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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を介して基板に露光光を照射して前記基板を露光する露光装置において、
　前記液体を供給する供給口と、
　前記光路空間に対して前記供給口の外側に設けられ、液体を回収する回収口と、
　前記光路空間に対して前記回収口の外側に設けられ、液体を噴射する噴射口とを備えた
露光装置。
【請求項２】
　前記噴射口は前記基板と対向する位置に設けられ、前記光路空間に向けて傾斜方向に液
体を噴射する請求項１記載の露光装置。
【請求項３】
　前記回収口は前記基板と対向する位置に設けられ、前記噴射口は前記回収口と前記基板
との間に向けて液体を噴射する請求項１又は２記載の露光装置。
【請求項４】
　前記回収口は前記基板と対向する位置に設けられ、前記噴射口は前記基板のうち前記回
収口と対向する領域に向けて液体を噴射する請求項１又は２記載の露光装置。
【請求項５】
　前記噴射口は前記光路空間を囲むように設けられている請求項１～４のいずれか一項記
載の露光装置。
【請求項６】
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　前記噴射口に液体を供給する流路を有し、
　前記流路は、前記噴射口に接続する第１流路部と、前記第１流路部よりも大きいバッフ
ァ空間を含む第２流路部とを有する請求項１～５のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項７】
　前記噴射口は所定の長さを有するスリット状に形成されている請求項１～６のいずれか
一項記載の露光装置。
【請求項８】
　前記噴射口から噴射される液体中の気体成分を低減する脱気装置を備えた請求項１～７
のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項９】
　露光条件に応じて、前記噴射口の噴射条件を調整する制御装置を備えた請求項１～８の
いずれか一項記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記露光条件は、前記基板を移動しつつ露光するときの移動条件を含み、
　前記制御装置は、前記移動条件に応じて、前記噴射条件を調整する請求項９記載の露光
装置。
【請求項１１】
　前記移動条件は、前記投影光学系と前記基板との相対的な移動速度を含み、
　前記制御装置は、前記移動速度に応じて、前記噴射口から噴射する液体の流速を調整す
る請求項１０記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記制御装置は、前記噴射口から噴射する液体の流速を、前記移動速度よりも大きくす
る請求項１１記載の露光装置。
【請求項１３】
　前記移動条件は、前記投影光学系と前記基板との相対的な移動方向を含み、
　前記噴射口は前記光路空間に対して複数方向から液体を噴射可能であり、
　前記制御装置は、前記移動方向に応じて、前記噴射口から液体を噴射する方向を調整す
る請求項１０～１２のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記露光条件は、前記基板上の液体接触面に形成される膜部材と前記液体との接触角条
件を含み、
　前記制御装置は、前記接触角条件に応じて、前記噴射条件を調整する請求項９記載の露
光装置。
【請求項１５】
　前記基板の露光中に前記噴射口の液体噴射動作を継続する請求項１～１４のいずれか一
項記載の露光装置。
【請求項１６】
　請求項１～請求項１５のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を介して基板を露光する露光装置、及びデバイス製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスや液晶表示デバイス等のマイクロデバイスの製造工程の一つであるフォ
トリソグラフィ工程では、マスク上に形成されたパターンを感光性の基板上に投影露光す
る露光装置が用いられる。この露光装置は、マスクを保持して移動可能なマスクステージ
と、基板を保持して移動可能な基板ステージとを有し、マスクステージ及び基板ステージ
を逐次移動しながらマスクのパターンを投影光学系を介して基板に投影露光するものであ
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る。マイクロデバイスの製造においては、デバイスの高密度化のために、基板上に形成さ
れるパターンの微細化が要求されている。この要求に応えるために露光装置の更なる高解
像度化が望まれている。その高解像度化を実現するための手段の一つとして、下記特許文
献１に開示されているような、投影光学系と基板との間の露光光の光路空間を液体で満た
し、投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光装置が案出されている。
【特許文献１】国際公開第９９／４９５０４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、露光装置においては、デバイスの生産性向上等を目的として、基板（基板ス
テージ）の移動速度の高速化が要求される。ところが、基板（基板ステージ）を高速で移
動した場合、光路空間に液体を良好に保持することが困難となり、例えば、光路空間に満
たされた液体が漏出する可能性がある。液体が漏出すると、周辺部材・機器が腐食したり
故障する等の不都合が生じる。また、漏出した液体が液滴となって基板上に残留した場合
、その残留した液体（液滴）が気化することによって基板に液体の付着跡（所謂ウォータ
ーマーク）が形成される不都合が生じる可能性もある。また、漏出した液体の気化熱によ
り基板や基板ステージが熱変形したり、露光装置の置かれている環境（湿度、クリーン度
等）が変動し、基板上でのパターン重ね合わせ精度等を含む露光精度の劣化を招いたり、
干渉計等を使った各種計測精度の劣化を招く虞がある。また、漏出した液体によって基板
が濡れると、その濡れた基板を保持する搬送系にも液体が付着し、被害が拡大する虞があ
る。
【０００４】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、露光光の光路空間に満たされ
た液体の漏出を防止又は抑制することができる露光装置、及びその露光装置を使ったデバ
イス製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以下の構成
を採用している。但し、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に過ぎず、各要素
を限定するものではない。
【０００６】
　本発明の第１の態様に従えば、液体（ＬＱ）を介して基板（Ｐ）に露光光（ＥＬ）を照
射して基板（Ｐ）を露光する露光装置において、液体（ＬＱ）を供給する供給口（１２）
と、光路空間（Ｋ１）に対して供給口（１２）の外側に設けられ、液体（ＬＱ）を回収す
る回収口（２２）と、光路空間（Ｋ１）に対して回収口（２２）の外側に設けられ、液体
（ＬＱ）を噴射する噴射口（３２）とを備えた露光装置（ＥＸ）が提供される。
【０００７】
　本発明の第１の態様によれば、噴射口から液体を噴射することによって、露光光の光路
空間に満たされた液体の漏出を防止することができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様に従えば、上記態様の露光装置（ＥＸ）を用いるデバイス製造方法
が提供される。
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、光路空間に満たされた液体の漏出が防止された露光装置
を使ってデバイスを製造することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、露光光の光路空間に満たされた液体の漏出を防止又は抑制し、露光精
度及び計測精度を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　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。
【００１２】
　＜第１実施形態＞
　図１は第１実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。図１において、露光装置
ＥＸは、マスクＭを保持して移動可能なマスクステージＭＳＴと、基板Ｐを保持して移動
可能な基板ステージＰＳＴと、マスクステージＭＳＴに保持されているマスクＭを露光光
ＥＬで照明する照明光学系ＩＬと、露光光ＥＬで照明されたマスクＭのパターン像を基板
ステージＰＳＴに保持されている基板Ｐに投影露光する投影光学系ＰＬと、露光装置ＥＸ
全体の動作を統括制御する制御装置ＣＯＮＴとを備えている。また、制御装置ＣＯＮＴに
は、露光処理に関する各種情報を記憶した記憶装置ＭＲＹが接続されているとともに、制
御装置ＣＯＮＴに対して露光処理に関する各種情報を入力可能な入力装置ＩＮＰが接続さ
れている。
【００１３】
　本実施形態の露光装置ＥＸは、露光波長を実質的に短くして解像度を向上するとともに
焦点深度を実質的に広くするために液浸法を適用した液浸露光装置であって、投影光学系
ＰＬの像面側における露光光ＥＬの光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たすための液浸機構１を
備えている。液浸機構１は、光路空間Ｋ１の近傍に設けられ、光路空間Ｋ１に液体ＬＱを
供給する供給口１２及び液体ＬＱを回収する回収口２２を有するノズル部材７０と、第１
供給管１３を介して供給口１２に液体ＬＱを供給する第１液体供給装置１１と、回収口２
２及び回収管２３を介して液体ＬＱを回収する液体回収装置２１とを備えている。後に詳
述するように、ノズル部材７０の内部には、供給口１２と第１供給管１３とを接続する流
路（供給流路）１４が設けられているとともに、回収口２２と回収管２３とを接続する流
路（回収流路）２４が設けられている。ノズル部材７０は、投影光学系ＰＬを構成する複
数の光学素子のうち、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学素子ＬＳ１を囲むように
環状に形成されている。
【００１４】
　また、本実施形態の露光装置ＥＸは、投影光学系ＰＬの投影領域ＡＲを含む基板Ｐ上の
一部に、投影領域ＡＲよりも大きく且つ基板Ｐよりも小さい液体ＬＱの液浸領域ＬＲを局
所的に形成する局所液浸方式を採用している。露光装置ＥＸは、少なくともマスクＭのパ
ターン像を基板Ｐに転写している間、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学素子ＬＳ
１と、投影光学系ＰＬの像面側に配置された基板Ｐとの間の露光光ＥＬの光路空間Ｋ１を
液体ＬＱで満たし、投影光学系ＰＬと光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱとを介してマス
クＭを通過した露光光ＥＬを基板Ｐに照射することによって、マスクＭのパターン像を基
板Ｐに投影露光する。制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１の第１液体供給装置１１を使って
液体ＬＱを所定量供給するとともに、液体回収装置２１を使って液体ＬＱを所定量回収す
ることで、光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たし、基板Ｐ上に液体ＬＱの液浸領域ＬＲを局所
的に形成する。
【００１５】
　なお、以下の説明においては、投影光学系ＰＬと基板Ｐとが対向している状態で光路空
間Ｋ１が液体ＬＱで満たされている場合を主に説明しているが、基板Ｐ以外の物体（例え
ば基板ステージＰＳＴの上面９４）が投影光学系ＰＬと対向している状態で光路空間Ｋ１
が液体ＬＱで満たされている場合も同様である。
【００１６】
　また、露光装置ＥＸは、液体ＬＱを噴射する液体噴射機構３を備えている。液体噴射機
構３は、ノズル部材７０に設けられ、液体ＬＱを噴射する噴射口３２と、第２供給管３３
を介して噴射口３２に液体ＬＱを供給する第２液体供給装置３１とを備えている。後に詳
述するように、ノズル部材７０の内部には、噴射口３２と第２供給管３３とを接続する流
路（供給流路）３４が設けられている。回収口２２は、光路空間Ｋ１に対して供給口１２
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の外側に設けられており、噴射口３２は、光路空間Ｋ１に対して回収口２２の更に外側に
設けられている。
【００１７】
　本実施形態では、露光装置ＥＸとしてマスクＭと基板Ｐとを走査方向に同期移動しつつ
マスクＭに形成されたパターンを基板Ｐに露光する走査型露光装置（所謂スキャニングス
テッパ）を使用する場合を例にして説明する。以下の説明において、水平面内においてマ
スクＭと基板Ｐとの同期移動方向（走査方向）をＸ軸方向、水平面内においてＸ軸方向と
直交する方向をＹ軸方向（非走査方向）、Ｘ軸及びＹ軸方向に垂直で投影光学系ＰＬの光
軸ＡＸと一致する方向をＺ軸方向とする。また、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸まわりの回転（傾
斜）方向をそれぞれ、θＸ、θＹ、及びθＺ方向とする。なお、ここでいう「基板」は半
導体ウエハ等の基材上に感光材（フォトレジスト）を塗布したものを含み、「マスク」は
基板上に縮小投影されるデバイスパターンを形成されたレチクルを含む。
【００１８】
　露光装置ＥＸは、床面上に設けられたベースＢＰと、そのベースＢＰ上に設けられたメ
インコラム９とを備えている。メインコラム９には、内側に向けて突出する上側段部７及
び下側段部８が形成されている。照明光学系ＩＬは、マスクステージＭＳＴに保持されて
いるマスクＭを露光光ＥＬで照明するものであって、メインコラム９の上部に固定された
支持フレーム１０により支持されている。
【００１９】
　照明光学系ＩＬは、露光用光源、露光用光源から射出された光束の照度を均一化するオ
プティカルインテグレータ、オプティカルインテグレータからの露光光ＥＬを集光するコ
ンデンサレンズ、リレーレンズ系、及び露光光ＥＬによるマスクＭ上の照明領域を設定す
