
(12) 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年 12 月 6 日 (06.12.2007)

(51) 国際特許分類 : (74) 理人 : 志賀 正武 ， 外 (SHIGA, Masatake et al・), 〒
HOlL 21/027 (2006.01 G03Fタ 00 (2006.01) 1048453 東京都中央 区Λ 重洲 2 T 目 3 番 1号 皿 kyo

(JP).
(21) Dl l : PCT/JP2007/060703

(81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護が
(22) l -i : 2007 年5 月 25 日 (25.05.2007) 可能 ): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH,

(25) 国際出願の言語 : 日木語 BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, EG, E . , FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(26) 国際公開の言語 : 日木語 HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

(30) 優先権子一タ : KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY,MA, MD, MG,

特願 2006-148322 2006 年5 月29 日(29.05.2006) JP MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PG, PH, PL, PT, Rの, R , RU, C, D, E, G, K, SL,

(71) 出願人 (米国を除 <全ての指定国について): 株式会社 SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
二コ ン (NIKON CORPORATION) [JP/JP], 〒1008331 VC, VN, ZA, ZM, ZW
東京都千代田区丸の内 3 T 目 2 番 3 号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
(72) 発明者 および 能 ): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
(75) 発明者 出願人 (米国についてのみ): 長坂 博之 (NA- SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -Xーラシ T (AM, AZ, BY,

GASAKA, Hiroyuki) [JP/JP], 〒1008331 東京都千代田 KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー ロ ツ i (AT, BE, BG,
区丸の内 3 T 目 2 番 3 号 株式会社二コ ン内 Tokyo CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
(JP). IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, Rの, SE, SI, SK,

[続葉有 ]

(54) Title: LIQUID RECOVERY MEMBER, SUBSTRATE HOLDING MEMBER, EXPOSURE APPARATUS AND DEVICE
MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称 液体回収部材、基板保持部材、露光装置、及び子バイス製造方法

62 LIQUID SUPPLYING APPARATUS

AA FRO 62

(57) Abstract: A substrate holding member (4) is provided with a first holding section (8) for removably holding a substrate (P) to
be immersion-exposed, and a second holding section (9) for removably holding a liquid recovery member (30) having an opening
section for letting in a liquid (LQ) flowed out from the upper plane of the substrate (P) held by the first holding section (8).



TR), OAPI のF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, 2 文字コー ド及び他の略語については、定期発行される
ML, MR, NE, SN, TD, TG). 各PCTガゼツ トの巻頭に掲載されている コー ドと略語

添付公開書類 のガイダンスノー ト を参照。

(5の 要約 基板保持部材 ( 4 ） II 、液浸露光される基板 (( PP ） を着脱可能 こ保持する第 保持部 ( 8 ） と 第
1 保持部 ( 8 ）に保持された基板 (( PP ）の上 出 ttzz液( ( 」Q ） 湖E入する開口部 i えた液体回収 材
( 3 0 ） を着脱可能に保持する第 2 保持部 ( 9 ) とを備えて る。



明 細 苫

液体回収部材、某板保持部材、露光装置、及びデバイス製造方法

技術分野

０００1 本発明は、液体回収部材、某板保持部材、露光装置、及びデバイス製造方法に関

する。

本願は、2００6年5月29 日に出願された特願2００6 48322号に某づき優先権

を主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

０００2 フオトリソグラフィ工程で用いられる露光装置において、下記特許文献に開示されて

いるょぅな、液体を介して墓板を露光する液浸露光装置が案出されている。

特許文献1:国際公開第99 495０4号パンフレソト

特許文献2 :国際公開第2００4 ０2646号パンフレソト

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 液浸露光装置において、某板上の液体を回収する場合、例えば液体の種類 (物性

)、及び 又は某板の表面の物性にょっては、その液体を良好に回収することが困

難となる可能性がある。

０００4 本発明は、液体を良好に回収できる液体回収部材を提供することを目的とする。別

の目的は、液体を良好に回収して、某板を良好に保持できる某板保持部材を提供す

ることである。また別の目的は、液体を良好に回収して、某板を良好に露光できる露

光装置、及びデバイス製造方法を提供することである。

課題を解決するための手段

０００5 本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以下の構成を採用している。但し

、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に過ぎず、各要素を限定するもの

ではない。

０００6 本発明の第 の態様に従えば、液体 ( )を介して墓板 (P) に照射される露光光 (

)の光路に対して移動可能な可動部材 ( )に着脱可能に保持され、某板 ( )の上



面から流出した液体 ( Q)が流入する開口部を備えた液体回収部材 (3０) が提供さ

れる。

０００7 本発明の第 の態様によれば、液体を良好に回収できる。

０００8 本発明の第2の態様に従えば、液浸露光される某板 (P)を保持する某板保持部材

において、某板 (P)を着脱可能に保持する第 保持部 (8) と、第 保持部 (8) に保持

された某板 (P)の上面から流出した液体 ( Q)を回収する液体回収部材 (3０)を着脱

可能に保持する第2保持部 (9) とを備えた某板保持部材 (4)が提供される。

０００9 本発明の第2の態様によれば、液体を良好に回収して、某板を良好に保持できる。

００1０ 本発明の第3の態様に従えば、上記態様の某板保持部材 (4)を備え、某板保持部

材 (4) に保持された某板 (P) に液体 ( Q)を介して露光光 ( )を照射して、某板 (P

) の液浸露光を実行する露光装置 ( X)が提供される。

００11 本発明の第3の態様によれば、液体を良好に回収して、某板を良好に露光できる。

００12 本発明の第4の態様に従えば、上記態様の露光装置 ( X)を用いて某板 (P)を露

光することと、その露光された某板 (P)を現像することとを含むデバイス製造方法が

提供される。

００13 本発明の第4の態様によれば、某板を良好に露光できる露光装置を用いてデバイ

スを製造できる。

発明の効果

００14 本発明によれば、液体を良好に回収することができる。また、某板を良好に露光す

ることができ、所望の性能を有するデバイスを製造できる。

図面の簡単な説明

００15 図 第 実施形態に係る露光装置の概略構成を示す側面図である。

図2 第 実施形態に係る露光装置の概略構成を示す平面図である。

図3 第 実施形態に係る某板ステージの近傍を示す側断面図である。

図4 第 実施形態に係る某板ステージを上方から見た平面図である。

図5 図3の一部を拡大した図である。

図6 第 実施形態に係る第 搬送システムが液体回収部材を搬送している状態を示

す斜視図の一部破断図である。



図7A 第 実施形態に係る第 搬送システムの動作の一例を示す模式図である。

図7B 第 実施形態に係る第 搬送システムの動作の一例を示す模式図である。

図7 第 実施形態に係る第 搬送システムの動作の一例を示す模式図である。

図8 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図9 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図1０第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図11 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図12 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図13 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図14 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図15 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図16 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図17 第 実施形態に係る露光装置の動作の一例を説明するための模式図である。

