替え (計測値のつなぎ

) が行われ、少なくとも走査露光の期間では、レチクルステージ S の位置は、エン

コーダ26 26 26C の計測値に基づいて、主制御装置2０によって管理される

。また、主制御装置2０はエンコーダの計測値に基づいてレチクルステージ S のX

、 位置だけでなく z方向の位置 (ヨ一イング)も管理している。

０148 本実施形態の露光装置 ００では、通常のスキヤニング・ステッパと同様に、レチクル

アライメント系 3 3 (図6) 、ウエハステージWS 上の基準マーク板及びアライ

メント系 Gなどを用いて、レチクルアライメント(レチクル座標系とウエハ座標系との

対応付けを含む)及びアライメント系 Gのべ一スライン計測などの一連の作業が行

われる。これらの一連の作業中のレチクルステージ S 、ウエハステージWS の位

置制御は、干渉計 6 及び 6 、並びに干渉計 8X 8X 2 8 8Z 8Z2の

計測値に基づいて行われる。なお、レチクルアライメント、あるいはべ一スライン計測

などでも、前述したエンコーダの計測値のみ、又は干渉計とエンコーダの両方の計測

値に基づいてレチクルステージ S 、ウエハステージWS の位置制御を行ってもよ

０149 次いで、主制御装置2０により、不図示のウエハローダ (搬送装置) を用いてウエハ

ステージWS 上のウエハ交換 (ウエハステージWS 上にウエハがない場合は、ウエ

ハの口一ド) が行われ、そのウエハに対するアライメント系 Gを用いた、例えば G

方式のウエハアライメントが行われる。このウエハアライメントにより、前述したアライ

メント座標系上におけるウエハ上の複数のショット領域の配列座標が求められる。



０15０ その後、主制御装置2０により、前述した位置計測系の切り替えが行われた後、先

に計測したべ一スライン及びエンコーダ5０ ～5０ の計測値に基づいてウエハステ

ージWS の位置が管理され、かつ前述したエンコーダ26 26 及び26C の計

測値に基づいてレチクルステージ S の位置を管理しつつ、通常のスキヤニング・ス

テッパと同様の手順で、ステップ・アントスキヤン方式の露光が行われ、レチクル (

又は 2)のパターンがウエハ上の複数のショット領域にそれぞれ転写される。

０151 図 ( ) には、ウエハWの中央付近が投影ユニット の直下となる位置にウエハ

ステージWS がある状態が示され、図 ) には、ウエハWの中心と外周との中間

付近が投影ユニット の直下となる位置にウエハステージWS がある状態が示さ

れている。また、図 ( ) には、ウエハWの 側のエッジ近傍が投影ユニット の

直下となる位置にウエハステージWS がある状態が示され、図 3 ( ) には、ウエハ

Wの中心から見てX軸及び 軸に対し 。て4 5 を成す方向のエッジ近傍が投影ユニッ
ト の直下となる位置にウエハステージWS がある状態が示されている。また、図

4には、ウエハWの X側のエッジ近傍が投影ユニット の直下となる位置にウエハ

ステージWS がある状態が示されている。これら図 ( )～図 4を見ると、いずれ

の図においても、ヘッドユニット46 ～46 の各々においてその皿個のへツドの少

なくとも つ(本実施形態では つ又は2つ) が、対応する移動スケールに対向してい
ることがわかる。この事実、及びへツドユニット46 ～46 の投影光学系P の光軸

Xを中心とする上下、左右方向に関する対称配置、並びに移動スケール44 ～44

のウエハステージWS の中心に対するX軸方向及び 軸方向に関する対称配置を

総合して考えれば、次のことがわかる。すなわち、露光装置 ００では、露光動作中の

ウエハステージWS の移動範囲内のいずれの位置にウエハステージWS があって

も、ヘッドユニット46 ～46 の各々においてその皿個のへツドの少なくとも つが、

対応する移動スケールに対向し、4つのエンコーダ5 ～5 によるウエハステージ

WS のX位置及び 位置の計測を常日き〒うことができる。また、ウエハステージ S

のヨ一イング計測も可能となっている。

０152 換言すれば、前述した4つの移動スケール44 ～44 はそれぞれ長手方向に関し

て、その長さ (回折格子の形成範囲に相当) が、少なくともウエハWの全面を走査露



光するときのウェハステージWS の移動ストローク (移動範囲) の全域をカバーする (

本実施形態では全てのショット領域で、少なくとも走査露光中と、走査露光前後のウ

ェハステージWS の加減速及び同期整定の期間中とに、4つのへツドュニット46

～46 (計測ビーム) が対応する移動スケール (回折格子)から外れない、すなわち

計測不能とならない) よぅに、ウェハWの大きさ (直径) よりも長く設定されている。

０153 また、4つのへツドュニット46 ～46 も同様に、それぞれ長手方向に関して、その

長さ (回折格子の検出範囲に相当 が、少なくともウェハWの全面を走査露光すると

きのウェハステージWS の移動ストロークの全域をカバーする (すなわち、少なくとも

ウェハWの露光動作中に4つのへツドュニット46 ～46 (計測ビーム) が対応する

移動スケール (回折格子)から外れない、すなわち計測不能とならない) よぅに、その

移動ストロークと同程度以上に設定されている。なお、露光動作だけでなく他の動作

、例えばアライメント動作 (前述のウェハアライメント及びべ一スライン計測を含む)で

もェンコーダ5０ ～5０ によるウェハステージWS の位置計測を可能とするよぅに

へツドュニット46 ～46 を構成してもよい。

０154 ところで、ェンコーダの移動スケールは、使用時間の経過と共に固定位置がずれる

、あるいは熱膨張などにより回折格子のピ、ソチが部分的は又は全体的に変ィビするの

で、ェンコーダは長期安定性に欠ける。このため、その計測値に含まれる誤差が使

用時間の経過と共に大きくなるので、これをキヤリブレーションする必要がある。以下

、本実施形態の露光装置 ００で行われるェンコーダのキヤリブレーション動作につい
て説明する。

０155 まず、レチクルステージ用のェンコーダシステムを構成するェンコーダの計測値の

ゲイン誤差及びリニアリテイ誤差を補正するための第 のキヤリブレーション動作につ

いて説明する。この第 のキヤリブレーション動作は、例えばロット毎に先頭のウェハ

の露光開始前に行われる、すなわち比較的長期のインターバルで行われるので、以

下では長期キヤリブレーション動作とも呼ぶ。

０156 具体的には、主制御装置2０は、レチクル 及び 2 (のパターン領域) を照明領域

が通過する (実際には、照明領域 A をレチクル 及び 2 (のパターン領域

が横切る)範囲を、干渉計の計測値の短期変動が無視できる程度の極低速で、レチ



クルステージ S を 軸方向にスキヤンする。なお、この第 のキヤリブレーション動

作に際しては、照明領域 が照明光 で照明されるわけではないが、ここではレ

チクルステージ S の移動位置を分かり易く説明するために、「照明領域 A が通

過する」等の表現を用いている。

０157 上記のスキヤン中に、主制御装置2０は、所定のサンプリング間隔で、レチクル 干

渉計 6 及び リニアェンコーダ26 26 の計測値、並びにレチクルX干渉計 6

及び リニアェンコーダ26C の計測値を取り込み、それら計測値を不図示のメモり

に格納するとともに、 リニアェンコーダ26 及び26 の計測値とレチクル 干渉計

6 の計測値、レチクルX干渉計 6 の計測値とXリニアェンコーダ26C の計測値

について、図 5に示されるよぅなマップをそれぞれ作成する。ここで、3つのェンコー

ダ26 26 及び26C の計測値を取り込むのは、レチクル 及び 2 (のパターン

領域) を照明領域 A が通過する範囲では、これら3つのェンコーダ26 ，、26 ，及
び26C を用いてレチクルステージ S の位置が制御されることを考慮したためであ

る。

０158 図 5は、横軸が干渉計の計測値、縦軸がェンコーダの計測値とした場合の両者の

関係を曲線Cで示す線図であり、この曲線Cと理想ライン との差がェンコーダの計

測値に含まれる誤差を示す。この図 5の線図をそのままェンコーダの計測値を補正

する補正マップとすることができる。その理由は、例えば図 5における点P 、ェン

コーダの計測値がe のとき、対応する干渉計の計測値が汀であることを示すが、この

干渉計の計測値は、前述した極低速でレチクルステージ S をスキヤンしたときに得

られるものであるから、長期的な変動誤差は勿論、空気揺らぎに起因する短期的な

変動誤差も殆ど含まれず、誤差が無視できる正確な値と考えて差し支えないからで

ある。

０159 この図 5の補正マップに従って、ェンコーダ26 26 及び26C の計測値を補

正したェンコーダ26 26 及び26C の補正後の計測値と、対応する干渉計の計

測値との関係を求めると、図 5の理想ライシT に一致する。なお、ェンコーダ26C

の計測値を補正する補正マップは、レチクルステージ S を 軸方向に可動範囲内

で駆動し、その駆動中に得られたェンコーダ26C 、レチクルX干渉計 6 の計測値



に基づいて、作成しても勿論良い。

０16０ 主制御装置2０は、残りのェンコーダについても、上述のェンコーダ26 26 及

び26C と同様の手順で、干渉計 6 6 の計測値を用いて補正マップを作成する

こととしても良い。

０161 但し、上記の長期キヤリブレーション動作の他に、後述する短期キヤリブレーション

動作を併せて実行する場合には、上記の補正マップの曲線Cを、オフセット成分及び

傾斜成分の低次成分と、それ以外の高次成分とに分離して、低次成分、高次成分の

それぞれを補正マップとして持っておく、あるいは低次成分もオフセット成分と傾斜成

分とに分離してそれぞれの補正マップを、高次成分と共に持っておいても良い。ある

いは、比較的長期に渡って変動しないであろぅと予想される高次成分についての補

正マッ (補正情報) を持っておき、比較的短期に変動すると予想される低次成分の

補正情報を短期キヤリブレーション動作で取得することとしても良い。

０162 なお、上記の説明において少なくともェンコーダ26 26 の計測値の補正情報

を取得 (決定)するキヤリブレーション動作では、前述の如くレチクル 及び 2のパ

ターン領域がそれぞれ照明領域 A を横切る範囲に渡ってレチクルステージ S を

走査方向 ( 軸方向) に移動するものとしたが、レチクルステージ S の移動範囲は

これに限られるものではない。例えば、ェンコーダ26 26 の計測可能範囲 (移

動スケール24 24 の回折格子の形成範囲に対応 ) のほぼ全域、あるいはレチク

ル 2のいずれか一方を用いる走査露光時の移動範囲などとしても良い。この走

査露光時の移動範囲は、走査露光期間だけでなく、その前後の加減速期間及び同

期整定期間などの少なくとも一部を含めたレチクルステージ S の移動範囲としても

良い。また、レチクルステージ S の移動範囲は、レチクル 2を用いる走査露

光時のレチクルステージ S の移動範囲だけでなく、レチクルステージ S に設け

られる不図示の基準マークを用いる計測動作時の移動範囲をも含むものとしてよい。

この基準マークは、レチクルステージ S 上でレチクル に対して 側、及び

又はレチクル 2に対して 側に少なくとも つ設けられる。

０163 次に、例えばウェハ 枚毎に (いわゆるオーバー・ヘッド時間 (前ウェハの露光終了

から次ウェハの露光開始までの間) に) 実施される、ェンコーダ26 26 及び26



C のゲイン誤差 (ェンコーダ計測値の干渉計計測値に対するスケーリング誤差) を較

正する、第2のキヤリブレーション動作について説明する。この第2のキヤリブレーショ

ン動作は、ウェハ 枚毎などに行われる、すなわち比較的短期のインターバルで行わ

れるので、以下では短期キヤリブレーション動作とも呼ぶ。

０164 まず、主制御装置2０は、図 6に示されるよぅに、走査方向 ( 軸方向) に関して、次

の露光に用いられるレチクル (又は 2)のパターン領域の 側の端部が照明領

域 の 側の端部に一致する第 の 置 (以下では、単に第 位置とも呼ぶ

にレチクルステージ S を位置決めする。このキヤリブレーション動作に際しても、実

際には照明領域 が照明光 で照明されるわけではないが、図 6では、レチクル

ステージ S の位置を分かり易くするために、照明領域 が図示されている。

０165 そして、主制御装置2０は、この図 6に示される上記第 位置でのレチクルステージ

S の位置決め状態を所定時間継続し、その位置決め状態の継続中にェンコーダ

26 26 及び26C 、並びに干渉計 6 6 の計測値を所定のサンプリング間

隔で取得し、不図示のメモりに記憶する。

０166 次に、主制御装置2０は、レチクルステージ S を 方向に駆動して、図 7に示

されるよぅに、レチクル (又は 2)のパターン領域の 側の端部が照明領域 A

の 側の端部に一致する第2の 位置 (以下では、単に第2位置とも呼ぶ) にレチク

ルステージ S を位置決めする。そして、主制御装置2０は、この図 7に示される上

記第2位置でのレチクルステージ S の位置決め状態を所定時間継続し、その位置

決め状態の継続中にェンコーダ26 26 及び26C 、並びに干渉計 6 6 の

計測値を所定のサンプリング間隔で取得し、不図示のメモりに記憶する。

０167 そして、主制御装置2０は、上記第 及び第2位置でそれぞれメモりに記憶した計測

値 (情報) に基づき、ェンコーダ26 26 及び26C 、並びに干渉計 6 6 の

それぞれについて、上記第 及び第2位置それぞれにおける計測値の加算平均値 (

時間平均値) を算出する。そして、この算出結果に基づいて、 リニアェンコーダ26

及び26 の計測値とレチクル 干渉計 6 の計測値、及びレチクルX干渉計 6

の計測値と リニアェンコーダ26C の計測値について、図 8に示されるよぅなマップ

をそれぞれ作成する。この図 8のマップにおいて、点P 2、点P 3が、上記第 及び第



2位置それぞれにおける、空気揺らぎなどに起因する短期的変動を平均ィロ効果によ

り低減させた干渉計の計測値と、対応するェンコーダの計測値との関係を示す点で

ある。

０168 次に、主制御装置2０は、ェンコーダの計測値を干渉計の計測値を用いて補正する

補正マップの傾斜成分 (スケーリング) を、次式により算出する。

S 二 (e3 一e 2) ( 3

そして、主制御装置2０は、算出された補正マップの傾斜成分を、低次成分の補正

マップ中の傾斜成分に置き換え、その置き換え後の低次成分の補正マップと、補正

マップとして持っている高次成分とに基づいて、低次成分及び高次成分を補正する

ための新たな補正マップを作成する。

０169 なお、上記の説明では、レチクルステージ S を、露光対象のレチクル (又は

2)のパターン領域を照明領域 A が通過する範囲の両端の位置である第 位置と

第2位置の2箇所にそれぞれ位置決めし、所定の処理を行って上記の新たな補正情

報を算出するものとした。しかし、これに限らず、第 位置、第2位置の他に、これらの

位置の間の少なくとも つの位置を含む3つ以上の位置に、レチクルステージ S を

それぞれ位置決めして、上記と同様の処理を 、竹 、得られた3つ以上の点の最小二

乗近似直線を求め、その近似直線に基づいて、補正マップの傾斜成分 (スケーリング

誤差) に加えてオフセット成分を算出することとしても良い。この場合、算出された補

正マップの低次成分 (傾斜成分及びオフセット成分) と、補正マップとして持ってレ巧

高次成分とに基づいて、低次成分及び高次成分を補正するための新たな補正マッ
プを作成すれば良い。また、レチクルステージ S を位置決めする第 及び第2位置

は、走査方向に関してレチクルのパターン領域の全体が照明領域 を横切るため

のレチクルステージ S の移動範囲の両端に対応するものとしたが、これに限らず、

例えばレチクル 2のいずれか一方を用いる走査露光時にレチクルステージ S

が実際に移動される範囲 (走査露光前後の加減速期間及び同期整定期間をも含

めた移動範囲) に対応するものとしても良い。さらに、第 及び第2位置によって規定

される走査方向の移動範囲は、レチクルのパターン領域の全体が照明領域 A を横

切るためのレチクルステージ S の移動範囲と少なくとも一部がずれていても良いが



、少なくともその移動範囲を含むことが好ま 、。また、レチクルステージ S の移動

範囲は、前述した基準マークを用いる計測動作時の移動範囲をも含むものとしてよ

０17０ 次に、ウェハ 枚毎 (いわゆるオーバー・ヘッド時間) に実施される、ェンコーダ26

26 及び26C のゲイン誤差 (ェンコーダ計測値の干渉計計測値に対するスケー

リング誤差及びオフセット) 、すなわち前述の補正マップの低次成分を更新する、第3

のキヤリブレーション動作について説明する。この第3のキヤリブレーション動作も、前

述と同様の理由により、以下では、短期キヤリブレーション動作とも呼ぶ。

０171 まず、主制御装置2０は、この第3のキヤリブレーション動作の実施によって露光装

置 ００のスループ、ソトが低下しても、スループ、ソトを許容範囲内に維持できる程度の

低速で、次の露光に用いられるレチクル (又は 2)のパターン領域を照明領域

が通過する所定範囲内で、レチクルステージ S を 軸方向に駆動する。そして、

その駆動中に干渉計 6 6 及びェンコーダ26 26 及び26C を用いてレチ

クルステージ S の位置情報を所定のサンプリング間隔で取得し、不図示のメモりに

記憶する。なお、この第3のキヤリブレーション動作に際しても、照明領域 A が照明

光 で照明されることはないが、前述と同様の理由で、「照明領域 が通過する」

等の表現を用いている。また、レチクルステージ S の移動範囲は、前述した第2の

キヤリブレーション動作で説明した範囲と同一である。但し、この第3のキヤリブレーシ

ョン動作ではその移動範囲の両端でレチクルステージ S の位置決めを行ぅ必要は

ない。

０172 次いで、主制御装置2０は、前述と同様に、 リニアェンコーダ26 及び26 の計

測値とレチクル 干渉計 6 の計測値、レチクルX干渉計 6 の計測値とXリニアェ
ンコーダ26C の計測値について、図 9 中に示される曲線 のよぅな曲線を、それ