る視野絞り等を有している。マスクＭ上の所定の照明領域は照明光学系ＩＬにより均一な
照度分布の露光光ＥＬで照明される。照明光学系ＩＬから射出される露光光ＥＬとしては
、例えば水銀ランプから射出される輝線（ｇ線、ｈ線、ｉ線）及びＫｒＦエキシマレーザ
光（波長２４８ｎｍ）等の遠紫外光（ＤＵＶ光）や、ＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９
３ｎｍ）及びＦ２レーザ光（波長１５７ｎｍ）等の真空紫外光（ＶＵＶ光）などが用いら
れる。本実施形態においてはＡｒＦエキシマレーザ光が用いられる。
【００２０】
　本実施形態においては、第１液体供給装置１１と第２液体供給装置３１とは同じ液体Ｌ
Ｑを供給する。液体ＬＱとしては純水が用いられる。純水はＡｒＦエキシマレーザ光のみ
ならず、例えば水銀ランプから射出される輝線（ｇ線、ｈ線、ｉ線）及びＫｒＦエキシマ
レーザ光（波長２４８ｎｍ）等の遠紫外光（ＤＵＶ光）も透過可能である。
【００２１】
　マスクステージＭＳＴは、マスクＭを保持して移動可能である。マスクステージＭＳＴ
は、マスクＭを真空吸着（又は静電吸着）により保持する。マスクステージＭＳＴの下面
には非接触軸受である気体軸受（エアベアリング）８５が複数設けられている。マスクス
テージＭＳＴは、エアベアリング８５によりマスクステージ定盤２の上面（ガイド面）に
対して非接触支持されている。マスクステージＭＳＴ及びマスクステージ定盤２の中央部
にはマスクＭのパターン像を通過させる開口部がそれぞれ形成されている。マスクステー
ジ定盤２は、メインコラム９の上側段部７に防振装置８６を介して支持されている。すな
わち、マスクステージＭＳＴは、防振装置８６及びマスクステージ定盤２を介してメイン
コラム９の上側段部７に支持された構成となっている。防振装置８６によって、メインコ
ラム９の振動がマスクステージＭＳＴを支持するマスクステージ定盤２に伝わらないよう
に、マスクステージ定盤２とメインコラム９とが振動的に分離されている。
【００２２】
　マスクステージＭＳＴは、制御装置ＣＯＮＴにより制御されるリニアモータ等を含むマ
スクステージ駆動装置ＭＳＴＤの駆動により、マスクＭを保持した状態で、マスクステー
ジ定盤２上において、投影光学系ＰＬの光軸ＡＸに垂直な平面内、すなわちＸＹ平面内で
２次元移動可能及びθＺ方向に微少回転可能である。マスクステージＭＳＴ上には移動鏡
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８１が設けられている。また、移動鏡８１に対向する位置にはレーザ干渉計８２が設けら
れている。マスクステージＭＳＴ上のマスクＭの２次元方向の位置、及びθＺ方向の回転
角（場合によってはθＸ、θＹ方向の回転角も含む）はレーザ干渉計８２によりリアルタ
イムで計測される。レーザ干渉計８２の計測結果は制御装置ＣＯＮＴに出力される。制御
装置ＣＯＮＴは、レーザ干渉計８２の計測結果に基づいてマスクステージ駆動装置ＭＳＴ
Ｄを駆動し、マスクステージＭＳＴに保持されているマスクＭの位置制御を行う。
【００２３】
　投影光学系ＰＬは、マスクＭのパターンを所定の投影倍率βで基板Ｐに投影露光するも
のであって、複数の光学素子で構成されており、それら光学素子は鏡筒ＰＫで保持されて
いる。本実施形態において、投影光学系ＰＬは、投影倍率βが例えば１／４、１／５、あ
るいは１／８の縮小系である。なお、投影光学系ＰＬは等倍系及び拡大系のいずれでもよ
い。また、投影光学系ＰＬは、反射光学素子を含まない屈折系、屈折光学素子を含まない
反射系、反射光学素子と屈折光学素子とを含む反射屈折系のいずれであってもよい。投影
光学系ＰＬを構成する複数の光学素子のうち、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学
素子ＬＳ１は鏡筒ＰＫより露出している。
【００２４】
　投影光学系ＰＬを保持する鏡筒ＰＫの外周にはフランジＰＦが設けられており、投影光
学系ＰＬはフランジＰＦを介して鏡筒定盤５に支持されている。鏡筒定盤５は、メインコ
ラム９の下側段部８に防振装置８７を介して支持されている。すなわち、投影光学系ＰＬ
は、防振装置８７及び鏡筒定盤５を介してメインコラム９の下側段部８に支持された構成
となっている。また、防振装置８７によって、メインコラム９の振動が投影光学系ＰＬを
支持する鏡筒定盤５に伝わらないように、鏡筒定盤５とメインコラム９とが振動的に分離
されている。
【００２５】
　基板ステージＰＳＴは、基板Ｐを保持する基板ホルダＰＨを有しており、基板ホルダＰ
Ｈを支持して移動可能である。基板ホルダＰＨは、例えば真空吸着等により基板Ｐを保持
する。基板ステージＰＳＴ上には凹部９３が設けられており、基板Ｐを保持するための基
板ホルダＰＨは凹部９３に配置されている。そして、基板ステージＰＳＴのうち凹部９３
以外の上面９４は、基板ホルダＰＨに保持された基板Ｐの表面とほぼ同じ高さ（面一）に
なるような平坦面となっている。なお、基板ホルダＰＨに保持された基板Ｐの表面と基板
ステージＰＳＴの上面９４との間に僅かな段差があってもよい。
【００２６】
　基板ステージＰＳＴの下面には非接触軸受である気体軸受（エアベアリング）８８が複
数設けられている。基板ステージＰＳＴは、エアベアリング８８により基板ステージ定盤
６の上面（ガイド面）に対して非接触支持されている。基板ステージ定盤６は、ベースＢ
Ｐ上に防振装置８９を介して支持されている。また、防振装置８９によって、ベースＢＰ
（床面）やメインコラム９の振動が基板ステージＰＳＴを支持する基板ステージ定盤６に
伝わらないように、基板ステージ定盤６とメインコラム９及びベースＢＰ（床面）とが振
動的に分離されている。
【００２７】
　基板ステージＰＳＴは、制御装置ＣＯＮＴにより制御されるリニアモータ等を含む基板
ステージ駆動装置ＰＳＴＤの駆動により、基板Ｐを基板ホルダＰＨを介して保持した状態
で、基板ステージ定盤６上でＸＹ平面内で２次元移動可能及びθＺ方向に微小回転可能で
ある。更に基板ステージＰＳＴは、Ｚ軸方向、θＸ方向、及びθＹ方向にも移動可能であ
る。したがって、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、
θＸ、θＹ、及びθＺ方向の６自由度の方向に移動可能である。基板ステージＰＳＴの側
面には移動鏡８３が設けられている。また、移動鏡８３に対向する位置にはレーザ干渉計
８４が設けられている。基板ステージＰＳＴ上の基板Ｐの２次元方向の位置、及び回転角
はレーザ干渉計８４によりリアルタイムで計測される。また、露光装置ＥＸは、基板ステ
ージＰＳＴに保持されている基板Ｐの表面の面位置情報を検出する斜入射方式のフォーカ
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ス・レベリング検出系を備えている。レーザ干渉計８４の計測結果は制御装置ＣＯＮＴに
出力される。フォーカス・レベリング検出系の検出結果も制御装置ＣＯＮＴに出力される
。制御装置ＣＯＮＴは、フォーカス・レベリング検出系の検出結果に基づいて、基板ステ
ージ駆動装置ＰＳＴＤを駆動し、基板Ｐのフォーカス位置（Ｚ位置）及び傾斜角（θＸ、
θＹ）を制御して、基板Ｐの表面を投影光学系ＰＬ及び液体ＬＱを介して形成される像面
に合わせ込むとともに、レーザ干渉計８４の計測結果に基づいて、基板ＰのＸ軸方向、Ｙ
軸方向、及びθＺ方向における位置制御を行う。
【００２８】
　なお、本実施形態においては、基板ステージＰＳＴに保持されている基板Ｐの表面の面
位置情報を検出するフォーカス・レベリング検出系は、光路空間Ｋ１に対して噴射口３２
よりも外側で基板Ｐの面位置情報を検出するようになっている。具体的には、フォーカス
・レベリング検出系は、光路空間Ｋ１の液体ＬＱを介さずに、光路空間Ｋ１に対して噴射
口３２よりも外側の基板Ｐの表面に基板Ｐの面位置情報を検出するための検出光を照射す
るようになっている。図１には、フォーカス・レベリング検出系による検出光Ｌａの照射
位置が示されており、走査方向（Ｘ軸方向）に関して光路空間Ｋ１の両側のそれぞれの基
板Ｐの表面に検出光Ｌａが照射されるようになっている。もちろん、特開２０００－３２
３４０４号公報に開示されているように、投影光学系ＰＬから十分に離れた位置にフォー
カス・レベリング検出系を設けて、基板Ｐの面位置情報を液体ＬＱを介さずに検出しても
よい。
【００２９】
　液浸機構１の第１液体供給装置１１は、液体ＬＱを収容するタンク、加圧ポンプ、供給
する液体ＬＱ中の異物を取り除くフィルタユニット、供給する液体ＬＱの温度を調整する
温調装置、及び供給する液体ＬＱを脱気する脱気装置等を備えている。図１には、一例と
して温調装置１１Ａ及び脱気装置１１Ｂが図示されている。第１液体供給装置１１には第
１供給管１３の一端部が接続されており、第１供給管１３の他端部はノズル部材７０に接
続されている。第１液体供給装置１１の液体供給動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御され
る。なお、第１液体供給装置１１のタンク、加圧ポンプ、フィルタユニット、温調装置、
脱気装置等は、その全てを露光装置ＥＸが備えている必要はなく、露光装置ＥＸが設置さ
れる工場等の設備を代用してもよい。
【００３０】
　また、第１供給管１３の途中には、第１液体供給装置１１から送出され、投影光学系Ｐ
Ｌの像面側に供給される液体ＬＱの単位時間当たりの量を制御するマスフローコントロー
ラと呼ばれる流量制御器１９が設けられている。流量制御器１９による液体供給量の制御
は制御装置ＣＯＮＴの指令信号のもとで行われる。
【００３１】
　液浸機構１の液体回収装置２１は、真空ポンプ等の真空系、回収された液体ＬＱと気体
とを分離する気液分離器、及び回収した液体ＬＱを収容するタンク等を備えている。液体
回収装置２１には回収管２３の一端部が接続されており、回収管２３の他端部はノズル部
材７０に接続されている。液体回収装置２１の液体回収動作は制御装置ＣＯＮＴにより制
御される。なお、液体回収装置２１の真空系、気液分離器、タンク等は、その全てを露光
装置ＥＸが備えている必要はなく、露光装置ＥＸが設置される工場等の設備を代用しても
よい。
【００３２】
　液体噴射機構３の第２液体供給装置３１は、液体ＬＱを収容するタンク、加圧ポンプ、
供給する液体ＬＱ中の異物を取り除くフィルタユニット、供給する液体ＬＱの温度を調整
する温調装置、及び供給する液体ＬＱを脱気する脱気装置等を備えている。図１には、一
例として温調装置３１Ａ及び脱気装置３１Ｂが図示されている。第２液体供給装置３１に
は第２供給管３３の一端部が接続されており、第２供給管３３の他端部はノズル部材７０
に接続されている。第２液体供給装置３１の液体供給動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御
される。なお、第２液体供給装置３１のタンク、加圧ポンプ、フィルタユニット、温調装
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置、脱気装置等は、その全てを露光装置ＥＸが備えている必要はなく、露光装置ＥＸが設
置される工場等の設備を代用してもよい。
【００３３】
　また、液体噴射機構３は、第２供給管３３の流路の途中に設けられ、第２液体供給装置
３１からノズル部材７０の噴射口３２に供給される液体ＬＱの単位時間当たりの量を調整
可能な調整装置３８を備えている。調整装置３８としては、例えば上述のマスフローコン
トローラを用いることができる。制御装置ＣＯＮＴは、調整装置３８を使って、噴射口３
２に対する単位時間当たりの液体供給量を調整することによって、噴射口３２より噴射さ
れる液体ＬＱの単位時間当たりの量を調整可能である。ここで、以下の説明においては、
噴射口３２より噴射される液体ＬＱの量を適宜、「噴射量」と称する。
【００３４】
　また、制御装置ＣＯＮＴは、調整装置３８を使って、噴射口３２に対する単位時間当た
りの液体供給量を調整することにより、噴射口３２から噴射される液体ＬＱの流速を調整
することができる。本実施形態においては、噴射口３２より噴射される液体ＬＱの流速が
、供給口１２より供給される液体ＬＱの流速よりも十分に大きくなるように調整される。
【００３５】
　また上述したように、本実施形態においては、第１液体供給装置１１と第２液体供給装
置３１とは同じ液体ＬＱを送出しており、第１液体供給装置１１から送出され、供給口１
２より供給される液体ＬＱの温度と、第２液体供給装置３１から送出され、噴射口３２よ
り噴射される液体ＬＱの温度とはほぼ同じ値に設定されている。
【００３６】
　また、供給口１２より供給される液体の溶存気体濃度と、噴射口３２より噴射される液
体の溶存気体濃度ともほぼ同じ値（５ｐｐｍ以下）に設定されており、露光光ＥＬの光路
中における気泡の発生や透過率の低下が抑制されている。
【００３７】
　ノズル部材７０は支持機構９１に支持されており、支持機構９１はメインコラム９の下
側段部８に接続されている。ノズル部材７０を支持機構９１を介して支持しているメイン
コラム９と、投影光学系ＰＬの鏡筒ＰＫをフランジＰＦを介して支持している鏡筒定盤５
とは、防振装置８７を介して振動的に分離されている。したがって、ノズル部材７０で発
生した振動が投影光学系ＰＬに伝達されることは防止されている。また、メインコラム９
と、基板ステージＰＳＴを支持している基板ステージ定盤６とは、防振装置８９を介して
振動的に分離されている。したがって、ノズル部材７０で発生した振動がメインコラム９
及びベースＢＰを介して基板ステージＰＳＴに伝達されることが防止されている。また、
メインコラム９と、マスクステージＭＳＴを支持しているマスクステージ定盤２とは、防
振装置８６を介して振動的に分離されている。したがって、ノズル部材７０で発生した振
動がメインコラム９を介してマスクステージＭＳＴに伝達されることが防止されている。
【００３８】
　次に、図２～図５を参照しながら、ノズル部材７０について説明する。図２はノズル部
材７０近傍を示す概略斜視図の一部破断図、図３はノズル部材７０を下側から見た斜視図
、図４はＹＺ平面と平行な側断面図、図５はＸＺ平面と平行な側断面図である。
【００３９】
　ノズル部材７０は、投影光学系ＰＬの像面に最も近い第１光学素子ＬＳ１の近傍に設け
られている。ノズル部材７０は環状部材であって、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）の上方