図18 第2実施形態に係る某板ステージの近傍を示す側断面図の一部を拡大した図

である。

図19 第3実施形態に係る某板ステージの近傍を示す側断面図の一部を拡大した図

である。

図2０第4実施形態に係る某板ステージの近傍を示す側断面図である。

図2 1 第4実施形態に係る第 搬送システムが液体回収部材を搬送している状態を

示す斜視図の一部破断図である。

図22 第5実施形態に係る某板ステージの近傍を示す側断面図である。

図23 第6実施形態に係る露光装置を模式的に示す図である。

図24 マイクロデバイスの製造工程の一例を示すフローチャート図である。

符号の説明

2 …某板ステージ、2 …某板ステージ駆動装置、4 …ホルダ部材、8 …第 保持部

、9 …第2保持部、3０…液体回収部材、3 …開口部、32…液体保持部、33…底板

34…第 側板、35…第2側板、36… 吸収部材、37… 凹部、38…つば部材、6０

液体供給部材、7０…収容装置、 …露光光、 X…露光装置、 …第 搬送シス



テム、 2 …第2搬送システム、 …液体、P …某板

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれ

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

Z直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。そして、水平面内

における所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向を 軸方

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

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

、及び Z方向とする。

００18 く第 実施形態 ノ

第 実施形態について説明する。図 は、第 実施形態に係る露光装置 Xの概略

構成を示す側面図、図2は、第 実施形態に係る露光装置 Xの概略構成を示す平

面図であって、図 の 線矢視図に相当する。

００19 図 及び図2において、露光装置 Xは、某板Pに露光光 を照射して某板Pを露

光処理する露光装置本体S と、露光装置 X全体の動作を制御する制御装置3とを

備えている。

００2０ 露光装置本体S は、パターンを有するマスク を保持して移動可能なマスクステー

、ジ と、露光光 が照射される某板Pを保持して移動可能な某板ステージ2と、マス

クステージ に保持されているマスク を露光光 で照明する照明系 と、露光光

で照明されたマスク のパターンの像を某板Pに投影する投影光学系P とを備え

ている。

００2 1 なお、ここでいぅ某板Pは、半導体ウェハ等の某材上に感光材 (フオトレジスト) 、保

護膜などの膜が塗布されたものを含む。マスク は、某板P上に縮小投影されるデバ

イスパターンが形成されたレチクルを含む。なお、本実施形態においては、マスクとし

て透過型のマスクを用いるが、反射型のマスクを用いてもよい。

００22 本実施形態の露光装置 Xは、露光波長を実質的に短くして解像度を向上するとと

もに焦点深度を実質的に広くするために液浸法を適用した液浸露光装置である。露

光装置 Xは、投影光学系P の光学素子 と某板Pとの間の露光光 の光路空



間 を液体 で満たすよぅに液浸空間 Sを形成し、その液浸空間 Sの液体 Qを

介して某板Pを露光する。液浸空間 Sは、某板Pとそれに対向する物体 (例えば、光

学素子 ) との間の、液体 Qで満たされた空間である。

００23 露光装置 Xは、投影光学系P と某板Pとの間に液浸空間 Sを形成するための液

体 Qを供給する液体供給部材6０を備えている。本実施形態においては、液体供給

部材6０は、某板ステージ2に保持された某板Pの上方に配置されており、某板Pの上

方から、某板P上に液体 Qを供給可能である。液体供給部材6０ほ、露光光 の光

路空間 の近傍に配置され、某板ステージ2に保持された某板Pの上面と対向可能

な液体供給 口6 を備えており、投影光学系P と某板Pとの間の露光光 の光路空

間 を満たすよぅに、液体供給 口6 を介して某板P上に液体 Qを供給する。

００24 投影光学系P の複数の光学素子のぅち投影光学系P の像面に最も近い光学素

子 は、投影光学系P の像面側に配置された某板Pの上面との間で液体 Qを保

持可能である。液体供給部材6０から供給された液体 Qは、光学素子 の下面とそ

の光学素子 の下面と対向する某板Pの上面との間に保持され、液浸空間 Sの少

なくとも一部を形成する。

００25 露光装置 Xは、少なくともマスク のパターンの像を某板Pに投影している間、液

体供給部材6０を用いて、露光光 の光路空間 を液体 Qで満たすよぅに液浸空

間 Sを形成し、投影光学系P と液浸空間 Sの液体 Qとを介して、マスク を通過

した露光光 を某板ステージ2に保持された某板Pに照射して、マスク のパターン

の像を某板Pに投影して、某板Pの液浸露光を実行する。

００26 また、本実施形態においては、某板ステージ2に保持された某板Pの上面から流出

した液体 Qを回収するための液体回収部材3０が所定位置に配置される。液体回

収部材3０は、某板ステージ2に着脱可能に保持される。本実施形態においては、液

体回収部材3０は、環状の部材であって、某板Pを取り囲むよぅに、某板ステージ2に

保持される。某板ステージ2は、某板Pを着脱可能に保持するホルダ部材4を含み、

本実施形態においては、液体回収部材3０は、そのホルダ部材4に着脱可能に保持

される。

００27 露光装置 Xは、液体回収部材3０を搬送可能な第 搬送システム を備えてレ巧



。第 搬送システム は、某板ステージ2 (ホルダ部材4 )への液体回収部材3０の搬

入、及び某板ステージ (ホルダ部材4 )からの液体回収部材3０の搬出の少なくとも

一方を実行可能である。

００28 また、露光装置 Xは、液体回収部材3０を収容可能な収容装置7０を備えている。

収容装置7０は、某板ステージ2と離れた位置に配置されている。露光装置 Xは、少

なくとも、照明系 、マスクステージ 、投影光学系P 、及び某板ステージ2を収容す

るチャンバ装置C を備えている。本実施形態においては、収容装置7０は、チャン

バ装置C に接続されている。なお、本実施形態においては、収容装置7０は、チャ
ンバ装置C の外側に配置されているが、チャンバ装置C の内側に配置されていて

もよい。

００29 第 搬送システム は、収容装置7０からの液体回収部材3０の搬出、及び収容装

置7０への液体回収部材3０の搬入の少なくとも一方を実行可能である。第 搬送シス

テム は、収容装置7０と某板ステージ (ホルダ部材4)との間で液体回収部材3０

を搬送可能である。

００3０ また、露光装置 Xは、某板Pを搬送可能な第2搬送システム 2を備えている。本

実施形態においては、露光装置 Xには、某板P上に薄膜を形成する不図示のコー

ティング装置、及び露光処理後の某板Pを現像する不図示のデベロッパ装置を含む

コータ・デベロッパ装置C がインターフェース を介して接続されている。第2搬

送システム 2は、コータ・デベロッパ装置C (コーティング装置)からインターフェ
ース を介して搬入された露光処理前の某板Pを、露光装置 X内 (チャンバ装置C

内) の所定位置に搬送可能である。また、第2搬送システム 2は、露光処理後の

某板Pをインターフェース との接続部近傍まで搬送可能であり、露光処理後の某

板Pはインターフェース を経てコータ・デベロッパ装置C (デベロッパ装置)へ

搬送される。本実施形態においては、第2搬送システム 2は、某板Pのみを搬送し、

第 搬送システム と某板Pの受け渡しを実行可能である。なお、本実施形態にお

いて、不図示のコーティング装置によって某板P上に形成される薄膜は、半導体ウエ

ハ等の某材上に形成される感光材からなる膜 (所謂レジスト) 、及びその感光材から

なる膜を覆ぅトップコート膜と呼ばれる保護膜等を含む。



００3 1 ます、露光装置本体Sの照明系 について説明する。照明系 は、マスク 上の

所定の照明領城を均一な照度分布の露光光 て照明する。照明系 から射出され

る露光光 としては、例えは水銀ランプから射出される輝線 ( 線、 線、線 )及ひ

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

(波長 )及ひ レーザ光 (波長 )等の真空紫外光 ( 光) なとか用

いられる。本実施形態においては エキシマレーザ光か用いられる。

００32 次に、マスクステーシ について説明する。マスクステーシ は、リニアモータ等のア

クチュエータを含むマスクステーシ駆動装置 の駆動によって、マスク を保持した

状態て、X軸、 軸、及ひ Z方向に移動可能てある。マスクステーシ (ひいてはマ

スク )の位置清報はレーザ干渉計 によって計唄 される。レーザ干渉計 は、マ

スクステーシ 上に設けられた計側ミラー を用いてマスクステーシ の位置清報を

計側する。制御装置3は、レーザ干渉計 の計側結果に某ついてマスクステーシ駆

動装置 を駆動し、マスクステーシ に保持されているマスク の位置制御を行ぅ。

００33 次に、投影光学系P について説明する。投影光学系P は、マスク のパターンの

像を所定の投影倍率て某板Pに投影するものてあって、複数の光学素子を有してお

り、それら光学素子は鏡筒て保持されている。本実施形態の投影光学系P は、その

投影倍率か例えは 4 5 8等の縮小系てあり、前述の照明領城と共役な

投影領城にマスクパターンの縮小像を形成する。なお、投影光学系P は縮小系、等

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

い屈折系、屈折光学素子を含まない反射系、反射光学素子と屈折光学素子とを含

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

００34 次に、図3、図4、及ひ図5を参照しなから、某板ステーシ2について説明する。図3

は、某板ステーシ2の近傍を示す側断面図、図4は、某板ステーシ2を上方から見た

平面図、図5は、図3の一部を拡大した図てある。なお、図3には、某板ステーシ2上

に某板Pか存在する状態か示されており、図4には、某板ステーシ2上に某板Pか無

い状態か示されている。なお、図4においては、某板Pのエノシか二点鎮線て示され

ている。



００35 ホルダ部材4を含む某板ステージ2は、露光光 の光路に対して移動可能である

。本実施形態においては、露光光 が通る投影光学系P の光軸 XはZ軸とほぼ

平行である。某板ステージ2は、ステージ本体 5と、ステージ本体 5上に搭載され、某

板Pを保持するホルダ部材4とを備えている。ステージ本体 5は、エアベアリングによ

って、べ一ス部材6の上面 (ガイド面) に対して非接触支持されている。べ一ス部材6

の上面はX 平面とほぼ平行である。ステージ本体 5及びホルダ部材4を含む某板ス

テージ2は、べ一ス部材6上でX 方向に移動可能である。

００36 某板ステージ2は、リニアモータ等のアクチュエータを含む某板ステージ駆動装置2

の駆動によって、ホルダ部材4に某板Pを保持した状態で、べ一ス部材6上で移動

可能である。某板ステージ駆動装置2 は、ステージ本体 5をべ一ス部材6上でX軸、

軸、及び Z方向に移動することによって、そのステージ本体 5上に搭載されている

ホルダ部材4をX軸、 軸、及び Z方向に移動可能な第 駆動系 2 と、ステージ本

体 5に対してホルダ部材4をZ軸、 x、及び 方向に移動可能な第2駆動系 2 と

を備えている。

００37 第 駆動系 2 は、リニアモータ等のアクチュエータを含み、べ一ス部材6上に非接

触支持されているステージ本体 5をX軸、 軸、及び Z方向に駆動可能である。第2

駆動系 2 は、ステージ本体 5とホルダ部材4との間に介在された、例えばボイスコイ

ルモータ等の複数のアクチュエータ2Cと、各アクチュエータ2Cの駆動呈を計測する

不図示の計測装置 (エンコーダなど) とを含む。ホルダ部材4は、少なくとも3つのアク

チュエータ2Cによってステージ本体 5上に支持される。複数のアクチュエータ2Cの

それぞれは、ステージ本体 5に対してホルダ部材4をZ軸方向に独立して駆動可能で

ある。制御装置3は、複数 (少なくとも3つ) のアクチュエータ2Cそれぞれの駆動呈を

調整することによって、ホルダ部材4を、ステージ本体 5に対して、Z軸、 x、及び ０

方向に駆動する。

００38 このよぅに、第 駆動系 2 及び第2駆動系 2 を含む某板ステージ駆動装置2 は、

某板ステージ2のホルダ部材4を、X軸、 軸、Z軸、 X 、及び Z方向の6 自

由度の方向に移動可能である。制御装置3は、某板ステージ駆動装置2 を制御す

ることによって、ホルダ部材4に保持された某板Pの上面 (表面) のX軸、 軸、Z軸、



X 、及び z方向の6 自由度の方向に関する位置を制御可能である。

００39 某板ステージ2のホルダ部材 (ひいては某板P)の位置情報は、レーザ干渉計2

によって計測される。レーザ干渉計2 は、ホルダ部材4に設けられた反射面2 を用

いて、ホルダ部材4のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。また、

ホルダ部材4に保持されている某板Pの上面 (表面) の面位置情報 (z軸、 x、及び

方向に関する位置情報 ) は、不図示のフオーカス・レベリング検出系によって検

出される。制御装置は、レーザ干渉計2 の計測結果及びフオーカス・レベリング検出

系の検出結果に某づいて、某板ステージ駆動装置2 を駆動し、ホルダ部材4に保

持されている某板Pの位置制御を行ぅ。

００4０ フオーカス・レベリング検出系はその複数の計測点でそれぞれ某板の 軸方向の位

置情報を計測することで、某板の x及び 方向の傾斜情報 (回伝角 )を検出する

ものである。さらに、例えばレーザ干渉計が某板のz軸、 x及び 方向の位置情

報を計測可能であるときは、某板の露光動作中にそのz軸方向の位置情報が計測可

能となるよぅにフオーカス・レベリング検出系を設けなくてもよく、少なくとも露光動作中

はレーザ干渉計の計測結果を用いてz軸、 x及び 方向に関する某板Pの位置

制御を行ぅよぅにしてもよい。

００4 1 ホルダ部材4は、某材 7と、某材 7に設けられ、某板Pを着脱可能に保持する第 保