ぞれ作成する。なお、図 9において、符号 は、レチクル (又は 2)のパターン

領域を照明領域 A が通過する所定範囲、すなわち露光区間を示す。

０173 次に、主制御装置2０は、その曲線 の最小二乗近似直線 を求め、この近似直

線 の理想直線 に対するオフセットドリフトO 、スケーリングドリフトS を求める

。そして求めたオフセットドリフト(オフセット誤差) 、スケーリングドリフト(傾斜誤差) を



用いて、予めマップとして持っていた低次成分の補正マップを更新する。そして、この

補正後の低次成分の補正マップと、予めマップとして持っている高次成分の補正マッ
プとに基づいて、低次成分及び高次成分を補正するための新たな補正マップを作成

する。

０174 なお、第3のキヤリブレーション動作におけるレチクルステージ S の移動範囲は、

レチクルのパターン領域の全体が照明領域 A を横切るための所定範囲 (露光区間

に対応 ) と少なくとも一部がずれていても良いが、少なくともその所定範囲を含む

ことが好ましく、例えばレチクル 2のいずれか一方を用いる走査露光時にレチ

クルステージ S が実際に移動される範囲 (走査露光前後の加減速期間及び同期

整定期間をも含めた移動範囲) としても良い。また、レチクルステージ S の移動範

囲は、前述した基準マークを用いる計測動作時の移動範囲をも含むものとしてよい。

０175 なお、露光装置 ００では、露光動作時のウェハステージWS の位置制御に用レち
れるェンコーダ5 ～5 の長期キヤリブレーション動作、短期キヤリブレーション動

作が、主制御装置2０によって、前述の第 ～第3のキヤリブレーション動作と同様の

手法で行われる。但し、ウェハステージWS の移動は2次元面内で行われる。この

場合、ウェハ 干渉計 8 及びウェハX干渉計 8X で規定される直交座標系上で

ウェハステージWS を駆動して、Xリニアェンコーダ5 5 の計測値の誤差の

分布を基にした補正マップ、 リニアェンコーダ5 5 Cの計測値の誤差の分布を

基にした補正マップが求められる。このとき、 リニアェンコーダ5 5 Cは、移動

スケール44 44Cの回折格子の配列方向、及び長手方向が共に 軸方向であり、

ヘッドュニット46 46Cの長手方向 (ヘッドの配列方向) がX軸方向である。

０176 次に、本実施形態の露光装置 ００で行われるェンコーダ5 ～5 の長期キヤリ

ブレーション動作 (第 のキヤリブレーション動作) 、すなわちウェハステージWS の

移動スケールの格子ピ、ソチの補正情報及び格子変形の補正情報の取得動作につい
て、図2０に基づいて説明する。

０177 この図2０において、 干渉計 8 からの測定ビーム 4 4 は、投影光学系P

の光軸を通る、 軸と平行な直線 (ヘッドュニット46 及びへツドュニット46 の複数

のへツドの中心を結んだ直線に一致) に関して対称に配置され、 干渉計 8 の実



質的な測長軸は、投影光学系P の光軸を通る、 軸と平行な直線に一致する。この

ため、 干渉計 8 によれば、アッベ誤差なくウェハステージWS の 位置を計測

することができる。同様に、X干渉計 8X からの測定ビームは、投影光学系P の光

軸を通る、X軸と平行な直線 (ヘッドュニット46 及びへツドュニット46C の複数のへ
、ソドの中心を結んだ直線に一致)ｱに配置され、X干渉計 8X の測長軸は、投影光

学系P の光軸を通る、X軸と平行な直線に一致する。このため、X干渉計 8X によ

れば、露光時などにアッベ誤差なくウェハステージWS のX位置を計測することがで

きる。

０178 ここで、一例として、以ケールの格子線の変形 (格子線の曲がり) の補正情報と、

スケールの格子ピ、ソチの補正情報との取得動作について説明する。ここでは、説明

を簡単にするために、移動鏡 7Xの反射面は、理想的な平面であるものとする。

０179 まず、主制御装置2０は、 干渉計 8 、X干渉計 8X 及びZ干渉計 8Z 8Z

の計測値に基づいてウェハステージWS を駆動し、図2０に示されるよぅに、移動ス

ケール44 44C がそれぞれ対応するへツドュニット46 46C (少なくとも つのへ
、ソド) の直下に配置され、かつ移動スケール (回折格子) 44 44Cの 側の一端

がそれぞれ対応するへツドュニット46 46C と一致する位置に、ウェハステージW

S を位置決めする。

０18０ 次に、主制御装置2０は、 干渉計 8 の計測値の短期変動が無視できる程度の

低速で、且つX干渉計 8X の計測値を所定値に固定しつつ、 干渉計 8 及びZ

干渉計 8Z 8Z の計測値に基づいて、ピ、ソチング量、ローリング量及びョ一イング

量を全て零に維持しながら、図2０中に矢印 で示されるよぅに、例えば移動スケール

44 44Cの他端 ( 側の一端) がそれぞれ対応するへツドュニット46 46C と

一致するまでウェハステージWS を 方向に移動させる。この移動中に、主制御

装置2０は、 リニアェンコーダ5 5 Cの計測値と 干渉計 8 の計測値 (測定

ビーム 4 4 による計狽 ィ直) とを、所定のサンプリング間隔で取り込み、その取り込

んだ計測値に基づいて リニアェンコーダ5 5 Cの計測値と 干渉計 8 の計

測値との関係を求める。すなわち、主制御装置2０は、ウェハステージWS の移動に

伴ってへツドュニット46 及び46C に順次対向して配置される移動スケール44 及



び44C の格子ピ、ソチ (隣接する格子線の間隔)及び該格子ピッチの補正情報を求め

る。この格子ピッチの補正情報は、例えば、横軸が干渉計の計測値、縦軸がェンコー

ダの計測値とした場合の両者の関係を曲線で示す補正マップなどとして求めることが

できる。この場合の 干渉計 8 の計測値は、前述した極低速でウェハステージWS

をスキヤンしたときに得られるものであるから、長期的な変動誤差は勿論、空気揺ら

ぎなどに起因する短期的な変動誤差も殆ど含まれず、誤差が無視できる正確な値と

考えて差し支えない。ここでは、移動スケール44 44Cの両端が対応するへツドュ
ニット46 46Cを横切る範囲に渡ってウェハステージWS を 軸方向に駆動する

ものとしたが、これに限らず、例えばウェハの露光動作時にウェハステージWS が

移動される 軸方向の範囲でウェハステージWS を駆動しても良い。

０181 また、主制御装置2０は、ウェハステージWS の移動中に、その移動に伴って移動

スケール44 44 に順次対向して配置されるへツドュニット46 及び46 の複数

のへツドから得られる計測値 (Xリニアェンコーダ5０及び5０ の計測ィ直) を統計的

に処理、例えば平均する (又は重み付け平均するにとで、その複数のへツドに順次

対向した格子線の変形 (曲がり) の補正情報をも求めている。これは、移動鏡 7Xの

反射面が理想的な平面である場合には、ウェハステージWS を 方向に送って

いく過程で、繰り返し同じぶれパターンが出現する筈であるから、複数のへツドで取

得した計測データを平均ィロ等すれば、その複数のへツドに順次対向した移動スケー

ル44 44 の格子線の変形 (曲がり) の補正情報を正確に求めることができるから

である。

０182 なお、移動鏡 7Xの反射面が理想的な平面でない場合には、予めその反射面の

凹凸 (曲がり) を計測してその曲がりの補正データを求めておく。そして、上述のウェ
ハステージWS の 方向への移動の際に、X干渉計 8X の計測値を所定値に

固定する代わりに、その補正データに基づいて、ウェハステージWS のX位置を制

御することで、ウェハステージWS を正確に 軸方向に移動させることとすれば良い
。このよぅにすれば、上記と全く同様に、移動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの補

正情報及び移動スケール44 44 の格子線の変形 (曲がり の補正情報を得ること

ができる。なお、ヘッドュニット46 及び46 の複数のへツドで取得した計測データ



は、移動鏡 7Xの反射面の異なる部位基準での複数のデータであり、いずれのへツ

ドも同一の格子線の変形 (曲がり) を計測しているのであるから、上記の平均化等によ

って、反射面の曲がり補正残差が平均ィビされて真の値に近づく(換言すれば、複数

のへツドで取得した計測データ(格子線の曲がり情報) を平均ィビすることで、曲がり残

差の影響を薄めることができる) れづ付随的な効果もある。

０183 なお、Xリニアェンコーダ5 5 は、移動スケール44 44 の回折格子の配

列方向及び長手方向、並びにへツドュニット46 6 の長手方向 (ヘッドの配列方

向) がいずれも リニアェンコーダ5０ 5 CとX軸及び 軸方向が逆であるだけな

ので、 スケールの格子線の変形 (格子線の曲がり) の補正情報、及び移動スケール

5 5 の格子ピ、ソチの補正情報の取得動作 (第 のキヤリブレーション動作) に

際しては、上述の補正の場合と、X軸方向と 軸方向とを入れ替えた処理を行えば良

いので詳細説明は省略する。

０184 このよぅにして、主制御装置2０は、所定のタイミング毎、例えばロット毎などに、移動

スケール44 44Cの格子ピ、ソチの補正情報及び移動スケール44 44 の格子

線の変形 (曲がり) の補正情報、並びに移動スケール44 44 の格子ピ、ソチの補正

情報及び移動スケール44 44Cの格子線の変形 (曲がり) の補正情報を得る。

０185 そして、ロット内のウェハの露光処理中などには、主制御装置2０は、ヘッドュニット

46 46Cから得られる計測値 (すなわち、ェンコーダ5０ 5０Cの計測ィ直) を、移

動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの補正情報及び格子線の変形 (曲がり) の補正

情報に基づいて補正しながら、ウェハステージWS の 軸方向の位置制御を行ぅ。

これにより、移動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの経時的な変ィロ及び格子線の曲

がりの影響を受けることなく、リニアェンコーダ5０ 5０Cを用いて、ウェハステージ

WS の 軸方向の位置制御を精度良く行なぅことが可能となる。

０186 また、ロット内のウェハの露光処理中などには、主制御装置2０は、ヘッドュニット46

，46 から得られる計測値 (すなわち、ェンコーダ5０ 5０ の計測ィ直) を、移動ス

ケール44 44 の格子ピ、ソチの補正情報及び格子線の変形 (曲がり) の補正情報

に基づいて補正しながら、ウェハステージWS のX軸方向の位置制御を行ぅ。これ

により、移動スケール44 44 の格子ピ、ソチの経時的な変ィロ及び格子線の曲がり



の影響を受けることなく、リニアエンコーダ5 5 を用いて、ウエハステージWS

のX軸方向の位置制御を精度良く行なうことが可能となる。

０187 なお、上述の説明では、移動スケール44 ～44 のいずれについても、格子ピッ

チ、及び格子線曲がりの補正情報の取得を〒うものとしたが、これに限らず、移動ス

ケール44 44C及び移動スケール44 44 のいずれかについてのみ、格子ピッ
チ及び格子線曲がりの補正情報の取得を行っても良いし、移動スケール44 44C

及び移動スケール44 44 の両者について、格子ピ、ソチ、格子線曲がりのいずれ

かについての補正情報のみを取得しても良い。

０188 なお、詳細説明は省略するが、露光動作時のウエハステージWS の位置制御に

用いられるエンコーダ5 ～5 の短期キヤリブレーション動作 (第2，第3のキヤリレ

ーション動作) についても、上記長期キヤリブレーション動作 (第 のキヤリブレーショ

ン動作) に準じて行われる。

０189 そして、ステップ・アントスキヤン方式の露光動作の際に、前述の如く主制御装置2

によってエンコーダ26 26 26C の計測値及びその補正マップに基づいてレ

チクルステージ S の位置制御が行われるとともに、エンコーダ5 ～5 の計測

値及びその補正マップに基づいてウエハステージWS の位置制御が行われる。

０19０ また、本実施形態の露光装置 ００では、レチクルステージ S 上にレチクル 比
レチクル 2とを同時に載置可能である。このため、主制御装置2０は、レチクル 比
レチクル 2とについて、レチクルアライメントを行っておくことで、レチクルステージ