において第１光学素子ＬＳ１を囲むように配置されている。ノズル部材７０は、その中央
部に投影光学系ＰＬ（第１光学素子ＬＳ１）を配置可能な穴部７０Ｈを有している。ノズ
ル部材７０は、複数の部材を組み合わせて構成されており、全体として平面視略円形状に
形成されている。なお、ノズル部材７０は一つの部材によって構成されていてもよい。
【００４０】
　ノズル部材７０の穴部７０Ｈの内側面７０Ｔは、投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ１
の側面ＬＴと対向して、第１光学素子ＬＳ１の側面ＬＴに沿うようにすり鉢状に形成され
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ている。具体的には、第１光学素子ＬＳ１の側面ＬＴ及びノズル部材７０の内側面７０Ｔ
は、光路空間Ｋ１の外側から内側に向かうにつれて基板Ｐとの間隔（距離）が小さくなる
ように傾斜している。そして、ノズル部材７０の内側面７０Ｔと第１光学素子ＬＳ１の側
面ＬＴとの間には所定のギャップＧ１が設けられている。ギャップＧ１が設けられている
ことにより、ノズル部材７０で発生した振動が、投影光学系ＰＬ（第１光学素子ＬＳ１）
側に直接的に伝達することが防止されている。
【００４１】
　ノズル部材７０は、Ｚ軸方向に関して、投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ
１と基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）との間に配置される底板部７０Ｄを有している。底板
部７０Ｄの中央部には、露光光ＥＬが通過する開口部７４が形成されている。開口部７４
は、露光光ＥＬが照射される投影領域ＡＲよりも大きく形成されている。本実施形態にお
いては、開口部７４は平面視略十字状に形成されている。なお開口部７４は、十字状に限
られず、投影領域ＡＲと合わせた矩形状であってもよい。底板部７０Ｄは、第１光学素子
ＬＳ１の下面Ｔ１及び基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）とは接触しないように設けられてい
る。そして、第１光学素子ＬＳ１の下面Ｔ１と底板部７０Ｄの上面との間には、所定のギ
ャップＧ２を有する空間が設けられている。以下の説明においては、第１光学素子ＬＳ１
の下面Ｔ１と底板部７０Ｄの上面との間の空間を含むノズル部材７０の内側の空間を適宜
、「内部空間Ｇ２」と称する。
【００４２】
　ノズル部材７０のうち、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面と対向する下面
７５は、ＸＹ平面と平行な平坦面となっている。ノズル部材７０の下面７５には、底板部
７０Ｄの下面が含まれる。ここで、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面はＸＹ
平面とほぼ平行であるため、ノズル部材７０の下面７５は、基板ステージＰＳＴに保持さ
れた基板Ｐの表面と対向するように、且つ基板Ｐの表面と略平行となるように設けられた
構成となっている。
【００４３】
　ノズル部材７０は、液体ＬＱを供給する供給口１２、及び液体ＬＱを回収する回収口２
２を備えている。また、ノズル部材７０は、供給口１２に接続する供給流路１４、及び回
収口２２に接続する回収流路２４を備えている。また、図２～図５においてはその図示を
省略若しくは簡略しているが、供給流路１４は第１供給管１３の他端部と接続され、回収
流路２４は回収管２３の他端部と接続される。
【００４４】
　供給流路１４は、ノズル部材７０の内部を傾斜方向に沿って貫通するスリット状の貫通
孔によって形成されている。供給流路１４は、光路空間Ｋ１の外側から内側に向かうにつ
れて基板Ｐとの間隔（距離）が小さくなるように傾斜しており、本実施形態においては、
内側面７０Ｔとほぼ平行に設けられている。また、本実施形態においては、供給流路１４
は、光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）に対してＹ軸方向両側のそれぞれに設けられている。
そして、供給流路（貫通孔）１４の上端部と第１供給管１３の他端部とが接続され、これ
により、供給流路１４が第１供給管１３を介して第１液体供給装置１１に接続される。一
方、供給流路１４の下端部は、第１光学素子ＬＳ１と底板部７０Ｄとの間の内部空間Ｇ２
に接続されており、この供給流路１４の下端部が供給口１２となっている。供給口１２は
、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側において、光路空間Ｋ１を挟んだＹ軸方向両側のそれ
ぞれの所定位置に設けられている。供給口１２は、内部空間Ｇ２に液体ＬＱを供給可能で
ある。
【００４５】
　また、ノズル部材７０は、内部空間Ｇ２の気体を外部空間（大気空間）Ｋ３に排出（排
気）する排出口１６と、排出口１６に接続する排出流路１５とを備えている。排出流路１
５は、ノズル部材７０の内部を傾斜方向に沿って貫通するスリット状の貫通孔によって形
成されている。排出流路１５は、光路空間Ｋ１の外側から内側に向かうにつれて基板Ｐと
の間隔（距離）が小さくなるように傾斜しており、本実施形態においては、内側面７０Ｔ
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とほぼ平行に設けられている。また、本実施形態においては、排出流路１５は、光路空間
Ｋ１（投影領域ＡＲ）に対してＸ軸方向両側のそれぞれに設けられている。そして、排出
流路（貫通孔）１５の上端部は外部空間（大気空間）Ｋ３に接続されており、大気開放さ
れた状態となっている。一方、排出流路１５の下端部は、第１光学素子ＬＳ１と底板部７
０Ｄとの間の内部空間Ｇ２に接続されており、この排出流路１５の下端部が排出口１６と
なっている。排出口１６は、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側において、光路空間Ｋ１を
挟んだＸ軸方向両側のそれぞれの所定位置に設けられている。排出口１６は、内部空間Ｇ
２の気体、すなわち投影光学系ＰＬの像面周囲の気体と接続されている。したがって、内
部空間Ｇ２の気体は、排出口１６を介して、排出流路１５の上端部より、外部空間（大気
空間）Ｋ３に排出（排気）可能となっている。なお、内部空間Ｇ２に接続された排気流路
１５の上端を吸引装置と接続して、内部空間Ｇ２の気体を強制的に排出するようにしても
よい。
【００４６】
　底板部７０Ｄは、供給口１２から供給された液体ＬＱの流れをガイドするガイド部材と
しての機能を有している。底板部７０Ｄは、供給口１２から供給された液体ＬＱが、排出
口１６が設けられている位置又はその近傍に向かって流れるようにガイドする。
【００４７】
　ノズル部材７０は、下向きに開口する空間部２４を有している。回収口２２は、空間部
２４の開口部によって構成されている。また、回収流路は空間部２４によって構成されて
いる。空間部２４は、光路空間Ｋ１に対して供給流路１４及び排出流路１５の外側に設け
られている。そして、回収流路（空間部）２４の一部と回収管２３の他端部とがノズル部
材７０の側面において接続されている。
【００４８】
　回収口２２は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの上方において、その基板Ｐの
表面と対向する位置に設けられている。基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面と
ノズル部材７０に設けられた回収口２２とは所定距離だけ離れている。回収口２２は、投
影光学系ＰＬの像面側の光路空間Ｋ１に対して供給口１２の外側に設けられており、光路
空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）及び供給口１２を囲むように環状に形成されている。すなわち
、光路空間Ｋ１に対して供給口１２の外側に回収口２２が設けられた構成となっている。
本実施形態においては、回収口２２は平面視円環状に形成されている。なお、回収口２２
は平面視円環状に限らず、例えば平面視矩形環状であってもよい。
【００４９】
　ノズル部材７０は、回収口２２を覆うように配置された、複数の孔を有する多孔部材２
５を備えている。本実施形態においては、多孔部材２５は複数の孔を有したメッシュ部材
により構成されている。多孔部材２５としては、例えば略六角形状の複数の孔からなるハ
ニカムパターンを形成されたメッシュ部材やチタンなどの板状部材に多数の孔を形成した
メッシュ部材、あるいはセラミックス製の多孔部材によって構成可能である。
【００５０】
　多孔部材２５は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐと対向する下面２５Ｂを有し
ている。多孔部材２５の基板Ｐと対向する下面２５Ｂはほぼ平坦である。多孔部材２５は
、その下面２５Ｂが基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面（すなわちＸＹ平面）
とほぼ平行になるように回収口２２に設けられている。また、多孔部材２５は、その下面
２５Ｂとノズル部材７０の下面７５とがＺ軸方向においてほぼ同じ位置（高さ）になるよ
うに、且つ下面２５Ｂとノズル部材７０の下面７５とが連続するように、回収口２２に設
けられている。液体ＬＱは、回収口２２に配置された多孔部材２５を介して回収される。
【００５１】
　次に、液体噴射機構３について説明する。ノズル部材７０は、液体ＬＱを噴射する噴射
口３２を備えている。ノズル部材７０は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの上方
において、その基板Ｐの表面と対向する下面７５を有しており、噴射口３２は下面７５に
設けられている。したがって、噴射口３２は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの
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上方において、その基板Ｐの表面と対向する位置に設けられた構成となっている。基板ス
テージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面とノズル部材７０の下面７５に設けられた噴射口
３２とは所定距離だけ離れている。
【００５２】
　噴射口３２は、投影光学系ＰＬの像面側の光路空間Ｋ１に対して回収口２２の外側に設
けられており、光路空間Ｋ１（投影領域ＡＲ）、及び回収口２２を囲むように環状に設け
られている。本実施形態においては、噴射口３２は平面視円環状に形成され、所定のスリ
ット幅Ｄ１（図４参照）を有するスリット状に形成されている。なお、噴射口３２は平面
視円環状に限らず、例えば平面視矩形環状であってもよい。
【００５３】
　ノズル部材７０は、噴射口３２に液体ＬＱを供給する供給流路３４を有している。供給
流路３４はノズル部材７０の内部に設けられており、その下端部は噴射口３２に接続され
ている。また、供給流路３４の一部には第２供給管３３の他端部が接続されている。
【００５４】
　供給流路３４は、噴射口３２に接続する第１流路部３４Ａと、第１流路部３４Ａよりも
大きいバッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂとを有している。第２流路部３４Ｂは、
光路空間Ｋ１に対して第１流路部３４Ａの外側に設けられており、第２供給管３３と接続
されている。第１流路部３４Ａは、傾斜領域と、光路空間Ｋ１に対して傾斜領域よりも外
側に設けられた水平領域とを有している。第１流路部３４Ａの傾斜領域は、光路空間Ｋ１
の外側から内側に向かうにつれて、すなわち光路空間Ｋ１に近づくにつれて基板Ｐとの間
隔（距離）が漸次小さくなるように傾斜している。そして、第１流路部３４Ａの傾斜領域
の下端部が噴射口３２となっている。本実施形態においては、第１流路部３４Ａの傾斜領
域は、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐの表面（ＸＹ平面）に対して所定角度（例
えば３０°程度）傾斜している。第１流路部３４Ａの水平領域は、ＸＹ平面とほぼ平行に
設けられており、第１流路部３４Ａの傾斜領域の上端部と第２流路部３４Ｂのバッファ空
間３７とを接続している。
【００５５】
　第１流路部３４Ａの傾斜領域は、環状のスリット状に形成された噴射口３２に対応する
ように、ＸＹ平面に沿った断面視において環状に形成されたスリット状の流路である。傾
斜領域の上端部近傍の流路の幅は広く、噴射口３２に向かうにつれて漸次狭くなるように
設けられている。そして、傾斜領域の下端部は、噴射口３２のスリット幅Ｄ１とほぼ同じ
幅を一様に有したスリット状の流路となっている。バッファ空間３７は、光路空間Ｋ１に
対して第１流路部３４Ａの水平領域の外側に設けられ、第１流路部３４Ａの水平領域を囲
むように環状に形成された空間であり、第１流路部３４Ａの幅よりも十分に大きい幅Ｄ２
（図４参照）を一様に有している。
【００５６】
　すなわち、供給流路３４は、Ｚ軸方向において幅Ｄ２を有するバッファ空間３７を含む
第２流路部３４Ｂと、第２流路部３４Ｂよりも流路下流側に設けられ、幅Ｄ２よりも小さ
い幅を有する第１流路部３４Ａとを有した構成となっている。第１流路部３４Ａは、流路
上流側に設けられたバッファ空間３７よりも狭められた構成となっている。
【００５７】
　バッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂには第２供給管３３の他端部が接続される。
本実施形態においては、供給流路３４の第２流路部３４Ｂと第２供給管３３との接続位置
は、ノズル部材７０の側面において周方向（θＺ方向）にほぼ等間隔で複数設定されてお
り、それら複数の接続位置のそれぞれに第２供給管３３の他端部が接続されている。なお
図では、供給流路３４の第２供給管３３との接続位置は４箇所のように示されているが、
例えば８箇所など任意の複数の位置に設定されてよい。噴射口３２と第２液体供給装置３
１とは、供給流路３４及び第２供給管３３を介して接続されている。
【００５８】
　第２液体供給装置３１から送出された液体ＬＱは、第２供給管３３を介して供給流路３