持部8と、某材 7に設けられ、液体回収部材3０を着脱可能に保持する第2保持部9と

を備えている。第 保持部8は、某板Pの下面と対向可能な某材 7の上面の中央の領

城に設けられている。第2保持部9は、第 保持部8の外側に配置されている。某材 7

には、第 保持部8を囲むよぅに形成された凹部 ０が形成されており、第2保持部9

は、その凹部 ０の内側に設けられている。凹部 ０は、X 平面内において環状に形

成されている。

００42 第 保持部8は、某材 7に形成され、某板Pの下面を支持する第 支持部材 と、

某材 7に形成され、第 支持部材 を囲むよぅに設けられた周壁部材 2とを備えて

いる。周壁部材 2は、某板Pの外形とほぼ同じ形状になるよぅに、X 平面内におい

て環状に形成されている。

００43 第 支持部材 は、某材 7の上面に形成されたピン状の突起部材であり、周壁部



材 2の内側の某材 7の上面の複数の所定位置のそれぞれに配置されている。本実

施形態においては、第 支持部材 は、某材 7の上面にほぼ一様に設けられている

００44 某板Pの下面は、第 支持部材 の上面で支持される。第 支持部材 の上面は

、某板Pの下面を支持するための支持面を形成している。

００45 周壁部材 2の上面は、某板Pの下面の周縁領城 (エッジ領城 ) と対向するよぅに設

けられている。本実施形態においては、第 支持部材 の上面と、周壁部材 2の上

面とは、Z軸方向に関してほぼ同じ位置 (高刮に配置されている。また、本実施形態

においては、周壁部材 2の外径は、某板Pの外径よりも僅かに 、さく形成されている

。換言すれば、第 保持部8に某板Pが保持されている状態において、周壁部材 2

は、某板Pのェッジよりも内側 (某板Pの中心側) に位置する。すなわち、某板Pの周

縁領城は、周壁部材 2の外側に所定最オーバーハングしている。

００46 以下の説明においては、周壁部材 2よりも外側にオーバーハングした某板Pの一

部の領城を適宜、オーバーハング領城P 、と称する。

００47 第 保持部8に保持された某板Pの下面側には、某板Pの下面と周壁部材 2と某

材 7とで囲まれた第 空間 3が形成される。第 保持部8は、第 空間 3の中心と、

某板Pの下面の中心とがほぼ一致するよぅに、某板Pを保持する。

００48 第 空間 3の某材 7上には、第 空間 3を負圧にするために流体 (主に気体 )を吸

引する第 吸引口 4が複数設けられている。第 空間 3において、第 吸引口 4は

、第 支持部材 以外の複数の所定位置にそれぞれ形成されている。

００49 第 吸引口 4のそれぞれは、真空系等を含む不図示の吸引装置と流路を介して

接続されているとともに、第 空間 3と接続されている。制御装置3は、第 吸引口 4

に接続された吸引装置を駆動することによって、第 空間 3の流体 (主に気体 )を吸

引可能である。制御装置3は、第 吸引口 4に接続された吸引装置を駆動し、某板

Pの下面と周壁部材 2と墓材 7とで囲まれた第 空間 3の流体 (主に気体 )を吸引し

て、第 空間 3を負圧にすることによって、某板Pの下面を第 支持部材 で吸着保

持する。また、第 吸引口 4に接続された吸引装置による吸引動作を解除することに

より、第 保持部8より某板Pを離すことができる。このよぅに、本実施形態においては



、第 吸引口 4を用いた吸引動作及び吸引動作の解除を行ぅことにより、某板Pを第

保持部8に対して着脱することができる。本実施形態においては、第 保持部8は、

所謂ピンチヤック機構を含む。

００5０ 第2保持部9は、某材 7に形成され、液体回収部材3０を支持する第2支持部材 5

を備えている。第2支持部材 5は、第 保持部8を囲むよぅに某材 7に形成された凹

部 ０の内側に設けられている。第2支持部材 5は、その上面が液体回収部材3０の

下面と対向するよぅに配置されている。第2支持部材 5は、液体回収部材3０の形状

に応じて、X 平面内において環状に形成されており、同心円状に複数設けられて

いる。

００5 1 液体回収部材3０は、第2支持部材 5の上面で支持される。第2支持部材 5の上

面は、液体回収部材3０の下面を支持するための支持面を形成している。

００5 2 本実施形態においては、複数の第2支持部材 5の上面のそれぞれは、Z軸方向に

関してほぼ同じ位置 (高刮に配置されている。すなわち、第2支持部材 5の上面の

それぞれは、ほぼ同一面上に配置されており、ほぼ面一である。

００5 3 また、複数の第2支持部材 5の間には、X 平面内において環状の満 6が形成さ

れている。第2保持部9に保持された液体回収部材3０の下面側には、液体回収部材

００54 第2空間 7に面する某材 7上には、第2空間 7を負圧にするために流体 (主に気

体 )を吸引する第2吸引口 8が設けられている。第2空間 7において、第2吸引口

8は、満 6の内側の複数の所定位置のそれぞれに形成されている。

００5 5 第2吸引口 8のそれぞれは、真空系等を含む不図示の吸引装置と流路を介して

接続されているとともに、第2空間 7と接続されており、制御装置3は、第2吸引口 8

に接続された吸引装置を駆動することにより、第2空間 7の流体 (主に気体 )を吸引

可能である。制御装置3は、第2吸引口 8に接続された吸引装置を駆動し、液体回

収部材3０の下面と第2支持部材 5と某材 7とで囲まれた第2空間 7の流体 (主に気

体 )を吸引して、第2空間 7を負圧にすることによって、液体回収部材3０の下面を第

2支持部材 5で吸着保持する。また、第2吸引口 8に接続された吸引装置による吸

引動作を解除することにより、第2保持部9より液体回収部材3０を離すことができる。



このよぅに、本実施形態においては、第2吸引口 8を用いた吸引動作及び吸引動作

の解除を行ぅことにより、液体回収部材3０を第2保持部9に対して着脱することができ

る。

００56 なお、第2保持部9が、第 保持部8と同様に、ピンチャック機構を使って液体回収

部材3０を保持してもよい。また、本実施形態においては、第 保持部8及び第2保持

部9がそれぞれ真空吸着方式であるものとしたが、これに限らず、例えば静電吸着方

式でもよい。

００5 7 次に、図3、図4、及び図5を参照しながら、液体回収部材3０について説明する。液

体回収部材3０は、露光光 の光路に対して移動可能なホルダ部材4の第2保持部

9に着脱可能に保持され、某板Pの上面から流出した液体 を回収する。液体回収

部材3０は、X 平面内において環状の部材であって、その少なくとも一部を、某材 7

に形成された凹部 ０の内側に配置可能であり、某板Pを取り囲むよぅに、第2保持部

9に保持される。

００58 液体回収部材3０は、某板Pの上面からの液体 Qが流入するよぅに配置された開

口部3 と、開口部3 の下側に形成され、開口部3 から流入した液体 Qを所定最

保持可能に形成された凹状の液体保持部3 2とを有している。

００59 液体回収部材3０は、X 平面内において環状に形成された底板 3 3と、底板 33の

内側のェッジに接続された第 側板 34と、底板 33の外側のェッジに接続された第2

側板 3 5とを含む。底板 33、第 側板 34、及び第2側板 3 5のそれぞれは、X 平面内

において環状に形成されている。底板 3 3は、上方 ( 方向)を向く底面33 を有し

ている。第 側板 34は、第 側面34 を有し、第2側板 3 5は、第2側面 を有して

いる。第 側面34 と第2側面3 5 とは所定のギャップを介してほぼ平行に対向する

。第 側面34 と第2側面 とは、X 平面に対してほぼ垂直である。開口部3 は

、第 側面34 の上端と第2側面 の上端との間に形成されている。液体保持部3

2は、開口部3 と底面33 と第 側面34 と第2側面 との間に形成されている。

００6０ 本実施形態においては、液体回収部材3０は、例えばボリ四フッィヒェチレン(テフロ

ン (登録商標 ) )等のフッ素系樹脂で形成されている。なお、液体回収部材3０を金属

等で形成し、その表面にフッ素系樹脂を被覆するよぅにしてもよい。



００6 1 本実施形態においては、ホルダ部材4は、開口部3 が上を向くよぅに、液体回収部

材3０を第2保持部9に保持する。ホルダ部材4の第2保持部9に保持された液体回収

部材3０の少なくとも一部は、第 保持部8に保持された某板Pの上面よりも下方に配

置される。また、ホルダ部材4の第2保持部9に保持された液体回収部材3０の開口部

3 の少なくとも一部は、第 保持部8に保持された某板Pの上面よりも下方に配置さ

れる。

００62 本実施形態においてほ、ホルダ部材 、液体回収部材3０の少なくとも一部が、第

保持部8に保持された墓板Pの下面と対向するよぅに、液体回収部材3０を第2保持

部9に保持する。上述のよぅに、第 保持部8は、某板Pの下面の周縁領城が周壁部

材 2よりも外側にオーバーハングするよぅに某板Pを保持している。第2保持部9は、

某板Pの下面のオーバーハング領城P と、液体回収部材3０の少なくとも一部とが

対向するよぅに、液体回収部材3０を第2保持部9に保持する。

００63 本実施形態においては、ホルダ部材4は、液体回収部材3０の第 側板 34の上面

が、第 保持部8に保持された某板Pの下面のオーバーハング領城P と対向するよ

ぅに、液体回収部材3０を第2保持部9に保持する。本実施形態においては、第 側

板 34の外径は、某板Pの外径よりも僅かに 、さく形成されており、第 側板 34の上面

は、某板Pの下面の周縁傾城と対向可能である。

００64 また、ホルダ部材4は、液体回収部材3０の第2側板 3 5の上面が、第 保持部8に保

持された某板Pの下面のオーバーハング領城P と対向しないよぅに、液体回収部材

3０を第2保持部9に保持する。液体回収部材3０の開口部3 は、第 側板 34の第

側面34 の上端と第2側板 3 5の第2側面 の上端との間に形成されている。ホル

ダ部材4は、開口部3 の一部が、第 保持部8に保持された某板Pの下面のオーバ

ーハング領城P と対向するよぅに、液体回収部材3０を第2保持部9に保持する。

００65 液体回収部材3０は、X 平面内において環状の部材であって、ホルダ部材4は、

某板Pを取り囲むよぅに、第2保持部9に液体回収部材3０を保持する。液体回収部材

3０の開口部3 も、X 平面内において環状に形成されている。ホルダ部材4は、液

体回収部材3０の開口部3 が、第 保持vaa に保持された墓板Pを取り囲むよぅに、

液体回収部材3０を第2保持部9に保持する。



００66 このよぅに、本実施形態においては、液体回収部材3０は、その開口部3 が上 ( z

軸方向)を向くよぅに、且つ、第 側板 34の上面が第 保持部8に保持された某板Pの

下面と対向して、開口部3 の一部が某板Pの下面と対向するよぅに、ホルダ部材4の

第2保持部9に保持される。また、液体回収部材3０は、その開口部3 が第 保持部8

に保持された某板Pを取り囲むよぅに、ホルダ部材4の第2保持部9に保持される。

００67 本実施形態においては、液体回収部材3０の少なくとも第 側板 34の上面及び開

口部3 は某板Pの外形に応じた形状を有している。これにより、第 保持部8に保持

された某板Pの下面の周縁領城の全域と、第2保持部9に保持されね液体回収部材

3０の第 側板 34の上面及び第 側板 34に沿ぅ開口部3 の一部とが対向可能である

００68 また、本実施形態においては、第 保持部8に保持された某板Pと、第2保持部9に

保持された液体回収部材3０とは離れている。図5に示すよぅに、第 保持部8に保持

された某板Pの下面のオーバーハング領城P と、そのオーバーハング領城P の下

側で、オーバーハング領城P と対向するよぅに配置された、液体回収部材3０の第

側板 34の上面との間には、所定のギャッ Gが形成される。

００69 また、液体回収部材3０は、第 側板 34の上面で、某板Pを支持可能である。上述し

たよぅに、第 側板 34の外径は、某板Pの外径よりも僅かに 、さく形成されており、第

側板 34の上面は、某板Pの下面の周縁領城と対向可能である。例えば、第 保持

部8での某板Pの吸着と第2保持部9での液体回収部材3０の吸着を解除した後に、

液体回収部材3０を z方向に移動することによって、液体回収部材3０の第 側板 3

4の上面で、某板Pの下面を支持可能である。

００7０ また、液体回収部材3０は、某板Pの上面から流出した液体 を吸収可能な吸収

部材36を有している。吸収部材36は、多孔部材を含む。吸収部材36は、例えばス

ポンジ状の部材、あるいはセラミックスで形成された多孔部材を含む。多孔部材とし

て、複数の (po e) が形成された焼結部材 (例えば、焼結金属) 、発泡部材 (例えば

、発泡金属) などを用いてもよい。吸収部材36は、液体回収部材3０の液体保持部3

2に配置されている。具体的には、吸収部材36は、液体回収部材3０の底面

に配置されており、液体保持部32の形状に応じて、X 平面内において環状に形成



されている。某板Pの上面から流出し、液体回収部材3０の開口部3 から液体保持

部32に流入した液体 は、その液体保持部32に配置された吸収部材36に吸収さ

れ、保持される。

００7 1 図6は、第 搬送システム が液体回収部材3０を搬送している状態を示す斜視図

の一部破断図である。

００72 液体回収部材3０は、第 搬送システム に支持される凹部3 7を有している。本実

施形態においては、凹部3 7は、液体回収部材3０の第2側板 3 5の内側側面 (第2側

面3 5 ) に形成された環状の満部である。なお、凹部3 7は、第2側板 3 5 (第2側面3

5 )の周方向の一部の領城に形成されていてもよい。

００73 第 搬送システム は、支持部材4０と、支持部材4０に支持された2つのアーム部

材4 とを備えている。図6においては、支持部材4０は、 軸方向に延びるように形成

されている。また、2つのアーム部材4 のそれぞれは、不図示のアクチュエータによ

って、支持部材4０の長手方向 ( 軸方向) に移動可能である。また、アーム部材4 を

支持する支持部材4０は、不図示のアクチュエータによって、X軸、 軸、Z軸、

、及び Z方向の6 自由度の方向に移動可能である。

００74 アーム部材4 のそれぞれの下端には、液体回収部材3０の凹部3 7の内側に配置

可能 (挿入可能 ) な凸部4 2が形成されている。凸部4 2は、支持部材4０とほぼ平行に

、2つのアーム部材4 が互いに離れる方向に突出している。第 搬送システム に

おいて、液体回収部材3０の凹部3 7の内側にアーム部材4 の凸部4 2を配置 (挿入)