S に対するレチクル交換の動作を〒うことなく、エンコーダ26 26 26C の計

測値に基づいてレチクルステージ S を移動させるだけで、レチクル とレチクル

2とを用いて、例えば二重露光を〒うことができる。

０191 なお、本実施形態で用いられる各エンコーダとしては、上述した回折干渉方式に限

らず、いわゆるピ、ソクアップ方式など種々の方式のものを用いることができ、例えば米

国特許第6，639 686 号明細書などに開示されるいわゆるスキヤンエンコーダなど

を用いることができる。

０192 以上詳細に説明したように、本実施形態に係る露光装置 ００によると、主制御装置

2０により、例えばエンコーダ26 26 26C などの較正動作が実行される。すな



わち、ェンコーダ26 26 26C などに比べて計測値のリニアリティ及び長期安

定性が優れる干渉計 6 6 の計測値を用いて、当該干渉計 6 6 に比べて

計測値の短期安定性が優れるェンコーダ26 26 26C などの計測値を補正す

る補正情報が取得される。そして、主制御装置2０は走査露光時などに、ェンコーダ2

6 26 26C の計測値と前記補正情報とに基づいてレチクルステージ S を駆

動する。

０ 93 従って、補正情報を用いて補正されたェンコーダ26 26 26C の計測値、す

なわち短期安定性は勿論、リニアリティ及び長期安定性も良好なレチクルステージ

S の位置情報に基づいて、レチクルステージ S を精度良く駆動することができる

０194 また、本実施形態の露光装置 ００によると、前述した長期キヤリブレーションにより、

ェンコーダ26 26 に比べて計測値のリニアリティ及び長期安定性が優れる干渉

計 6 の計測値を用いて、その干渉計 6 に比べて計測値の短期安定性が優れる

ェンコーダ26 26 の計測値を補正する補正情報が取得される。そして、主制御

装置2０はパターン転写時などに、ェンコーダ26 ，，26 ，の計測値と前記補正情報

とに基づいてレチクルステージ S の移動を制御する。従って、補正情報を用いて

補正されたェンコーダ26A 26 の計測値、すなわち短期安定性は勿論、リニアリ

ティ及び長期安定性も良好なレチクルステージ S の走査方向の位置情報に基づ

いて、レチクルステージ S の走査方向の移動を精度良く制御することが可能にな

る。

０195 また、本実施形態の露光装置 ００によると、前述したいずれかの短期キヤリブレー

ションにより、ェンコーダ26 26 に比べて計測値のリニアリティ及び長期安定性

が優れる干渉計 6 と、その干渉計 6 に比べて計測値の短期安定性が優れるェン

コーダ26 26 の計測値との関係を示すマップ情報の低次成分 (スケーリング誤

差、又はスケーリング誤差及びスケーリングオフセット) を補正するための補正情報が

取得される。そして、主制御装置2０はパターン転写時などに、ェンコーダ26 26

の計測値と、上記補正情報を用いて低次成分が補正されたマップ情報とに基づい
てレチクルステージ S の移動を制御する。



０196 また、露光装置 ００によると、主制御装置2０により、例えばェンコーダ5０ ～5０

の較正動作が、上述のェンコーダ26 26 の較正動作と同様にして実行される。

すなわち、干渉計 8X に比べて計測値の短期安定性が優れるェンコーダ5０

～5０ の計測値を、ェンコーダ5０ ～5０ に比べて計測値のリニアリティ及び長

期安定性が優れる干渉計 8X の計測値を用いて補正する補正情報が取得さ

れる。そして、主制御装置2０は走査露光時、及びショット領域間のステップ移動時な

どに、ェンコーダ5０ ～5０ の計測値と前記補正情報とに基づいてウェハステージ

WS を駆動する。

０197 従って、補正情報を用いて補正されたェンコーダ5０ ～5０ の計測値、すなわち

短期安定性は勿論、リニアリティ及び長期安定性も良好なウェハステージWS のX

軸及び 軸方向に関する位置情報に基づいて、ウェハステージWS をX軸及び

軸方向のいずれであっても精度良く駆動することができる。

０198 従って、本実施形態の露光装置 ００では、ウェハ上の各ショット領域に対する走査

露光の際に、主制御装置2０は、ェンコーダ26 ，，26 ，、26C ，、及びェンコーダ5０

～5０ )の計測値に基づいて、レチクル 又は 2 (レチクルステージ S )とウェ
ハW (ウェハステージWS )を走査方向 ( 軸方向) に沿って精度良く駆動することが

可能であるとともに、非走査方向 (X軸方向) に関するレチクル 又は 2 (レチクルス

テージ S )とウェハW (ウェハステージWS )との高精度な位置決め (アライメント)

も可能となる。これにより、ウェハW上の複数のショット領域にレチクル (又は 2)

のパターンを精度良く形成することが可能になる。

０199 なお、本実施形態の露光装置 ００において、主制御装置2０は露光動作とは別に

レチクルステージ S を移動して得られるェンコーダ及び干渉計の計測値に基づい
て、ェンコーダの計測値の補正情報を更新するものとしたが、例えば露光動作時に

おけるレチクルステージ S の移動中に得られるェンコーダ及び干渉計の計測値を

用いて補正情報を更新してもよい。すなわち、ウェハW上の複数のショット領域にレ

チクル (又は 2)のパターンを順次転写するステップ・アントスキヤン方式の露光

動作を行ぅ際に、例えば各ショット領域の走査露光中、レチクルステージ S の位置

を、ェンコーダの計測値及びその補正情報に基づいて制御し、その制御 (ウェハの



露光動作) と並行して、干渉計及びェンコーダの計測値を蓄積し、この蓄積した計測

値に基づいて、次のウェハの露光に先立って補正情報 (例えば、図2 に示される、

干渉計の計測値とェンコーダの計測値との関係を示すマップ情報)を較正する、ェン

コーダの計測誤差の逐次キヤリブレーションを実行することとしても良い。

０2００ 図2 において、符号C2は、蓄積されたデータの平均値を示し、この平均値のデー

タは、干渉計の計測値の短期変動 (空気揺らぎなどに起因する計測値の変動) が平

均化されている。この場合、走査露光中のデータを全てのショット領域について蓄積

する必要はなく、干渉計の計測値の短期変動を平均ィビするに足る数のショット領域

について走査露光中のデータを蓄積するだけでも良い。図2 において、符号 は

、図 9と同様の露光区間を示す。

０2０1 この場合においても、次のウェハに対するステップ・アントスキヤン方式の露光に

際して、各ショット領域の走査露光時 (パターン転写時)のレチクルステージ S の移

動を、補正情報 (例えば図2 のマップ情報)を用いて補正されたェンコーダの計測

値、すなわち短期安定性は勿論、リニアリテイ及び長期安定性も良好なレチクルステ

ージの位置情報に基づいて、精度良く制御することが可能になる。これにより、レチク

ル (又は 2) に形成されたパターンを走査露光によりそのウェハ上の複数のショッ
ト領域に精度良く転写することが可能になる。なお、このキヤリブレーションは リニア

ェンコーダだけでなくXリニアェンコーダに対して行っても良いし、さらにはウェハステ

ージのェンコーダシステム (ェンコーダ5 ～5 ) に対して行っても良い。

０2０2 なお、上記実施形態の露光装置 ００では、移動スケールの格子ピ、ソチの補正情報

及び格子線の曲がりの補正情報を次に説明する変形例に係る方法によって取得し

ても良い。

０2０3 ここでは、移動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの補正情報の取得動作及び移動

スケール44 44 の格子線の変形 (格子線の曲がり)の補正情報の取得動作につ

いて説明する。また、説明を簡単にするために、移動鏡 7Xの反射面は、理想的な

平面であるものとする。

０2０4 まず、主制御装置2０は、 干渉計 8 の計測値を所定値に固定しつつ、 干渉

計 8 及びZ干渉計 8Z 8Z の計測値に基づいて、ピ、ソチング量、ローリング量



及びョ一イング量を全て零に維持しながら、例えば前述したストローク範囲で図22中

に矢印 で示される 方向にウェハステージWS を移動させる。この移動中に、主

制御装置2０は、ェンコーダ5０ 5０Cの計測値、及び 干渉計 8 の計測値 (測定

ビーム 4 4 による計狽 ィ直)を、所定のサンプリング間隔で内部メモりに取り込む。

この場合、ェンコーダ5０Cの計測値は、移動スケール44Cと対向する、投影光学系

P の光軸を通る 軸に平行な直線 から X方向に距離aの位置にある図22中に

丸で囲んで示されるへツドュニット46Cのへツド48 か湖尋られる。また、ェンコーダ5

O の計測値は、移動スケール44 と対向する、直線 から 方向に距離bの位

置にある図22中に丸で囲んで示されるへツドュニット46 のへツド48eから得られる。

０2０5 次に、主制御装置2０は、X干渉計 8X の計測値に基づいてウェハステージWS

を X方向に所定距離移動させた後、 干渉計 8 の計測値に基づいて図22中に

矢印 で示される 方向に所定距離移動させた位置で停止させる。

０2０6 そして、主制御装置2０は、X干渉計 8X，の計測値を所定値に固定しつつ、 干渉

計 8 及びZ干渉計 8Z 8Z の計測値に基づいて、ピ、ソチング量及び口一リング

量を零、かつョ一イング量を極力零に維持しながら、例えば前述のストローク範囲で

図23中に矢印 で示される 方向にウェハステージWS を移動させる。この移動

中に、主制御装置2０は、ェンコーダ5 5 Cの計測値、及び 干渉計 8 の計

測値 (測定ビーム 4 4 による計狽 ィ直)を、所定のサンプリング間隔で内部メモりに

取り込む。この場合、ェンコーダ5 Cの計測値は、移動スケール44Cと対向する、直

線 から X方向に距離bの位置にある図23中に丸で囲んで示されるへツドュニッ
ト46Cのへツド48eから得られる。また、ェンコーダ5 の計測値は、移動スケール4

4 と対向する、直線 から 方向に距離aの位置にある図23中に丸で囲んで示

されるへツドュニット46 のへツド48 から得られる。

０2０7 しかるに、各ヘッドのX 座標系上の位置は既知であるから、上述の2回の動作で

得られたサンプリング値を用いて連立方程式を立て、この連立方程式を解くことで、

移動スケール44C 44 の格子ピ、ソチの補正情報 (例えば補正マッ )を、それぞれ

独立に求めることができる。

０2０8 なお、移動鏡 7Xの反射面が理想的な平面でない場合には、予めその反射面の



凹凸(曲がり)を計測してその曲がりの補正データを求めておく。そして、上述の図22

、図23に示されるウェハステージWS の 方向への移動の際に、X干渉計 8X

の計測値を所定値に固定する代わりに、その補正データに基づいてウェハステージ

WS のX位置を制御することで、ウェハステージWS を正確に 軸方向に移動させ
ることとすれば良い。

０2０9 上述のよぅにして、移動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの補正情報 (例えば補正

マッ をそれぞれ求めた後に、主制御装置2０は、例えば図24に示されるよぅに、ウ

ェハステージWS を、上述の図22等の場合と同様の手順で、 方向に移動させ
る。この場合、移動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの補正情報の取得の際とは異