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４のうちバッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂに流入した後、第２流路部３４Ｂ及び
第１流路部３４Ａを介して噴射口３２に供給される。第２流路部３４Ｂ及び第１流路部３
４Ａを含む供給流路３４より噴射口３２に供給された液体ＬＱは、噴射口３２よりノズル
部材７０の外部に噴射される。
【００５９】
　このとき、第１流路部３４Ａの傾斜領域の幅は、噴射口３２に向かうにつれて漸次狭く
なっているため、第２流路部３４Ｂのバッファ空間３７を介して第１流路部３４Ａの傾斜
領域の上端部に流入した液体ＬＱは、ノズル効果によりその流速を高めつつ噴射口３２に
向かって流れ、噴射口３２より所定の流速で噴射される。
【００６０】
　また、第１流路部３４Ａの傾斜領域は、光路空間Ｋ１に近づくにつれて基板Ｐとの間隔
（距離）が漸次小さくなるように所定角度（３０°程度）傾斜しており、第１流路部３４
Ａの傾斜領域の下端部に設けられた噴射口３２は、光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に液体
ＬＱを噴射する。
【００６１】
　また、バッファ空間３７は、第２液体供給装置３１から第２供給管３３を介して供給さ
れた液体ＬＱのエネルギー（圧力、流速）を分散して均一化し、バッファ空間３７から第
１流路部３４Ａに流入する液体ＬＱの単位時間当たりの量（流速）を、スリット状の流路
である第１流路部３４Ａの各位置において均一化する。バッファ空間３７を設けたことに
より、液体噴射機構３は、バッファ空間３７を含む第２流路部３４Ｂ及び第１流路部３４
Ａを介して噴射口３２に供給された液体ＬＱを、スリット状の噴射口３２からほぼ均一に
噴射することができる。つまり、バッファ空間３７が設けられていない場合、第１流路部
３４Ａを流れる単位時間当たりの液体ＬＱの量は、第２供給管３３の他端部が接続された
位置近傍のほうがその他の位置より多くなるため、所定長さに形成されたスリット状の噴
射口３２の各位置において噴射される液体ＬＱの単位時間当たりの噴射量（流速）が不均
一となる場合がある。しかしながら、バッファ空間３７を設けて第２供給管３３から供給
された液体ＬＱのエネルギーを分散して均一化することによって、第１流路部３４Ａを介
してスリット状の噴射口３２の各位置に供給される液体ＬＱの流量（流速）を均一化する
ことができ、液体ＬＱは、円環状のスリット状の噴射口３２の各位置においてほぼ均一な
噴射量で噴射される。
【００６２】
　また、第２液体供給装置３１は脱気装置３１Ｂを有しているので、液体噴射機構３は、
脱気装置３１Ｂを使って、噴射口３２から噴射される液体ＬＱ中の気体成分を低減するこ
とができる。
【００６３】
　図６は、第２液体供給装置３１に設けられている脱気装置３１Ｂの一例を示す概略構成
図である。なお、第１液体供給装置１１に設けられている脱気装置１１Ｂも、第２液体供
給装置３１の脱気装置３１Ｂと同等の構成を有する。図６において、脱気装置３１Ｂは、
ハウジング１７１と、ハウジング１７１の内部に空間１７３を介して収容された中空糸束
１７２とを備えている。中空糸束１７２は、複数のストロー状の中空糸膜１７４を互いに
平行に束ねたものである。各中空糸膜１７４は、疎水性が高く気体透過性に優れた素材（
例えば、ポリ４メチルペンテン１）で形成されている。ハウジング１７１の両端には真空
キャップ部材１７５ａ、１７５ｂが固定されており、ハウジング１７１の両端外側に密閉
空間１７６ａ、１７６ｂを形成している。真空キャップ部材１７５ａ、１７５ｂには不図
示の真空ポンプに接続された脱気口１７７ａ、１７７ｂが設けられている。また、ハウジ
ング１７１の両端には、中空糸束１７２の両端のみが密閉空間１７６ａ、１７６ｂに連結
されるように封止部１７８ａ、１７８ｂが形成されている。脱気口１７７ａ、１７７ｂに
は真空ポンプが接続されており、制御装置ＣＯＮＴは真空ポンプを駆動することで各中空
糸膜１７４の内側を減圧状態にすることができる。また、中空糸束１７２の内部には、未
だ脱気処理されていない液体ＬＱを流入させるための管１７９が設けられている。管１７
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９には複数の液体供給穴１８０が設けられており、封止部１７８ａ、１７８ｂ及び中空糸
束１７２で囲まれた空間１８１に、液体供給穴１８０から液体ＬＱが供給される。液体供
給穴１８０から空間１８１への液体ＬＱの供給を続けると、液体ＬＱは平行に束ねた中空
糸膜１７４の層を横切るように外側へ向かって流れ、中空糸膜１７４の外表面と接触する
。上述したように、中空糸膜１７４のそれぞれは、疎水性が高く気体透過性に優れた素材
で形成されているので、液体ＬＱは中空糸膜１７４の内側に入ることなく、各中空糸膜１
７４の間を通って中空糸束１７２の外側の空間１７３に移動する。一方、液体ＬＱ中に溶
解している気体（分子）は、中空糸膜１７４の内側が減圧状態（２０Ｔｏｒｒ程度）にな
っているので、各中空糸膜１７４の内側へ移動する（吸収される）。このように、中空糸
膜１７４の層を横切る間に液体ＬＱから除去（脱気）された気体成分は、矢印１８３で示
すように、中空糸束１７２の両端から密閉空間１７６ａ、１７６ｂ介して脱気口１７７ａ
、１７７ｂから排出される。また、脱気処理された液体ＬＱは、ハウジング１５１に設け
られた液体出口１８２を介して第２供給管３３（噴射口３２）に供給される。本実施形態
においては、脱気装置３１Ｂは、液体ＬＱの溶存気体濃度が５ｐｐｍ以下となるように脱
気を行う。
【００６４】
　次に、上述した構成を有する露光装置ＥＸを用いてマスクＭのパターン像を基板Ｐに露
光する方法について説明する。
【００６５】
　露光光ＥＬの光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たすために、制御装置ＣＯＮＴは、第１液体
供給装置１１及び液体回収装置２１のそれぞれを駆動する。制御装置ＣＯＮＴの制御のも
とで第１液体供給装置１１から送出された液体ＬＱは、第１供給管１３を流れた後、ノズ
ル部材７０の供給流路１４を介して、供給口１２より投影光学系ＰＬの第１光学素子ＬＳ
１と底板部７０Ｄとの間の内部空間Ｇ２に供給される。内部空間Ｇ２に液体ＬＱが供給さ
れることにより、内部空間Ｇ２に存在していた気体部分は排出口１６や開口部７４を介し
て外部に排出される。したがって、内部空間Ｇ２に対する液体ＬＱの供給開始時に、内部
空間Ｇ２に気体が留まってしまうといった不都合を防止することができ、光路空間Ｋ１の
液体ＬＱ中に気体部分（気泡）が生成される不都合を防止することができる。
【００６６】
　内部空間Ｇ２に供給された液体ＬＱは、ノズル部材７０の開口部７４を介して下面７５
と基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）との間の空間に流入し、光路空間Ｋ１を満たす。このと
き、制御装置ＣＯＮＴの制御のもとで駆動されている液体回収装置２１は、単位時間当た
り所定量の液体ＬＱを回収している。ノズル部材７０の下面７５と基板Ｐとの間の空間の
液体ＬＱは、ノズル部材７０の回収口２２を介して回収流路２４に流入し、回収管２３を
流れた後、液体回収装置２１に回収される。
【００６７】
　ここで、供給口１２から内部空間Ｇ２に対して供給された液体ＬＱは、底板部７０Ｄに
形成された開口部７４の内側面にガイドされつつ露光光ＥＬの光路空間Ｋ１（投影領域Ａ
Ｒ）に向かって流れた後、露光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側に向かって流れるので、仮に
液体ＬＱ中に気体部分（気泡）が生成されても、液体ＬＱの流れによって、その気泡を露
光光ＥＬの光路空間Ｋ１の外側に排出することができる。そして、本実施形態においては
、底板部７０Ｄは、液体ＬＱを排出口１６に向けて流すので、液体ＬＱ中に存在している
気体部分（気泡）は、排出口１６を介して外部空間Ｋ３に円滑に排出される。また、液浸
機構１は、液体ＬＱを開口部７４の内側面でガイドしつつ流すことにより、露光光ＥＬの
光路空間Ｋ１内において、渦流が生成されることを抑制している。
【００６８】
　以上のように、制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１を使って、光路空間Ｋ１に液体ＬＱを
所定量供給するとともに基板Ｐ上の液体ＬＱを所定量回収することで、投影光学系ＰＬと
基板Ｐとの間の光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たし、基板Ｐ上に液体ＬＱの液浸領域ＬＲを
局所的に形成する。制御装置ＣＯＮＴは、光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たした状態で、投
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影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移動しながらマスクＭのパターン像を投影光学系ＰＬ
及び光路空間Ｋ１の液体ＬＱを介して基板Ｐ上に投影露光する。
【００６９】
　制御装置ＣＯＮＴは、供給口１２から液体ＬＱを供給するときに、液体噴射機構３の第
２液体供給装置３１を駆動する。制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの走査露光中に噴射口３２
の液体噴射動作を継続する。すなわち、制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１を使って光路空
間Ｋ１に対する液体ＬＱの供給動作及び回収動作を行っている最中、あるいは、供給動作
及び回収動作が停止していても、液浸領域ＬＲが形成されている最中には、液体噴射機構
３の第２液体供給装置３１の駆動を継続する。
【００７０】
　上述のように、本実施形態の露光装置ＥＸは、投影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移
動しつつ露光を行う走査型露光装置である。具体的には、露光装置ＥＸは、マスクＭと基
板Ｐとを投影光学系ＰＬに対してＸ軸方向（走査方向）に移動しながらマスクＭのパター
ン像を基板Ｐに投影露光する。このような走査型露光装置において、例えば走査速度（ス
キャン速度）の高速化に伴って、回収口２２を介して液体ＬＱを十分に回収することがで
きず、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱが光路空間Ｋ１に対して回収口２２よりも外側
へ漏出する可能性がある。例えば、図７（Ａ）の模式図に示す初期状態から、液浸領域Ｌ
Ｒに対して基板Ｐを＋Ｘ方向に所定速度で所定距離だけスキャン移動し、図７（Ｂ）に示
すように、液浸領域ＬＲの液体ＬＱとその外側の空間との界面ＬＧが移動したとする。ス
キャン速度を高速化した場合、液界面ＬＧの移動速度が大きくなったり、あるいは界面Ｌ
Ｇの形状が大きく変化して、液体ＬＱが回収口２２の外側に漏出する可能性がある。特に
、液体ＬＱは基板Ｐの移動方向前方側（図７においては＋Ｘ側）に漏出する可能性が高く
なる。
【００７１】
　本実施形態においては、制御装置ＣＯＮＴは、噴射口３２を介した液体ＬＱの噴射動作
を行うことで、噴射した液体ＬＱの力によって投影光学系ＰＬと基板Ｐとの間の露光光Ｅ
Ｌの光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの漏出や、液浸領域ＬＲの巨大化を防止する。
【００７２】
　図８は液体噴射機構３の動作を説明するための要部を拡大した模式図である。図８に示
すように、制御装置ＣＯＮＴは、第２液体供給装置３１を駆動して、光路空間Ｋ１を囲む
ように形成された回収口２２の内側に液体ＬＱ（液浸領域ＬＲ）を閉じこめるように、光
路空間Ｋ１に対して回収口２２の外側に設けられた噴射口３２より液体ＬＱを噴射する。
【００７３】
　具体的には、制御装置ＣＯＮＴは、第２液体供給装置３１を駆動して、単位時間当たり
所定量の液体ＬＱの送出する。第２液体供給装置３１から送出された液体ＬＱは、第２供
給管３３を介して、ノズル部材７０の供給流路３４の第２流路部３４Ｂに流入する。第２
流路部３４Ｂに流入した液体ＬＱは、第２流路部３４Ｂのバッファ空間３７を介して第１
流路部３４Ａに流入し、第１流路部３４Ａの下端部に設けられた噴射口３２に供給される
。上述のように、供給流路３４の途中にバッファ空間３７が設けられていることにより、
バッファ空間３７を含む供給流路３４を介してスリット状の噴射口３２に供給された液体
ＬＱは、噴射口３２の各位置からほぼ均一に噴射される。また、第１流路部３４Ａの傾斜
領域の流路の幅は、噴射口３２に向かうにつれて漸次狭くなっているので、液体ＬＱは高
い流速で噴射口３２より噴射される。
【００７４】
　噴射口３２は、光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に基板Ｐに対して液体ＬＱを噴射するよ
うになっており、本実施形態においては、基板Ｐのうち回収口２２と対向する領域、すな
わち基板Ｐのうち回収口２２の直下の領域に向けて液体ＬＱを噴射する。ここで、液浸領
域ＬＲの液体ＬＱとその外側の空間との界面ＬＧは、回収口２２と基板Ｐとの間に形成さ
れるため、噴射口３２より噴射された液体ＬＱは、液浸領域ＬＲの液体ＬＱの界面ＬＧ（
界面ＬＧの下端部）に当たる。これにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱ（液体Ｌ
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Ｑの界面ＬＧ）が、光路空間Ｋ１の外側に移動しようとしても、噴射口３２から噴射され
た液体ＬＱの力によって、光路空間Ｋ１を含む所定空間の外側への液体ＬＱの漏出を防止
することができる。ここで、所定空間とは、投影光学系ＰＬの像面側の空間であって、光
路空間Ｋ１に対して回収口２２よりも内側の空間を含む。
【００７５】
　すなわち、基板Ｐが所定方向（例えば＋Ｘ方向）に移動する場合、液体ＬＱは基板Ｐの
移動方向前方側（＋Ｘ側）に漏出する可能性が高いが、光路空間Ｋ１に対して基板Ｐの移
