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露光装置、露光方法及びデバイス製造方、法

技術分野

０００1 本発明は、基板を露光する露光装置、露光方法及びデバイス製造方法に関する。

背景技術

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

示されているょぅな、基板を多重露光する露光装置が知られている。

特許文献1 特開平 ０ 4783 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 多重露光において、複数のマスクを用意してマスク毎に露光を実行したり、複数の

照明条件を用意してマスク毎に異なる照明条件で露光を実行する場合がある。この

場合、マスクを交換する時間及び 又は、照明条件等を変更する時間が必要となる

ため、露光装置の稼動率が低下し、スループ、ソトが低下する可能性がある。

０００4 また、複数のマスクのパターンを用いて基板を多重露光する場合においても、基板

上に所望のパターンを形成するために、各パターンの像が形成される像面と基板表

面との位置関係の調整を良好に行ぅことが重要である。

０００5 本発明はこのょぅな事情に鑑みてなされたものであって、基板を良好に効率良く多

重露光できる露光装置、露光方法及び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

０００6 上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以

下の構成を採用している。但し、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に

過ぎず、各要素を限定するものではない。

０００7 本発明の第 の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光装置であって、第 パター

ン (P ) の像を第 露光領域け山 に形成し、第 パターン (P ) と異なる第2パ

ターン (P 2)の像を第2露光領域 ( 2) に形成する光学システム (P ) と、光学シ



ステム (P )を介して第 パターン (P ) の像と第2パターン (P 2)の像とで基板 (P

)ｱの所定領域 (S) を多重露光するときに、第 パターン (P ) の像が形成される第

像面 S ) と基板 (P )表面との面位置関係、並びに、第2パターン (P 2)の像が形

成される第2像面 (1 2) と基板 (P )表面との面位置関係を調整する調整装置 (6 7、8

2、 C C2)とを備えた露光装置 ( X) が提供される。

０００8 本発明の第 の態様によれば、第 パターンの像が形成される第 像面及び第2パ

ターンの像が形成される第2像面の各々と基板表面との面位置関係の調整を行ぅこと

ができ、基板を良好に効率良く多重露光できる。

０００9 本発明の第2の態様に従えば、基板 (P ) を露光する露光装置 ( X)であって 第

パターン ( ) の像を第 露光領域け山 に形成し、第 パターンと異なる第2パタ

ーン (P 2)の像を第2露光領域 (A 2) に形成する光学システム (P ) と 第 パター

ン ( ) の像が形成される第 像面の位置情報と、第2パターン (P 2)の像が形成

される第2像面の位置情報とを検出する検出系 ( 62) と を備え、検出系 ( 62) の検

出結果に基づいて第 パターンの像と第2パターンの像とで基板上の所定領域を多

重露光する露光装置 ( X) が提供される。

００1０ 本発明の第2の態様によれば、第 像面と第2像面の位置情報を検出する検出系

を備えるので、検出結果に基づいて基板を良好に効率良く多重露光できる。

００11 本発明の第3の態様に従えば、第 又は第2態様の露光装置 ( X)を用いるデバイ

ス製造方法が提供される。

００12 本発明の第3の態様によれば、基板を良好に効率良く多重露光できる露光装置を

用いてデバイスを製造することができる。

００13 本発明の第4の態様に従えば、第 パターン ( ) の像と第2パターン (P 2)の

像とで基板 (P ) 上の所定領域を多重露光する露光方法であって 第 パターン (P

) の像が形成される第 像面 ( S ) と基板 (P ) の表面との面位置関係を調整すること

と 第2パターン (P 2)の像が形成される第2像面 (1S2) と基板 (P ) の表面との面位

置関係を調整することと 第 パターンの像及び第2パターンの像を第 露光領域 (

) 及び第2露光領域け山 ) にそれぞれ形成して第 パターンの像と第2パターン

の像とで基板上の所定領域を多重露光する露光方法が提供される。



００14 本発明の第4の態様によれば、第 像面と基板表面との面位置関係、ならびに第2

像面と基板表面との面位置関係の調整を行ぅので、基板を良好に効率良く多重露光

できる。

００15 本発明の第5の態様に従えば、第 パターン (P ) の像と第2パターン (P 2)の

像とで基板上の所定領域を多重露光する露光方法であって、第 パターン (P ) の

像が形成される第 像面 (1 ) の位置情報を検出することと 第2パターン (P 2)の

像が形成される第2像面 ( S 2 の位置情報を検出することと 第 パターンの像及び

第2パターンの像を第 露光領域け山 及び第2露光領域 (A 2) にそれぞれ形成

して、検出された位置情報に基づいて第 パターン (P ) の像と第2パターン (P 2

) の像とで基板上の所定領域を多重露光する露光方法が提供される。

００16 本発明の第5の態様によれば、第 像面と第2像面の位置情報を検出するので、基

板を良好に効率良く多重露光することができる。

００17 本発明の第6の態様に従えば、上記第4又は第5態様の露光方法を用いて基板を

多重露光することと、露光した基板を現像することと、現像した基板を加工することを

含むデバイス製造方法が提供される。このデバイス製造方法により、高精度なデバイ

スを高効率で製造することができる。

発明の効果

００18 本発明によれば、第 パターンの像と第2パターンの像とで基板を良好に多重露光

することができる。また、基板を効率良く多重露光することができる。したがって、所望

の性能を有するデバイスを生産性良く製造することができる。

００19 図 第 実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2 マスクステージの一例を示す斜視図である。