なり、移動スケール44 及び44 にそれぞれ対向している、図24 中に丸で囲んで示

されるへツドュニット46 のへツド48 及びへツドュニット46 のへツド48 はX干渉計

8X の測長軸上から外れている。このため、空気揺らぎに起因して干渉計によって

計測されるウェハステージWS の見かけ上のョ一イング量の影響が誤差 (以下、ョ

一イング起因誤差と略述する) として、ェンコーダ5０及び5０ (ヘッドュニット46

のへツド48 及びへツドュニット46 のへツド48 )の計測値に含まれてしまぅ。しかる

に、この場合、ェンコーダ5０ 5０C (移動スケール44 44Cとそれぞれ対向する

、図24 中に丸で囲んで示されるへツドュニット46 のへツド48 及びへツドュニット4

6Cのへツド48 )を用いて、上述の空気揺らぎに起因して干渉計によって計測される

ウェハステージWS の見かけ上のョ一イング量を計測できる。すなわち、主制御装

置2０は、先に求められている移動スケール44C 44 の格子ピ、ソチの補正情報を用

いてェンコーダ5０ 5０Cの計測値を補正しつつ、その補正された計測値に基づい
て上述したウェハステージWS の見かけ上のョ一イング量を求めることができる。そ

して、主制御装置2０は、その求めた見かけ上のョ一イング量を用いて、上述のョ一イ

ング起因誤差を補正することができる。

０2 1０ 主制御装置2０は、ウェハステージWS の 方向への移動中に、上述のよぅにし

てョ一イング起因誤差を補正しながら、移動スケール44 44 に順次対向して配

置されるへツドュニット46 及び46 の複数のへ、ソドから得られる計測値を所定のサ

ンプリング間隔で内部メモりに取り込む。そして、主制御装置2０は、前述と同様の理



由で、内部メモりに取り込んだ計測値を統計的に処理、例えば平均する (又は重み付

け平均するにとで、移動スケール44 44 の格子線の変形 (曲がり)の補正情報を

も求める。

０2 11 また、いわゆる正逆差を考慮して、ウェハステージWS を図22、図23及び図24 中

に矢印 で示される 方向に駆動して、移動スケール44 44Cの格子ピ、ソチの

補正情報 (例えば補正マッ ) 、及び 又は移動スケール44 44 の格子線の変

形 (曲がり)の補正情報を求める場合にも、上述と同様の処理を行えば良い。

０2 12 一方、移動スケール44 44Cの格子線の変形 (曲がり)の補正情報と、移動スケ

ール44 44 の格子ピ、ソチの補正情報との取得に際しては、主制御装置2０は、上

述の場合と、X軸方向と 軸方向とを入れ替えた処理を行ぅが、かかる詳細説明につ

いては省略する。

０2 13 なお、各スケール (回折格子) には幅があるので、その幅方向に関して、例えば左

右中央の3つのラインに沿って、上述の格子ピ、ソチの補正情報を取得し、格子曲がり

については代表的な格子線を取り上げて曲がり計測をすれば足りる。このよぅにする

ことが、精度及び作業性の点からは好ま 、。

０2 14 以上説明した変形例に係る方法によると、スケールの格子ピ、ソチの補正情報の取

得及び 又はスケールの格子線の変形 (格子線の曲がり)の補正情報の取得に際し

て、ウェハステージWS を必ずしも極低速で移動させる必要がないので、それらの

補正情報の取得動作を短時間で行ぅことが可能になる。

０2 15 次に、図25、図26を参照してウェハステージ用のェンコーダシステムの変形例に

ついて説明する。なお、図25、図26は図3との差異がェンコーダシステムの構成の

みであるので、以下では図3と同一若しくは同等の作用、機能の構成部分には同一

の符号を付すとともにその説明を省略する。

０2 16 図25に示されるよぅに、ウェハステージWS の上面には、互いに長手方向が直交

し、かつそれぞれ 軸及びX軸方向を長手方向とする2つの移動スケール52 52

が 字状に固定されている。2つの移動スケール52 5 は、その表面に長手方

向と直交する方向を周期方向とする反射型の回折格子が形成されている。

０2 17 また、ヘッドュニット46 と、一対のへツドュニット46 46 とはそれぞれ対応す



る移動スケール52 52 と交差して配置され、不図示の支持部材を介して鏡筒定

盤38に吊り下げ状態で固定されている。ヘッドュニット46 は、移動スケール の

の配列方向) として、投影光学系P の光軸 Xを通るX軸に平行な軸 (中心軸)ｱに

配置されるとともに、移動スケール と共にウェハステージWS のX軸方向の位

置情報を計測するXリニアェンコーダ56 を構成する。一対のへツドュニット46 、4

6 はそれぞれ移動スケール の長手方向 (X軸方向) と直交する 軸方向 (回折

格子の周期方向)を長手方向 (ヘッドの配列方向) とし、投影光学系P の光軸A を

通る 軸に平行な軸 (中心軸) に関して対称に配置されるとともに、移動スケール52

と共にウェハステージWS の 軸方向の2つの位置情報を計測する リニアェンコ

ーダ56 を構成する。

０2 18 さらに、2つのリニアェンコーダ56 56 の計測値は主制御装置2０に供給され、

主制御装置2０はX軸及び 軸方向の位置情報と z方向の回転情報とに基づき、ウ

ェハステージ駆動系 27を介してウェハステージWS の位置制御を行ぅ。これにより、

上記実施形態と全く同様に、高精度なウェハステージWS の2次元駆動が可能とな

る。

０2 19 図26は、ウェハステージ用のェンコーダシステムの別の変形例を示す図であり、図

25との差異は前述した一組のリニアェンコーダ56 56 とは別に、もぅ一組のリニ

アェンコーダ56C 56 を設けた点のみである。図26に示されるよぅに、ウェハステ

ージWS の上面には、互いに長手方向が直交し、かつそれぞれ 軸及びX軸方向

を長手方向とする2つの移動スケール52C 2 が 字状に固定されている。2つの

移動スケール52C 2 は、その表面に長手方向と直交する方向を周期方向とする

反射型の回折格子が形成されるとともに、ウェハステージWS の中心に関して移動

スケール52 5 と対称に配置されている。

０22０ また、ヘッドュニット46Cと、一対のへツドュニット46 46 とはそれぞれ対応す

る移動スケール52C 2 と交差して配置され、不図示の支持部材を介して鏡筒定

盤38に吊り下げ状態で固定されている。ヘッドュニット46Cは、移動スケール52C の



の配列方向) として、投影光学系P の光軸 Xに関して前述のへツドュニット46 と

対称に配置される (すなわち、前述した光軸A を通るX軸に平行な軸 (中心軸)ｱに

配置される) とともに、移動スケール52C と共にウェハステージWS のX軸方向の位

置情報を計測するXリニアェンコーダ56C を構成する。一対のへツドュニット46 、4

6 はそれぞれ移動スケール52 の長手方向 (X軸方向) と直交する 軸方向 (回折

格子の周期方向)を長手方向 (ヘッドの配列方向) とし、投影光学系P の光軸A に

関して前述のへツドュニット46 46 と対称に配置される (すなわち、前述した光

軸 Xを通る 軸に平行な軸 (中心軸) に関して対称に配置される) とともに、移動スケ

ール と共にウェハステージWS の 軸方向の2つの位置情報を計測する リニ

アェンコーダ56 を構成する。

０22 1 さらに、4つのリニアェンコーダ56 ～S6 の計測値は主制御装置2０に供給され、

主制御装置2０はX軸及び 軸方向の位置情報と z方向の回転情報とに基づき、ウ

ェハステージ駆動系27を介してウェハステージWS の位置制御を行ぅ。これにより、

上記実施形態と全く同様に、高精度なウェハステージWS の2次元駆動が可能とな

る。なお、図26のェンコーダシステムは4つのリニアェンコーダ56 ～56 を有して

いるので、図25のェンコーダシステムに比べてへツドュニットを投影光学系P に近

接して配置しなくても、ウェハの露光動作時におけるウェハステージWS の位置に

よらず、常に4つのリニアェンコーダ56 ～56 の少なくとも3つからそれぞれウェハ

ステージWS の位置情報 (X軸及び 軸方向の位置情報と z方向の回転情報)を

得ることができる。また、図26のェンコーダシステムは リニアェンコーダ56 6

がそれぞれ2つのへツドュニットを有するものとしたが、これに限らず、例えば つのへ
、ソドュニットのみを有するものとしても良い。

０222 ここで、前述のウェハX干渉計 8X は投影光学系P の光軸 Xを通るX軸に平行

な軸 (中心軸) に一致する測長軸 (図中の実線に対応)を含む少なくとも つの測長

軸を有している。そして、図25及び図26に示されるェンコーダシステムにおいて、X

リニアェンコーダ56 (及び56C) はへツドュニット46 (及び46C) の計測軸 (ヘッド

の配列方向) がその中心軸けエハX干渉計 8X のX計測における測長軸) と一致し

て配置される。また、前述のウェハ 干渉計 8 は投影光学系P の光軸A 及びア



ライメント系 Gの検出中心を通る 軸に平行な軸 (中心軸) に関して対称な2つの

測長軸 (図25 26中の実線で示されるビーム 4 4 に対応)を含む複数の測長軸

を有している。そして、 リニアェンコーダ56 (及び56 ) はへツドュニット46 46

(及び46 46 )の計測軸 (ヘッドの配列方向) がそれぞれその2つの測長軸と
2

一致して配置される。これにより、前述した計測軸と測長軸とが一致するリニアェンコ

ーダとウェハ干渉計とでその計測値に差が生じにくくなり、前述したキヤリブレーショ

ン動作を精度良く実施することが可能となる。なお、本変形例ではリニアエンコーダの

計測軸とウェハ干渉計の測長軸とを一致させるものとしたが、これに限らず、X 平面

内で両軸をずらして配置しても構わない。また、これは上記実施形態 (図3)でも同様

である。

なお、図25、図26に示されるェンコーダシステムにおいて、2つ又は4つの移動ス

ケール (52 ～S 2 ) は、同一素材 (例えばセラミックス、又は低熱膨張のガラスなど)

から成り、それぞれ長手方向に関して、その長さ (回折格子の幅に相当) が、少なくと

もウェハWの露光動作時におけるウェハステージWS の移動ストローク(移動範囲)

の全域をカバーする (換言すれば、全てのショット領域の走査露光時に各ヘッドュニ

、ソト(計測ビーム) が対応する移動スケール (回折格子)から外れない、すなわち計測

不能とならない)よぅに、ウェハWの大きさ (直径)より長く設定される。また、図25、図

26に示されるェンコーダシステムにおいて、3つ又は6つのへツドュニット(46 ～46

) はそれぞれ、例えば単一のへツド、あるいはほぼ切れ目なく配列される複数のへ
、ソドを有するものでも良いが、図25、図26に示されるェンコーダシステムではいずれ
もその長手方向に沿って所定間隔で配置された複数個のへツドを有するものとして

いる。さらに各ヘッドュニットは、隣接する2つのへツドが対応する移動スケール (回折

格子)から外れない間隔、すなわち移動スケールの長手方向と直交する方向 (回折

格子の配列方向) に関する回折格子の形成範囲と同程度以下の間隔で複数のへツ

ドが配置される。また、3つ又は6つのへツドュニット(46 ～46 ) はそれぞれ長手

方向に関して、その長さ (回折格子の検出範囲に相当) が、少なくともウェハWの露

光動作時におけるクエハステージWS の移動ストローク(移動範囲 の全域をカバー

する (換言すれば、全てのショット領域の走査露光時に各ヘッドュニット(計測ビーム)



が対応する移動スケール (回折格子)から外れない、すなわち計測不能とならない)よ

ぅに、その移動ストロークと同程度以上に設定される。

０224 また、図25、図26に示されるェンコーダシステムを備える露光装置でも、上記実施

形態の露光装置 ００(図3に示されるェンコーダシステムを含む) と全く同様に、各ェ
ンコーダの計測値の補正情報を決定するキヤリブレーション動作 (前述した第 ～第3

のキヤリブレーション動作) が行われる。この場合、各ェンコーダでは一例として、その

長手方向に関して移動スケールの位置をその一端が対応するへツドュニットと一致

するよぅに設定してから、回折格子の配列方向 (長手方向と直交する方向) に関して

移動スケールをその幅と同程度の距離以上、移動する。さらに、移動スケールをその

長手方向に、ヘッドュニットの つのへツドにおける計測ビームの大きさと同程度の距

離だけ移動してから、同様に、回折格子の配列方向に関して移動スケールをその幅

と同程度の距離以上移動する。以下、移動スケールの他端がへツドュニットと一致す

るまで上記動作を繰り返し実行する。そして、この駆動によって得られるェンコーダ、

及び該ェンコーダと計測方向が同じであるウェハ干渉計の計測値に基づき、そのェ
ンコーダの補正情報を決定すれば良い。ここでは、その長手方向に関して移動スケ

ールの両端が対応するへツドュニットと一致する範囲に渡ってウェハステージWS

を駆動するものとしたが、これに限らず、例えばウェハの露光動作時にウェハステー

、ジWS が移動されるその長手方向の範囲でウェハステージWS を駆動しても良い

０225 ところで、上記実施形態及び変形例では、ウェハの露光動作時に前述のェンコー

ダシステム (図2、図3、図25、図26) のみを用いてレチクルステージ S 及びウェハ

ステージWS の位置制御を行ぅものとした。しかし、前述した(特に短期的な)キヤリ

ブレーション動作を実行しても、何らかの原因 (例えば、移動スケールへの異物の付

着、移動スケールの位置ずれ、ヘッドュニットの倒れ又はそのテレセンの崩れ、許容

範囲を超える移動スケールの 方向 (表面と直交する方向)への変位など) によって、

位置計測が不能となる、あるいは計測精度が許容範囲を超えるなどれづ問題が生じ

、露光動作中に上記位置制御に必要なX軸及び 軸方向の位置情報と z方向の

回転情報の少なくとも一部が得られなくなることがある。なお、図3、図26に示される



エンコーダシステムは4つのエンコーダを有するので、 つのエンコーダに上記問題

が生じても上記位置制御を行えなくなることはないが、図2、図25に示されるエンコー

ダシステムでは、 つのエンコーダに上記問題が生じると、上記位置制御を〒うことが

できなくなる。

０226 そこで、前述のエンコーダシステムによって計測される位置情報を用いる第 駆動

モードと、前述の干渉計システムによって計測される位置情報を用いる第2駆動モー

ドとを用意するとともに、通常は第 駆動モードが露光動作時に使用されるように設定

しておく。そして、例えば露光動作中などに位置制御に必要なX軸及び 軸方向の

位置情報と z方向の回転情報の少なくとも一部が得られなくなったときは、第 駆動

モードを第2駆動モードに切り換えてレチクルステージ又はウエハステージの位置制

御を〒うようにすることが好ましい。さらに、前述のエンコーダシステムによって計測さ

れる位置情報の少なくとも一部と、前述の干渉計システムによって計測される位置情

報の少なくとも一部とを併用する第3駆動モードも用意しておき、第 駆動モードの代

わりに第2及び第3駆動モードの一方を用いて、レチクルステージ又はウエハステー

ジの位置制御を〒うことを可能としても良い。なお、第 駆動モードの第2駆動モード(

又は第3駆動モード)への切り換えは露光動作時のみに限られるものでなく、他の動

作 (例えばアライメントなどの計測動作など)でも同様にその切り換えを行っても良い。

また、他の動作では予め第 駆動モードを設定しておく必要はなく、第 駆動モード

の代わりに他の駆動モード(例えば、第2及び第3駆動モードの一方など)を設定して

も良い。この場合、他の駆動モードによるステージの位置制御時に、例えばェラ一な

どが生じたら、別の駆動モード(例えば、第2及び第3駆動モードの他方、又は第 ぼ日

動モードなど) に切り換えるようにしても良い。さらに、露光動作以外では任意の駆動

モードを選択可能としても良い。

０227 なお、上記実施形態及び変形例では、位置計測系の切り換え動作時、干渉計 8X

8 の計測値の空気揺らぎ (空気の温度揺らぎ) による短期的変動の影響が平均

ィロ効果により無視できるレベルになるまでの所定時間ウエハステージWS を停止さ

せた後、干渉計 8X 8 の計狽 ィ直をエンコーダ5 ～5 に引き継ぐ場合につ

いて説明したが、これに限らず、例えば前述の第2のキヤリブレーション動作と同様の



動作を 、竹 、得られた低次成分に基づいて干渉計 8X 8 からエンコーダ5

～5 への計測値の引き継ぎを行っても良い。また、前述した位置計測系の切り換

え動作は必ずしも行わなくても良い。すなわち、アライメント系 Gとウエハ干渉計シ

ステム ( 8X 8 ) とによってウエハW上のアライメントマーク、及びウエハステージ

WS 上の基準マークの位置情報を計測するとともに、レチクルアライメント系とエンコ

ーダシステムとによってウエハステージWS 上の基準マークの位置情報を計測し、こ

れら位置情報に基づき、エンコーダシステムによるウエハステージの位置制御を行う

ようにしても良い。

０228 また、上記実施形態及び変形例では、位置計測系の切り換え動作として、干渉計

からエンコーダに切り換える場合について説明したが、本発明がこれに限られるもの

ではない。例えば、アライメント系 Gを、投影ユニット から十分に離れた位置に

設置する場合などには、そのアライメント系 Gを用いたアライメント動作が行われる

領域にも、前述のへツドユニット46 ～46 と同様のへツドユニットを、アライメント系

Gを中心として十字状に配置しておく。そして、移動スケール44 ～44 に原点

をそれぞれ持たせておき、 G などのウエハアライメントの際には、これらの移動スケ

ール44 ～44 の組み合わせによって規定される座標系の原点 (すなわち、移動ス

ケール44 ～44 の原点によって規定される点 )を基準とするウエハW上の各アライ

メントマークの位置情報を、ヘッドユニットと移動スケール44 ～44 とを用いて検出

し、その検出結果に基づいて所定の演算を行って、上記の原点に対する各ショット領

域の相対位置情報を求めておくこととしても良い。この場合、露光の際には、エンコ

ーダ5 ～5 を用いてその原点を検出することで、上記の原点に対する各ショット

領域の相対位置情報を用いて、各ショット領域を露光のための加速開始位置に移動

させることができる。この場合、ヘッドと、投影ユニット 、アライメント系 Gとの間

の位置ドリフトも誤差要因となるので、これもまたキヤリブレーションすることが望ま 、

０229 なお、上記実施形態及び変形例では、ウエハの露光動作中に前述のエンコーダシ

ステム (図2、図3、図25、図26) を用いてレチクルステージ S 及びウエハステージ

WS の位置制御を〒うものとしたが、エンコーダシステムを用いるステージの位置制



御は露光動作時のみに限られるものでなく、露光動作以外、例えばレチクルアライメ

ント系によるレチクルのアライメントマーク又はレチクルステージ S の基準マークの

検出動作、あるいはレチクルの交換動作などにおいても、図2に示したエンコーダシ

ステムを用いてレチクルステージ S の位置制御を行っても良い。同様に、例えばア

ライメント系 GによるウエハWのアライメントマークなどの検出動作、あるいはウエ

ハの交換動作などにおいても、図3、図25、図26に示したエンコーダシステムを用い
てウエハステージWS の位置制御を行っても良い。この場合、当然ながら前述した

位置計測系の切り換え動作が不要となる。

０23０ ここで、アライメント系 GによるウエハW上のアライメントマーク又はウエハステー

、ジWS の基準マークの検出時、あるいはレチクルアライメント系によるウエハステー

、ジWS の基準マークの検出時などでも、前述のエンコーダシステム (図3、図25、図

26) を用いる場合、この検出動作時におけるウエハステージWS の移動範囲をも考

慮することが好ましい。特にアライメント系 Gの計測位置にウエハステージを移動

して行われるマークの検出動作中にも、各ヘッドユニット(46 ～46 46 ～46

) が対応する移動スケール (回折格子)から外れない、すなわちエンコーダシステムに

よる位置計測が不能となってウエハステージの位置制御が切れることがないように、

各ヘッドユニットの長手方向の長さ (又は配置など)を設定する、あるいはそれらへツ

ドユニットとは別のへツドユニットを設けることが好ましい。

０23 1 また、ウエハの交換位置 (口一ド位置とアンロード位置との少なくとも一方を含む) に

おいて、あるいはその交換位置と、投影光学系P を介してレチクルパターンの転写

が行われる露光位置、又はアライメント系 Gによるマーク検出が行われる計狽 ィ立

置との一方から他方へのウエハステージWS の移動中に、前述のエンコーダシステ

ム (図3、図25、図26) を用いる場合、同様に、ウエハ交換位置及びその交換動作時

におけるウエハステージの移動範囲をも考慮し、エンコーダシステムによる位置計測

が不能となってウエハステージの位置制御が切れることがないように、各ヘッドユニッ
トの配置、長さなどを設定する、あるいはそれらへツドユニットとは別のへツドユニット

を設けることが好ましい。

０232 さらに、例えば特開平 ０ 4783号公報及び対応する米国特許第6，34 ００7



号明細書、並びに国際公開第98 4０79 号パンフレ、ソト及び対応する米国特許第

6，262 796号明細書などに開示されているように、2つのウエハステージを用いて露

光動作と計測動作 (例えば、アライメント系によるマーク検出など)とをほぼ並行して実

行可能なツインウエハステージ方式の露光装置でも、前述のエンコーダシステム (図

3、図25、図26) を用いて各ウエハステージの位置制御を〒うことが可能である。ここ

で、露光動作時だけでなく計測動作時でも、各ヘッドユニットの配置、長さなどを適切

に設定することで、前述のエンコーダシステム (図3、図25、図26) をそのまま用いて

各ウエハステージの位置制御を〒うことが可能であるが、前述したへツドユニット(46

～46 54 ～54 )とは別に、その計測動作中に使用可能なへツドユニットを設

けても良い。例えば、アライメント系 Gを中心として十字状に配置される4つのへツ

ドユニットを設け、上記計測動作時にはこれらへツドユニットと対応の移動スケール (4

6 ～46 52 ～52 ) とによって各ウエハステージWS の位置情報を計測する

ようにしても良い。ツインウエハステージ方式の露光装置では、2つのウエハステージ

にそれぞれ2つ又は4つの移動スケール (図3、図25、図26) が設けられるとともに、

一方のウエハステージに載置されたウエハの露光動作が終了すると、その一方のウ

エハステージとの交換で、計測位置にてマーク検出などが行われた次のウエハを載

置する他方のウエハステージが露光位置に配置される。また、露光動作と並行して行

われる計測動作は、アライメント系によるウエハなどのマークの検出に限られるもので

なく、その代わりに、あるいはそれと組み合わせて、例えばウエハの面情報 (段差 青

報など)の検出などを行っても良い。

０233 なお、上記の説明において、計狽 ィ立置又は交換位置において、あるいは露光位置

、計測位置、及び交換位置の つから他の位置へのウエハステージの移動中に、エ

ンコーダシステムを用いるウエハステージの位置制御が切れるときは、そのエンコー

ダシステムとは別の計測装置 (例えば、干渉計、エンコーダなど)を用いて、上記各位

置あるいは移動中にウエハステージの位置制御を〒うことが好ましい。

０234 また、上記実施形態及び変形例では、例えば国際公開第2００5 ０74０4号パン

フレ、ソト、国際公開第 999 23692号パンフレ、ソト、米国特許第6，897 963号明細

書などに開示されているように、ウエハステージとは別に、計測部材 (基準マーク、セ



ンサなど)を有する計測ステージを設け、ウェハの交換動作時などにウェハステージ

との交換で計測ステージを投影光学系P の直下に配置し、露光装置の特性 (例え

ば、投影光学系の結像特性 (波面収差など)、照明光 の偏光特性など)を計測する

ものとしても良い。この場合、計測ステージにも移動スケールを配置し、前述のェンコ

ーダシステムを用いて計測ステージの位置制御を行ぅよぅにしても良い。また、ウェハ

ステージに載置したウェハの露光動作中、計測ステージはウェハステージと干渉しな

い所定位置に退避しており、この退避位置と露光位置との間で移動されることになる

。このため、その退避位置においても、あるいはその退避位置と露光位置との一方か

ら他方への移動中にも、ウェハステージと同様に、計測ステージの移動範囲をも考慮

し、ェンコーダシステムによる位置計測が不能となって計測ステージの位置制御が切

れることがないよぅに各ヘッドュニットの配置、長さなどを設定する、あるいはそれらへ
、ソドュニットとは別のへツドュニットを設けることが好ま 、。又は、その退避位置で、