動方向前方側（＋Ｘ側）にある噴射口３２から噴射された液体ＬＱによって、漏出しよう
とする液体ＬＱに逆方向の運動量を与えることができる。換言すれば、漏出しようとする
液体ＬＱに対して、漏出方向前方側から液体ＬＱを噴射することにより、その液体ＬＱに
逆方向の運動量を与えることができる。これにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱ
の漏出を防止することができる。
【００７６】
　また、基板ＰはＹ軸方向にステッピング移動するため、ステッピング移動時においては
、液体ＬＱはＹ軸方向に漏出する可能性があるが、噴射口３２は光路空間Ｋ１を囲むよう
に環状に形成されているため、光路空間Ｋ１に対して基板Ｐの移動方向前方側（例えば＋
Ｙ側）にある噴射口３２から噴射された液体ＬＱによって、漏出しようとする液体ＬＱに
逆方向の運動量を与えることができる。
【００７７】
　そして、噴射口３２より光路空間Ｋ１に向けて勢い良く噴射された液体ＬＱは、回収口
２２の外側に漏出することなく、光路空間ＬＱに満たされている液体ＬＱと一緒に回収口
２２より回収される。
【００７８】
　また、制御装置ＣＯＮＴは、露光条件に応じて、噴射口３２の噴射条件を調整する。本
実施形態においては、投影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移動しつつ露光が行われるが
、制御装置ＣＯＮＴは、投影光学系ＰＬと基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）との相対的な移
動速度に応じて、噴射口３２から噴射する液体ＬＱの流速（圧力、エネルギー）を調整す
る。制御装置ＣＯＮＴは、調整装置３８を使って、供給流路３４を介した噴射口３２に対
する単位時間当たりの液体供給量を調整することにより、噴射口３２から光路空間Ｋ１に
向けて噴射する液体ＬＱの流速を調整する。
【００７９】
　具体的には、制御装置ＣＯＮＴは、噴射口３２から噴射する液体ＬＱの流速を、投影光
学系ＰＬに対する基板Ｐの移動速度よりも大きくする。例えば、図９（Ａ）の模式図に示
すように、投影光学系ＰＬ（光路空間Ｋ１）に対して基板Ｐが＋Ｘ方向に速度Ｖ１で移動
している場合には、噴射口３２から噴射される液体ＬＱの流速ＶＬ１が、基板Ｐの速度Ｖ
１よりも大きくなるように制御される。好ましくは、噴射口３２から噴射される液体ＬＱ
の基板Ｐの移動方向（すなわちＸ軸方向）に関する速度成分ＶＬ１ｘが、基板Ｐの速度Ｖ
１よりも大きくなるように制御されることが望ましい。これにより、基板Ｐが移動した場
合でも、光路空間Ｋ１からの液体ＬＱの漏出を良好に防止することができる。
【００８０】
　また、図９（Ｂ）の模式図に示すように、投影光学系ＰＬに対して基板Ｐが＋Ｘ方向に
速度Ｖ１よりも遅い速度Ｖ２で移動している場合には、噴射口３２から噴射される液体Ｌ
Ｑの流速は、上記流速ＶＬ１よりも低い流速ＶＬ２に制御される。この場合においても、
噴射口３２から噴射される液体ＬＱの流速ＶＬ２は、基板Ｐの移動速度Ｖ２よりも大きく
なるように制御される。
【００８１】
　このように、噴射口３２から噴射する液体ＬＱの流速を、投影光学系ＰＬに対する基板
Ｐの移動速度よりも高くすることで、液体ＬＱの漏出を良好に防止することができる。ま
た、基板Ｐの移動速度に応じて、噴射口３２から噴射する液体ＬＱの流速を適宜調整する
ことで、噴射した液体ＬＱによって光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの流れが乱れたり
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、光路空間Ｋ１の液体ＬＱ中に気泡が形成されたり、液体ＬＱが漏出する等の不都合を防
止することができる。すなわち、例えば基板Ｐを比較的低い速度Ｖ２で所定方向（例えば
＋Ｘ方向）移動している状態で、光路空間Ｋ１に対して流速の高い（運動量の大きい）液
体ＬＱを噴射した場合、その噴射した液体ＬＱによって光路空間Ｋ１の液体ＬＱの流れが
乱れたり、光路空間Ｋ１の液体ＬＱ中に気泡が形成される可能性が高くなる。本実施形態
においては、光路空間Ｋ１を囲むように環状に形成された噴射口３２からほぼ一様の流速
で液体ＬＱが噴射されるため、過剰な流速の液体ＬＱを噴射すると、その噴射された液体
ＬＱの力に起因して、光路空間Ｋ１の液体ＬＱの流れが乱れたり、光路空間Ｋ１の液体Ｌ
Ｑ中に気泡が形成されたり、基板Ｐが変形・変位したり、振動が発生したり、液体ＬＱが
漏出する可能性がある。また、基板Ｐを比較的低い速度Ｖ２で所定方向（例えば＋Ｘ方向
）に移動している状態で、光路空間Ｋ１に対して基板Ｐの移動方向前方側（＋Ｘ側）から
流速の高い（運動量の大きい）液体ＬＱを噴射した場合、その噴射した液体ＬＱの力によ
って、光路空間Ｋ１に満たされている液体ＬＱが基板Ｐの移動方向後方側（－Ｘ側）から
漏出する可能性もある。そこで、投影光学系ＰＬと基板Ｐとの相対的な移動速度に応じて
、噴射口３２から噴射する液体ＬＱの流速を調整することで、上述の不都合を防止するこ
とができる。
【００８２】
　また、基板Ｐを走査露光するとき、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）は、例えば加速区間
、定常区間（定速区間）、及び減速区間の順に移動するが、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐ
（基板ステージＰＳＴ）の加速区間、定常区間、及び減速区間に応じて、噴射口３２から
噴射する液体ＬＱの流速を調整することができる。
【００８３】
　以上説明したように、光路空間Ｋ１に対して回収口２２の外側に設けられた噴射口３２
から液体ＬＱを噴射することで、光路空間Ｋ１を液体ＬＱで満たした状態で投影光学系Ｐ
Ｌと基板Ｐとを相対移動させた場合においても、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの漏
出を防止することができる。すなわち、本実施形態においては、十分な運動量を有した液
体ＬＱを液浸領域ＬＲの液体ＬＱの界面ＬＧに当てているので、液体ＬＱの漏出を良好に
に防止することができる。また、光路空間Ｋ１に向けて液体ＬＱを噴射することで、液浸
領域ＬＲの大きさや形状を所望状態に維持することができ、露光装置ＥＸ全体のコンパク
ト化を図ることもできる。
【００８４】
　また、噴射口３２はスリット状に形成されているので、噴射する液体ＬＱを断面視にお
いてスリット状にすることができる。したがって、噴射する液体ＬＱの位置制御を容易に
行うことができるとともに、噴射する液体ＬＱの運動量を十分に高めることができる。
【００８５】
　また本実施形態は、噴射口３２より噴射した液体ＬＱを使って光路空間Ｋ１に満たされ
た液体ＬＱの漏出を防止する構成であるため、気体を噴射して液体ＬＱの漏出を防止する
構成と異なり、液体ＬＱの気化を抑制することができる。したがって、液体ＬＱの気化に
起因する気化熱によって基板Ｐの温度が変動したり、露光装置ＥＸの置かれている環境が
変動する等の不都合を防止することができる。
【００８６】
　また、噴射口３２は光路空間Ｋ１に向けて傾斜方向に液体ＬＱを噴射するので、光路空
間Ｋ１を囲むように形成された回収口２２の内側に液体ＬＱを閉じこめることができる。
また、噴射口３２は基板Ｐに対向する位置に設けられているので、噴射口３２より噴射さ
れた液体ＬＱを液浸領域ＬＲの界面ＬＧあるいは基板Ｐの表面に円滑に当てることができ
る。また、噴射口３２は、基板Ｐのうち回収口２２と対向する領域に向けて液体ＬＱを噴
射するので、回収口２２の直下に形成される液浸領域ＬＲの界面ＬＧに液体ＬＱを噴射し
、回収口２２の直下の領域から外側への液体ＬＱの漏出を良好に防止することができる。
また、基板Ｐのうち回収口２２と対向する領域に向けて液体ＬＱを噴射することにより、
噴射した液体ＬＱにより、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの流れが乱れる等の不都合
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を防止することができる。また上述のように、基板Ｐの移動速度に応じて噴射口３２から
噴射される液体ＬＱの流速を調整することによっても、光路空間Ｋ１に満たされた液体Ｌ
Ｑの流れが乱れたり、液体ＬＱが漏出する等の不都合を防止することができる。
【００８７】
　また、噴射口３２は光路空間Ｋ１を囲むように環状に形成されているので、光路空間Ｋ
１を囲む外側の全ての方向から光路空間Ｋ１に向けて液体ＬＱを噴射することができ、液
体ＬＱの漏出をより確実に防止することができる。また、噴射口３２に液体ＬＱを供給す
る供給流路３４はバッファ空間３７を有しているので、スリット状の噴射口３２から均一
に液体ＬＱを噴射することができる。
【００８８】
　また、液体噴射機構３は、噴射口３２から噴射される液体ＬＱ中の気体成分を低減する
脱気装置３１Ｂを有しているので、十分に脱気された液体ＬＱを光路空間Ｋ１に満たされ
た液体ＬＱに噴射することができる。したがって、噴射口３２から噴射された液体ＬＱと
光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱとが混合されても、光路空間Ｋ１上の液体ＬＱ中に気
泡（気体成分）が形成されるといった不都合を防止することができる。
【００８９】
　また、上述のように、フォーカス・レベリング検出系が光路空間Ｋ１に対して噴射口３
２よりも外側で、光路空間Ｋ１の液体ＬＱを介さずに基板Ｐの面位置情報を検出する構成
の場合、噴射口３２より噴射された液体ＬＱによって噴射口３２よりも外側への液体ＬＱ
の漏出を防止することで、フォーカス・レベリング検出系の検出精度を維持することがで
きる。
【００９０】
　なお本実施形態においては、噴射口３２は、基板Ｐのうち回収口２２と対向する領域（
回収口２２の直下の領域）に向けて液体ＬＱを噴射しているが、回収口２２と基板Ｐとの
間の空間に向けて液体ＬＱを噴射するようにしてもよい。例えば、噴射口３２は、基板Ｐ
のうち、光路空間Ｋ１に対して回収口２２よりも内側のノズル部材７０の下面７５と対向
する領域に向けて液体ＬＱを噴射するようにしてもよい。この場合においても、光路空間
Ｋ１に満たされた液体ＬＱの漏出を防止することができる。なお、噴射口３２から噴射さ
れる液体ＬＱの噴射角度（方向）は、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの流れを乱すこ
となく、且つ光路空間Ｋ１から液体ＬＱを漏出させないように最適に設定される。
【００９１】
　なお本実施形態において、制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴが移動していない
ときには、噴射口３２からの液体ＬＱの噴射を停止するようにしてもよい。換言すれば、
制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴが駆動しているときだけ、噴射口３２から液体
ＬＱを噴射するようにしてもよい。もちろん、基板ステージＰＳＴの駆動にかかわらず、
液浸機構１を使って光路空間Ｋ１に対する液体ＬＱの供給動作及び回収動作を行っている
最中には、制御装置ＣＯＮＴは、噴射口３２から液体ＬＱを噴射するようにしてもよい。
【００９２】
　＜第２実施形態＞
　次に第２実施形態について説明する。第２実施形態の特徴的な部分は、基板Ｐ上の液体
接触面に形成される膜部材と液体ＬＱとの接触角条件に応じて、噴射口３２の噴射条件が
調整される点にある。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分に
ついては同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する。
【００９３】
　図１０（Ａ）は基板Ｐの断面図の一例である。図１０（Ａ）において、基板Ｐは、基材
１００と、その基材１００の上面１００Ａに設けられた膜部材１０１とを有している。基
材１００は半導体ウエハを含むものである。膜部材１０１は感光材（フォトレジスト）に
よって形成されており、基材１００の上面１００Ａの中央部の殆どを占める領域に所定の
厚みで被覆されている。なお、図１０（Ａ）において、基材１００の上面１００Ａの周縁
部の感光材（膜部材）１０１は除去されている。図１０（Ａ）においては、膜部材（感光
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材）１０１が基板Ｐの最上層に設けられており、この膜部材１０１が液浸露光時において
液体ＬＱと接触する液体接触面となる。
【００９４】
　図１０（Ｂ）は基板Ｐの別の例を示す図である。図１０（Ｂ）において、基板Ｐは、膜
部材１０１の表面を覆う第２膜部材１０２を有している。第２膜部材１０２はトップコー
ト膜と呼ばれる保護膜によって形成されている。図１０（Ｂ）においては、第２膜部材（
保護膜）１０２が基板Ｐの最上層に設けられており、この第２膜部材１０２が液浸露光時
において液体ＬＱを接触する液体接触面となる。
【００９５】
　本実施形態の露光装置ＥＸは、液体接触面を形成する膜部材の種類（物性）が互いに異
なる複数種類の基板Ｐを順次露光する。記憶装置ＭＲＹには、複数種類の基板Ｐの液浸露
光を行うための噴射口３２の噴射条件に関する情報が予め記憶されている。具体的には、
記憶装置ＭＲＹには、液浸露光時において基板Ｐ上の液体ＬＱに接触する液体接触面に形
成される膜部材と液体ＬＱとの親和性と、その親和性に対応する噴射口３２の噴射条件と
の関係がマップデータとして複数記憶されている。ここで、膜部材と液体ＬＱとの親和性
に関する情報は、膜部材と液体ＬＱとの接触角（動的接触角及び静的接触角を含む）に関
する情報を含む。
【００９６】
　液浸露光処理を行うに際し、露光処理されるべき基板Ｐの膜部材に関する情報が入力装
置ＩＮＰを介して制御装置ＣＯＮＴに入力される。入力される膜部材に関する情報には、
膜部材と液体ＬＱとの接触角に関する情報（接触角条件）が含まれている。制御装置ＣＯ
ＮＴは、入力された膜部材に関する情報（接触角条件）に応じて、記憶装置ＭＲＹに予め
記憶されている、膜部材と液体ＬＱとの接触角と、その接触角に対応する噴射口３２の噴
射条件との関係（マップデータ）を参照し、露光処理されるべき基板Ｐに対する最適な噴
射条件を選択し、決定する。