図3 図2の 線断面矢視図である。

図4 投影光学系の一例を示す図である。

図5 第 、第2マスクと第ェ、第2照明領域との関係を示す模式図である。

図6 第 実施形態に係る基板のショット領域と第 、第2露光領域との関係を示す模

式図である。



図7 基板ステージ及び計測ステージを上方から見た平面図である。

図8 空間像計測器を説明するための図である。

図9 図9 ( )及び ( ) は空間像計測器の動作を説明するための模式図である。

図1０パターン形成面と像面との位置関係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方法を説明するためのフローチャート図である。

図12 第 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 図 3 ( 及び ( は第 実施形態に係る第 、第2像面と基板表面との面位

置関係の調整方法の一例を説明するための図である。

図14 第 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 図 ( )及び ( ) は基板の表面と第 サブステージの移動軌跡と基板テーブ

ルの移動軌跡との関係の一例を示す模式図である。

図16 図 6 ( )及び ( ) は第2実施形態に係る第 、第2像面と基板表面との面位

置関係の調整方法の一例を説明するための図である。

図17 図 ( )及び ( ) は第3実施形態に係る第 、第2像面と基板表面との面位

置関係の調整方法の一例を説明するための図である。

図18 図 8 ( )及び ( ) は第4実施形態に係る第 、第2像面と基板表面との面位

置関係の調整方法の一例を説明するための図である。

図19 第5実施形態に係る第 、第2像面と基板表面との面位置関係の調整方法の

一例を説明するための図である。

図2０第6実施形態に係る露光装置を示す図である。

図2 1 第6実施形態に係るフオーカス・レベリング検出系の検出光の照射位置と第 、

第2露光領域との関係を示す模式図である。

図22 第7実施形態に係る露光装置を示す図である。

図23 第7実施形態に係る基板のショット領域と第 、第2露光領域との関係を示す模

式図である。

図24 第8実施形態に係る露光装置を示す図である。

図25 第9実施形態に係る露光装置を示す図である。

図26 第9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2 7 図2 7 ( )及び ( ) は基板の一例を示す模式図である。