又はその移動中にェンコーダシステムによる計測ステージの位置制御が切れるとき

は、ェンコーダシステムとは別の計測装置 (例えば干渉計、ェンコーダなど)を用いて

計測ステージの位置制御を行ぅことが好ま 、。

また、上記実施形態及び変形例では、例えば投影ュニット の大きさなどによっ
ては、同一方向に延設される一対のへツドュニットの間隔を広げなければならず、ウ

ェハW上の特定のショット領域、例えば最外周に位置するショット領域の走査露光時

に、その一対のへツドュニットの一方が対応する移動スケールから外れることがある。

一例として、図3中で投影ュニット が少し大きくなると、一対のへツドュニット46

46 のぅちへツドュニット46 が対応する移動スケール44 から外れ得る。さらに、例

えば国際公開第99 495０4号パンフレソト、国際公開第2００4 ０53955号パンフ

レソト(対応米国特許出願公開第2００5 ０2525０6号明細書)、米国特許第6，952

253号明細書、欧州特許出願公開第 42０298号明細書、国際公開第2００4 ０55

8０3号パンフレソト、国際公開第2００4 ０5759０号パンフレソト、米国特許出願公

開第2００6 ０23 2０6号明細書、米国特許出願公開第2００5 ０28０79 号明細

書などに開示される、投影光学系P とウェハとの間に液体 (例えば純水など)が満た

される液浸型露光装置では、液体を供給するノズル部材などが投影ュニット を囲



むよぅに設けられるので、投影光学系P の前述の露光領域に対してへツドュニットを

近づけて配置することが一層困難となる。そこで、図3、図26に示したェンコーダシス

テムでは、常にX軸及び 軸方向に関してそれぞれ2つずつ位置情報が計測可能で

ある必要はなく、X軸及び 軸方向の一方では2つの位置情報、及び他方では つの

位置情報が計測可能となるよぅに、ェンコーダシステム (特にへツドュニット)を構成す

れば良い。すなわち、ェンコーダシステムによるウェハステージ (又は計測ステージ)

の位置制御では、必ずしも 軸及び 軸方向に関してそれぞれ2つずつ、計4つの位

置情報を用いなくても良い。また、液浸型露光装置では、例えば、図27に示されるよ

ぅに、ウェハステージWS (又はウェハテーブルW ) 面の機液板W Pをガラ

スにし、そのガラスにスケールパターンを直接設けても良い。あるいは、ウェハテーブ

ルをガラスで作っても良い。なお、上記実施形態及び変形例の移動スケール (図3、

図25、図26) を有するウエハステージ (又は計測ステージ)を備える液浸型露光装置

では、その移動スケールの表面に機液膜を形成しておくことが好ま 、。

０236 なお、ウェハステージWS の小型ィロ及び軽量化などを考慮すると、ウェハステー

、ジWS 上でウェハWになるべく近づけて移動スケールを配置することが好ま 、が、

ウェハステージを大きくすることが許容されるときは、ウェハステージを大きくし、対向

して配置される一対の移動スケールの間隔を広げることで、少なくともウェハの露光

動作中は常にX軸及び 軸方向に関してそれぞれ2つずつ、計4つの位置情報を計

測可能としても良い。また、ウェハステージを大きくする代わりに、例えば移動スケー

ルをその一部がウェハステージからはみ出るよぅに設ける、あるいは少なくとも つの

移動スケールが設けられる補助プレートを用いてウェハステージ本体よりも外側に移

動スケールを配置することで、対向して配置される一対の移動スケールの間隔を広

げるよぅにしても良い。

０237 また、ェンコーダシステムによるステージの位置制御を行ぅのに先立ち、例えばへツ

ドュニットの倒れ(Z軸方向に対する傾き) 、X 平面内でのへツドの配列 (位置又は間

隔など) 、あるいはへツドのテレセン傾きなどを計測しておき、この計測結果を上記位

置制御で用いることが好ま 、。さらに、例えば移動スケールのZ軸方向 (表面と垂直

な方向)への変位量又は傾斜量などを計測し、この計測結果を上記位置制御で用い



ることが好ましい。

０238 上記実施形態及び変形例で説明したエンコーダの第 ～第3のキヤリブレーション

動作、及び上記の逐次キヤリブレーション動作は、単独で、あるいは適宜組み合わせ

て実行しても良い。また、前述のキヤリブレーション動作におけるエンコーダシステム

及び干渉計システムによる位置計測時にステージを低速移動するものとしたが、これ

に限らず、前述の如く走査露光時と同等の速度でステージを移動しても良い。

０239 また、上記実施形態及び変形例ではエンコーダシステムを用いてレチクルステージ

及びウエハステージの位置制御を〒うものとしたが、これに限らず、例えばレチクルス

テージ及びウエハステージの一方ではエンコーダシステムを用いる位置制御を〒い
、他方のステージでは干渉計システムを用いる位置制御を〒うようにしても良い。さら

に、上記実施形態及び変形例では、レチクルステージの上方にエンコーダのへツド

ユニットを配置するものとしたが、レチクルステージの下方にエンコーダのへツドユニ

、ソトを配置してもよい。この場合、移動スケールもレチクルステージの下面側に設けら

れる。

０24０ さらに、上記実施形態及び変形例 (図3、図25、図26) のエンコーダシステムにお

いて、複数の移動スケール (44 ～44 52 ～ ) はそれぞれ、例えばバキュ
ームチヤックなどの吸着機構又は板ばねなどによってウエハステージWS に固定す

るものとしているが、これに限らず、例えばネジ留め、あるいは回折格子をウエハステ

ージに直接形成しても良い。特に後者では、ウエハホルダが形成されるテーブル、あ

るいは特に液浸型露光装置では機液板に回折格子を形成しても良い。また、レチク

ルステージ S とウエハステージWS のいずれにおいても、回折格子を形成する部

材 (前述の移動スケールなどを含む) は、セラミックスなどの低熱膨張の材料 (例えば

、ショット社製のゼロデュアなど)で構成することが好ましい。また、異物の付着、汚れ

などによる計測精度の低下を防止するために、例えば少なくとも回折格子を覆うよう

に表面にコーテイングを施す、あるいはカバーガラスを設けても良い。さらに、レチク

ルステージ S とウエハステージWS のいずれでも、各移動スケールはその長手方

向のほぼ全域に渡って回折格子が連続的に形成されるものとしたが、例えば回折格

子を複数の領域に分けて断続的に形成しても良いし、あるいは各移動スケールを複



数のスケールで構成しても良い。

０241 なお、上記実施形態及び変形例において、特に図3のェンコーダシステムでは、

軸方向位置の計測に用いられる一対の移動スケール44 44Cと、X軸方向位置の

計測に用いられる一対の移動スケール44 44 とが、ウェハステージWS 上に設

けられ、これに対応して、一対のへツドュニット46 46Cが投影光学系P のX軸方

向の一側と他側に配置され、一対のへツドュニット46 46 が投影光学系P の

軸方向の一側と他側に配置される場合について例示した。しかしながら、これに限ら

ず、 軸方向位置の計測用の移動スケール44 44C及びX軸方向位置計測用の

移動スケール44 44 のぅち、少なくとも一方が一対でなく つのみ、ウェハステー

、ジWS 上に設けられていても良いし、あるいは、一対のへツドュニット46 46C及

び一対のへツドュニット46 46 のぅち、少なくとも一方が、一対でなく つのみ設け

られていても良い。これは、図26に示されるェンコーダシステムについても同様であ

る。また、移動スケールの延設方向及びへツドュニットの延設方向は、上記実施形態

のX軸方向、 軸方向のよぅな直交方向に限定されるものではない。

０242 また、上記実施形態及び変形例において、ウェハ干渉計システム 8はその構成が

図3に限られるものでなく、例えぼアライメント系 G (計測位置) にもへツドュニットを

配置するときなどは、ウェハX干渉計 8X，を備えていなくても良いし、ウェハX干渉

計 8X を、例えばウェハ 干渉計 8 と同様に多軸干渉計によって構成し、ウェハ

ステージWS のX位置の他、回転情報 (例えばョ一イング及び口一リング)を計測で

きるよぅにしても良い。また、ウェハX干渉計 8X と同様にウェハ 干渉計 8 を 軸

干渉計とし、ウェハX干渉計 8X をウェハ 干渉計 8 と同様に多軸干渉計として

も良い。多軸干渉計では回転情報としてョ一イングのみ計測可能としても良い。さら

に、ウェハX干渉計 8X とウェハ 干渉計 8 とのいずれか一方では、回転情報を

つ(口一リング又はピ、ソチング)のみ計測可能としても良い。すなわち、本実施形態

のウェハ干渉計システム 8は、ウェハの露光動作中に少なくともX軸及び 軸方向

の位置情報と z方向の回転情報 (ョ一イング) が計測可能であれば良い。

０243 なお、上記実施形態では、スキヤニング・ステッパに本発明が適用された場合につ

いて説明したが、これに限らず、ステッパなどの静止型露光装置に本発明を適用して



も良い。ステッパなどであっても、露光対象の物体が搭載されたステージの位置をエ

ンコーダで計測することにより、干渉計を用いてそのステージの位置を計測する場合

と異なり、空気揺らぎに起因する位置計測誤差の発生を殆ど零にすることができる。

また、このエンコーダの計測値の短期変動を干渉計の計測値を用いて補正する補正

情報とエンコーダの計測値とに基づいて、ステージを高精度に位置決めすることが可

能になり、高精度なレチクルパターンの物体上への転写が可能になる。また、ショット

領域とショット領域とを合成するステップ・アンド・スティッチ方式の縮小投影露光装置

、プロキシミティー方式の露光装置、又はミラープロジェクション・アライナーなどにも

本発明は適用することができる。

０244 また、上記実施形態の露光装置における投影光学系の倍率は縮小系のみならず

等倍および拡大系のいずれでも良いし、投影光学系P は屈折系のみならず、反射

系及び反射屈折系のいずれでも良いし、その投影像は倒立像及び正立像のいずれ

でも良い。さらに、投影光学系P を介して照明光 が照射される露光領域は、投影

光学系P の視野内で光軸A を含むオンアクシス領域であるが、例えば国際公開第

2００4 ０7０ 号パンフレソトに開示されるよぅに、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、

かつ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と同様に、その露光

領域は光軸A を含まないオフアクシス領域でもよい。また、前述の照明領域及び露

光領域はその形状が矩形であるものとしたが、これに限らず、例えば円弧、台形、あ

るいは平行四辺形などでもよい。

０245 また、照明光 は、 エキシマレーザ光 (波長 ) に限らず、 エキシマ

レーザ光 (波長248 )などの紫外光、又は レーザ光 (波長 )などの真空

紫外光であっても良い。真空紫外光として、例えば国際公開第 999 46835号パ

ンフレソト(対応米国特許第7，０23 6 ０号明細書)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から発振される赤外域、又は可視域の単一波長レ

ーザ光を、例えばェルビウム (又はェルビウムと不ソテルビウムの両方)がド一プされ

たファイバーアンプで増幅し、非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調

波を用いても良い。



０2 4 6 また、上記実施形態では、露光装置の照明光 としては波長 O O 以上の光に

限らず、波長 O O 未満の光を用いても良いことはレづまでもない。例えば、近年、

7０ 以下のパターンを形成するために、S O 又はプラズマレーザを光源として、軟

X線領域 (例えば5～5 の波長城) の (Ex 。m。U av 。。) 光を発生させる

とともに、その露光波長 (例えば 3 5 )の下で設計されたオール反射縮小光学

系、及び反射型マスクを用いた 露光装置の開発が行われている。この装置に

おいては、円弧照明を用いてマスクとクエハを同期走査してスキヤン露光する構成が

考えられるので、かかる装置にも本発明を好適に適用することができる。この他、電子

線又はイオンビームなどの荷電粒子線を用いる露光装置にも、本発明は適用できる

０2 4 7 また、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 (レチクル) を用いたが、

このレチクルに代えて、例えば米国特許第6，778 25 7号明細書に開示されてレめ
よぅに、露光すべきパターンの電子データに基づいて、透過パターン又は反射パタ

ーン、あるいは発光パターンを形成する電子マスク (可変成形マスク、アクティブマス

ク、あるレ まイメージ、ジェネレータとも呼ばれ、例えば非発光型画像表示素子 (空間

光変調器とも呼ばれる) の一種である (D g a M c o m o Device) などを含

む を用いても良い。かかる可変成形マスクを用いる場合には、ウエハ又はガラスプレ

ート等が搭載されるステージが、可変成形マスクに対して走査されるので、そのステ

ージの位置をエンコーダを用いて計測し、そのエンコーダの計測値を前述と同様に

して干渉計の計測値を用いてキヤリブレーションすることで、上記実施形態と同等の

効果を得ることができる。

０2 4 8 また、例えば国際公開第2００ ０3 5 6 8号パンフレソトに開示されているよぅに、

干渉縞をウエハW上に形成することによって、ウエハW上にライン・アントスペース

パターンを形成する露光装置 (リソグラフィシステム) にも本発明を適用することができ

る。

０2 4 9 さらに、例えば特表2００4 985 ０号公報 (対応米国特許第6，6 3 6号明細

書) に開示されているよぅに、2つのレチクルパターンを、双頭型の投影光学系を介し



てウェハ上で合成し、 回のスキャン露光によってウェハ上の つのショット領域をほ

ぼ同時に二重露光する露光装置にも本発明を適用することができる。

０25０ また、物体上にパターンを形成する装置は前述の露光装置 (リソグラフィシステム)

に限られず、例えばイングジェソト方式にて物体上にパターンを形成する装置にも本

発明を適用することができる。

０25 1 なお、上記実施形態及び変形例でパターンを形成すべき物体 (エネルギービーム

が照射される露光対象の物体) はウェハに限られるものでなく、ガラスプレート、セラミ

、ソク基板、マスクブランクス、あるいはフィルム部材など他の物体でも良い。また、その

物体の形状は円形のみならず、矩形など他の形状でもよい。

０252 露光装置の用途としては半導体製造用の露光装置に限定されることなく、例えば、

角型のガラスプレートに液品表示素子パターンを転写する液品用の露光装置、又は

有機 、薄膜磁気ヘッド、撮像素子 (cc 等) 、マイクロマシン、 チップなどを

製造するための露光装置にも広く適用できる。また、半導体素子などのマイクロデバ

イスだけでなく、光露光装置、 露光装置、X線露光装置、及び電子線露光装置

などで使用されるレチクル又はマスクを製造するために、ガラス基板又はシリコンウェ
ハなどに回路パターンを転写する露光装置にも本発明を適用できる。

０253 なお、本発明は、露光装置に限らず、その他の基板の処理装置 (例えば、レーザリ

ペア装置、基板検査装置その他 ) 、あるいはその他の精密機械における試料の位置

決め装置、ワイヤーボンディング装置等の移動ステージを備えた装置にも広く適用で

きる。

０254 なお、上記実施形態で引用した露光装置などに関する全ての公報、国際公開パン

フレソト、米国特許出願公開明細書及び米国特許明細書の開示を援用して木明細

書の記載の一部とする。

０255 なお、半導体デバイスは、デバイスの機能・性能設計を行ぅステップ、この設計ステ

、ソプに基づいたレチクルを製作するステップ、シリコン材料からウェハを製作するステ

、ソプ、上記実施形態の露光装置で、マスクに形成されたパターンを感光物体上に転

写するリソグラフィステップ、デバイス組み立てステッ ダイシング工程、ボンディング

工程、パッケージ工程を含む) 、検査ステップ等を経て製造される。この場合、リソグラ



，
、上記実施形態の露光装置が用いられるので、高集積度のデバイスを

歩留り良く製造することができる。

０256 また、上記実施形態及び変形例の露光装置 (パターン形成装置) は、本願請求の

範囲に挙げられた各構成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気

的精度、光学的精度を保っよぅに、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、各種光学系にっいては光学的精度を