することによって、そのアーム部材4 で液体回収部材3０を支持可能である。制御装

置3は、第 搬送システム のアーム部材4 で液体回収部材3０を支持した状態で

、支持部材4０を移動させる。これによって、液体回収部材3０を搬送可能 (移動可能 )

である。

００75 図7は、第 搬送システム の動作の一例を示す模式図である。液体回収部材3０

を第 搬送システム で支持する前に、図7 の模式図に示すように、制御装置3は

、アーム部材4 を移動するためのアクチュエータを制御する。これにより、2つの凸部

4 2の先端間の距離 が、環状の第2側面 の直径 2よりも 、さくなるように、2つ

のアーム部材4 が互いに近づく。その後、図7 の模式図に示すように、制御装置3



は、支持部材4０を移動するためのアクチュエータを制御して、アーム部材4 を支持

する支持部材4０と液体回収部材3０との相対的な位置関係を調整する。これにより、

アーム部材4 が開口部3 を介しで液体保持部32内に移動して、液体回収部材3０

の凹部3 7とアーム部材4 の凸部4 2とが対向する。そして、図7Cの模式図に示すよ

ぅに、制御装置3は、アーム部材4 を移動するためのアクチュエータを制御して、第

搬送システム の2つの凸部4 2のそれぞれが、液体回収部材3０の凹部3 7の内側

に配置 (挿入) されるよぅに、すなわち、2つのアーム部材4 が互いに離れる方向に、

2つのアーム部材4 を移動する。これにより、液体回収部材3０の凹部3 7の内側にア

ーム部材4 の凸部4 2が配置 (挿入) され、第 搬送システム が液体回収部材3０

を支持して搬送可能な状態となる。

００76 また、第 搬送システム による液体回収部材3０に対する支持を解除する場合に

は、制御装置3は、2つのアーム部材4 を近づけ、液体回収部材3０の凹部3 7からア

ーム部材4 の凸部4 2を引き抜く。このとき、アーム部材4 の凸部4 2が液体回収部

材3０の凹部3 7の内側に配置されている状態から、アーム部材4 の2つの凸部4 2の

先端間の距離 が、第2側面 の直径 2よりも 、さくなる。これにより、第 搬送

システム による液体回収部材3０の支持が解除される。

００77 また、図6に示すよぅに、第 搬送システム は、液体回収部材3０で某板Pを支持

した状態で、液体回収部材3０を搬送可能である。第 搬送システム は、液体回収

部材3０の第 側板 34の上面で某板Pを支持した状態で、液体回収部材3０と某板P

とを一緒に搬送可能である。

００78 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて某板Pを露光する方法の一例に

ついて、図8～図 7の模式図を参照して説明する。

００79 露光処理前の某板Pがコータ・デベロッパ装置C (不図示のコーティング装置)