図2 8 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

００2０ …光源装置、3０…制御装置、4０…中間光学部材、4０ …第 反射面、4０

第2反射面、4 …第 光学系、42… 第2光学系、43… 第3光学系、6０…マスクステ

ージ、6 …メインステージ、62… 第 サブステージ、63… 第2サブステージ、64… メ

インステージ駆動装置、65… 第 サブステージ駆動装置、66… 第2サブステージ駆

動装置、67…Z 駆動機構、6 8 X 駆動機構、7０…計測システム、7０ …Z計測装

置、7０ X 計測装置、8０…基板ステージ、8０ …基板ステージ駆動装置、8０
…基板テーブル、8 X 駆動機構、82…Z 駆動機構、9０…計測ステージ、 ００

液浸システム、 3０ 3 ・‥フオーカス・レベリング検出系、 6 …開口、 62… 空

間像計測器、 7 …第 マスク用計測装置、 72… 第2マスク用計測装置、A

第 露光領域、A 2 …第2露光領域、 …第 露光光、 2 …第2露光光、 X

露光装置、 …終端光学素子、 …照明系、S …第 像面、1S 2 …第2像面、 C

…第 結像特性調整装置、 C2…第2結像特性調整装置、 …液体、 …液浸

領域、 …第 マスク、 2…第2マスク、P …基板、P …第 パターン、P 2…第

2パターン、P P 投影光学系、S …ショット領域

発明を実施するための最良の形態

００2 1 以下、本発明の実施形態にっいて図面を参照しながら説明するが、本発明はこれ

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

Z直交座標系を参照しっっ各部材の位置関係にっいて説明する。そして、水平面内

における所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向を 軸方

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

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

、及び Z方向とする。

００2 2 く第 実施形態ノ

第 実施形態にっいて説明する。図 は、第 実施形態に係る露光装置 Xを示す

概略構成図である。図 において、露光装置 Xは、第 パターンP を有する第



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

クステージ6０と、基板Pを保持して移動可能な基板ステージ8０と、露光に関する計

測を実行可能な計測器を搭載して移動可能な計測ステージ9０と、各ステージの位

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

置 から射出された露光光 を第 露光光 と第2露光光 2とに分離し、第 露

光光 で第 マスク の第 パターンP を照明するとともに、第2露光光 2

で第2マスク 2の第2パターンP 2を照明する照明系 と、第 露光光 で照明

された第 パターンP の像及び第2露光光 2で照明された第2パターンP 2の

像を基板P上に投影する投影光学系P と、露光装置 X全体の動作を制御する制

御装置3０と、制御装置3０に接続され、露光に関する各種情報を記憶可能な記憶装

置3 とを備えている。基板ステージ8０及び計測ステージ9０のそれぞれは、投影光

学系P の光射出側、すなわち投影光学系P の像面側で、べ一ス部材 P上におい
て互いに独立して移動可能である。

００23 なお、ここでいぅ基板は、例えばシリコンウェハのよぅな半導体ウェハ等の基材上に

感光材 (フオトレジスト)を塗布したものを含み、感光膜とは別に保護膜 (トップコート膜

)などの各種の膜を塗布したものも含む。マスクは、基板上に縮小投影されるデバイ

スパターンが形成されたレチクルを含み、例えばガラス板等の透明板部材とその上に

形成されたクロム等の遮光膜を有し、遮光膜で所定のパターンが形成されている。こ

の透過型のマスクは、遮光膜でパターンが形成されるバイナリーマスクに限られず、

例えばハーフトーン型、あるいは空間周波数変調型などの位相シフトマスクも含む。

また、本実施形態においては、マスクとして透過型のマスクを用いるが、反射型のマ

スクを用いてもよい。また、本実施形態においては、第 マスクに形成された第 パタ

ーンP と第2マスクに形成された第2パターンP 2とは異なるパターンである。さら

に、第 、第2マスク 2は種類が同一であるものとしたが、その種類が異なって

いてもよい。例えば、第 、第2マスク 、 2の一方がバイナリーマスクで、他方が

位相シフトレチクルでもよい。

００24 投影光学系P は、その投影光学系P の像面側に、第 露光領域A と第2露光

領域 2とを所定位置関係で設定可能であり、第 パターンP の像を第 露光領



域 に形成可能であり、第2パターンP 2の像を第2露光領域A 2に形成可能

である。そして、本実施形態の露光装置 Xは、投影光学系P により、投影光学系P

の像面側に配置された基板P上に第 露光領域A と第2露光領域A 2とを設定

し、第 パターンP の像を第 露光領域 に形成するとともに、第2パターンP

2の像を第2露光領域A 2に形成することによって、第 パターンP の像と第2パタ

ーンP 2の像とで基板P上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)する。具体的には

、露光装置 Xは、照明系 より射出され、第 パターンP 及び投影光学系P を

介して第 露光領域 に照射される第 露光光 によって、第 露光領域A

に第 パターンP の像を形成する。また、露光装置 Xは、照明系 より射出され、

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

露光光 2によって、第2露光領域A 2に第2パターンP 2の像を形成する。露光

装置 Xは、そのよぅにして形成された第 パターンP の像と第2パターンP 2の像

とで、基板P上のショット領域Sを多重露光する。基板P上のショット領域Sは、第 パタ

ーンP からの第 露光光 と、第2パターンP 2からの第2露光光 2とが照射

されることによって、多重露光 (二重露光) される。

００25 本実施形態の露光装置 Xは、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで

基板P上のショット領域Sを多重露光するときに、第 パターンP の像が形成される

第 像面1 と、第2パターンP 2の像が形成される第2像面1S 2と、基板Pの表面と

の面位置関係を調整する。

００26 後述するよぅに、本実施形態の露光装置 Xは、マスクステージ6０を用いて、第 、

第2パターンP P 2の位置、すなわち第 マスク の第 パターンP が形成

された第 パターン形成面 及び第2マスク 2の第2パターンP 2が形成された第

2パターン形成面 2の位置を調整可能である。そして、露光装置 Xは、第 パター

ン形成面 の位置を調整することによって、第 像面 S (第 パターンP の像)