達成するための調整、各種機械系にっいては機械的精度を達成するための調整、

各種電気系にっ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

とはいぅまでもない。各種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了したら、

総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置

の製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行ぅことが望ま 、。

産業上の利用可能，性

０257 以上説明したよぅに、本発明の移動体駆動方法及び移動体駆動システムは、移動

体を精度良く駆動するのに適している。また、本発明のパターン形成方法及びパタ

ーン形成装置は、物体に対するパターン形成に適している。また、本発明の露光方

法及び露光装置は、物体を露光して該物体上にパターンを形成するのに適している

。また、本発明のデバイス製造方法は、マイクロデバイスの製造などに適している。



請求の範囲

移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法であって、

前記移動体の前記一軸方向の位置情報を、第 計測装置と該第 計測装置に比

べて計測値の短期安定性が優れる第2計測装置とを用いて計測し、前記第 、第2の

計測装置の計測結果に基づいて、前記第2計測装置の計測値を補正する補正情報

を決定する、較正動作を実行する第 工程と

前記第2計測装置の計測値と前記補正情報とに基づいて、前記移動体を前記一

軸方向に駆動する第2工程むを含む移動体駆動方法。

2 請求項 に記載の移動体駆動方法において、

前記一軸方向への前記移動体の駆動中に得られる前記第 及び第2計測装置の

計測値に基づいて、前記第 及び第2計測装置の計測値の関係を示すマップ情報

のリニアリティとゲイン誤差との少なくとも一方を較正する移動体駆動方法。

3 請求項2に記載の移動体駆動方法において、

前記ゲイン誤差は、前記第 計測装置の計測値に対する前記第2計測装置の計測

値のスケーリング誤差を含む移動体駆動方法。

4 請求項 に記載の移動体駆動方法において、

前記一軸方向への前記移動体の駆動中に得られる前記第 及び第2計測装置の

計測値に基づいて、前記第 及び第2計測装置の計測値の関係を示すマップ情報

の低次成分を更新する移動体駆動方法。

5 請求項 ～4のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記移動体は、前記較正動作のために前記第 計測装置の計測値の短期変動が

無視できる程度の低速で前記一軸方向に駆動される移動体駆動方法。

6 請求項 ～4のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記移動体は、前記較正動作のために前記一軸方向に関して往復移動される移

動体駆動方法。

7 請求項 ～6のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第2計測装置の計測値及び前記補正情報を用いる第 駆動モードと、前記第

計測装置の計測値を用いる第2駆動モードとを切り替えて前記移動体の駆動が可



能である移動体駆動方法。

8 請求項 ～7のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記移動体は、前記一軸方向及びこれに直交する方向と平行な2次元面内で駆動

され、前記第 及び第2計測装置はそれぞれ前記一軸方向及びこれに直交する方向

に関する前記移動体の位置情報を計測可能であり、前記一軸方向及びこれに直交

する方向のそれぞれについて前記較正動作が行われる移動体駆動方法。

9 請求項8に記載の移動体駆動方法において、

前記第2計測装置の計測値及び前記補正情報を用いる第 駆動モードの代わりに

、前記第 計測装置の計測値を用いる第2駆動モード、又は前記第2計測装置の計

測値の少なくとも一部及び前記補正情報と、前記第 計測装置の計測値の少なくとも

一部とを併用する第3駆動モードによって前記移動体の駆動が可能である移動体駆

動方法。

０ 請求項 ～9のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第2計測装置の計測値と前記補正情報とに基づく前記移動体の駆動中に得ら

れる前記第 及び第2計測装置の計測値を用いて前記補正情報を更新する移動体

駆動方法。

請求項 ～０のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第 計測装置は、計測値のリニアリティ及び長期安定性が前記第2計測装置と

同等以上である移動体駆動方法。

2 請求項 ～皿のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第 計測装置は、干渉計である移動体駆動方法。

3 請求項 ～2のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第2計測装置は、ェンコーダである移動体駆動方法。

4 請求項 3に記載の移動体駆動方法において、

前記移動体は、前記一軸方向及びこれに直交する方向と平行な2次元面内で駆動

され、

前記第2計測装置の計測値は、前記移動体上で前記2次元面と平行な所定方向を

長手方向として延び、かつ前記一軸方向に格子が周期的に配列される第 グレーテ



ィングと、前記長手方向と交差するへツドュニットを有する第 ェンコーダとによって計

測される前記移動体の前記一軸方向の位置情報を含む移動体駆動方法。

5 請求項 4に記載の移動体駆動方法において、

前記第2計測装置の計測値は、前記移動体上で前記2次元面と平行で前記所定

方向と交差する方向を長手方向として延び、かつ前記一軸方向に直交する方向に

格子が周期的に配列される第2グレーティングと、該第2グレーティングの長手方向と

交差するへツドュニットを有する第2エンコーダとによって計測される前記移動体の前

記一軸方向に直交する方向の位置情報を含む移動体駆動方法。

6 請求項 5に記載の移動体駆動方法において、

前記第 計測装置の計測値は、前記一軸方向に直交する方向に延びる前記移動

体の第 反射面、及び前記一軸方向に延びる前記移動体の第2反射面にそれぞれ

レーザビームを照射する第 及び第2干渉計を含む干渉計システムによって計測さ

れる前記移動体の前記一軸方向及びこれに直交する方向の位置情報を含む移動

体駆動方法。

7 請求項 5又は 6に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2グレーティングはそれぞれ前記長手方向に直交する方向に離れ

て一対配置され、前記一対の第 グレーティングと前記第 ェンコーダとによって前記

移動体の前記一軸方向の位置情報が計測され、前記一対の第2グレーティングと前

記第2ェンコーダとによって前記移動体の前記一軸方向に直交する方向の位置情報

が計測される移動体駆動方法。

8 互いに直交する第 及び第2軸と平行な2次元面内で移動体を駆動する移動体駆

動方法であって、

前記移動体上の前記2次元面と平行な面内で第 軸と平行な方向に周期的に配列

された格子をそれぞれ含み、それぞれの長手方向と前記面内で直交する方向に離

れて配置された一対の第 グレーティングと、前記長手方向と交差するへツドュニット

を有する第 ェンコーダとによって、前記移動体の前記第 軸と平行な方向の位置情

報を計測するとともに、前記移動体上の前 2次元面と平行な面上に、前記第 グレ

ーティングの長手方向と交差する方向を長手方向として延び、第2軸と平行な方向に



周期的に目巳タ された格子を含む第2グレーティングと、該第2グレーティングの長手

方向と交差するへツドュニットを有する第2ェンコーダとによって、前記移動体の前記

第2軸と平行な方向の位置情報を計測し、前記計狽 された位置情報に基づいて前記

移動体を駆動する移動体駆動方法。

9 請求項 8に記載の移動体駆動方法において、

前記第2グレーティングは、前記移動体上の前記面上に、それぞれの長手方向と

直交する方向に離れて一対配置されている移動体駆動方法。

2０ 請求項 7又は 9に記載の移動体駆動方法において、

前記一対の第 グレーティング及び前記一対の第2グレーティングの少なくとも3つ

にそれぞれ対応して得られる前記位置情報に基づいて前記移動体を駆動する移動

体駆動方法。

2 請求項 8～2０のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記移動体の前記第 軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向の位置情報

は干渉計システムによっても言械恰れている移動体駆動方法。

22 請求項2 に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2ェンコーダによる前記位置情報を用いる第 駆動モードと、前記

干渉計システムによる前記位置情報を用いる第2駆動モードとを切り替えて前記移動

体の駆動が可能である移動体駆動方法。

23 請求項22に記載の移動体駆動方法において、

前記第 駆動モードの代わりに、前記第2駆動モード、又は前記第 及び第2ェンコ

ーダによる前記位置情報の少なくとも一部と、前記干渉計システムによる前記位置情

報の少なくとも一部とを併用する第3駆動モードによって前記移動体の駆動が可能で

ある移動体駆動方法。

24 請求項2 ～23のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記移動体を前記第 軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向にそれぞれ駆

動して得られる、前記第 及び第2ェンコーダと前記干渉計システムとによる前記移

動体の前記第 軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向の位置情報に基づい
て、前記第 及び第2ェンコーダの計測結果の補正情報を決定し、前記移動体の駆



動で前記補正情報を用いる移動体駆動方法。

25 請求項24に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2ェンコーダによる前記位置情報に基づく前記移動体の駆動中に

得られる前記第 及び第2ェンコーダと前記干渉計システムとによる前記位置情報を

用いて前記補正情報を更新する移動体駆動方法。

26 請求項 5～25のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2グレーテイングはそれぞれ前記長手方向が前記格子の配列方向

と一致し、前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記長手方

向と直交する方向に関して前記移動体のストロークと同程度以上の範囲に渡って設

けられる移動体駆動方法。

27 請求項26に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記長手方向と直交

する方向に関して前記格子の大きさと同程度以下の間隔で設けられる複数のへツド

部を有する移動体駆動方法。

28 請求項 5～25のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2グレーティングはそれぞれ前記長手方向が前記格子の配列方向

と直交し、前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記配列方

向に関して前記移動体のストロークと同程度以上の範囲に渡って設けられる移動体

駆動方法。

29 請求項28に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記配列方向に関し

て前記格子の形成領域の幅と同程度以下の間隔で設けられる複数のへツド部を有

する移動体駆動方法。

3０ 請求項28又は29に記載の移動体駆動方法において、

前記第 及び第2ェンコーダの少なくとも一方は、前記長手方向に離れて配置され

る複数の前記ヘッドュニットを有する移動体駆動方法。

3 移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法であって、

前記移動体上面に所定方向を周期方向として配置された格子に検出光を照射し



てその反射光に基づいて前記移動体の前記所定方向の位置情報を計測するェンコ

ーダの計測値と、前記格子のピ、ソチの補正情報とに基づいて、前記移動体を前記所

定方向に駆動する工程を含む移動体駆動方法。

32 請求項3 に記載の移動体駆動方法において、

前記駆動する工程では、前記格子を構成する格子線の変形の補正情報にさらに

基づいて、前記移動体を前記所定方向に駆動する移動体駆動方法。

33 物体にパターンを形成する方法であって、

前記物体に対するパターン形成のために、請求項 ～32のいずれか一項に記載

の移動体駆動方法を用いて、前記物体が載置された移動体を駆動するパターン形

成方法。

34 物体にパターンを形成する方法であって、

前記物体に対するパターン形成のために、請求項 ～32のいずれか一項に記載

の移動体駆動方法を用いて、前記物体が載置された移動体を含む複数の移動体の

少なくとも つを駆動するパターン形成方法。

35 請求項34に記載のパターン形成方法において、

前記駆動される少なくとも つの移動体は、前記物体が載置される移動体と、前記

物体上にパターンを生成するパターニング装置の少なくとも一部が載置される移動

体との少なくとも一方を含むパターン形成方法。

36 請求項35に記載のパターン形成方法において、

前記パターニング装置は少なくともマスクが前記移動体に載置されるパターン形成

方法。

37 請求項33～36のいずれか一項に記載のパターン形成方法において、

前記物体は感応層を有し、エネルギービームの照射による前記感応層の露光によ

って前記物体にパターンを形成するパターン形成方法。

38 パターン形成工程を含むデバイス製造方法において、

前記パターン形成工程では、請求項33～37のいずれか一項に記載のパターン形

成方法を用いて基板上にパターンを形成するデバイス製造方法。

3 エネルギービームの照射によって物体にパターンを形成する露光方法であって、



前記エネルギービームと前記物体との相対移動のために、請求項 ～32のいずれ

か一項に記載の移動体駆動方法を用いて、前記物体が載置された移動体を駆動す
る露光方法。

4０ 移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動システムであって、

前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測する第 計測装置と

前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測する、計測値の短期安定性が前記

第 計測装置に比べて優れる第2計測装置と

前記第2計測装置の計測値を前記第 計測装置の計測値を用いて補正する補正

情報を決定する較正動作を実行する較正装置と

前記第2計測装置の計測値と前記補正情報とに基づいて、前記移動体を前記一

軸方向に駆動する駆動装置むを備える移動体駆動システム。

4 請求項4０に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記較正装置は、前記第 計測装置の計測値の短期変動が無視できる程度の低

速による前記移動体の前記一軸方向への駆動中に得られる前記第 及び第2計測

装置の計測値に基づいて前記補正情報を決定する較正動作を実行する移動体駆

動システム。

42 請求項4０又は4 に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記較正装置は、前記移動体の前記一軸方向への低速駆動中に得られる前記第

及び第2計測装置の計測値に基づいて、前記第 計測装置の計測値と前記第2計

測装置の計測値との関係を示すマップ情報の低次成分を更新する移動体駆動シス

テム。

43 請求項4０又は4 に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記較正装置は、前記移動体が位置決めされる前記一軸方向の第 位置と第2位

置とを含む複数の位置にてそれぞれ所定のサンプリング間隔で得られる前記第 及

び第2計測装置の計測値に基づいて、前記第 計測装置の計測値と前記第2計測装

置の計測値との関係を示すマップ情報のスケーリング誤差を補正する較正動作を実

行する移動体駆動システム。

4 請求項4０又は4 に記載の移動体駆動システムにおいて、



前記較正装置は、前記第 計測装置の計測値の短期変動を平均ィビするに足る回

数の前記移動体の前記一軸方向への往復移動動作中に得られる前記第 及び第2

計測装置の計測値に基づいて、前記第 計測装置の計測値と前記第2計測装置の

計測値との関係を示すマップ情報のリニアリテイ及びスケーリング誤差を較正する移

動体駆動システム。

45 請求項4０に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記較正装置は、前記一軸方向への前記移動体の駆動中に得られる前記第 及

び第2計測装置の計測値に基づいて、前記第 及び第2計測装置の計測値の関係

を示すマップ情報のリニアリテイとゲイン誤差との少なくとも一方を較正する移動体駆

動システム。

46 請求項45に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記ゲイン誤差は、前記第 計測装置の計測値に対する前記第2計測装置の計測

値のスケーリング誤差を含む移動体駆動システム。

47 請求項4０に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記較正装置は、前記一軸方向への前記移動体の駆動中に得られる前記第 及

び第2計測装置の計測値に基づいて、前記第 及び第2計測装置の計測値の関係

を示すマップ情報の低次成分を更新する移動体駆動システム。

48 請求項4０ 45～47のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体は、前記較正動作のために前記第 計測装置の計測値の短期変動が

無視できる程度の低速で前記一軸方向に駆動される移動体駆動システム。

49 請求項4０ 45～47のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体は、前記較正動作のために前記一軸方向に関して往復移動される移

動体駆動システム。

5０ 請求項4０～49のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記駆動装置は、前記第2計測装置の計測値及び前記補正情報を用いる第 駆

動モードと、前記第 計測装置の計測値を用いる第2駆動モードとを切り替えて前記

移動体の駆動が可能である移動体駆動システム。

5 請求項4０～5０のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、



前記移動体は、前記一軸方向及びこれに直交する方向と平行な2次元面内で駆動

され、

前記第 、第2計測装置は、前記移動体の前記一軸方向及びこれに直交する方向

の位置情報を計測可能である移動体駆動システム。

52 請求項5 に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記較正装置は、前記一軸方向及びこれに直交する方向のそれぞれについて、