からインターフェース を介して露光装置 Xに搬送される。図8に示すよぅに、第2

搬送システム 2は、コータ・デベロッパ装置C (コーティング装置)からインターフ

ェース を介して搬入された露光処理前の某板Pを支持する。第 搬送システム

は、収容装置7０から液体回収部材3０を搬出する。収容装置7０には、複数の液体回

収部材3０が収容されている。制御装置3は、第 搬送システム を用いて、収容装



置7０から液体回収部材3０を搬出する。第 搬送システム は、収容装置7０から搬

出した液体回収部材3０を支持する。

００8０ 次いで、制御装置3は、第 搬送システム 及び第2搬送システム 2の少なくとも

一方を制御し、液体回収部材3０を支持した第 搬送システム と、某板Pを支持し

た第2搬送システム 2とを近づける。このとき、投影光学系P から離れた所定位置

において、第2搬送システム 2に支持されている某板Pが、第 搬送システム に

渡される。具体的にほ、第2搬送システム 2ほ、所定位置において、第 搬送システ

ム に支持されている液体回収部材3０上に、某板Pを載置する。第2搬送システム

2は、第 搬送システム に支持されている液体回収部材3０の第 側板 34の上

面に某板Pが載置されるよぅに、第 搬送システム との間で某板Pの受け渡しを行

ぅ。これにより、某板Pは、第 搬送システム に支持されている液体回収部材3０(

第 側板 34の上面) に支持される。第 搬送システム は、液体回収部材3０で某板

Pを支持した状態で、液体回収部材3０を搬送する。

００8 1 次に、制御装置3は、第 搬送システム に支持されている液体回収部材3０の下

方に某板ステージ2を配置する。本実施形態においては、制御装置3は、某板ステー

、ジ駆動装置2 を用いて墓板ステージ2を移動する。これにより、投影光学系P から

離れた所定位置に配置されている第 搬送システム に支持されている液体回収

部材3０の下方に某板ステージ2が配置される。

００82 そして、図9に示すよぅに、制御装置3は、某板ステージ2のホルダ部材4に対する

某板Pの搬入動作、及び液体回収部材3０の取り付け動作を開始する。本実施形態

においては、制御装置3は、ホルダ部材4の第 保持部8への某板Pの搬入動作と、

ホルダ部材4の第2保持部9への液体回収部材3０の取り付け動作の少なくとも一部と

を並行して行ぅ。制御装置3は、某板Pを液体回収部材3０に支持した状態で、第 搬

送システム を用いて、ホルダ部材4の第 保持部8への某板Pの搬入動作を実行

するとともに、ホルダ部材4の第2保持部9への液体回収部材3０の取り付け動作の少

なくとも一部を実行する。

００83 制御装置3ほ、第 搬送システム を用いて、液体回収部材3０とともに、ホルダ部

材4へ某板Pを搬入する。このとき、某板Pは、液体回収部材3０に支持された状態で



、ホルダ部材4の第 保持部8への搬入動作を実行される。また、液体回収部材3０は

、某板Pを支持した状態で、ホルダ部材4の第2保持部9への取り付け動作の少なくと

も一部を実行される。

００84 制御装置3は、某板Pが第 保持部8に保持されるとともに、液体回収部材3０が第2

保持部9に保持されるよぅに、第 搬送システム 及び某板ステージ2の少なくとも一

方を制御する。これにより、第 搬送システム と某板ステージ2のホルダ部材4との

位置関係が調整され、第 搬送システム に支持されている液体回収部材3０と某

板ステージ2のホルダ部材4とが互いに近づく。第 搬送システム は、液体回収部

材3０と某板Pとを一緒にホルダ部材4に搬入する。

００85 本実施形態においては、第 搬送システム は、ホルダ部材4の上方から、そのホ

ルダ部材4に、某板Pを支持している液体回収部材3０を搬入する。すなわち、某板P

を支持した状態の液体回収部材3０を支持している第 搬送システム と某板ステ

ージ2のホルダ部材4とが対向した状態で、第 搬送システム が 方向に移動す

る ( 降する)。もちろん、某板ステージ2を Z方向に移動してもよレ七、両方が相対

的に動いてもよい。

００86 某板Pを支持した状態で液体回収部材3０を支持している第 搬送システム が一

Z方向に移動することによって、液体回収部材3０に支持されている某板Pがホルダ

部材4の第 保持部8に載置される。某板Pがホルダ部材4の第 保持部8に載置され

た後、さらに第 搬送システム が 方向に移動する。これにより、その第 搬送シ

ステム に支持されている液体回収部材3０の第 側板 34の上面と某板Pの下面と

が離れる。

００87 液体回収部材3０の第 側板 34に支持されている某板Pをホルダ部材4の第 保持

部8に載置して、液体回収部材3０の第 側板 34から某板Pが離れた後に、第 搬送

システム がさらに 方向に移動する。これにより、液体回収部材3０がホルダ部

材4の第2保持部9へ載置される。

００88 液体回収部材3０が第2保持部9に載置された後、制御装置3は、第 搬送システム

をさらに僅かに 方向に移動するとともに、2つのアーム部材4 の間隔を調整

して、アーム部材4 の凸部4 2を第2側板 3 5の凹部3 7から引き抜く。このとき、アーム



部材4 の2つの凸部4 2の先端間の距離 が、環状の第2側面3 5 の直径 2よりも

体くなる。次に、制御装置3は、第 搬送システム を z方向に移動して、アーム

部材4 の凸部4 2を液体回収部材3０の液体保持部32から引き抜き、第 搬送システ

ム を待避させる。

００89 また、制御装置3は、ホルダ部材4の第 吸引口 4及び第2吸引口 8による吸引動

作を実行する。これにより、図 ０に示すよぅに、第 保持部8が某板Pを吸着保持する

とともに、第2保持部9が液体回収部材3０を吸着保持する。

００9０ 第 搬送システム の待避、某板Pの吸着保持、及び液体回収部材3０の吸着保

持が完了した後、制御装置3は、某板ステージ駆動装置2 を用いて某板ステージ2

を移動する。これにより、投影光学系P の光学素子 と某板ステージ2に保持され

ている某板Pとが対向するよぅに、某板P、及び液体回収部材3０を保持した某板ステ

ージ2が投影光学系P の下方に配置される。

００9 1 そして、制御装置3は、某板ステージ2に保持されている某板Pの位置情報の計測

等、所定の処理を実行する。例えば、図 に示すよぅに、制御装置3は、アライメント

系 を用いて、某板P上に形成されているアライメントマークを検出する動作を実行

したり、フオーカス・レベリング検出系 (不図示)を用いて、某板Pの上面 (表面) の面

位置情報を検出する動作を実行したりする。

００92 某板Pの位置情報の計測等、所定の処理を実行した後、図 2に示すよぅに、制御

装置3は、液体供給部材6０を用いて、液浸空間 Sを形成する。液体供給部材6０に

は、清浄で温度調整された液体 を送出可能な液体供給装置6 2が接続されてい
る。液体供給装置6 2から送出されね液体 Qは、液体供給装置6 2の内部に形成さ

れた供給流路の一端 (上端 ) に流入し、その供給流路を流れた後、供給流路の他端 (

下端 ) に設けられている液体供給 口6 に供給される。液体供給装置6 2から送出され

、液体供給部材6０の供給流路を介しで液体供給 口6 に供給された液体 Qは、そ

の液体供給 口6 を介して、某板P上に供給される。

００93 本実施形態においては、液体 Qとして、露光光 ( エキシマレーザ光 :波長

)に対する屈折率が、光学素子 の屈折率よりも高いものを用いる。例えば

、光学素子 が石英で形成される場合には、石英の露光光 に対する屈折率は



約 ・56なので、液体 として、その屈折率が石英の露光光 の屈折率よりも高い

例えば ・6～・8程度のものを用いる。本実施形態においては、光学素子 は、

石英 ( O )で形成され、液体 Qとして、デカリン(C )を用いる。デカリンの露
2 ０ 8

光光 に対する屈折率は、例えば水の露光光 に対する屈折率に比べて大きく、

解像度及び焦点深度を良好に向上できる。また、デカリンの気化熱は、例えば水に

比べて十分に 、さく、液体 Qとしてデカリンを用いることにより、露光装置 Xが置か

れている環境 (チャンバ装置C 内の環境 ) の変動を抑えることができる。また、本実

施形態においては、投影光学系P の開口数 は、例えば約 ・4であり、光学素子

の露光光 に対する屈折率よりも 、さい。

００94 なお、液体 Qとして用いるデカリンは一例であり、某板P上に投影されるパターン

の微細度等に応じて、液浸露光に使用すあ液体 Qの種類 (物性 ) は適宜選択可能

である。例えば、液体 Qとして、水 (純水 )を用いてもよい。

００95 液体 Qとしては、例えばイソプロパノール及びグリセロールといったC 結合や

結合を持つ液体、ヘキザン、ヘプタン、デカン等の液体 (有機溶剤)でもよい。

あるレソま、これら所定液体のぅち任意の2種類以上の液体が混合されたものであって

もよレ七、純水に上記所定液体が添加 (混合 ) されたものであってもよい。あるいは、

液体 Qとしては、純水に、 "、Cs"、 "、 、 等の塩某又は酸を

添加 (混合 ) したものであってもよい。更には、純水に 酸化物等の微粒子む添加 (

混合 ) したものであってもよい。これら液体 Qは、 エキシマレーザ光を透過可能

である。また、液体 Qとしては、光の吸収係数が 、さく、温度依存性が少なく、投影

光学系P 及び 又は某板Pの表面に塗布されている感光材 ( は保護膜 (トップコ

ート膜 )あるいは反射防止膜など) に対して安定なものであることが好ま 、。液浸空

間の周囲の気体空間に供給される気体は、使用する液体 Qに応じて、その液体

Qの物性 (屈折率)を変化させないものが選択される。

００96 なお、光学素子 を形成する材料としては、例えば露光光 に対する屈折率が

約 ・64のバリウムリチウムフロライド( a )を用いることもできる。また、光学素子

を形成する材料として、蛍石 (Ca ) 、フッ化バリウム ( a ) 、ある りま、その他の

フッ化ィヒ合物の単結品材料を用いることもできる。また、国際公開第2００5 ０596



7号パンフレソトに開示されているよぅな、ザファイア、二酸化ゲルマニウム等、あるい

は、国際公開第2００5 ０596 8号パンフレソトに開示されているよぅな、塩化ヵリウ

ム (屈折率約 ・75) 等を用いることができる。

００97 液体供給部材6０は、某板ステージ2に保持された某板Pの上方から、その某板Pの

上面は液体 を供給する。投影光学系P の光学素子 近傍の液体供給部材6０

から液体 Qを供給することによって、投影光学系P の光学素子 と某板Pとの間

の露光光 の光路空間 を満たすように、液浸空間 Sが形成される。

００98 そして、制御装置3は、ホルダ部材4に保持された某板Pに液浸空間 Sの液体 Q

を介して露光光 を照射して、某板Pの液浸露光を実行する。本実施形態において

、露光装置 Xは、マスク と某板Pとを所定の走査方向に同期移動しつつ、マスク

のパターンの像を某板P上に投影する走査型露光装置 (所謂スキャニングステッパ

)である。ここで、某板Pの走査方向 (同期移動方向)を 軸方向とし、マスク の走査

方向 (同期移動方向)も 軸方向とする。某板P上には複数のショット領城が設けられ

ている。制御装置3は、某板Pのショット領城を投影光学系P の投影領城に対して

軸方向に移動するとともに、その某板Pの 軸方向への移動と同期して、照明系 の

照明領城に対してマスク のパターン形成領城を 軸方向に移動する。投影光学系

P 及び液体 Qを介して投影領城に露光光 を照射することによって、投影領城に

形成されるパターンの像で某板P上の複数のショット領城が順次露光される。

００99 液体供給部材6０から某板P上に供給され、液浸空間 Sを形成した液体 Qの一

部は、某板Pの上面を流れる。その某板Pの上面のェッジに到達した液体 Qは、そ

の某板Pの上面から流出する。ホルダ部材4は、某板Pを取り囲むよぅに、第2保持部

9に液体回収部材3０を保持している。某板Pの上面から流出した液体 Qは、液体回

収部材3０によって回収される。液体回収部材3０の開口部3 は、某板Pの上面から

の液体 Qが流入するよぅに配置されている。某板Pの上面から流出した液体 Qは、

重力の作用等によって、液体回収部材3０の開口部3 に流入する。液体回収部材3

0の開口部3 から流入した液体 Qは、凹状の液体保持部32に保持される。すなわ

ち、液体回収部材3０ほ、開口部3 から流入した液体 Qを、液体保持部3 2に溜め

ることができる。また、本実施形態において、液体 Qはデヵリンであり、上述のよぅに



、デカリンの気化熱は 、 、刮 。そのため、液体保持部32に溜まっている液体 Q (デ

カリン) によって、露光装置 Xが置かれている環境 (チャンバ装置C 内の環境 ) の

大きな変動は生じない。

０1００ また、図 3に示すよぅに、例えば某板Pの上面のェッジ近傍に設けられているショッ
ト領城を液浸露光するために、某板Pの上面の周縁領城に液浸空間 Sを形成した