の位置を調整可能であり、第2パターン形成面 2の位置を調整することによって、第

2像面1S 2 (第2パターンP 2の像)の位置を調整可能である。なお、像面 ( S S 2

)の面位置調整は、像面のZ軸方向の位置調整だけでなく、像面の傾斜調整も含む

。また、露光装置 Xは、基板ステージ8０を用いて、基板Pの表面の位置を調整可能



である。なお、基板P表面の面位置調整は、基板P表面のZ軸方向の位置調整だけ

でなく、基板P表面の x 9 方向の傾斜調整も含む。露光装置 Xは、マスクステ

ージ6０及び基板ステージ8０を用いて、第 パターン形成面 、第2パターン形成

面 2、及び基板Pの表面の少なくとも つの位置を調整することによって、第 パター

ンP が形成される第 像面 S と、第2パターンP 2が形成される第2像面1S 2と、

基板Pの表面との面位置関係を調整する。なお、第 、第2マスク 2のZ軸、0

X及び 方向への移動によって、第 、第2像面 S S 2 (第 、第2パターンP

P 2の像)のZ軸方向の位置調整、及び x 0 方向の傾斜調整を行ぅものとし

たが、第 、第2像面 S S 2を調整する方式は第 、第2マスク 2の移動に

限られるものではない。例えば、投影光学系P の光学調整、及び 又は露光光 (

2)の波長調整などによって第 、第2像面 S S 2を調整してもよい。

また、本実施形態の露光装置 Xは、基板Pの表面情報を取得可能なフオーカス・

レベリング検出系 3０を備えている。図 に示すよぅに、本実施形態のフオーカス・レ
ベリング検出系 3０は、投影光学系P から離れて配置されており、基板Pに対する

露光動作が開始される前に、基板Pの表面情報を取得する。ここで、基板Pの表面情

報とは、基板Pの表面の位置情報、及び 又は基板Pの表面の形状情報を含む。基

板Pの表面の位置情報は、基板Pの表面のZ軸方向に関する位置情報、及び

方向に関する位置 (傾斜)情報を含む。また、基板Pの表面の形状情報は、基板

Pの表面の凹凸情報を含む。フオーカス・レベリング検出系 3０は、取得した結果を

制御装置3０に出カする。制御装置3０は、フオーカス・レベリング検出系 3０の検出

結果に基づいて、マスクステージ6０及び 又は基板ステージ8０を用いて、第 パタ

ーン形成面 、第2パターン形成面 2、及び基板Pの表面の少なくとも つの位置

を調整することによって、第 像面 S と、第2像面1S 2と、基板Pの表面との面位置関

係を調整する。なお、本実施形態ではフオーカス・レベリング検出系 3０として、例え

ば米国特許第6，6０8 68 号などに開示されるよぅに、複数の検出点でそれぞれ基板

Pの高さ情報 (Z軸方向に関する位置情報)を検出する多点位置検出系を用いること

ができる。この複数の検出点は、例えば所定方向に関する位置を異ならせ、かつ基

板Pのサイズ (直径) と同程度の範囲に渡って配置しておくことが好ま 、。これにより



、その所定方向と交差する方向に基板Pを移動するだけで、基板Pのほぼ全面の表

面情報を取得できる。

００28 本実施形態の露光装置 Xは、第 パターンP を有する第 マスク 及び第2

パターンP 2を有する第2マスク 2と基板Pとを所定の走査方向に同期移動しつつ
、第 マスク の第 パターンP の像及び第2マスク 2の第2パターンP 2の像

を基板P上に投影する走査型露光装置 (所謂スキャニングステッパ )である。本実施

形態においては、第 マスク 及び第2マスク 2と基板Pとの走査方向 (同期移動

方向)を 軸方向とする。制御装置3０は、第 マスク 及び第2マスク 2の 軸方

向への移動と基板Pの 軸方向への移動とが同期して行われるよぅに、マスクステー

、ジ6０と基板ステージ8０とを制御する。

００29 そして、本実施形態の露光装置 Xは、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2

と基板P上のショット領域Sとを 軸方向に相対的に移動しつつ、第 露光領域

及び第2露光領域 2にそれぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照射する

ことによって、第 露光領域A に照射される第 露光光 で形成される第 パタ

ーンP の像と、第2露光領域A 2に照射される第2露光光 2で形成される第2

パターンP 2の像とで、基板P上のショット領域Sを多重露光する。マスクステージ6０

は、第 パターンP を有する第 マスク を、第 露光光 が照射される第 照

明領域 に対して 軸方向に移動可能であり、第2パターンP 2を有する第2マス

ク 2を、第2露光光 2が照射される第2照明領域 2に対して 軸方向に移動可

能である。また、基板ステージ8０は、基板P上のショット領域Sを、第 露光領域

及び第2露光領域 2に対して 軸方向に移動可能である。基板P上のショット領域

Sの露光中には、第 パターンP を有する第 マスク 及び第2パターンP 2を

有する第2マスク 2が 軸方向に移動し、基板Pも 軸方向に移動する。制御装置3

は、マスクステージ6０による第 マスク 及び第2マスク 2の 軸方向への移動

に同期して、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2に対して、基板ステージ8０を

用いて基板P上のショット領域Sを 軸方向に移動しつつ、第 パターンP の像と

第2パターンP 2の像とで基板P上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)する。

００3０ 光源装置 は、基板Pを露光するための露光光 を射出する。光源装置 から射



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

エキシマレーザ光 (波長248 )等の遠紫外光 ( 光)あるいは、 エキ

シマレーザ光 (波長 93 ) レーザ光 (波長 )等の真空紫外光 ( 光

)などが用いられる。本実施形態においては、光源装置 には、 エキシマレーザ

装置が用いられ、露光光 には エキシマレーザ光が用いられる。また、本実施

形態においては、露光装置 Xは、光源装置 を つ備えている。