【００９７】
　ここで、噴射口３２の噴射条件とは、噴射口３２から光路空間Ｋ１に向けて噴射する液
体ＬＱの流速（単位時間当たりの液体ＬＱの噴射量）を含む。制御装置ＣＯＮＴは、膜部
材と液体ＬＱとの接触角条件に応じて、調整装置３８を使って、噴射口３２から噴射する
液体ＬＱの流速を調整する。具体的には、膜部材と液体ＬＱの接触角が小さい場合、膜部
材は液体ＬＱに対して親液性（親水性）を有していることになるので、液浸機構１を使っ
て基板Ｐ（膜部材）上に液体ＬＱを供給した際、この液体ＬＱは濡れ拡がりやすいため、
光路空間Ｋ１（回収口２２）の外側へ漏出する可能性が高くなる。したがって、この膜部
材上で液浸領域ＬＲを形成する場合、調整装置３８は、噴射口３２より噴射する液体ＬＱ
の流速を高くする。こうすることにより、その噴射された液体ＬＱの力によって、液体Ｌ
Ｑの漏出を防止することができる。
【００９８】
　一方、膜部材と液体ＬＱとの接触角が大きい場合、膜部材は液体ＬＱに対して撥液性（
撥水性）を有していることになるので、液浸機構１を使って基板Ｐ（膜部材）上に液体Ｌ
Ｑを供給した際、この液体ＬＱは過剰に濡れ拡がらない。したがって、この膜部材に対し
て液体ＬＱを供給する場合、調整装置３８は、噴射口３２より噴射する液体ＬＱの流速を
低くする。こうすることにより、噴射される液体ＬＱによって、光路空間Ｋ１に満たされ
た液体ＬＱが乱れたり、液体ＬＱが漏出しやすくなったり、あるいは噴射される液体ＬＱ
の力に起因して基板Ｐが変形・変位したり、振動が発生する等の不都合を防止することが
できる。
【００９９】
　以上説明したように、本実施形態においては、基板Ｐ上の液体接触面に形成される膜部
材と液体ＬＱとの接触角に対応する最適な液体噴射条件（噴射口３２から噴射される液体
ＬＱの流速）が予め求められており、この最適な液体噴射条件に関する情報が記憶装置Ｍ
ＲＹに記憶されている。制御装置ＣＯＮＴは、入力装置ＩＮＰを介して入力された露光処
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理されるべき基板Ｐの膜部材に関する情報（膜部材と液体ＬＱとの接触角に関する情報）
に基づいて、複数記憶されている液体噴射条件のなかから最適な液体噴射条件を選択して
決定し、この決定された液体噴射条件に基づいて、基板Ｐの液浸露光を行うことにより、
液体ＬＱの漏出を防止しつつ、基板Ｐを良好に露光することができる。
【０１００】
　なおここでは、基板Ｐ上の膜部材の種類が変更される場合について説明したが、液体Ｌ
Ｑの種類（物性）が変更される場合もある。その場合においても、制御装置ＣＯＮＴは、
調整装置３８を使って、基板Ｐ上の膜部材と液体ＬＱとの親和性に応じて、噴射口３２か
ら噴射する液体の流速を調整することができる。
【０１０１】
　なお、液浸領域ＬＲは、基板ステージＰＳＴの上面９４など基板Ｐとは異なる物体上に
形成される場合もあるので、基板Ｐだけでなく、液浸領域ＬＲが形成される物体表面の条
件（接触角など）に応じて、調整装置３８を使って噴射口３２から噴射される液体ＬＱの
流速を調整するようにしてもよい。
【０１０２】
　上述のように、液体ＬＱと膜部材との接触角は、静的接触角及び動的接触角を含むもの
であり、制御装置ＣＯＮＴは、静的接触角及び動的接触角の双方を考慮して、噴射口３２
の噴射条件を調整することができる。一方、図７などを参照して説明したように、光路空
間Ｋ１の液体ＬＱの漏出の主な原因が、投影光学系ＰＬと基板Ｐとの相対的な移動である
場合、制御装置ＣＯＮＴは、主に液体ＬＱと膜部材との動的接触角（後退角）を考慮して
噴射口３２の噴射条件を調整することができる。
【０１０３】
　＜第３実施形態＞
　次に第３実施形態について説明する。本実施形態の特徴的な部分は、噴射口３２が光路
空間Ｋ１に対して複数方向から液体ＬＱを噴射可能に設けられており、投影光学系ＰＬに
対する基板Ｐの移動方向に応じて、噴射口３２から液体ＬＱを噴射する方向が調整される
点にある。
【０１０４】
　図１１は、第３実施形態に係るノズル部材７０を下方（－Ｚ側）から見た図である。図
１１に示すように、本実施形態においては、噴射口３２（３２Ａ～３２Ｄ）は、光路空間
Ｋ１及び回収口２２を囲むように複数設けられている。本実施形態においては、４つの噴
射口３２Ａ～３２Ｄが設けられている。噴射口３２Ａ～３２Ｄのそれぞれは平面視略円弧
状であって、所定の長さを有するスリット状に形成されている。４つの噴射口３２Ａ～３
２Ｄのうち、第１噴射口３２Ａは光路空間Ｋ１に対して＋Ｘ側に配置され、第２噴射口３
２Ｂは光路空間Ｋ１に対して＋Ｙ側に配置され、第３噴射口３２Ｃは光路空間Ｋ１に対し
て－Ｘ側に配置され、第４噴射口３２Ｄは光路空間Ｋ１に対して－Ｙ側に配置されている
。したがって、第１噴射口３２Ａは光路空間Ｋ１に対して＋Ｘ側から－Ｘ方向に向けて液
体ＬＱを噴射可能であり、第２噴射口３２Ｂは光路空間Ｋ１に対して＋Ｙ側から－Ｙ方向
に向けて液体ＬＱを噴射可能であり、第３噴射口３２Ｃは光路空間Ｋ１に対して－Ｘ側か
ら＋Ｘ方向に向けて液体ＬＱを噴射可能であり、第４噴射口３２Ｄは光路空間Ｋ１に対し
て－Ｙ側から＋Ｙ方向に向けて液体ＬＱを噴射可能である。また、液体噴射機構３は、第
１～第４噴射口３２Ａ～３２Ｄによる液体噴射動作をそれぞれ独立して行うことができる
。そして、制御装置ＣＯＮＴは、投影光学系ＰＬに対する基板Ｐの移動方向に応じて、４
つの噴射口３２Ａ～３２Ｄのうち液体ＬＱを噴射する噴射口を選択し、選択された噴射口
のみから液体ＬＱを噴射する。
【０１０５】
　図１２は、投影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移動しつつ露光するときの投影光学系
ＰＬ及び噴射口３２と基板Ｐとの位置関係を模式的に示した図である。図１２において、
基板Ｐ上には、マスクＭのパターンが露光される複数のショット領域Ｓ１～Ｓ２１がマト
リクス状に設定されている。制御装置ＣＯＮＴは、図１２中、矢印ｙ１で示すように、投
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影光学系ＰＬの光軸ＡＸと基板Ｐとを相対的に移動しつつ、各ショット領域Ｓ１～Ｓ２１
のそれぞれを順次露光する。このように、制御装置ＣＯＮＴは、投影光学系ＰＬに対して
基板Ｐを、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、及びＸ軸（Ｙ軸）に対して傾斜方向のそれぞれの方向に
移動しつつ露光する。
【０１０６】
　図１３は、本実施形態に係る露光装置ＥＸの動作を説明するための模式図である。本実
施形態において、記憶装置ＭＲＹには、投影光学系ＰＬと基板Ｐとを相対的に移動しつつ
露光するときの移動条件に関する情報が予め記憶されている。具体的には、記憶装置ＭＲ
Ｙには、各ショット領域Ｓ１～Ｓ２１を液浸露光するときの投影光学系ＰＬと基板Ｐとの
相対的な移動方向と、その移動方向に対応する噴射口３２の噴射条件との関係が記憶され
ている。
【０１０７】
　ここで、本実施形態における噴射口３２の噴射条件とは、光路空間Ｋ１に対して噴射口
３２（３２Ａ～３２Ｄ）から液体ＬＱを噴射する方向を含む。制御装置ＣＯＮＴは、投影
光学系ＰＬに対する基板Ｐの移動方向に応じて、複数の噴射口３２Ａ～３２Ｄのうち液体
ＬＱを噴射させる噴射口を選択することによって、光路空間Ｋ１に対して液体ＬＱを噴射
する方向を調整する。具体的には、制御装置ＣＯＮＴは、複数の噴射口３２Ａ～３２Ｄの
うち、基板Ｐの移動方向前方側に設けられている噴射口から液体ＬＱを噴射させる。
【０１０８】
　例えば、図１３（Ａ）に示すように、投影光学系ＰＬに対して基板Ｐが＋Ｘ方向に移動
している場合には、制御装置ＣＯＮＴは、光路空間Ｋ１の＋Ｘ側に設けられている第１噴
射口３２Ａから液体ＬＱを噴射させ、他の噴射口３２Ｂ、３２Ｃ、３２Ｄからの液体ＬＱ
の噴射を停止する。こうすることにより、基板Ｐの＋Ｘ側への移動に伴って、光路空間Ｋ
１の液体ＬＱが＋Ｘ側に漏出しようとしても、第１噴射口３２Ａから噴射された液体ＬＱ
の力によって、逆方向（－Ｘ方向）の運動量を与えることができ、液体ＬＱの漏出を防止
することができる。
【０１０９】
　一方、図１３（Ｂ）に示すように、投影光学系ＰＬに対して基板Ｐが－Ｘ方向に移動し
ている場合には、制御装置ＣＯＮＴは、光路空間Ｋ１の－Ｘ側に設けられている第３噴射
口３２Ｃから液体ＬＱを噴射させ、他の噴射口３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｄからの液体ＬＱの
噴射を停止する。こうすることにより、基板Ｐの－Ｘ側への移動に伴って、光路空間Ｋ１
の液体ＬＱが－Ｘ側に漏出しようとしても、第３噴射口３２Ｃから噴射された液体ＬＱの
力によって、逆方向（＋Ｘ方向）の運動量を与えることができ、液体ＬＱの漏出を防止す
ることができる。
【０１１０】
　図１４は、基板Ｐの移動方向と、その移動方向に応じて選択された噴射口との関係を説
明するための模式図である。図１４（Ａ）の矢印ｙＰで示すように、基板Ｐが＋Ｘ方向に
移動する場合には、図１３（Ａ）を参照して説明したように、制御装置ＣＯＮＴは、第１
噴射口３２Ａから液体ＬＱを噴射する。また、図１４（Ｂ）に示すように、基板Ｐが＋Ｙ
方向に移動する場合には、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの移動方向前方側に設けられた第
２噴射口３２Ｂから液体ＬＱを噴射する。また、図１４（Ｃ）に示すように、基板Ｐが＋
Ｘ方向に対して＋Ｙ側の傾斜方向に移動する場合には、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの移
動方向前方側に設けられた第１噴射口３２Ａ及び第２噴射口３２Ｂのそれぞれから液体Ｌ
Ｑを噴射する。また、図１４（Ｄ）に示すように、基板Ｐが＋Ｘ方向に対して－Ｙ側の傾
斜方向に移動する場合には、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの移動方向前方側に設けられた
第１噴射口３２Ａ及び第４噴射口３２Ｄのそれぞれから液体ＬＱを噴射する。また、図１
４（Ｅ）に示すように、基板Ｐが－Ｘ方向に対して－Ｙ側の傾斜方向に移動する場合には
、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの移動方向前方側に設けられた第３噴射口３２Ｃ及び第４
噴射口３２Ｄのそれぞれから液体ＬＱを噴射する。また、図１４（Ｆ）に示すように、基
板Ｐが－Ｘ方向に対して＋Ｙ側の傾斜方向に移動する場合には、制御装置ＣＯＮＴは、基
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板Ｐの移動方向前方側に設けられた第２噴射口３２Ｂ及び第３噴射口３２Ｃのそれぞれか
ら液体ＬＱを噴射する。
【０１１１】
　以上説明したように、光路空間Ｋ１（投影光学系ＰＬ）に対する基板Ｐの移動方向に応
じて、噴射口３２から液体ＬＱを噴射する方向を調整することで、液体ＬＱの漏出を良好
に抑制することができる。そして、基板Ｐの移動方向前方側から光路空間Ｋ１に対して液
体ＬＱを噴射することで、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱに対して基板Ｐの移動方向
後方側への運動量を与えて、液体ＬＱの漏出を良好に防止することができる。また、基板
Ｐの移動方向後方側からは液体ＬＱを噴射しないようにすることで、光路空間Ｋ１に満た
された液体ＬＱの流れが乱れたり、液体ＬＱが漏出する等の不都合を防止することができ
る。また、過剰に液体ＬＱを噴射しないことにより、噴射される液体ＬＱの力に起因して
基板Ｐが変形・変位したり、振動が発生する等の不都合を防止することができる。
【０１１２】
　なお、本実施形態においても、基板Ｐの移動速度に応じて、各噴射口３２Ａ～３２Ｄの
それぞれから噴射する液体ＬＱの流速を調整することができる。例えば、記憶装置ＭＲＹ
に、基板Ｐの移動方向に加えて、基板Ｐの移動速度（Ｘ軸方向へのスキャン速度、Ｙ軸方
向へのステッピング速度を含む）に関する情報を予め記憶させておくことにより、制御装
置ＣＯＮＴは、その記憶情報に基づいて、複数の噴射口３２Ａ～３２Ｄのうち液体ＬＱを
噴射する噴射口を選択することによって液体ＬＱを噴射する方向を調整するとともに、そ
の選択した噴射口から噴射する液体ＬＱの流速を調整することができる。なお、基板Ｐ（
基板ステージＰＳＴ）の移動方向及び移動速度を検出可能なセンサを設けておくことによ
り、制御装置ＣＯＮＴは、そのセンサの検出結果に基づいて、複数の噴射口３２Ａ～３２
Ｄのうち液体ＬＱを噴射する噴射口を選択することによって液体ＬＱを噴射する方向を調
整するとともに、その選択した噴射口から噴射する液体ＬＱの流速を調整することができ
る。また、基板Ｐを走査露光するとき、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）は、例えば加速区
間、定常区間（定速区間）、及び減速区間の順に移動するが、制御装置ＣＯＮＴは、基板
Ｐ（基板ステージＰＳＴ）の加速区間、定常区間、及び減速区間に応じて、噴射口３２か
ら噴射する液体ＬＱの流速を調整することができる。
【０１１３】
　なお、本実施形態においては、噴射口３２は、第１～第４噴射口３２Ａ～３２Ｄの４つ
であるが、もちろん任意の複数（例えば８つ）設けることができる。
【０１１４】
　なお、本実施形態においては、複数の噴射口のうち、基板Ｐの移動方向に応じて選択さ
れた特定の噴射口（例えば３２Ａ）から液体ＬＱを噴射しているときには、他の噴射口（
３２Ｂ、３２Ｃ、３２Ｄ）からの液体ＬＱの噴射を停止しているが、液体ＬＱの漏出や、
光路空間Ｋ１の液体ＬＱの流れの乱れを引き起こさない程度であれば、他の噴射口から所
定の流速（流量）で液体ＬＱを噴射するようにしてもよい。
【０１１５】
　＜第４実施形態＞
　次に、第４実施形態について図１５を参照しながら説明する。図１５において、ノズル
部材７０の下面７５には、光路空間Ｋ１に対して回収口２２の外側に設けられた内側噴射
口３２Ｅと、光路空間Ｋ１に対して内側噴射口３２Ｅよりも更に外側に設けられた外側噴
射口３２Ｆとが設けられている。内側噴射口３２Ｅは、回収口２２と基板Ｐとの間の空間
、又は基板Ｐのうち回収口２２と対向する所定の領域に向けて液体ＬＱを噴射し、外側回
収口３２Ｆは、基板Ｐのうち内側噴射口３２Ｅからの液体ＬＱが噴射される領域よりも外