場合でも、某板Pの上面から流出した液体 は、液体回収部材3０によって回収さ

れる。なお、図 3においては、2つの液体供給 口6 6 の両方から液体 Qが

供給されている。液体供給 口6 6 と某板ステージ (液体回収部材3０) との位

置関係に応じて一方の液体供給 口からの液体供給を停止したり、一方の液体供給

口からの液体供給呈を少なくすることもできる。例えば、図 3に示すよぅに、一方の

液体供給 口 (6 )が、某板Pと対向していない場合には、液体供給 口6 からの液

体 Qの供給を停止したり、液体 Qの供給呈を少なくするよぅにしてもよい。すなわち

、図 3に示すよぅに、液体回収部材3０と対向する位置に配置されている液体供給 口

6 からの液体 Qを停止したり、液体供給呈を少なくするよぅにしてもよい。

０1０1 また、液体回収部材3０の開口部3 の幅 (第 側面34 と第2側面 との間のギ

ャッ ) は、例えば某板Pを液浸露光するときの某板ステージ2の移動速度に応じて

最適化されている。某板ステージ2に保持された某板Pのェッジ近傍のショット領城を

走査露光する場合、某板ステージ2の移動速度が大きレ止、液浸空間 Sの少なくと

も一部が某板Pと対向しない状態で某板ステージ2を移動することが多くなる。そのた

め、開口部3 の幅を大きくしておく必要がある。本実施形態においては、液浸空間

S の直径 (X 方向の大きぎは約 ０ 、液体回収部材3０の開口部3 の幅は約 5

０ に設定されている。なお、某板Pの直径は約3００ である。

０1０2 某板Pの液浸露光が終了した後、図 4に示すよぅに、制御装置3は、液体供給部

材6０による液体供給動作を停止する。そして、制御装置3は、某板ステージ2のホル

ダ部材4からの某板Pの搬出動作、及び液体回収部材3０の取り外し動作を開始する

。本実施形態においては、制御装置3は、ホルダ部材4の第 保持部8からの某板P

の搬出動作と、ホルダ部材4の第2保持部9からの液体回収部材3０の取り外し動作

の少なくとも一部とを並行して行ぅ。



０1０3 第 搬送システム は、液体回収部材3０で某板Pを支持した状態で、液体回収部

材3０を搬送可能である。制御装置3は、第 搬送システム を用いて、ホルダ部材

4の第2保持部9からの液体回収部材3０の取り外し動作を実行するとともに、その取

り外し動作の少なくとも一部と並行して、液体回収部材3０で某板Pを支持した状態で

、ホルダ部材4の第 保持部8からの某板Pの搬出動作を実行する。

０1０4 図 5に示すよぅに、制御装置3は、某板ステージ駆動装置2 を用いて某板ステー

ジ2を移動して、投影光学系P から離れた所定位置に配置する。また、制御装置3

は、第 保持部8の第 吸引口 4による吸引動作及び第2保持部9の第2吸引口 8

による吸引動作を解除し、第 保持部8より某板Pを搬出可能な状態にするとともに、

第2保持部9より液体回収部材3０を取り外し可能な状態にする。

０1０5 そして、制御装置3は、第 搬送システム 及び某板ステージ2の少なくとも一方を

制御して、第 搬送システム と某板ステージ2のホルダ部材4とのX 方向の位置

関係を調整する。これにより、第 搬送システム のアーム部材4 とホルダ部材4の

第2保持部9に保持されている液体回収部材3０とが近づく( 軸方向に相対的に移

動する)。

０1０6 制御装置3は、第 搬送システム を、ホルダ部材4の上方から、第2保持部9に保

持されている液体回収部材3０に近づける。このとき、液体回収部材3０を第2保持部

9から取り外すために、第 搬送システム とホルダ部材4とを対向させた状態で、第

搬送システム が 方向に移動 ( 降) し、2つのアーム部材4 の凸部4 2のそ

れぞれが液体回収部材3０の液体保持部32に挿入される。

０1０7 次に、制御装置3は、第 搬送システム のアクチュェ一タを制御して、第 搬送シ

ステム のアーム部材4 を移動する。これにより、アーム部材4 の凸部4 2が、液体

回収部材3０の凹部3 7に配置 (挿入) される。

０1０8 第 搬送システム のアーム部材4 の凸部4 2を凹部3 7に挿入した後、図 6に

示すよぅに、制御装置3は、第 搬送システム を z方向に移動 (上昇 )する。これ

により、第 搬送システム のアーム部材4 が液体回収部材3０を支持する。

０1０9 液体回収部材3０を支持している第 搬送システム が z方向に移動することに

よって、ホルダ部材4の第2保持部9から液体回収部材3０が離れる。液体回収部材3



0がホルダ部材4の第2保持部9から離れた後、さらに第 搬送システム が z方

向に移動することによって、その第 搬送システム に支持されている液体回収部

材3０の第 側板 34の上面と、第 保持部8に載置されている某板Pの下面のオーバ

ーハング領城P とが接触する。液体回収部材3０の第 側板 34の上面は、ホルダ部

材4の第 保持部8に支持されている某板Pの下面のオーバーハング領城P を支持

する。

０11０ ホルダ部材4の第 保持部8に支持されている墓板Pの下面と液体回収部材3０の

第 側板 34の上面とが接触した後、第 搬送システム がさらに z方向に移動す

ることによって、第 保持部8から某板Pが離れる。そして、制御装置3は、第 保持部

8に支持されている某板Pを、第 搬送システム に支持されている液体回収部材3

0で支持して、第 保持部8から某板Pを離した後、第 搬送システム を制御して、

液体回収部材3０と某板Pとを一緒にホルダ部材4から搬出する。

０111 このよぅに、本実施形態においては、制御装置3は、第 搬送システム を用いて

、液体回収部材3０とともに、ホルダ部材4から某板Pを搬出する。某板Pは、液体回

収部材3０に支持された状態で、ホルダ部材4の第 保持部8からの搬出動作を実行

され、液体回収部材3０は、某板Pを支持した状態で、ホルダ部材4の第2保持部9か

らの取り外し動作の少なくとも一部を実行される。

０112 第 搬送システム を用いで液体回収部材3０と某板Pとを一緒にホルダ部材4か

ら搬出した後、制御装置3は、第 搬送システム 及び第2搬送システム 2の少な

くとも一方を制御し、露光処理後の某板Pを支持している状態の液体回収部材3０を

支持した第 搬送システム と、第2搬送システム 2とを近づける。そして、制御装

置3は、投影光学系P から離れた所定位置において、第 搬送システム に支持

されている液体回収部材3０に支持されている某板Pを、第2搬送システム 2に渡す

。具体的には、第2搬送システム 2は、第 搬送システム に支持されている液体

回収部材3０上から、某板Pを受け取る。

０113 これにより、図 7に示すよぅに、第 搬送システム は、液体回収部材3０のみを支

持し、第2搬送システム 2ほ、墓板Pのみを支持した状態となる。

０114 露光処理後の某板Pは、第2搬送システム 2によって、インターフェース との接



続部の近傍まで逆ばれ、露光装置 Xから搬出される。インターフェース を介して

コータ・デベロッパ装置C に搬送された露光後の某板Pは、コータ・デベロッパ装

置C において現像処理等の所定の処理を施される。

０115 なお、本実施形態においては、露光処理後の某板Pは、液体 で濡れた状態で

某板ステージ2から搬出される。上述のよぅに、本実施形態においては、液体 とし

て気化熱が小刮吃のが用いられており、某板Pの搬送中において、液体 Qの気化

熱が某板Pに与える影響は抑えられている。

０116 また、第2搬送システム 2により某板Pが取り去られた液体回収部材3０は、第 搬

送システム によって、収容装置7０に搬送される。収容装置7０に搬送されね液体

回収部材3０は、例えば、液体保持部32に保持されている液体 Qの除去 (回収 ) 処

理、洗浄処理、及び乾燥処理の少なくとも一つを含か所定の処理を施された後、再

利用される。なお、収容装置7０に搬送された使用済みの液体回収部材3０を新たな

ものと交換してもよい。

０117 以上説明したよぅに、液体回収部材3０によって、某板Pの上面から流出した液体

Qを良好に回収することができる。また、本実施形態においては、液体回収部材3０

は、某板Pを取り囲むよぅに配置されている。そのため、某板Pの上面のエッジのいず

れの位置から液体 Qが流出したとしても、その流出した液体 Qを良好に回収する

ことができる。したがって、某板P上から流出した液体 Qが、周辺機器及び周辺部材

等にもたらされることを抑制でき、露光装置本体Sで実行される露光動作及び計測動

作などの精度劣化を抑制することができる。例えば、某板P上から流出した液体 Q

がレーザ干渉計2 の計測光の光路上、あるいは反射面2 等にもたらされると、某板

Pの位置計測精度が劣化し、ひいては露光精度が劣化する不都合が生じる可能性

がある。本実施形態においては、液体回収部材3０を用いで液体 Qを良好に回収

することができるので、そのよぅな不都合の発生を抑制することができる。

０118 また、某板P上の液体 Qを回収する場合、例えぼ液体の種類 (物性 ) によっては、

その液体 Qを某板Pの上方から良好に回収することが困難となる可能性がある。例

えば、某板P上の液体 Qを回収するための液体回収 口を某板Pの上面と対向する

位置に配置した場合、例えぼ液体 Qの粘度、あるいは某板Pの上面に対する液体



Qの接触角等によっては、その某板Pの上面と対向する位置に配置された液体回収

口を用いで液体 を吸い上げることが困難となる可能性がある。特に、某板Pの上

面と対向する位置に配置された液体供給 口と液体回収 口とを用いて某板Pの上面の

一部の領城む液体 で覆ぅよぅに液浸空間を形成する、所謂局所液浸方式を採用

する場合、例えば液体 Qの粘度、あるいは某板Pの上面に対する液体 Qの接触角

等によっては、某板Pの上面と対向する位置に配置された液体回収 口を用いで液体

Qを良好に回収できず、某板Pの上面の一部の領域のみを液体 Qで覆ぅことが困

難となる。

０119 本実施形態においては、某板Pの周囲に液体回収部材3０を配置し、某板Pの上面

からの液体 Qが流入するよぅに液体回収部材3０の開口部3 を配置する。これによ

り、液浸空間 Sを形成するために様々な種類 (物性 ) の液体 Qを使用した場合でも

、それら液体 Qを良好に回収することができる。換言すれば、液浸露光に使用可能

な液体 Qの種類 (物性 ) の制約を無くし、選択の幅を広げることができる。また、例え

ば某板Pの上面に対する液体 Qの接触角を所望値にするための、某板Pの上面を

形成する膜 (例えば上述のトップコート膜、または感光材の膜 ) を形成する材料を選

択あるいは開発する労力を省くことができる。

０12０ また、本実施形態においては、液体回収部材3０は、某板Pを保持するホルダ部材

4の一部に保持され、某板Pの周囲に配置されている。そのため、光学素子 の周

囲に配置される部材の大型化、複雑化が抑制されている。投影光学系P の開口数

の増大に伴って、光学素子 が大型化する場合、その大型の光学素子 の周囲

に配置される部材まで大型化、複雑化がすると、露光装置 X全体の大型化等を招く

可能性がある。本実施形態においては、光学素子 の周囲に配置される部材の大

型化、複雑化が抑制されているので、たとえ光学素子 が大型化しても、露光装置

X全体の大型化等を抑制できる。

０12 1 また、液体回収部材3０ほ、ホルダ部材4の第2保持部9に着脱可能に保持されるの

で、液体回収部材3０を搬送することができる。したがって、某板Pの液浸露光後、液

体回収部材3０を第2保持部9から取り外して、例えば収容装置7０等の所定位置へ

搬送することによって、露光装置本体 S とは離れた位置で、液体保持部3 2に溜まっ



た液体 を除去したり(捨て去ったり) 、液体回収部材3０を洗浄したりする等、所定

の処理を円滑に実行することができる。また、劣化した液体回収部材3０を新たなもの

と簡単に交換することができる。

０122 また、本実施形態においては、液体回収部材3０は、某板Pを保持する第 保持部8

とは別の第2保持部9に着脱可能に保持され、某板Pを保持する第 保持部8には液

体 Qがもたらされない構造である。したがって、某板Pを保持する第 保持部8に、

例えばピンチャック機構など、従来の某板保持機構の技術を用いることができる。

０123 また、本実施形態においては、液体回収部材3０は、第 側板 34 によって某板Pを

支持可能であり、第 搬送システム は、液体回収部材3０で某板Pを支持した状態

で、液体回収部材3０と某板Pとを一緒に搬送することができる。また、ホルダ部材4へ

の某板Pの搬入動作と液体回収部材3０の取り付け動作の少なくとも一部とを並行し

て行ぅことができるとともに、ホルダ部材4からの某板Pの搬出動作と液体回収部材3０

の取り外し動作の少なくとも一部とを並行して行ぅことができる。

０124 また、本実施形態においては、某板Pのホルダ部材4への搬入動作及びホルダ部

材4からの搬出動作は、液体回収部材3０に某板Pを支持した状態で行われる。その

ため、例えば特開2００5 2００9号公報に開示されているよぅな、ホルダ部材に対し

て某板Pを受け渡すために某板Pを昇降させるリフトピン等を含む機構を省略すること

ができる。また、リフトピンを駆動するためのアクチュエータ、あるいはそのアクチュエ

ータに動力を供給するためのケーブル類を省略することもできる。したがって、某板ス

テージ2の軽呈化、簡素化等を図ることができ、某板ステージ2の位置制御性の向上

、ひいてはアライメント精度の向上を図ることができる。

０125 また、本実施形態においては、液体保持部3 2には吸収部材3 6が配置されており、

開口部3 を介しで液体保持部3 2に流入した液体 Qの少なくとも一部は、吸収部材

3 6によって吸収される。したがって、液体保持部3 2に保持された液体 Qが、開口部

3 を介しで液体回収部材3０の外側に飛散することが抑制される。なお、液体保持部

3 2に液体 Qを溜めた状態で、ホルダ部材4の移動とともに液体回収部材3０を移動

した場合、液体保持部3 2の内側で液体 Qが移動したり、液体 Qの表面が波打っ
たりして、振動が発生する可能性がある。本実施形態では、吸収部材3 6で液体 Q



を吸収することによって、振動の発生を抑えることができる。したがって、良好な露光

精度及び計測精度を維持することができる。

０126 液体回収部材3０に流れ込む液体 の最が少ない場合など、液体回収部材3０で

回収された液体 Qが飛散する可能性が小さい場合には、吸収部材3 6を省いてもよ

０127 また、本実施形態においては、第 保持部8に保持された某板Pと、第2保持部9に

保持されね液体回収部材 3０とは離れているので、液体回収部材 3０に起因する墓板

Pの変形を抑制することができる。

０128 某板Pの変形などが抑えられる場合には、液体回収部材3０の第 側板 34の上面が

某板Pの裏面と接触していてもよい。

０129 く第2実施形態 ノ

次に、第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の第 実施形

態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略もしく

は省略する。

０13０ 図 8は、第2実施形態に係る某板ステージ2の近傍を示す側断面図の一部を拡大

した図である。上述の第 実施形態においては、開口部3 の一部が第 保持部8に

保持された某板Pの下面と対向するよぅに、液体回収部材3０が第2保持部9に保持さ

れているが、本実施形態の特徴的な部分は、開口部3 が某板Pの下面と対向してい

ない点にある。

０13 1 本実施形態においては、ホルダ部材4は、液体回収部材3０の少なくとも一部と第

保持部8に保持された某板Pの下面のオーバーハング領城P とが対向するよぅに、

且つ液体回収部材3０の開口部3 と某板Pの下面のオーバーハング領城P とが対

向しないよぅに、液体回収部材3０を第2保持部9に保持する。図 8に示すよぅに、本

実施形態において、液体回収部材3０の第 側板 34の上端には、第2側板 3 5に向か

って延びるつば部材3 8が形成されており、そのつば部材3 8の上面と、某板Pの下面

のオーバーハング領城P とが対向している。また、つば部材3 8の上面の所定領城

は、液体回収部材 3０の外側に向かって 側に傾斜した斜面である。

０132 某板Pの上面から流出した液体 Qは、液体回収部材3０のつば部材3 8の上面に



供給され、そのつば部材3 8の上面の斜面に沿って流れた後、開口部3 に流入する

。開口部3 から流入した液体 は、液体保持部3 2に保持される。

０133 以上説明したよぅに、液体回収部材3０の少なくとも一部が第 保持部8に保持され

た某板Pの下面と対向し、開口部3 が某板Pの下面と対向しないよぅに、液体回収部

材3０を配置することも可能である。

０134 なお、本実施形態においては、液体回収部材3０は、つば部材3 8の上面で、某板

Pの下面を支持可能である。第 搬送システム は、液体回収部材3０のつば部材3

8で某板Pを支持した状態で、液体回収部材3０を搬送可能である。そして、上述の

第 実施形態と同様、第 搬送システム は、液体回収部材3０とともに、ホルダ部

材4へ某板Pを搬入可能であるとともに、ホルダ部材4から某板Pを搬出可能である。

０135 く第3実施形態 ノ

次に、第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略もしくは省

略する。

０136 図 9は、第3実施形態に係る某板ステージ2の近傍を示す側断面図の一部を拡大

した図である。図 9に示すよぅに、液体回収部材3０は、第 搬送システム に支持

される凹部3 を有している。本実施形態においては、凹部3 7 液体回収部材3０の

第2側板 3 5の外側側面3 5 に形成された環状の満部である。また、第 搬送システ

ム のアーム部材4 の下端には、液体回収部材3０の凹部3 7の内側に配置可能

な凸部4 2 が形成されている。凸部4 2 は、液体回収部材3０の凹部3 7 の内側に配

置可能なよぅに、支持部材4０とほぼ平行に、2つのアーム部材4 が互いに近づく方

向に突出している。また、本実施形態におけるホルダ部材4の凹部 ０は大きく形成さ

れている。第2保持部9に保持された液体回収部材3０の第2側板 3 5 (外側側面3 5

) とホルダ部材4の凹部 ０の内側面 ０ との間には、アーム部材4 が配置可能な

空間 9が形成されている。このよぅに、第 搬送システム に支持されるための凹部

が、液体回収部材3０の外周面に形成されてもよい。なお、凹部3 7 は、第2側板 3 5 (

外側側面3 5 ) の周方向の一部の領城のみに形成してもよい。

０137 く第4実施形態 ノ



次に、第4実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略もしくは省

略する。

０138 図2０は、第4実施形態に係る某板ステージ2の近傍を示す側断面図、図2 は、第

4実施形態に係る第 搬送システム が液体回収部材3０を搬送している状態を示

す斜視図の一部破断図である。

０139 本実施形態に係る液体回収部材3０は、上述の第3実施形態と同様、液体回収部

材3０の外周面 (第2側板 3 5の外側側面3 5 ) に形成された凹部3 7 を有している。

また、上述の各実施形態と同様、液体回収部材3０は、某板Pを支持可能である。ま

た、図2０に示すよぅに、某板ステージ2 (ホルダ部材4 ) に保持された液体回収部材3

0の 側には、ホルダ部材4の凹部 ０の内側面 ０ との間に空間 9が形成されて

いる。すなわち、本実施形態においては、図2０に示すよぅに、液体回収部材3０の十

側のホルダ部材4は、第 搬送システム の少なくとも一部が配置可能なよぅに

切り火かれている。

０14０ 図2 に示すよぅに、本実施形態に係る第 搬送システム は、支持部材 4０と、

支持部材 4０に支持されたフオーク状のアーム部材 4 を備えている。フオーク状の

アーム部材 4 は、図中、 方向に延びる2木のフオーク部 (凸部 ) 4 2を有してい
る。2木のフオーク部 4 2を含むアーム部材 4 は、不図示のアクチュエータによって