００3 1 次に、照明系 について説明する。本実施形態の照明系 は、光源装置 より射

出された露光光 (レーザビーム) を、分離光学系を用いて第 露光光 と第2露

光光 2とに分離し、第 マスク の第 パターンP を第 露光光 で照明す

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

形態の照明系1 は、例えば、国際公開第2００5 ０76０45号パンフレソト(対応する

米国特許出願公開第2００6 ０ 7０9０号) に開示されているよぅな、ビームエキス

パンダ、偏光状態切換光学系、回折光学素子、アフォーカル光学系 (無焦点光学系

) 、ズーム光学系、偏光変換素子、オプティカルインテグレータ、及びコンデンサー光

学系等を含む所定光学系と、第 マスク 上での第 露光光 による第 照明領

域 及び第2マスク 2上での第2露光光 2による第2照明領域 2を規定する

固定ブラインド、及び第 、第2露光光 2による基板Pの不要な露光を防止

するための可動ブラインドを含むブラインド装置 (マスキングシステム) と、光源装置

から射出され、上述の所定光学系を通過した露光光 を第 露光光 と第2露光

光 2とに分離する分離光学系とを備えている。本実施形態の分離光学系は、露光

光 を第 偏光状態の第 露光光 と第2偏光状態の第2露光光 2とに分離

する偏光分離光学系 (例えば、偏光ビームスプリッタ)を含む。光源装置 から射出さ

れ、照明系 の所定光学系等を通過した第 偏光成分と第2偏光成分とを主に含む

露光光 は、分離光学系により、第 偏光状態の第 露光光 と第2偏光状態の

第2露光光 2とに分離される。照明系 は、ブラインド装置を介して、分離光学系

で分離した第 偏光状態 (例えば、S偏光状態)の第 露光光 で第 マスク の

第 パターンP を照明するとともに、第2偏光状態 (例えば、P偏光状態)の第2露

光光 2で第2マスク 2の第2パターンP 2を照明する。



００32 なお、本実施形態においては、照明系 は、互いに異なる偏光状態の第 、第2露

光光 2で第 、第2パターンP P 2を照明するが、同じ偏光状態の第

、第2露光光 2で第 、第2パターンP P 2を照明してもよい。また、第

、第2露光光 2の少なくとも一方が、ランダム偏光状態 (無偏光状態)であ

ってもよい。また、本実施形態においては、 つの光源装置 から射出された露光光

を、照明系 により第 、第2露光光 2に分離しているが、例えば第 、

第2の光源装置と、第 の光源装置と光学的に接続され、第 マスク の第 パター

ンP を照明するための第 露光光 を射出する第 照明系と、第2の光源装置

と光学的に接続され、第2マスク 2の第2パターンP 2を照明するための第2露光

光 2を射出する第2照明系とを設けてもよい。この場合、第 照明系と第2照明系と

でその一部を兼用させてもよい。

００33 次に、マスクステージ6０について説明する。マスクステージ6０は、第 パターンP

を有する第 マスク を第 露光光 に対して 軸方向に移動可能であり、第2

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

である。マスクステージ6０上の第 マスク 及び第2マスク 2のそれぞれの位置情

報は、計測システム7０により計測される。

００34 図2は、本実施形態に係るマスクステージ6０及び計測システム7０を示す斜視図で

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

を保持して移動可能な第 サブステージ62と、メインステージ6 上で第2マスク 2を

保持して移動可能な第2サブステージ63とを備えている。

００35 メインステージ6 は、第 マスク 及び第2マスク 2を 軸方向に移動する。メイ

ンステージ6 は、第 サブステージ62を介して第 マスク を保持し、第2サブステ

ージ63を介して第2マスク 2を保持する。メインステージ6 は、第 サブステージ62

及び第2サブステージ63を介して第 マスク 及び第2マスク 2を保持して、第 、

第2マスク 2を同一の走査方向 ( 軸方向) に移動可能である。

００36 メインステージ6 は、基板P上の つのショット領域Sの走査露光中に、第 マスク

の第 パターンP 全体が第 照明領域 を通過するように、且つ第2マスク 2

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



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

移動するためのメインステージ駆動装置64を備えている。メインステージ駆動装置6

4は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含む。本実施形態においては、メイン

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

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

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

可能である。メインステージ6 が 軸方向に移動することにより、第 、第2サブステー

、ジ62 63も、メインステージ6 と一緒に 軸方向に移動する。したがって、メインステ

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

た第 、第2マスク 2も、メインステージ6 と一緒に 軸方向に移動する。

００37 第 サブステージ62は、メインステージ6 に対して、X軸、 軸、z軸、 6

及び z方向の6 自由度の方向に微小に移動可能に設けられている。同様に、第2

サブステージ63も、メインステージ6 に対して、X軸、 軸、z軸、 x 0 、及び 0

z方向の6 自由度の方向に微小に移動可能に設けられている。

００38 マスクステージ6０は、メインステージ6 に対して第 サブステージ62を移動可能な