前記補正情報を決定する前記較正動作を実行する移動体駆動システム。

53 請求項5 又は52に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第2計測装置の計測値及び前記補正情報を用いる第 駆動モード、前記第

計測装置の計測値を用いる第2駆動モード、及び前記第2計測装置の計測値の少な

くとも一部及び前記補正情報と、前記第 計測装置の計測値の少なくとも一部とを併

用する第3駆動モードのいずれか つで前記移動体の駆動が可能である移動体駆

動システム。

54 請求項4０～53のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第2計測装置の計測値と前記補正情報とに基づく前記移動体の駆動中に得ら

れる前記第 及び第2計測装置の計測値を用いて前記補正情報を更新する移動体

駆動システム。

55 請求項4０～54のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 計測装置は、計測値のリニアリティ及び長期安定性が前記第2計測装置と

同等以上である移動体駆動システム。

56 請求項4０～55のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 計測装置は、干渉計である移動体駆動システム。

57 請求項4０～56のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第2計測装置は、ヱンコーダである移動体駆動システム。

58 請求項57に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体は、前記一軸方向に格子が周期的に配列されるグレーティングを有し

、前記ェンコーダは、前記グレーティングの長手方向と交差し、かつ前記移動体のス

トロークのほぼ全域に渡って配置されるへツドュニットを有する移動体駆動システム。



59 請求項58に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記ヘッドュニットは、隣接する2つのへツド部が前記グレーティングから外れない
間隔で配置される複数のへツド部を含む移動体駆動システム。

6０ 請求項58又は59に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記グレーティングは、前記長手方向が前記一軸方向と実質的に一致して配置さ

れ、前記ヘッドュニットは、前記長手方向と直交する方向に延設される移動体駆動シ

ステム。

6 請求項58又は59に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記グレーティングは、前記長手方向が前記一軸方向と実質的に直交して配置さ

れ、前記ヘッドュニットは、前記長手方向と直交する方向に延設される移動体駆動シ

ステム。

62 請求項6０又は6 に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 計測装置は、前記長手方向に関して前記ヘッドュニットと実質的に同一位

置に測長軸を有する干渉計システムを含む移動体駆動システム。

63 請求項58～62のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記ェンコーダは、前記長手方向に離れて配置される複数の前記ヘッドュニットを

有する移動体駆動システム。

64 請求項57に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体は、前記一軸方向及びこれに直交する方向と平行な2次元面内で駆動

されるとともに、前記2次元面と平行な面内で前記一軸方向に格子が周期的に配列

される第 グレーティングが設けられ、前記第2計測装置は、前記第 グレーティング

の長手方向と交差するへツドュニットを有し、前記第 グレーティングと共に前記移動

体の前記一軸方向の位置情報を計測する第 ェンコーダを含む移動体駆動システ

ム。

65 請求項64に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体は、前記2次元面と平行で前記所定方向と交差する方向を長手方向と

して延び、かつ前記一軸方向に直交する方向に格子が周期的に配列される第2グレ

ーティングが設けられ、前記第2計測装置は、前記第2グレーティングの長手方向と



交差するへツドュニットを有し、前記第2グレーティングと共に前記移動体の前記一軸

方向に直交する方向の位置情報を計測する第2ェンコーダを含む移動体駆動システ

ム。

66 請求項65に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体は、前記一軸方向に直交する方向に延びる第 反射面と、前記一軸方

向に延びる第2反射面とが設けられ、前記第 計測装置は、前記第 及び第2反射面

にそれぞれレーザビームを照射する第 及び第2干渉計を含む干渉計システムを有

し、前記一軸方向及びこれに直交する方向に関する前記移動体の位置情報を計測

する移動体駆動システム。

67 請求項65又は66に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2グレーティングの少なくとも一方は前記長手方向に直交する方向

に離れて一対配置され、前記少なくとも一方が一対配置される前記第 及び第2グレ

ーティングと、前記第 及び第2ェンコーダとによって、前記移動体の前記一軸方向

及びこれに直交する方向の位置情報が計測される移動体駆動システム。

68 請求項67に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2グレーティングはそれぞれ前記長手方向に直交する方向に離れ

て一対配置されている移動体駆動システム。

69 互いに直交する第 及び第2軸と平行な2次元面内で移動体を駆動する移動体駆

動システムであって、

前記移動体上の前記2次元面と平行な面上に配置され、第 軸と平行な方向に周

期的に目巳タ された格子を含む第 グレーティングと

前記移動体上の前記2次元面と平行な面上に、前記第 グレーティングの長手方

向と交差する方向を長手方向として延び、かつ該長手方向に直交する方向に離れて

配置されるとともに、第2軸と平行な方向に周期的に配列された格子をそれぞれ含む

、一対の第2グレーティングと

前記第 グレーティングの長手方向と交差するへツドュニットを有し、前記第 グレ

ーティングと共に前記移動体の前記第 軸と平行な方向の位置情報を計測する第

ェンコーダと



前記一対の第2グレーティングの長手方向と交差するへツドュニットを有し、前記一

対の第2グレーティングと共に前記移動体の前記第2軸と平行な方向の位置情報を

計測する第2ェンコーダと

前記第 及び第2ェンコーダによって計測された位置情報に基づいて前記移動体

を駆動する駆動装置むを備える移動体駆動システム。

7０ 請求項69に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 グレーティングは、前記長手方向に直交する方向に離れて一対配置され

る移動体駆動システム。

7 請求項68又は7０に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記駆動装置は、前記一対の第 グレーティング及び前記一対の第2グレーティン

グの少なくとも3つにそれぞれ対応して得られる前記位置情報に基づいて前記移動

体を駆動する移動体駆動システム。

72 請求項68 7０，及び7 のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダは、前記一対の第 グレーティング及び前記一対の第

2グレーティングに対応してそれぞれ一対のへツドュニットを有する移動体駆動シス

テム。

73 請求項65～72のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2グレーティングはそれぞれ前記長手方向が前記格子の配列方向

と実質的に一致して配置され、前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュ
ニットが前記長手方向と直交する方向に関して前記移動体のストロークと同程度以上

の範囲に渡って設けられる移動体駆動システム。

74 請求項73に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記長手方向と直交

する方向に関して前記格子の大きさと同程度以下の間隔で設けられる複数のへツド

部を有する移動体駆動システム。

75 請求項65～72のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2グレーティングはそれぞれ前記長手方向が前記格子の配列方向

と実質的に直交して配置され、前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュ



二ットが前記配列方向に関して前記移動体のストロークと同程度以上の範囲に渡っ
て設けられる移動体駆動システム。

76 互いに直交する第 及び第2軸と平行な2次元面内で移動体を駆動する移動体駆

動システムであって、

前記移動体上で第2軸と平行な方向を長手方向として延び、かつ第 軸と平行な方

向に格子が周期的に配列される第 グレーティングと

前記移動体上で前記第 軸と平行な方向を長手方向として延び、かつ前記第2軸

と平行な方向に格子が周期的に配列される第2グレーティングと

前記第2軸と平行な方向と交差するへツドュニットを有し、前記第 グレーティングと

共に前記移動体の前記第 軸と平行な方向の位置情報を計測する第 ェンコーダと

前記第 軸と平行な方向と交差するへツドュニットを有し、前記第2グレーティングと

共に前記移動体の前記第2軸と平行な方向の位置情報を計測する第2ェンコーダと

前記第 及び第2ェンコーダによって計測された位置情報に基づいて前記移動体

を駆動する駆動装置むを備え、

前記第 及び第2ェンコーダの少なくとも一方は、前記長手方向に離れて配置され

る複数の前記ヘッドュニットを有する移動体駆動システム。

77 請求項76に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記格子の配列方向

に関して前記移動体のストロークと同程度以上の範囲に渡って設けられる移動体駆

動システム。

78 請求項75～77のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダはそれぞれ前記ヘッドュニットが前記配列方向に関し

て前記格子の形成領域の幅と同程度以下の間隔で設けられる複数のへツド部を有

する移動体駆動システム。

79 請求項65～78のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダの少なくとも一方は、前記長手方向に離れて配置され



る複数の前記ヘッドュニットを有する移動体駆動システム。

8０ 請求項69～79のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体の前記第 軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向の位置情報を

計測する干渉計システムを更に備え、

前記駆動装置は、前記第 及び第2ェンコーダによる前記位置情報を用いる第 駆

動モードと、前記干渉計システムによる前記位置情報を用いる第2駆動モードとを切

り替えて前記移動体の駆動が可能である移動体駆動システム。

8 請求項8０に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記駆動装置は、前記第 駆動モードの代わりに、前記第2駆動モード、又は前記

第 及び第2ェンコーダによる前記位置情報の少なくとも一部と、前記干渉計システ

ムによる前記位置情報の少なくとも一部とを併用する第3駆動モードによって前記移

動体の駆動が可能である移動体駆動システム。

82 請求項8０又は8 に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダと前記干渉計システムとによる前記移動体の前記第

軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向の位置情報に基づいて、前記第 及び

第2ェンコーダの計測結果の補正情報を決定する較正装置と、を更に備え、

前記駆動装置は、前記移動体の駆動で前記補正情報を用いる移動体駆動システ

ム。

83 請求項69～79のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記移動体の前記第 軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向の位置情報を

計測する干渉計システムと、

前記第 及び第2ェンコーダと前記干渉計システムとによる前記移動体の前記第

軸と平行な方向及び前記第2軸と平行な方向の位置情報に基づいて、前記第 及び

第2ェンコーダの計測結果の補正情報を決定する較正装置と、を更に備え、

前記駆動装置は、前記移動体の駆動で前記補正情報を用いる移動体駆動システ

ム。

84 請求項82又は83に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記第 及び第2ェンコーダによる前記位置情報に基づく前記移動体の駆動中に



得られる前記第 及び第2ェンコーダと前記干渉計システムとによる前記位置情報を

用いて前記補正情報を更新する移動体駆動システム。

85 請求項66 8０～84のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記干渉計システムは、前記第 軸と平行な方向に沿って配置される前記第 ェン

コーダのへツドュニットと前記第2軸と平行な方向の位置が実質的に一致する測長軸

を有する第 干渉計と、前記第2軸と平行な方向に沿って配置される前記第2ェンコ

ーダのへツドュニットと前記第 軸と平行な方向の位置が実質的に一致する測長軸を

有する第2干渉計とを含む移動体駆動システム。

86 移動体を少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動システムであって、

前記移動体上面に所定方向を周期方向として配置された格子に検出光を照射し

てその反射光に基づいて前記移動体の前記所定方向の位置情報を計測するェンコ

ーダと

前記ェンコーダの計測値と前記格子のピ、ソチの補正情報とに基づいて、前記移動

体を前記所定方向に駆動する駆動装置と を備える移動体駆動システム。

87 請求項86に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記駆動装置は、前記格子を構成する格子線の変形の補正情報にさらに基づい
て、前記移動体を前記所定方向に駆動する移動体駆動システム。