、X軸、 軸、Z軸、 X 、及び Z方向の6 自由度の方向に移動可能である。

０14 1 フオーク部 4 2の一部は、アーム部材 4 と液体回収部材3０とをX 方向に相対

的に移動することによって、液体回収部材3０の凹部3 7 の内側に配置可能である。

第 搬送システム は、液体回収部材3０の凹部3 7 の内側にアーム部材 4 のフ

オーク部 4 2を配置することによって、そのアーム部材 4 で液体回収部材3０を支

持可能である。制御装置3は、第 搬送システム のアーム部材 4 で液体回収

部材3０を支持した状態で、そのアーム部材 4 を移動することによって、液体回収

部材3０を搬送可能 (移動可能 ) である。

０142 第 搬送システム による液体回収部材3０に対する支持を解除する場合には、

アーム部材 4 を移動するためのアクチュエータを制御して、フオーク部 4 2をX



方向に移動して、液体回収部材3０の凹部3 の内側から引き抜けばよい。

０143 このよぅに、フオーク状の第 搬送システム を用いて、液体回収部材3０で某板

Pを支持した状態で、液体回収部材3０を搬送することもできる。

０144 く第5実施形態 ノ

次に、第5実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略もしくは省

略する。

０145 図22は、第5実施形態に係る某板ステージ2の近傍を示す側断面図である。上述

の第4実施形態においては、液体回収部材3０の第2側板 3 5の外側側面3 5 に満部

を設け、その満部を使って、液体回収部材3０を第 搬送システム で支持するよぅ

にしている。一方、第5実施形態において、図22に示すよぅに、液体回収部材3０の

第2側板 3 5の外側側面3 5 に凸部39を設け、その凸部39を使って液体回収部材3

0を第 搬送システム で支持することができる。なお、液体回収部材3０の第2側

板 3 5の外側側面3 5 に凸部39を使っで液体回収部材3０を支持 (搬送 )する場合に

、上述の第3実施形態で説明した第 搬送システム を使ぅこともできる。

０146 く第6実施形態 ノ

次に、第6実施形態について説明する。図23は、第6実施形態に係る露光装置 X

を模式的に示す図である。本実施形態においては、露光処理後の某板Pの搬送経

路の途中に、例えば国際公開第2００4 ０2646 号パンフレソト(対応する米国特許

出願公開第2００6 ０ 52698 号公報 ) 、米国特許出願公開第2００5/225735 号

公報に開示されているよぅな、液体除去装置 ００が設けられている。本実施形態に

おいては、液体除去装置 ００は、露光装置 Xとコータ・デベロッパ装置C との間

のインターフェース に設けられている。液体除去装置 ００は、不図示の保持部材

に保持された某板Pの上面に対して気体を吹き付けることにより、この某板Pの上面

に付着している液体 を吹き飛ばして除去する第 吹出装置 ０ と、某板Pの下面

に対して気体を吹き付けることにより、この某板Pの下面に付着している液体 Qを吹

き飛ばして除去する第2吹出装置 ０2とを備えている。インターフェース には、第2

搬送システム 2によって、露光処理後の某板Pのみが搬送される。液体除去装置



００は、インターフェース に搬送された某板Pの表面に付着 (残留) している液体 Q

を除去する。液体除去装置 ００によっで液体 Qの除去処理が施された某板Pは、コ

ータ・デベロッパ装置C に搬送され、現像処理等の所定の処理を施される。なお

、液体を除去する方法は、某板Pに気体を吹き付ける方法に限らず、例えば、国際公

開第2００4 ０2646 号パンフレソト(対応する米国特許出願公開第2００6 ０ 526

98号公報 ) 、米国特許出願公開第2００5 225735 号公報に開示されている各種の

方法を採用することができる。

０147 このよぅに、露光装置 Xの露光装置本体S とコータ・デベロッパ装置C との間の

搬送経路の所定位置に、某板Pに付着している液体 Qを除去するための液体除去

装置 ００を設けることができる。

０148 なお、本実施形態においては、液体除去装置 ００は、インターフェース に設けら

れているが、露光装置 X内 (チャンバ装置C 内) に設けられていてもよレ七、コータ

・デベロッパ装置C 内に配置してもよい。

０149 なお、上述の第 ～第6実施形態においては、某板Pを着脱可能に保持する第 保

持部8と液体回収部材3０を着脱可能に保持する第2保持部9とは つのホルダ部材

4に設けられている。他の実施形態において、第 保持部8が設けられた部材と第2

保持部9が設けられた部材とが別の部材であってもよい。

０15０ なお、上述の各実施形態においては、第 搬送システム ( ) が、ホルダ部

材4への液体回収部材3０の搬入、及びホルダ部材4からの液体回収部材3０の搬出

の両方を行ぅとともに、収容装置7０からの液体回収部材3０の搬出、及び収容装置7

0への液体回収部材3０の搬入の両方を行っている。他の実施形態において、例え

ば第 搬送システム ( ) とは別の第3搬送システムを設け、その第3搬送シス

テムを用いて、ホルダ部材4への液体回収部材3０の搬入、及びホルダ部材4からの

液体回収部材3０の搬出の少なくとも一方を行ぅよぅにしてもよい。また、第3搬送シス

テムを用いて、収容装置7０からの液体回収部材3０の搬出、及び収容装置7０への

液体回収部材3０の搬入の少なくとも一方を行ぅよぅにしてもよい。

０15 1 なお、上述の各実施形態においてほ、制御装置3ほ、第 搬送システム (

)を用いで液体回収部材3０と某板Pとを一緒にホルダ部材4から搬出し、投影光学系



P から離れた所定位置において、第 搬送システム に支持されている液体回収

部材3０に支持されている某板Pを第2搬送システム 2に渡した後、第 搬送システ

ム を用いで液体回収部材3０を収容装置7０に搬送し、第2搬送システム 2を用

いて某板Pを搬送している。他の実施形態において、例えば某板Pを支持した状態の

液体回収部材3０を、某板Pと一緒にコータデベロッパ装置C に搬送してもよい
。そして、コータ・デベロッパ装置C において、液体回収部材3０の液体保持部3

2に保持されている液体 を除去する (捨て去る)処理を実行したり、使用済みの液

体回収部材3０を洗浄する処理を実行したり、新たな液体回収部材3０と交換する処

理を実行したりすることができる。

０152 また、上述の第 ～第6実施形態においては、液体回収部材3０に某板Pを支持し

た状態で、液体回収部材3の某板ステージ (ホルダ部材4)への搬入、及び また

は某板ステージ (ホルダ部材4)からの搬出を行ぅよぅにしている。他の実施形態に

おいて、某板Pの某板ステージ2への搬入及び または搬出と、液体回収部材3０の

某板ステージ (ホルダ部材4)への搬入及び 又は搬出を別々に行ってもよい。例

えば、液体回収部材3０を某板ステージ2に搬入した後に、露光前の某板Pを某板ス

テージ2に搬入し、露光後の某板Pを某板ステージ2から搬出した後に、液体回収部

材3０を搬出するよぅにしてもよい。この場合、某板Pの搬送と液体回収部材3０の搬

送を同じ搬送システムを使って実行してもよレ七、別々の搬送システムを使って実行

０153 また、上述の各実施形態においては、 枚の某板の露光処理毎に、液体回収部材

3０の某板ステージ (ホルダ部材4)への搬入と某板ステージ2からの搬出を行ぅよぅ

にしているが、複数の某板の露光処理毎に液体回収部材3０の某板ステージ2への

搬入と某板ステージ2からの搬入と某板ステージ2から搬出を行ぅよぅにしてもよい。

０154 なお、上述の各実施形態においては、露光装置 Xが、 つの某板ステージを備え

たシングルステージ型の露光装置である場合を例にして説明したが、特開平 ０

63０99号公報、特開平 ０ 4783 号公報、特表2０００ ０5958 号公報、米国

特許6，34 ００7号、米国特許6，4００ 44 号、米国特許6，549 269 号、及び

米国特許6，59０634号などに開示されているよぅな、複数の某板ステージを備えた



一ジ型の露光装置であってもよい。この場合、液体回収部材3０は、複数

の某板ステージのいずれにも着脱可能であることが望ましい。

０155 更に、露光装置 Xは、特開平 354 ００号公報、特開2０００ 645 ０4号公

報、米国特許6，897 963 号などに開示されているように、某板を保持する某板ステ

ージと某準マークが形成された某準部材及び各種の光電センザを搭載した計測ステ

ージとを備えた露光装置であってもよい。また、露光装置 Xは、複数の某板ステー

ジと計測ステージとを備えた露光装置であってもよい。

０156 上記各実施形態では干渉計システムを用いてマスクステージ及び某板ステージの

位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例えば某板ステージの上面に設け

られるスケール (回折格子) を検出するェンコーダシステムを用いてもよい。この場合

、干渉計システムとェンコーダシステムの両方を備えるハイブリッドシステムとし、干渉

計システムの計測結果を用いてェンコーダシステムの計測結果の較 E (キヤリブレー

ション) を行うことが好ま 、。また、干渉計システムとェンコーダシステムとを切り替え

て用いる、あるいはその両方を用いて、某板ステージの位置制御を行うようにしてもよ

０157 また、某準部材及び光電センザの少なくとも一方を、某板ステージ2に設けることも

可能である。例えば、図3及び図4に示すような、ホルダ部材4の凹部 ０の外側の上

面4 の一部に、某準部材及び光電センザの少なくとも一方を配置することができる。

０158 また、上述の各実施形態においては、液浸空間 Sが光学素子 と某板Pの上面

との間に形成される場合について説明するが、液浸空間 Sは、投影光学系P の像

面側において、光学素子 とその光学素子 に対向する位置に配置された物体

の表面との間にも形成可能である。例えば、液浸空間 Sは、光学素子 とその光

学素子 に対向する位置に配置されたホルダ部材4の上面4 との間にも形成可能

である。

０159 また、某準部材及び光電センザの少なくとも一方を、液体回収部材3０に設けること

も可能である。また、某準部材及び光電センザの少なくとも一方を、液体回収部材3０

に取り付けた状態で、その液体回収部材3０を搬送することも可能である。例えば、某

準部材及び光電センザの少なくとも一方を用いて計測処理を実行する場合には、某



準部材及び光電センザの少なくとも一方が取り付けられた液体回収部材3０を、第

搬送システム を用いて、ホルダ部材4に取り付ける。そして、そのホルダ部材4に

取り付けられた液体回収部材3０に取り付けられた某準部材及び光電センザの少なく

とも一方を用いて、計測処理を実行することができる。

０16０ なお、上述の各実施形態において、例えば液体回収部材3０の開口部3 の近傍に

、排気機構を設けるよぅにしてもよい。例えば、液体保持部3 2に保持された液体

の一部が気化し、その液体保持部3 2の液体 Qから発生して開口部3 を介して液

体回収部材3０の外側に放出される気体を、排気機構で排出することができる。例え

ば、液体 Qから発生した気体が周辺機器及び周辺部材等に影響を及ぼす可能性

がある場合には、排気機構によって、その気体を排気することによって、周辺機器及

び周辺部材等に及ぼす影響を抑え、露光精度及び計測精度等を維持することがで

きる。また、液体保持部3 2に保持されている液体 Qから発生した気体が、開口部3

を介しで液体回収部材3０の外側に放出されるのを抑えるために、例えば開口部3

近傍に、空素、ヘリウム等の不活性ガスを供給するよぅにしてもよい。

０16 1 なお、上述の各実施形態において、某板Pの周囲に液体回収部材3０を配置すると

ともに、ホルダ部材4に保持された某板Pの上面と対向する位置で、某板P上の液体

Qを回収可能な液体回収 口を有する第2の液体回収部材を配置するよぅにしてもよ

０162 なお、上述の各実施形態において、液体回収部材3０の第 側板 34の上面の少な