第 サブステージ駆動装置65と、メインステージ62に対して第2サブステージ63を移

動可能な第2サブステージ駆動装置66とを備えている。第 サブステージ駆動装置6

5は、メインステージ6 に対して第 サブステージ62を移動することによって、第 サ

ブステージ62に保持されている第 マスク を、X軸、 軸、z軸、 6 、及び

z方向の6 自由度の方向に微小に移動可能である。同様に、第2サブステージ駆

動装置66は、メインステージ6 に対して第2サブステージ63を移動することによって

、第2サブステージ63に保持されている第2マスク 2を、X軸、 軸、z軸、 x、

、及び z方向に移動可能である。制御装置3０は、第 、第2サブステージ駆動装

置65 66を制御して、第 、第2サブステージ62 63を移動することによって、第 、

第2サブステージ62 63に保持されている第 、第2マスク 2の6 自由度の方

向に関する位置をそれぞれ調整可能である。

００39 図3は、図2の 線断面矢視図である。図3において、第 パターン は、第

マスク の下面に形成されており、第 マスク の下面が第 パターン形成面



となっている。また、第 マスク の下面のぅち、第 パターン が形成された第

パターン形成領域s は、ペリクル で覆われている。ペリクル と第 マスク

の下面とはぺリクル枠によって接続されている。

００4０ 第 サブステージ62は、メインステージ6 上に搭載されたテーブル と、テーブ

ル 上に搭載され、第ェマスク を保持するホルダ62 とを有している。メインス

テージ6 には開口6 が形成されており、本実施形態においては、その開口6

に、テーブル62 の一部が配置されている。また、テーブル 及びホルダ の

それぞれにも、開口 6 が形成されている。ホルダ62 は、第 マスク

の第 パターン形成領域s が開口 6 の内側に配置されるよぅに、第

マスク の下面のぅち第 パターン形成領域s の外側の領域を保持する。照明

系 より射出され、第 マスク の第 パターンP を照明した第 露光光 は、

マスクステージ6０に遮られることなく、開口 A 6 を通過して、投影光学系P

に入射する。

００41 テーブル は、メインステージ6 に対して、z軸、 X、及び 方向に移動可

能に設けられている。ホルダ62 は、テーブル に対して、X軸、 軸、及び z方

向に移動可能に設けられている。第 サブステージ駆動装置65は、メインステージ6

とテーブル との間に設けられ、メインステージ6 に対して、テーブル を、z

軸、 x、及び 方向に移動可能なz駆動機構67と、テーブル とホルダ62 と

の間に設けられ、テーブル に対して、ホルダ62 を、X軸、 軸、及び z方向

に移動可能な 駆動機構68とを含む。z駆動機構6 7は、例えばボイスコイルモー

タ等の複数 (3つ)のアクチュエータ67 67 67cを含む (図2参照)。制御装置3

は、z駆動機構67の複数のアクチュエータ67 7 7cそれぞれの駆動量を

調整することによって、メインステージ6 に対して、テーブル を、z軸、 X、及

び 方向に移動可能である。制御装置3０は、z駆動機構67を制御して、テーブル

62 のz軸、 x、及び 方向に関する位置を調整することにより、テーブル

上のホルダ62 に保持されている第 マスク のz軸、 x、及び 方向に関する

位置を調整可能である。X 駆動機構68は、例えばボイスコイルモータ等の複数の

アクチュエータを含む。制御装置3０は、X 駆動機構68を駆動することによって、テ



一ブル62 に対して、ホルダ62 を、X軸、 軸、及び z方向に移動可能である。

制御装置3０は、X 駆動機構68を制御して、ホルダ62 のX軸、 軸、及び z方

向に関する位置を調整することにより、ホルダ に保持されている第 マスク の

X軸、 軸、及び z方向に関する位置を調整可能である。

００42 このよぅに、本実施形態においては、制御装置3０は、 駆動機構67及びX 駆動

機構68を含む第 サブステージ駆動装置65を制御することによって、メインステージ

6 に対して、第 マスク を、X軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由

度の方向に移動可能であり、メインステージ6 に対する第 マスク のX軸、 軸、

z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由度の方向に関する位置を調整可能である。

００43 第2サブステージ63も、第 サブステージ62と同様、メインステージ6 上に搭載さ

れたテーブルと、テーブル上に搭載され、第2マスク 2を保持するホルダとを有して

おり、メインステージ6 には、第2サブステージ63に対応する開口6 が形成されて

いる。また、第2サブステージ駆動装置66も、第 サブステージ駆動装置65と同様、

メインステージ6 に対して、第2サブステージ6 3のテーブルを、z軸、 x、及び

方向に移動可能な 駆動機構と、第2サブステージ63のテーブルに対してホルダを、

X軸、 軸、及び z方向に移動可能な 駆動機構とを含む。制御装置3０は、z駆

動機構及びX 駆動機構を含む第2サブステージ駆動装置66を制御することによっ
て、メインステージ6 に対して、第2マスク 2を、X軸、 軸、z軸、 0 、及び

z方向の6 自由度の方向に移動可能であり、メインステージ6 に対する第2マスク

2のX軸、 軸、z軸、 6 、及び z方向の6 自由度の方向に関する位置を

調整可能である。

００44 次に、計測システム7０について説明する。計測システム7０は、第 マスク 及び

第2マスク 2の位置情報をそれぞれ計測可能である。図2において、計測システム7

は、メインステージ6 に対する第 マスク 及び第2マスク 2のz軸、 x、及び

方向に関する位置情報を計測するz計測装置7０ と、メインステージ6 、第 サ

ブステージ62、及び第2サブステージ6 3のX軸、 軸、及び z方向に関する位置

情報をそれぞれ計測することによって、第 サブステージ62上の第 マスク 及び

第2サブステージ63上の第2マスク 2のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情