側であって、回収口２２と対向する領域に向けて液体ＬＱを噴射するように設けられてい
る。このように、液体噴射機構３は、液浸領域ＬＲの液体ＬＱの界面ＬＧに、Ｚ軸方向に
関して互いに異なる位置に液体ＬＱを噴射するようにしてもよい。
【０１１６】
　＜第５実施形態＞
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　次に、第５実施形態について図１６を参照しながら説明する。図１６において、ノズル
部材７０の上面には、投影光学系ＰＬを囲むように形成された内側周壁部７１と、投影光
学系ＰＬに対して内側周壁部７１よりも外側に設けられ、投影光学系ＰＬ及び内側周壁部
７１を囲むように設けられた外側周壁部７２とが設けられている。そして、ノズル部材７
０は、その上面と内側周壁部７１と外側周壁部７２とで囲まれた空間７０Ｇに液体ＬＱを
保持可能となっている。また、液浸機構１は、空間７０Ｇに保持されている液体ＬＱを回
収可能な液体回収機構１９０を有している。液体回収機構１９０は、液体ＬＱを吸引回収
可能な真空系を含む液体回収部１９１と、その一端部を液体回収部１９１に接続し、他端
部を空間７０Ｇに配置した回収管１９２とを備えている。制御装置ＣＯＮＴは、液体回収
部１９１を駆動することにより、空間７０Ｇに保持された液体ＬＱを回収管１９２を介し
て回収可能である。
【０１１７】
　本実施形態の液浸機構１は、光路空間Ｋ１に液体ＬＱを満たすとともに、投影光学系Ｐ
Ｌの側面ＬＴとノズル部材７０の内側面７０Ｔとの間のギャップＧ１を形成する空間にも
液体ＬＱを満たす程度に、液体ＬＱの供給及び回収を行う。更に、液浸機構１は、ギャッ
プＧ１を形成する空間に満たされた液体ＬＱが内側周壁部７１の上面を通過して空間７０
Ｇに流出する程度に、液体ＬＱの供給及び回収を行う。すなわち、液浸機構１は、少なく
とも基板Ｐの露光中においては、光路空間Ｋ１及びギャップＧ１を形成する空間を液体Ｌ
Ｑで満たすとともに、光路空間Ｋ１及びギャップＧ１を形成する空間に満たされた液体Ｌ
Ｑを内側周壁部７１より空間７０Ｇにオーバーフローさせている。そして、液体回収機構
１９０は、ギャップＧ１を形成する空間から内側周壁部７１をオーバーフローし、空間７
０Ｇに満たされた液体ＬＱを回収するように設けられている。
【０１１８】
　制御装置ＣＯＮＴは、液浸機構１を使って、ギャップＧ１を形成する空間の液体ＬＱを
空間７０Ｇに常にオーバーフローさせるように、光路空間Ｋ１に対して液体ＬＱを供給し
続けることで、液体ＬＱの液面の高さをほぼ一定に維持することができる。したがって、
ギャップＧ１を形成する空間及びその空間に接続する光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱ
の圧力をほぼ一定に維持することができる。そのため、光路空間Ｋ１を満たす液体ＬＱに
噴射口３２より噴射された液体ＬＱが追加されても、液体ＬＱは内側周壁部７１を介して
空間７０Ｇに流出するため、光路空間Ｋ１の液体ＬＱの圧力をほぼ一定に維持することが
できる。したがって、光路空間Ｋ１の液体ＬＱの圧力変動に伴う基板Ｐや第１光学素子Ｌ
Ｓ１の変位又は変形といった不都合の発生を防止することができる。
【０１１９】
　＜第６実施形態＞
　次に、第６実施形態について図１７を参照しながら説明する。図１７に示すように、噴
射口３２から噴射された液体ＬＱの噴射方向を途中で曲げるようにしてもよい。噴射口３
２より噴射された液体ＬＱの噴射方向を曲げるためには、例えば、噴射口３２よりも光路
空間Ｋ１側のノズル部材７０の下面７５に、流れの抵抗となる突起部を設けることで、液
体ＬＱの噴射方向を曲げることができる。あるいは、電力又は磁力によって、液体ＬＱの
噴射方向を曲げることもできる。あるいは、噴射された液体ＬＱに気体を吹き付けること
で、液体ＬＱの噴射方向を曲げることもできる。
【０１２０】
　あるいは、図１８の模式図に示すように、ノズル部材７０の下面７５に、光路空間Ｋ１
に対して回収口２２の外側に設けられた内側噴射口３２Ｇと、光路空間Ｋ１に対して内側
噴射口３２Ｇよりも更に外側に設けられた外側噴射口３２Ｈとを設け、内側噴射口３２Ｇ
から第１の流速で液体ＬＱを噴射するとともに、外側噴射口３２Ｈから第１の流速よりも
速い第２の流速で液体ＬＱを噴射し、第１の流速で噴射された液体ＬＱと第２の流速で噴
射された液体ＬＱとを合流させることによって、外側噴射口３２Ｈから噴射された液体Ｌ
Ｑの噴射方向を曲げることもできる。速い流速（第２の流速）で噴射された液体ＬＱ上に
遅い流速（第１の流速）で噴射された液体ＬＱを合流させると、速い流速（第２の流速）
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で噴射された液体ＬＱと遅い流速（第１の流速）で噴射された液体ＬＱとの合流部におい
て、速い流速（第２の流速）で噴射された液体ＬＱにモーメントが発生し、速い流速で噴
射された液体ＬＱの流れにブレーキがかかった状態となり、速い流速で噴射された液体Ｌ
Ｑは、遅い流速で噴射された液体ＬＱ側に曲げられる。そのため、外側噴射口３２Ｈから
噴射された液体ＬＱの噴射方向を曲げることができる。
【０１２１】
　噴射口３２から噴射される液体ＬＱの噴射方向と基板Ｐ表面との角度θをできるだけ小
さくしたほうが液体ＬＱの漏出をより良好に抑えることができるが、噴射口３２から噴射
された液体ＬＱの噴射方向を途中で曲げるようにすることで、噴射口３２を光路空間Ｋ１
に近い位置に設けた場合でも、液体ＬＱの界面ＬＧ近傍における液体ＬＱの噴射方向と基
板Ｐ表面との角度θを小さくすることができる。したがって、ノズル部材７０のコンパク
ト化、ひいては露光装置ＥＸ全体のコンパクト化を図りつつ、液体ＬＱの漏出を良好に防
止することができる。
【０１２２】
　また、噴射口３２から噴射される液体ＬＱの噴射方向と基板Ｐ表面との角度θを適宜調
整することで、基板Ｐに対して液体ＬＱを吹き付ける位置を適宜調整することができる。
例えば、上述の図１８において、内側噴射口３２Ｇから噴射する液体ＬＱの流速、及び外
側噴射口３２Ｈから噴射する液体ＬＱの流速の少なくとも一方を調整することにより、基
板Ｐに対して液体ＬＱを吹き付ける位置を調整することができる。基板Ｐに対して液体Ｌ
Ｑを吹き付ける位置を調整することにより、基板Ｐの液体ＬＱとの接触角条件が変わって
も、その基板Ｐ上に形成された液体ＬＱの液浸領域ＬＲの所望位置（例えば液浸領域ＬＲ
の液体ＬＱの界面ＬＧの下端部）に、噴射口３２から噴射した液体ＬＱを当てることがで
きる。すなわち、図１０等を参照して説明したように、基板Ｐの基材１００上に被覆され
た膜（レジスト、トップコート膜）に応じて基板Ｐの液体ＬＱとの接触角が変化するが、
その基板Ｐの液体ＬＱとの接触角に応じて、基板Ｐ上に形成された液浸領域ＬＲの界面Ｌ
Ｇの下端部の光路空間Ｋ１に対する位置が変動する。具体的には、図１９（Ａ）に示すよ
うに、基板Ｐの液体ＬＱとの接触角が大きい場合には、界面ＬＧの下端部は、光路空間Ｋ
１に近い位置に設けられる可能性がある。そのような場合には、内側噴射口３２Ｇから噴
射する液体ＬＱの流速、及び外側噴射口３２Ｈから噴射する液体ＬＱの流速の少なくとも
一方を適宜調整して、噴射口から噴射した液体ＬＱの噴射方向を調整することにより、噴
射口から噴射した液体ＬＱを液浸領域ＬＲの界面ＬＧの下端部に当てることができる。一
方、図１９（Ｂ）に示すように、基板Ｐの液体ＬＱとの接触角が小さい場合には、界面Ｌ
Ｇの下端部は、光路空間Ｋ１から遠い位置に設けられる可能性がある。そのような場合に
は、内側噴射口３２Ｇから噴射する液体ＬＱの流速、及び外側噴射口３２Ｈから噴射する
液体ＬＱの流速の少なくとも一方を適宜調整して、噴射口から噴射した液体ＬＱの噴射方
向を調整することにより、噴射口から噴射した液体ＬＱを液浸領域ＬＲの界面ＬＧの下端
部に当てることができる。
【０１２３】
　＜第７実施形態＞
　次に、第７実施形態について図２０を参照しながら説明する。本実施形態の特徴的な部
分は、液体ＬＱを噴射する噴射口３２が、ノズル部材７０とは別の第２ノズル部材３０に
設けられている点にある。図２０において、第２ノズル部材３０は、ノズル部材７０とは
別の部材であって、ノズル部材７０の近傍に設けられ、光路空間Ｋ１に対してノズル部材
７０よりも外側に設けられている。第２ノズル部材３０は環状部材であって、基板Ｐ（基
板ステージＰＳＴ）の上方において、光路空間Ｋ１及びノズル部材７０を囲むように配置
されている。そして、第２ノズル部材３０のうち、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）と対向
する下面３５に、噴射口３２が設けられている。
【０１２４】
　第２ノズル部材３０は第２支持機構９２に支持されており、第２支持機構９２はメイン
コラム９の下側段部８に接続されている。第１支持機構９１に支持されたノズル部材７０
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と第２支持機構９２に支持された第２ノズル部材３０とは離れている。また、第２支持機
構９２は、第２ノズル部材３０を駆動する駆動装置９５を備えている。駆動装置９５は、
第２支持機構９２に支持されている第２ノズル部材３０をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ、θＹ
、及びθＺ方向の６自由度の方向に移動可能である。
【０１２５】
　駆動装置９５の動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。制御装置ＣＯＮＴは、駆動
装置９５を駆動することにより、第２支持機構９２に支持されている第２ノズル部材３０
の位置及び姿勢（傾き）を調整可能である。また、第２ノズル部材３０が駆動装置９５に
よって駆動されるので、第２ノズル部材３０に設けられた噴射口３２は、ノズル部材７０
に設けられた回収口２２や、光路空間Ｋ１に満たされた液体ＬＱの界面ＬＧに対して可動
となっている。
【０１２６】
　また、露光装置ＥＸは、メインコラム９と第２ノズル部材３０との位置関係を検出する
ノズル位置検出装置９６を備えている。本実施形態においては、ノズル位置検出装置９６
は複数のレーザ干渉計を含んで構成されており、それら複数のレーザ干渉計はメインコラ
ム９の所定位置に固定されている。また、第２ノズル部材３０の複数の所定位置のそれぞ
れには、ノズル位置検出装置９６を構成するレーザ干渉計用の反射面９７が設けられてい
る。制御装置ＣＯＮＴは、複数の干渉計を有するノズル位置検出装置９６の検出結果に基
づいて、６自由度の方向（Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ、θＹ、及びθＺ方向）に関するメイ
ンコラム９に対する第２ノズル部材３０の位置を求めることができるようになっている。
【０１２７】
　また、制御装置ＣＯＮＴは、ノズル位置検出装置９６の検出結果に基づいて、メインコ
ラム９に対する第２ノズル部材３０の位置をモニタすることができ、そのノズル位置検出
装置９６の検出結果に基づいて駆動装置９５を駆動することにより、第２ノズル部材３０
をメインコラム９に対して所望位置に位置決めすることができる。また、基板Ｐの表面の
面位置情報をフォーカス・レベリング検出系によって検出している場合には、制御装置Ｃ
ＯＮＴは、フォーカス・レベリング検出系の検出結果に基づいて、メインコラム９に対す
る基板Ｐの表面の位置情報を求めることができる。したがって、制御装置ＣＯＮＴは、メ
インコラム９を基準として、第２ノズル部材３０と基板Ｐの表面との位置関係、ひいては
噴射口３２と基板Ｐの表面との位置関係を制御することができる。
【０１２８】
　このように、ノズル部材７０とは別の第２ノズル部材３０を設け、その第２ノズル部材
３０に液体ＬＱを噴射する噴射口３２を設けてもよい。
【０１２９】
　なお、本実施形態においては、第２ノズル部材３０の位置を調整するための駆動装置９
５を搭載しているが、駆動装置９５を省いて、第２ノズル部材３０をメインコラム９に対
して固定支持するようにしてもよい。
【０１３０】
　なお、上述の第１～第７実施形態において、噴射口３２より噴射される液体ＬＱの単位
時間当たりの噴射量は、供給口１２より供給される単位時間当たりの液体供給量より多く
てもよいし、少なくてもよいし、ほぼ同量でもよい。噴射口３２より噴射される液体ＬＱ
の単位時間当たりの噴射量は、基板Ｐの移動条件や接触角条件等を含む露光条件に応じて
適宜調整可能である。
【０１３１】
　なお、上述の第１～第７実施形態において、光路空間Ｋ１に対して噴射口３２の外側に
、回収口２２とは別の、液体ＬＱを回収する第２回収口を設けてもよい。
【０１３２】
　なお、上述の第１～第７実施形態においては、第１液体供給装置１１と第２液体供給装
置３１とは別々に設けられているが、液浸機構１及び液体噴射機構３が１つの液体供給装
置を兼用してもよい。
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【０１３３】
　以上のように、第１～第７実施形態においては、噴射口３２を有するノズル部材７０（
又は第２ノズル部材３０）が、回収口２２よりも内側に液体ＬＱを封じ込めるシール機構
として機能し、回収口２２の外側への液体ＬＱの漏出を防止又は抑制することができる。
【０１３４】
　なお、上述した各実施形態において、液浸機構１は、回収口２２を介して液体ＬＱのみ
を回収するように設けられている。以下、図２１を参照しながら、液浸機構１による液体
回収動作の原理について説明する。図２１は多孔部材２５の一部を拡大した断面図であっ
て、多孔部材２５を介して行われる液体回収動作を説明するための模式図である。
【０１３５】
　図２１において、回収口２２には多孔部材２５が設けられている。また、多孔部材２５
の下側には基板Ｐが設けられている。そして、多孔部材２５と基板Ｐとの間には、気体空
間及び液体空間が形成されている。より具体的には、多孔部材２５の第１孔２５Ｈａと基
板Ｐとの間には気体空間が形成され、多孔部材２５の第２孔２５Ｈｂと基板Ｐとの間には
液体空間が形成されている。また、多孔部材２５の上側には、回収流路（流路空間）２４
が形成されている。
【０１３６】
　多孔部材２５の第１孔２５Ｈａと基板Ｐとの間の空間Ｋ３の圧力（多孔部材２５Ｈの下
面での圧力）をＰａ、多孔部材２５の上側の流路空間２４の圧力（多孔部材２５の上面で