くとも 力所に排気 口を設け、液体回収部材3０で某板Pを支持しているときに、その

排気 口と真空ボンプなどを含むバキューム装置とを接続して、液体回収部材3０の第

側板 34の上面に某板Pをバキュームチャックするよぅにしてもよい。この場合、液体

回収部材3０内に第 側板 34の上面の排気 口に速通する排気流路を設けるとともに

、第 搬送システム ( など) のアーム部材 (4 など) に真空ボンプ等を含むバキュー

ム装置に接続された排気流路を設け、第 搬送システム ( など) のアーム部材 (4

など)で液体回収部材3０を支持したときに、液体回収部材3０の排気流路とアーム部

材の排気流路とを接続することによって、液体回収部材3０の第 側板 34の上面に某

板Pをバキュームチャックするよぅにしてもよい。



０163 なお、上述の各実施形態の投影光学系P は、先端の光学素子 の像面側の光

路空間を被体て満たしているか、回際公開第2００4 ０ 9 28号パンフレ外に開示

されているよぅに、先端の光学素子 の物体面側の光路空間も被体て満たす投影

光学系を採用することもてきる。

０164 なお、上述の各実施形態の某板Pとしては、半導体テハイス製造用の半導体ウェ
ハのみならす、ティスプレイテハイス用のカラス某板、薄膜磁気へ外用のセラミノク

ウェハ、あるいは露光装置て用いられるマスクまたはレチクルの原版 (合成石英、シリ

コンウェハ ) 等か適用される。某板はその形状か円形に限られるものてなく、矩形なと

他の形状てもよい。

０165 露光装置 Xとしては、マスク と某板Pとを同期移動してマスク のパターンを走

査露光するステノプ・アント・スキャン方式の走査型露光装置 (スキャニンクステノパ )

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

板Pを順吹ステノプ移動させるステノプ・アント・リピート方式の投影露光装置 (ステノ

パ ) にも適用することかてきる。

０166 また、露光装置 Xとしては、第 パターンと某板Pとをほほ静止した状態て第 パタ

ーンの縮小像を投影光学系 (例えは 8縮小倍卒て反射素子を含まない屈折型投

影光学系 ) を用いて某板P上に一括露光する方式の露光装置にも適用てきる。この

場合、更にその後に、第2パターンと某板Pとをほほ静止した状態て第2パターンの

縮小像をその投影光学系を用いて、第 パターンと部分的に重ねて某板P上に一括

露光するスティノチ方式の一括露光装置にも適用てきる。また、スティノチ方式の露

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

板Pを順吹移動させるステノプ・アントスティノチ方式の露光装置にも適用てきる。

０167 露光装置 Xの種類としては、某板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られす、被品表示素子製造用又はティスプレイ製造用の

露光装置、薄膜磁気へ外 、撮像素子 (CC ) 、マイクロマシン、 S チノ

プ、あるいはレチクル又はマスクなとを製造するための露光装置なとにも広く適用て

きる。

０168 なお、上述の実施形態においては、光透過性の某板上に所定の逆光パターン(



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

代えて、例えは米回特詐第6，778 257 号公報に開示されているよぅに、露光すへ

きパターンの電子テータに某ついて透過パターン又は反射パターン、あるいは発光

パターンを形成する電子マスク (可変成形マスクとも呼はれ、例えは非発光型画像表

示素子 (空間光変燗器 ) の一種てある (D g a M c o m o Devlce) なとを含

む を用いてもよい。

０169 また、例えは回際公開第2００ ０3 5 6 8号パンフレ外に開示されているよぅに、

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

ンを露光する露光装置 (リソクラフィシステム) にも本発明を適用することかてきる。

０17０ また、例えは特表2００4 985 ０号公報 (対応米回特詐第6，6 3 6号) に開

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

、 回の走査露光によって某板上の つのショノト領城をほほ同時に二重露光する露

光装置なとにも本発明を適用することかてきる。

０17 1 なお、怯令て詐容される限りにおいて、上記各実施形態及ひ変形例て引用した露

光装置なとに関する全ての公開公報及ひ米回特井の開示を援用して本文の記載の

一部とする。

０172 以上のよぅに、露光装置 Xは、各構成要素を含む各種ザフシステムを、所定の機

械的栢度、電気的栢度、光学的栢度を保つよぅに、細み立てることて製造される。こ

れら各種栢度を確保するために、この細み立ての前後には、各種光学系については

光学的栢度を達成するための燗整、各種機械系については機械的栢度を達成する

ための燗整、各種電気系については電気的栢度を達成するための燗整か行われる

。各種ザフシステムから露光装置への細み立て工程は、各種ザフシステム相互の、

機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等か含まれる。この各種

ザフシステムから露光装置への細み立て工程の前に、各ザフシステム個々の細み立

て工程かあることはいぅまてもない。各種ザフシステムの露光装置への細み立て工程

か終了したら、総合燗整か行われ、露光装置全体としての各種栢度か確保される。

なお、露光装置の製造は温度およひクリーン度等か管理されたクリーンルームて行ぅ

ことか望ま 、。



半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図24に示すよぅに、マイクロデバイスの機

能・性能設計を行ぅステッ 2０ 、この設計ステップに某づいたマスク (レチクル)を製

作するステッ ０2、デバイスの某材である某板を製造するステッ ０3、上述の実

施形態の露光装置 Xによりマスクのパターンを某板に露光する露光工程、及び露

光された某板を現像する現像工程等を含む某板処理ステッ ０4、デバイス細み立

てステップ (ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程を含む) 2０5、検査ス

テッ ０6等を経て製造される。



請求の範囲

液体を介して某板に照射される露光光の光路に対して移動可能な可動部材に着

脱可能に保持され、前記某板の上面から流出した液体が流入する開口部を備えた

液体回収部材。

2 前記開口部の下側に形成され、前記開口部から流入した前記液体を所定最保持

可能に形成された凹状の液体保持部を有する請求項 記載の液体回収部材。

3 前記開口部の一部が前記某板の下面と対向するよぅに、前記可動部材に保持され

る請求項2記載の液体回収部材。

4 前記開口部が前記某板を取り囲むよぅに、前記可動部材に保持される請求項2又

は3記載の液体回収部材。

5 少なくとも一部が前記某板の下面と対向するよぅに、前記可動部材に保持される請

求項 記載の液体回収部材。

6 前記某板を取り囲むよぅに、前記可動部材に保持される請求項 又は5記載の液体

回収部材。

7 前記某板の上面から流出した前記液体を吸収する吸収部材を含む請求項 ～6の

いずれか一項記載の液体回収部材。

8 前記吸収部材は、多孔部材を含む請求項7記載の液体回収部材。

9 前記某板を支持するための支持部をさらに有する請求項 ～8のいずれか一項記

載の液体回収部材。

０ 前記支持部で前記某板を支持した状態で、前記可動部材への取り付け動作の少

なくとも一部及び前記可動部材からの取り外し動作の少なくとも一部の少なくとも一

方が行われる請求項9記載の液体回収部材。

前記可動部材は、前記某板を着脱可能に保持する某板保持部材を含む請求項

～０のいずれか一項記載の液体回収部材。

2 液浸露光される某板を保持する某板保持部材であって、

前記某板を着脱可能に保持する第 保持部と、

前記第 保持部に保持された前記某板の上面から流出した液体を回収する液体回

収部材を着脱可能に保持する第2保持部とを備えた某板保持部材。



3 前記液体回収部材は、前記某板の上面からの前記液体が流入するよぅに配置され

た開口部と、前記開口部の下側に形成され、前記開口部から流入した前記液体を所

定最保持可能に形成された凹状の液体保持部とを有する請求項 2記載の某板保

持部材。

4 前記第2保持部は、前記開口部の一部が前記某板の下面と対向するよぅに、前記

液体回収部材を保持する請求項 3記載の某板保持部材。

5 前記第2保持部は、前記開口部が前記某板を取り囲むよぅに、前記液体回収部材

を保持する請求項 3又は 4記載の某板保持部材。

6 前記第2保持部は、前記第 保持部に保持された前記某板よりも低い位置で、前記

液体回収部材を保持する請求項 2記載の某板保持部材。

7 前記第2保持部は、前記液体回収部材の少なくとも一部が前記第 保持部に保持

された前記某板の下面と対向するよぅに、前記液体回収部材を保持する請求項 6

記載の某板保持部材。

8 前記第2保持部は、前記液体回収部材が前記某板を取り囲むよぅに、前記液体回

収部材を保持する請求項 6又は 7記載の某板保持部材。

9 前記液体回収部材は、前記某板の上面から流出した液体を吸収する吸収部材を

含む請求項 2～8のいずれか一項記載の某板保持部材。

2０ 前記吸収部材は多孔部材を含む請求項 9記載の某板保持部材。

2 前記液体回収部材は、前記某板を支持するための支持部を有し、

前記液体回収部材に前記某板が支持された状態で、前記第 保持部への前記某

板の搬入及び前記第 保持部からの前記某板の搬出の少なくとも一方が行われる請

求項 2～2０のいずれか一項記載の某板保持部材。

22 前記第 保持部に保持された前記某板と、前記第2保持部に保持された前記液体

回収部材とは離れている請求項2 記載の某板保持部材。

23 請求項 2～請求項22のいずれか一項記載の某板保持部材を備え、前記某板保

持部材に保持された某板に液体を介して露光光を照射して、前記某板の液浸露光

を実行する露光装置。

24 前記某板の上方から前記液体を供給可能な液体供給部材をさらに備えた請求項2



3記載の露光装置。

25 前記液体回収部材を搬送可能な第 搬送装置をさらに備えた請求項23又は24記

載の露光装置。

26 前記第 搬送装置は、前記液体回収部材で前記某板を支持した状態で、前記液

体回収部材を搬送可能である請求項25記載の露光装置。

27 前記第 搬送装置は、前記某板保持部材へ前記某板を前記液体回収部材とともに

搬入するとともに、前記某板保持部材から前記某板を前記液体回収部材とともに搬

出する請求項26記載の露光装置。

28 前記第 搬送装置は、前記液体回収部材と前記某板とを一緒に搬送し、前記某板

を前記液体回収部材から前記某板保持部材の前記第 保持部に移した後に、前記

液体回収部材を前記某板保持部材の前記第2保持部に移す請求項27記載の露光

29 前記第 搬送装置は、前記某板保持部材の前記第2保持部から前記液体回収部

材を取り外し、前記某板を前記某板保持部材の前記第 保持部から前記液体回収

部材に移した後に、前記液体回収部材と前記某板とを一緒に搬出する請求項27

は28記載の露光装置。

3０ 前記某板のみを搬送する第2搬送装置をさらに備え、

前記第2搬送装置は、前記第 搬送装置と前記某板の受け渡しを行ぅ請求項26～
29のいずれか一項記載の露光装置。

3 前記液体回収部材を収容可能な収容装置をさらに備え、

前記第 搬送装置は、前記収容装置からの前記液体回収部材の搬出、及び 又

は前記収容装置への前記液体回収部材の搬入を実行可能である請求項25～3０の

いずれか一項記載の露光装置。

32 請求項23～請求項3 のいずれか一項記載の露光装置を用いて某板を露光する

ことと、

該露光された某板を現像することと、

を含むデバイス製造方法。
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