報を計測するX 計測装置7 とを有している。すなわち、本実施形態の計測システ

ム7０は、第 マスク 及び第2マスク 2それぞれのX軸、 軸、Z軸、 6

及び Z方向の6 自由度の方向に関する位置情報を計測可能である。

００45 z計測装置7０ は、第 マスク に計測ビームを投射するとともに、その反射光を

受光して、メインステージ6 に対する第 マスク の位置情報を光学的に取得する

第 マスク用計測装置 7 と、第2マスク 2に計測ビームを投射するとともに、その

反射光を受光して、メインステージ6 に対する第2マスク 2の位置情報を光学的に

取得する第2マスク用計測装置 72とを有している。

００46 図3に示すよぅに、第 マスク用計測装置 7 は、第 マスク に計測ビームを投

射するとともに、その第 マスク に投射された計測ビームの反射光を受光し、その

受光結果に基づいて、第 マスク の位置情報を取得するレーザ干渉計 73を含

む。第 マスク用計測装置 7 のレーザ干渉計 73は、支持部材 74に支持されて

おり、支持部材 74はメインステージ6 上に取り付けられている。すなわち、第 マス

ク用計測装置 7 のレーザ干渉計 73は、支持部材 74を介して、メインステージ6

上に取り付けられている。第 マスク用計測装置 7 は、第 マスク に対する第

露光光 の照射を妨げないよぅに設けられている。

００47 第 マスク用計測装置 7 は、第 マスク の上面のぅち、第 露光光 が照射

される領域の外側の領域に計測ビームを照射する。また、第 マスク の上面のぅち

、レーザ干渉計 73からの計測ビームが照射される領域には、照射された計測ビー

ムを良好に反射させるための反射領域 75が形成されている。第 マスク用計測装

置 7 のレーザ干渉計 73は、第 マスク と離れた位置から、第 マスク の上

面の反射領域 75に計測ビームを照射するとともに、その反射光を受光することによ

って、第 マスク の上面のZ軸方向に関する位置情報を取得可能である。また、

図2に示すよぅに、支持部材 74に支持されたレーザ干渉計 73は、 つの第 マス

ク に対して複数 (3つ)設けられている。複数 (3つ)のレーザ干渉計 73のそれぞ

れの計測結果は制御装置3０に出力される。制御装置3０は、第 マスク用計測装置

7 の複数のレーザ干渉計 73の計測結果に基づいて、メインステージ6 に対する、

第 マスク のZ軸、 x、及び 方向に関する位置情報を取得可能である。



００48 第2マスク用計測装置 72も、第 マスク用計測装置 7 と同様、第2マスク 2の

上面に設けられた反射領域 75に計測ビームを投射するとともに、その第2マスク

2に投射された計測ビームの反射光を受光し、その受光結果に基づいて、第2マスク

2の位置情報を取得するレーザ干渉計 73を備えており、そのレーザ干渉計 73

は、メインステージ6 上に取り付けられた支持部材 74に支持されている。支持部材

74に支持されたレーザ干渉計 73は、 つの第2マスク 2に対して複数 (3つ)設

けられている。制御装置3０は、第2マスク用計測装置 72の複数のレーザ干渉計 7

3の計測結果に基づいて、メインステージ6 に対する、第2マスク 2のZ軸、

及び 方向に関する位置情報を取得可能である。

００49 なお、本実施形態においては、 計測装置7０ は、レーザ干渉計 73より射出され

、第 、第2マスク 2の上面に設けられた反射領域 75で反射した計測ビーム

を受光しているが、反射領域 75を第 、第2マスク 2の上面に設けずに下面

に設け、第 、第2マスク 2を通過し、第 、第2マスク 2の下面に設け

られた反射領域 75で反射した計測ビームの反射光に基づいて、第 、第2マスク

、 2の位置情報を取得するよぅにしてもよい。また、レーザ干渉計 73はその一部

のみが支持部材 74に支持されていてもよい。

００5０ 図2に示すよぅに、計測システム7０のX 計測装置7０ は、メインステージ6 に設

けられた反射部材7 、第 サブステージ6 2に設けられた反射部材72、及び第2サブ

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

ムを投射するとともに、その反射光を受光してメインステージ6 、第 サブステージ62

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

含む。本実施形態においては、レーザ干渉計74はその一部(例えば、光学系)が、マ

スクステージ6０の 側に配置されている。反射部材7 は、例えばコーナーキュー

ブミラー (レトロリフレクタ)を含み、メインステージ6 上でレーザ干渉計74からの計測

ビームが照射可能な所定位置に2つ設けられている。反射部材72も、例えばコーナ

ーキューブミラーを含み、第 サブステージ62上でレーザ干渉計74からの計測ビー

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

ューブミラーを含み、第2サブステージ63上でレーザ干渉計74からの計測ビームが



照射可能な所定位置に2つ設けられている。計測システム7０は、レーザ干渉計74

反射部材7 72 73を用いて、メインステージ6 、第 サブステージ62、及び第2サ

ブステージ63の 軸方向及び Z方向の位置情報を計測可能である。また、不図示

ではあるが、計測システム7０のX 計測装置7０ は、メインステージ6 、第 サブス

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

部材 (反射面)及びレーザ干渉計も備えている。

００5 計測システム7０の 計測装置7０ は、レーザ干渉計74、及びメインステージ6

に設けられた反射部材7 を用いて、メインステージ6 のX軸、 軸、及び Z方向に

関する位置情報を計測する。また、計測システム7０のX 計測装置7０ は、レーザ

干渉計74、及び第 、第2サブステージ62 63に設けられた反射部材72 73を用い
て、第 、第2サブステージ62 63のX軸、 軸、及び Z方向に関する位置情報を