の圧力）をＰｃ、孔２５Ｈａ、２５Ｈｂの孔径（直径）をｄ、多孔部材２５（孔２５Ｈの
内側面）の液体ＬＱとの接触角をθ、液体ＬＱの表面張力をγとした場合、本実施形態の
液浸機構１は、
　（４×γ×ｃｏｓθ）／ｄ　≧　（Ｐａ－Ｐｃ）　…（１）
の条件を満足するように設定されている。なお、上記（１）式においては、説明を簡単に
するために多孔部材２５の上側の液体ＬＱの静水圧は考慮してない。
【０１３７】
　この場合において、多孔部材２５（孔２５Ｈの内側面）の液体ＬＱとの接触角θは、
　θ　≦　９０°　…（２）
の条件を満足する必要がある。
【０１３８】
　上記条件が成立する場合、多孔部材２５の第１孔２５Ｈａの下側（基板Ｐ側）に気体空
間が形成された場合でも、多孔部材２５の下側の空間Ｋ３の気体が孔２５Ｈａを介して多
孔部材２５の上側の流路空間２４に移動（侵入）することが防止される。すなわち、上記
条件を満足するように、多孔部材２５の孔径ｄ、多孔部材２５の液体ＬＱとの接触角（親
和性）θ、液体ＬＱの表面張力γ、及び圧力Ｐａ、Ｐｃを最適化することにより、液体Ｌ
Ｑと気体との界面を多孔部材２５の第１孔２５Ｈａの内側に維持することができ、第１孔
２５Ｈａを介して空間Ｋ３から流路空間２４へ気体が侵入することを抑えることができる
。一方、多孔部材２５の第２孔２５Ｈｂの下側（基板Ｐ側）には液体空間が形成されてい
るので、第２孔２５Ｈｂを介して液体ＬＱのみを回収することができる。
【０１３９】
　本実施形態においては、多孔部材２５の下側の空間Ｋ３の圧力Ｐａ、孔径ｄ、多孔部材
２５（孔２５Ｈの内側面）の液体ＬＱとの接触角θ、液体（純水）ＬＱの表面張力γはほ
ぼ一定であり、液浸機構１は、液体回収装置２１の吸引力を制御して、上記条件を満足す
るように、多孔部材２５の上側の流路空間２４の圧力Ｐｃを調整する。
【０１４０】
　なお、上記（１）式において、（Ｐａ－Ｐｃ）の絶対値が大きいほど、すなわち、（（
４×γ×ｃｏｓθ）／ｄ）の絶対値が大きいほど、上記条件を満足するような圧力Ｐｃの
制御が容易になるので、孔径ｄは可能な限り小さく、多孔部材２５の液体ＬＱとの接触角
θは可能な限り小さいことが望ましい。本実施形態においては、多孔部材２５は液体ＬＱ
に対して親液性を有しており、十分に小さい接触角θを有している。
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【０１４１】
　このように、本実施形態では、多孔部材２５が濡れた状態で、多孔部材２５の上側の空
間２４と下側の空間Ｋ３との圧力差（多孔部材２５の上面と下面との圧力差）を、上記条
件を満足するように制御することで、多孔部材２５の孔２５Ｈから液体ＬＱのみを回収す
る。これにより、液体ＬＱと気体とを一緒に吸引することに起因する振動の発生を抑制す
ることができる。
【０１４２】
　上述したように、本実施形態における液体ＬＱは純水により構成されている。純水は、
半導体製造工場等で容易に大量に入手できるとともに、基板Ｐ上のフォトレジストや光学
素子（レンズ）等に対する悪影響がない利点がある。また、純水は環境に対する悪影響が
ないとともに、不純物の含有量が極めて低いため、基板Ｐの表面、及び投影光学系ＰＬの
先端面に設けられている光学素子の表面を洗浄する作用も期待できる。
【０１４３】
　そして、波長が１９３ｎｍ程度の露光光ＥＬに対する純水（水）の屈折率ｎはほぼ１．
４４程度と言われており、露光光ＥＬの光源としてＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９３
ｎｍ）を用いた場合、基板Ｐ上では１／ｎ、すなわち約１３４ｎｍに短波長化されて高い
解像度が得られる。更に、焦点深度は空気中に比べて約ｎ倍、すなわち約１．４４倍に拡
大されるため、空気中で使用する場合と同程度の焦点深度が確保できればよい場合には、
投影光学系ＰＬの開口数をより増加させることができ、この点でも解像度が向上する。
【０１４４】
　本実施形態では、投影光学系ＰＬの先端に第１光学素子ＬＳ１が取り付けられており、
この光学素子により投影光学系ＰＬの光学特性、例えば収差（球面収差、コマ収差等）の
調整を行うことができる。なお、投影光学系ＰＬの先端に取り付ける光学素子としては、
投影光学系ＰＬの光学特性の調整に用いる光学プレートであってもよい。あるいは露光光
ＥＬを透過可能な平行平面板であってもよい。
【０１４５】
　なお、液体ＬＱの流れによって生じる投影光学系ＰＬの先端の第１光学素子ＬＳ１と基
板Ｐとの間の圧力が大きい場合には、その光学素子を交換可能とするのではなく、その圧
力によって光学素子が動かないように堅固に固定してもよい。
【０１４６】
　なお、本実施形態では、投影光学系ＰＬと基板Ｐ表面との間は液体ＬＱで満たされてい
る構成であるが、例えば基板Ｐの表面に平行平面板からなるカバーガラスを取り付けた状
態で液体ＬＱを満たす構成であってもよい。
【０１４７】
　また、上述の実施形態の投影光学系は、先端の光学素子の像面側の光路空間を液体で満
たしているが、国際公開第２００４／０１９１２８号パンフレットに開示されているよう
に、先端の光学素子のマスク側の光路空間も液体で満たす投影光学系を採用することもで
きる。
【０１４８】
　なお、本実施形態の液体ＬＱは水であるが、水以外の液体であってもよい、例えば、露
光光ＥＬの光源がＦ２レーザである場合、このＦ２レーザ光は水を透過しないので、液体
ＬＱとしてはＦ２レーザ光を透過可能な例えば、過フッ化ポリエーテル（ＰＦＰＥ）やフ
ッ素系オイル等のフッ素系流体であってもよい。この場合、液体ＬＱと接触する部分には
、例えばフッ素を含む極性の小さい分子構造の物質で薄膜を形成することで親液化処理す
る。また、液体ＬＱとしては、その他にも、露光光ＥＬに対する透過性があってできるだ
け屈折率が高く、投影光学系ＰＬや基板Ｐ表面に塗布されているフォトレジストに対して
安定なもの（例えばセダー油）を用いることも可能である。
【０１４９】
　なお、上記各実施形態の基板Ｐとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウエハのみな
らず、ディスプレイデバイス用のガラス基板や、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエハ、
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あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版（合成石英、シリコンウエハ
）等が適用される。
【０１５０】
　露光装置ＥＸとしては、マスクＭと基板Ｐとを同期移動してマスクＭのパターンを走査
露光するステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置（スキャニングステッパ）の
他に、マスクＭと基板Ｐとを静止した状態でマスクＭのパターンを一括露光し、基板Ｐを
順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置（ステッパ）に
も適用することができる。
【０１５１】
　また、露光装置ＥＸとしては、第１パターンと基板Ｐとをほぼ静止した状態で第１パタ
ーンの縮小像を投影光学系（例えば１／８縮小倍率で反射素子を含まない屈折型投影光学
系）を用いて基板Ｐ上に一括露光する方式の露光装置にも適用できる。この場合、更にそ
の後に、第２パターンと基板Ｐとをほぼ静止した状態で第２パターンの縮小像をその投影
光学系を用いて、第１パターンと部分的に重ねて基板Ｐ上に一括露光するスティッチ方式
の一括露光装置にも適用できる。また、スティッチ方式の露光装置としては、基板Ｐ上で
少なくとも２つのパターンを部分的に重ねて転写し、基板Ｐを順次移動させるステップ・
アンド・スティッチ方式の露光装置にも適用できる。
【０１５２】
　また、本発明は、特開平１０－１６３０９９号公報、特開平１０－２１４７８３号公報
、特表２０００－５０５９５８号公報などに開示されているツインステージ型の露光装置
にも適用できる。
【０１５３】
　更に、特開平１１－１３５４００号公報や特開２０００－１６４５０４号公報に開示さ
れているように、基板を保持する基板ステージと基準マークが形成された基準部材や各種
の光電センサを搭載した計測ステージとを備えた露光装置にも本発明を適用することがで
きる。
【０１５４】
　露光装置ＥＸの種類としては、基板Ｐに半導体素子パターンを露光する半導体素子製造
用の露光装置に限られず、液晶表示素子製造用又はディスプレイ製造用の露光装置や、薄
膜磁気ヘッド、撮像素子（ＣＣＤ）あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露
光装置などにも広く適用できる。
【０１５５】
　なお、上述の実施形態においては、光透過性の基板上に所定の遮光パターン（又は位相
パターン・減光パターン）を形成した光透過型マスクを用いたが、このマスクにかえて、
例えば米国特許第６，７７８，２５７号公報に開示されているように、露光すべきパター
ンの電子データに基づいて、透過パターン又は反射パターン、あるいは発光パターンを形
成する電子マスクを用いてもよい。
【０１５６】
　また、国際公開第２００１／０３５１６８号パンフレットに開示されているように、干
渉縞を基板Ｐ上に形成することによって、基板Ｐ上にライン・アンド・スペースパターン
を露光する露光装置（リソグラフィシステム）にも本発明を適用することができる。
【０１５７】
　以上のように、本願実施形態の露光装置ＥＸは、本願特許請求の範囲に挙げられた各構
成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよ
うに、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての
前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系について
は機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための
調整が行われる。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシステム
相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種
サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程
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ら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の
製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。
【０１５８】
　半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図２２に示すように、マイクロデバイスの機
能・性能設計を行うステップ２０１、この設計ステップに基づいたマスク（レチクル）を
製作するステップ２０２、デバイスの基材である基板を製造するステップ２０３、前述し
た実施形態の露光装置ＥＸによりマスクのパターンを基板に露光する露光処理ステップ２
０４、デバイス組み立てステップ（ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程
を含む）２０５、検査ステップ２０６等を経て製造される。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】第１実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図２】第１実施形態に係る露光装置の要部を拡大した概略斜視図の一部破断図である。
【図３】図２を下側から見た斜視図である。
【図４】図２のＹＺ平面と平行な側断面図である。
【図５】図２のＸＺ平面と平行な側断面図である。
【図６】脱気装置の一例を示す図である。
【図７】基板の移動に伴う液体の挙動を説明するための模式図である。
【図８】第１実施形態に係る露光装置の動作を説明するための要部を拡大した模式図であ
る。
【図９】第１実施形態に係る露光装置の動作を説明するための模式図である。
【図１０】第２実施形態を説明するための図であって、基板を示す側断面図である。
【図１１】第３実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図１２】第３実施形態に係る露光装置の動作を説明するための模式図である。
【図１３】第３実施形態に係る露光装置の動作を説明するための模式図である。
【図１４】第３実施形態に係る露光装置の動作を説明するための模式図である。
【図１５】第４実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図１６】第５実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図１７】第６実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図１８】第６実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図１９】第６実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図２０】第７実施形態に係る露光装置の要部を示す図である。
【図２１】液浸機構による液体回収動作の原理を説明するための図である。
【図２２】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】
【０１６０】
　１…液浸機構、３…液体噴射機構、１２…供給口、２２…回収口、３１Ｂ…脱気装置、
３２…噴射口、３４…供給流路、３４Ａ…第１流路部、３４Ｂ…第２流路部、３７…バッ
ファ空間、７０…ノズル部材、１００…基材、１０１…膜部材、１０２…第２膜部材、Ｃ
ＯＮＴ…制御装置、ＥＬ…露光光、ＥＸ…露光装置、Ｋ１…光路空間、ＬＱ…液体、Ｐ…
基板、ＰＬ…投影光学系
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】
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