88 物体にパターンを形成する装置であって、

前記物体上にパターンを生成するパターニング装置と

請求項4０～87のいずれか一項に記載の移動体駆動システムむを備え、

前記物体に対するパターン形成のために前記移動体駆動システムによる前記物体

が載置される移動体の駆動を〒ラパターン形成装置。

89 請求項88に記載のパターン形成装置において、

前記物体が載置される移動体との交換で、前記パターン生成が行われる位置に配

置され、かつ前記移動体駆動システムによる駆動が行われる別の移動体を更に備え

るパターン形成装置。

9０ 請求項89に記載のパターン形成装置において、

前記別の移動体は、前記物体が載置される移動体とは独立に駆動され、前記物体



の次にパターンを形成すべき物体を載置可能であるパターン形成装置。

9 請求項9０に記載のパターン形成装置において、

前記パターン生成が行われる位置と異なる位置で、前記移動体に載置される物体

のマークの位置情報と前記物体の面情報との少なくとも一方を計測する計測システ

ムと、

前記2つの位置の一方から他方への移動中の前記移動体の位置情報を計測する

エンコーダシステムと、を更に備え、

前記物体が載置される移動体にはそれぞれ前記ェンコーダシステムによる位置情

報の計測に用いられるグレーティングが設けられるパターン形成装置。

92 請求項89に記載のパターン形成装置において、

前記別の移動体は、前記物体が載置される移動体とは独立に駆動され、前記パタ

ーニング装置の特性の検出に用いられるュニットが設けられるパターン形成装置。

93 物体にパターンを形成する装置であって、

前記物体上にパターンを生成するパターニング装置と

前記物体が載置される移動体を含む複数の移動体と

請求項4０～87のいずれか一項に記載の移動体駆動システムむを備え、

前記物体に対するパターン形成のために前記移動体駆動システムによる前記複数

の移動体の少なくとも つの駆動を行ぅパターン形成装置。

94 請求項93に記載のパターン形成装置において、

前記駆動される少なくとも つの移動体は、前記物体が載置される移動体と、前記

パターニング装置の少なくとも一部が載置される移動体との少なくとも一方を含むパ

ターン形成装置。

95 請求項94に記載のパターン形成装置において、

前記パターニング装置は少なくともマスクが前記移動体に載置されるパターン形成

96 請求項93～95のいずれか一項に記載のパターン形成装置において、

前記複数の移動体は、前記移動体駆動システムによる駆動が行われ、かつ前記駆

動される少なくとも つの移動体と異なる移動体を含むパターン形成装置。



97 請求項88～96のいずれか一項に記載のパターン形成装置において、

前記物体は感応層を有し、前記パターニング装置は、エネルギービームの照射に

よる前記感応層の露光によって前記物体上にパターンを生成するパターン形成装置

98 エネルギービームの照射によって物体にパターンを形成する露光装置であって、

前記物体に前記エネルギービームを照射するパターニング装置と

請求項4０～87のいずれか一項に記載の移動体駆動システムむを備え、

前記エネルギービームと前記物体との相対移動のために、前記移動体駆動システ

ムによる前記物体が載置される移動体の駆動を〒ぅ露光装置。

99 マスクと物体とを所定の走査方向に同期移動して前記マスクに形成されたパターン

を前記物体上の区画領域に転写する走査露光と、次の区画領域を走査露光するた

めの前記物体の移動とを交互に繰り返すステップ・アントスキヤン方式の露光動作

を実行して、前記物体上の複数の区画領域に前記パターンを順次転写する露光方

法であって、

少なくとも各区画領域に対する走査露光中、前記マスクを保持するマスクステージ

の位置情報をェンコーダで計測するとともに、前記ェンコーダの計測値と、前記ェン

コーダと干渉計とによる前記マスクステージの位置情報から決定される前記ェンコー

ダの計測値の補正情報とに基づいて前記マスクステージの移動を制御し、前記ステ

、ソプ・アントスキヤン方式の露光動作中に蓄積される前記干渉計及び前記ェンコー

ダの計測値に基づいて前記補正情報を較正する露光方法。

1００ 請求項99に記載の露光方法において、

前記補正情報の較正では、前記干渉計の計測値の短期変動を平均ィビするに足る

数の区画領域に対する走査露光中に蓄積された前記干渉計及び前記ェンコーダの

計測値が用いられる露光方法。

1０1 請求項99又 に記載の露光方法において、

前記補正情報の較正は、少なくとも前記物体の次の物体に対する露光動作に先立

って行われる露光方法。

1０2 請求項99～０のいずれか一項に記載の露光方法において、



前記補正情報は、前記干渉計の計測値と前記ェンコーダの計測値との関係を示す

マップ情報であり、前記補正情報の較正は、前記マップ情報のリニアリテイ及びスケ

ーリング誤差の較正である露光方法。

1０3 マスクと物体とを所定の走査方向に同期移動して前記マスクに形成されたパターン

を前記物体上の区画領域に転写する走査露光と、次の区画領域を走査露光するた

めの前記物体の移動とを交互に繰り返すステップ・アントスキヤン方式の露光動作

を〒ぅ露光装置であって、

前記マスクを保持して少なくとも前記走査方向に移動可能なマスクステージと

前記物体を保持して少なくとも前記走査方向に移動可能な物体ステージと

前記マスクステージの前記走査方向の位置情報を計測する干渉計及びェンコーダ

と，

少なくとも各区画領域に対する走査露光中、前記ェンコーダの計測値と、前記ェン

コーダと前記干渉計とによる前記マスクステージの位置情報から決定される前記ェン

コーダの計測値の補正情報とに基づいて前記マスクステージの移動を制御し、前記

ステップ・アントスキヤン方式の露光動作中に蓄積される前記干渉計及び前記ェン

コーダの計測値に基づいて前記補正情報を較正する制御装置むを備える露光装置

1０4 請求項 ０3に記載の露光装置において、

前記制御装置は、前記補正情報の較正で、前記干渉計の計測値の短期変動を平

均ィビするに足る数の区画領域に対する走査露光中に蓄積された前記干渉計及び前

記ェンコーダの計測値を用いる露光装置。

1０5 請求項 ０3又は ０4に記載の露光装置において、

前記制御装置は、少なくとも前記物体の次の物体に対する露光動作に先立って前

記補正情報の較正を〒ぅ露光装置。

1０6 請求項 ０3～０5のいずれか一項に記載の露光装置において、

前記補正情報は、前記干渉計の計測値と前記ェンコーダの計測値との関係を示す

マップ情報であり、前記制御装置は、前記マップ情報のリニアリテイ及びスケーリング

誤差を較正する露光装置。



1０7 照明光に対して、マスクと物体とを所定の走査方向に同期移動して、前記マスクに

形成されたパターンを前記物体上に転写する露光装置であって、

前記マスクを保持して少なくとも前記走査方向に移動可能なマスクステージと

前記物体を保持して少なくとも前記走査方向に移動可能な物体ステージと

前記マスクステージの前記走査方向の位置情報を計測する干渉計及びェンコーダ

と，

前記干渉計の計測値の短期変動が無視できる程度の低速で前記マスクステージを

前記走査方向に駆動し、前記干渉計及び前記ェンコーダを用いて前記マスクステー

、ジの前記走査方向の位置情報を計測し、前記干渉計及び前記ェンコーダの計測結

果に基づいて前記ェンコーダの計測値を前記干渉計の計測値を用いて補正する補

正情報を決定する較正装置と

前記ェンコーダの計測値と前記補正情報とに基づいて、前記パターンの転写時の

前記マスクステージの移動を制御する制御装置と を備える露光装置。

1０8 請求項 ０7に記載の露光装置において、

前記マスクステージは、前記パターンの転写時に照明すべき前記マスクのパターン

領域の少なくとも一部に前記照明光が照射される所定範囲で駆動される露光装置。

1０9 請求項 ０8に記載の露光装置において、

前記マスクステージは、前記マスクを前記走査方向に並べて複数枚載置可能であ

り、前記マスク上に並べられた前記複数枚のマスクのパターン領域に前記照明光が

照射される範囲で駆動される露光装置。

11０ 請求項 ０7～０9のいずれか一項に記載の露光装置において、

前記較正装置は、スループットを許容範囲内に維持できる程度の低速で、露光対

象のマスクのパターン領域に前記照明光が照射される所定範囲内で前記マスクステ

ージを前記走査方向に駆動し、前記干渉計及び前記ェンコーダを用いて前記マスク

ステージの前記走査方向の位置情報を計測し、その計測結果に基づいて前記補正

情報としてのマップ情報の低次成分を更新する露光装置。

照明光に対して、マスクと物体とを所定の走査方向に同期移動して、前記マスクに

形成されたパターンを前記物体上に転写する露光装置であって、



前記マスクを保持して少なくとも前記走査方向に移動可能なマスクステージと

前記物体を保持して少なくとも前記走査方向に移動可能な物体ステージと

前記マスクステージの前記走査方向の位置情報を計測する干渉計及びェンコーダ

と，

前記マスクステージを、露光対象のマスクのパターン領域に前記照明光が照射され
る範囲の両端の位置である第 位置と第2位置とを含む複数の位置にそれぞれ位置

決めしながら、前記干渉計及びエンコーダの計測値を所定のサンプリング間隔で取

得し、その取得した計測値に基づいて、前記干渉計の計測値と前記ェンコーダの計

測値との関係を示すマップ情報のスケーリング誤差を補正する較正動作を実行する

較正装置と

前記ェンコーダの計測値と前記補正後のマップ情報とに基づいて、前記パターン

の転写時の前記マスクステージの移動を制御する制御装置むを備える露光装置。

112 移動体を所定面上の少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動システムであって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内で前記一軸方向に延設される格子部にビー

ムを照射して前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測するェンコーダと、

前記移動体の前記所定面と交差する反射面にビームを照射して前記移動体の前記

一軸方向の位置情報を計測する干渉計と、を備え、

前記ェンコーダと前記干渉計との少なくとも一方を用いて前記移動体を駆動する移

動体駆動システム。

113 請求項 2に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記干渉計の計測値に基づいて前記ェンコーダのキヤリブレーションを〒ぅ移動体

駆動システム。

114 移動体を所定面上の少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動システムであって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内で前記一軸方向に延設される格子部にビー

ムを照射して前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測するェンコーダと、

前記格子部に起因して生じる前記ェンコーダの計測誤差を補正する補正装置と、を

備える移動体駆動システム。

115 請求項 4に記載の移動体駆動システムにおいて、



前記補正装置は、前記ェンコーダのへツドュニットに起因して生じる計測誤差を補正

する移動体駆動システム。

116 移動体を所定面上の少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動システムであって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内で前記一軸方向に延設される格子部にビー

ムを照射して前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測するェンコーダと、

前記格子部の配列に関する情報と前記ェンコーダの計測値とに基づいて前記移動

体の移動を制御する制御装置と、を備える移動体駆動システム。

117 請求項 6に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記制御装置は、前記ェンコーダのへツドュニットに関する情報を用いる移動体駆

動システム。

118 互いに直交する第 及び第2軸と平行な所定面内で移動体を駆動する移動体駆動

システムであって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内に延設される格子部と交差するへツドュニッ
トを有し、前記移動体の位置情報を計測するェンコーダを備える移動体駆動システ

ム。

119 請求項 8に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記ヘッドュニットは、前記格子部と交差する方向に関して所定の間隔で配列される

複数のへツドを有する移動体駆動システム。

12０ 請求項 8又は 9に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記格子部は、前記第 及び第2軸と平行な方向にそれぞれ延設され、前記ヘッド

ュニットは、前記第 軸と平行な格子部と交差する第 ュニットと、前記第2軸と平行な

格子部と交差する第2ュニットとを有する移動体駆動システム。

121 請求項 2～2０のいずれか一項に記載の移動体駆動システムにおいて、

前記格子部は、前記延設方向に関して周期的に配列される格子を含む移動体駆動

システム。

122 移動体を所定面上の少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法であって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内で前記一軸方向に延設される格子部にビー

ムを照射するェンコーダと、前記移動体の前記所定面と交差する反射面にビームを



照射する干渉計との少なくとも一方を用いて前記移動体の前記一軸方向の位置情

報を計測する移動体駆動方法。

123 請求項 22に記載の移動体駆動方法において、

前記干渉計の計測値に基づいて前記ェンコーダのキヤリブレーションを〒ぅ移動体

駆動方法。

124 移動体を所定面上の少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法であって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内で前記一軸方向に延設される格子部にビー

ムを照射するェンコーダによって前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測す

るとともに、前記格子部に起因して生じる前記ェンコーダの計測誤差を補正する移動

体駆動方法。

125 請求項 24に記載の移動体駆動方法において、

前記ェンコーダのへツドュニットに起因して生じる前記ェンコーダの計測誤差を補正

する移動体駆動方法。

126 移動体を所定面上の少なくとも一軸方向に駆動する移動体駆動方法であって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内で前記一軸方向に延設される格子部にビー

ムを照射するェンコーダによって前記移動体の前記一軸方向の位置情報を計測す

るとともに、前記格子部の配列に関する情報と前記ェンコーダの計測値とに基づいて

前記移動体を駆動する移動体駆動方法。

127 請求項 26に記載の移動体駆動方法において、

前記ェンコーダのへツドュニットに関する情報を用いて前記移動体を駆動する移動

体駆動方法。

128 互いに直交する第 及び第2軸と平行な所定面内で移動体を駆動する移動体駆動

方法であって、

前記移動体の前記所定面と平行な面内に延設される格子部と交差するへツドュニッ
トを有するェンコーダによって前記移動体の位置情報を計測する移動体駆動方法。

129 請求項 28に記載の移動体駆動方法において、

前記格子部と交差する方向に関する前記移動体の位置に応じて前記ヘッドュニット

の異なるへツドを用いる移動体駆動方法。



13０ 請求項 28又は 29に記載の移動体駆動方法において、

前記格子部は、前記第 及び第2軸と平行な方向にそれぞれ延設され、前記位置情

報の計測では、前記第 軸と平行な格子部と交差する第 ヘッドュニットと、前記第2

軸と平行な格子部と交差する第2ヘッドュニットとが用いられる移動体駆動方法。

131 請求項 22～3０のいずれか一項に記載の移動体駆動方法において、

前記格子部は、前記延設方向に関して周期的に配列される格子を含む移動体駆動

方法。



















































INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2 0 0 7/05 0821
A . CLASSIFICATION OF SUB ECT MATTER

H01L21/027{2006 .01) i , GOlBll/00 (2 006 .01) i, G03F9/00 (2 006 .01) i, G12B5/00
(2006. ODi, H01L21/68 (2006. 01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H01L21/027 , GOlBll/00 , G03F9/00 , G12B5/00 , H01L21/68

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included m the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2007
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2007 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2007

Electronic data base consulted during the intern tional s㏄rch (name of daね base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

JP 2003-249443 A (Nikon Corp.), 1-17,20-30,
05 September, 2003 (05.09.03), 33-68,71-75,
Page 1 78-85, 88-98
(Family: none)

JP 10-289943 A (Canon Inc.), 1-17,20-30,
27 October, 1998 (27.10.98), 33-68,71-75,
Par. Nos . [0020] to [0030]; all drawings 78-85, 88-98
(Family: none)

WO 00/17724 Al (GENERAL SCANNING, INC.), 1-17,20-30,
30 March, 2000 30 03 .00) , 33-68,71-75,
Page 1 78-85,88-98

JP 2002-525858 US 6144118 A
EP 1055163 A l

Further documents are listed in the contmuation of Box C. See patent 血 ily annex.

* Special categories of ciねd documents: "T" later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general te of the a which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

e of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance, the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y' document of particular relevance, the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, e hibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P ' document published pπor to t e international fling date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
0 3 Apri l , 2 0 0 7 ( 0 3 . 0 4 . 0 7 ) 1 7 Apri l , 2 0 0 7 ( 1 7 . 0 4 . 0 7 )

Name and mailing ad打ess of the ISA/ Authorized officer
Japanese Patent Office
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P , JP 2006-054452 A (ASML NETHERLANDS B.V.), 1-17 , 20-30 ,
23 February, 2006 (23.02.06), 33-68 71-75 ,
Claims 17 to 19; Fig. 2 78-85 , 88- 98

EP 1621933 A2 US 2006/0023194 Al
US 2006/0023178 Al

P , JP 2006-303505 A (ASML NETHERLANDS B.V.), 1-17 , 20-30 ,
02 November, 2006 (02.11.06), 33-68 71-75 ,
Claims 12 to 19; Figs. 3 to 5 78-85 , 88- 98

EP 1715384 A2 US 2006/0238731 Al
US 2006/0238733 Al
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons

I I Claims Nos..
because they relate to sub ect matter not required to be searched by this Authority, namely:

I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lackin (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions m this international application, as follows:
The inventions of independent claims 1 and 40 have "a special technical

feature" relating to correction of a measurement value of a second measurement
device having an excellent short -period stability of the measurement value
as compared to a first measurement device by using the measurement value
of the first measurement device. However, the inventions of the other
independent claims do not contain the aforementioned special technical
feature .
Accordingly, there is no technical relationship among those inventions

involving one or more of the same or corresponding special technical features .
Consequently, the inventions are not so linked as to form a single general
inventive concept.

As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of

any additional fee.

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos

I I N o required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is

restricted t o the invention first mentioned m the claims; it i s covered by claims Nos.: 1 - 1 7 , 2 0 - 3 0 , 3 3 - 6 8 ,

7 1 - 7 5 , 7 8 - 8 5 , 8 8 - 9 8

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,
the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation

Form PCT/ISA/210 (con nuation of first sheet (2)) (April 2005)
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A ・ 発明の属する分野の分類 ( 際特許分類 ( I P C ) )
Int・Cl. H01L21/027 (2006. 01) i , GOlBI l /00 (2006 . 01) 1 , 503F9/00 (2006. 01) 1, G12B5/00 (2006. 01) i

H01L21/68 (2006. 0l) i

B . 調査を行 0 た分野
調査を行 た最小限貸科 (H際特許分類 ( I P C ) )

Iht・Cl. H01L21/027, GOlBl 1/00, G03F9/00, G12B5/00 H01L21/68

最小限資料以外 CD 資料で調査を行 0 た分野に含まれる もの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 - - 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 - - 2 0 0 7 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - - 2 0 0 7 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - - 2 0 0 7 午

国際調査で使用 た電子デ タ ス (デ タ スの名称、調査に使用した用語 )

C ・ 関連する £認められる文献
引用文献 (D
カテ 引用文献名 及び—部の箇所が関連す きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

A JP 2003-249443 A (株式会社二 ) 2003. 09. 05 1-17, 20-30,
第 1 頁 (ファ V な し) 33-68, 71-75,

78-85, 88-98

A JP 10-289943 A (キヤノ 株式会社 ) 1998. 10. 27 1-17, 20-30,
[0020] -[0030] 、全図 ( 7 ア な し) 33-68, 71-75,

78-85, 88-98

戸 C欄の続きにも文献が列挙 されて る。 r テ トフア に関する別紙を参照。

引用文献のカテ の 日の後に公表 された文献
A 特に関連のある文献ではな < 、一般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 さ た文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな < 、発明の原理又は理論
E 国際 願 日前の 願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの X 特に関連のある文献であ0 て、当該文献のみで発明
Γ J 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな と考えら るもの

日若し< は他の特別な理由を確立するために引用す 特に関連のある文献であ0 て、当該文献 他の 1以
る文献 (理由を付す) 上の文献 との、当業者にと て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな と考えられるもの
r p j 国際 願 日前で、か 優先権の主張の基礎 となる出願 r& 同一 テン トフア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
0 3 . 0 4 . 2 0 0 7 1 7 . 0 4 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及 あて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 2 M 9 3 5 5

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 岩本 勉
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都 代田区霞が関三丁目 4 番 S 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 7 4
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C (続き 関連すδ .認められδ 文献
用文献の 関連する

カテ リ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

WO 00/17724 A l (GENERAL SCANNING, INC. ) 2000. 03. 30 1-17, 20-30,
l K JP 2002-525858 A US 6144118 A EP 1055163 A l 33-68, 71-75,

78-85, 88-98

P ,A JP 2006-054452 A (ASML NETHERLANDS B . V .) 2006. 02. 23 1-17, 20-30,
l 17 19 m 2 33 68, 7 1 75,

EP 1621933 A2 US 2006/0023194 A l US 2006/0023178 A l 78-85, 88-98

P ,A JP 2006-303505 A (ASML NETHERLANDS B . V .) 2006.11.02 1-17, 20-30,
12-19 I 3-5 33-68, 71-75,

EP 1715384 A2 US 2006/0238731 Al US 2006/0238733 Al 78-85, 88-98
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国際調査報告 国際出(± 願P番号

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 y の 2 の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属，末の範囲てぁ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載 て な 。

第m欄 発明の単 性か欠 して る きの青見 ( の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機 ま をめた。
独立請求の範囲 及び 4 0 に係 る発明の 特別な技術的特徴 は、第 の計測装置に比 て

計測値の短期安定性が優れる第 計測装置の計測値を、第 の計測装置の計測値を用 て補正
するこ にあるのに対 し、他の独立請求の範囲に係 る発明は、前記特別な技術的特徴を含んで

な 。
したが て、これら発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術

的な関係にな ら、単一の一般的発明概念を形成するよ に連関して るもの は認められ
な 。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

1-17 20-30 33-68, 71-75, 78-85, 88-98

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議中立手数科 納付と共に、 出願人 ら異議中立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 の続葉 (2) ) (2005年4月)
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