計測する。

００52 制御装置3０は、計測システム7０の計測結果に基づいて、メインステージ駆動装置

64、第 サブステージ駆動装置65、及び第2サブステージ駆動装置66を用いて、メ

インステージ6 、第 サブステージ62、及び第2サブステージ63を適宜駆動し、第

、第2サブステージ62 63に保持されている第 、第2マスク 2の位置制御を

行ぅ。また、制御装置3０は、メインステージ6 に対して第 サブステージ62及び第2

サブステージ63の少なくとも一方を移動することによって、第 マスク と第2マスク

2との相対的な位置関係を調整することができる。

００53 次に、図4を参照しながら投影光学系P について説明する。投影光学系P は、第

露光光 で照明された第 マスク の第 パターンP の像及び第2露光光

2で照明された第2マスク 2の第2パターンP 2の像を所定の投影倍率で基板P

上に投影する。本実施形態の投影光学系P は、その投影倍率が例えば 4、

5、 8等の縮小系である。また、本実施形態の投影光学系P は、倒立像を形成す

る。

００54 本実施形態の投影光学系P は、基板Pの表面が対向して配置され且つ投影光学

系P の像面に最も近く配置された終端光学素子 を含む複数の光学素子を有す

る。投影光学系P は、終端光学素子 を介して、第 露光領域A 及び第2露光



領域 2にそれぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照射して、第 パターン

P の像及び第2パターンP 2の像を形成する。

００55 投影光学系P は、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2と光学的に共役な位

置近傍に配置された第 反射面4 と、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2と

光学的に共役な位置近傍に配置された第2反射面4 と、第 パターンP からの

第 露光光 を第 反射面4 へ導く第 光学系4 と、第2パターンP 2からの

第2露光光 2を第2反射面4 へ導く第2光学系42と、終端光学素子 を含み、

第 反射面4 からの第 露光光 及び第2反射面4 からの第2露光光 2を

それぞれ第 露光領域A 及び第2露光領域A 2に導く第3光学系43とを有して

いる。

００56 第 光学系4 は、複数のレンズ、及び複数のレンズを通過した第 露光光 を第

反射面4 へ向けて反射する反射面44 を有する反射部材44を含む。第2光学

系42は、複数のレンズ、及び複数のレンズを通過した第2露光光 2を第2反射面4

O へ向けて反射する反射面45 を有する反射部材45を含む。

００57 本実施形態においては、第 反射面4０ と第2反射面4０ は、所定位置に配置さ

れた中間光学部材4０に設けられている。本実施形態においては、中間光学部材4０

はプリズムを含む。

００58 第 マスク の第 パターンP からの第 露光光 及び第2マスク 2の第2

パターンP 2からの第2露光光 2のそれぞれは、第 光学系4 及び第2光学系4

2により中間光学部材4０の第 反射面4０ 及び第2反射面4０ のそれぞれに導か

れる。ここで、第 、第2マスク 2でパターンィビされた第 、第2露光光 、

2のそれぞれは、第 、第2マスク 2と光学的に共役な位置である第 共役位

置CP 、第2共役位置CP2 で中間結像した後、中間光学部材4０に導かれる。第 マ

スク の第 パターンP からの第 露光光 と第2マスク 2の第2パターンP

2からの第2露光光 2とは、中間光学部材4０で反射した後、終端光学素子 を

含む第3光学系43を介して、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞれ

に照射される。このよぅに、本実施形態の投影光学系P は、第 パターンP からの

第 露光光 を第 露光領域A に照射可能であり、第2パターンP 2からの第



2露光光 2を第2露光領域A 2に照射可能である。

００59 図 に示すよぅに、投影光学系P の第 光学系4 、第2光学系42、第3光学系43

、中間光学部材4０は鏡筒P に保持されている。また、本実施形態の投影光学系P

には、投影光学系P による第 パターンP の像及び第2パターンP 2の像の結

像特性 (結像状態)を調整可能な第 結像特性調整装置 C 及び第2結像特性調

整装置 C2が設けられている。第 、第2結像特性調整装置 C C2は、投影光

学系P の複数の光学素子の少なくとも つを移動可能な光学素子駆動機構をそれ

ぞれ含む。

００6０ 第 結像特性調整装置 C は、第 光学系4 の少なくとも つの特定の光学素子

を、第 光学系4 の光軸と平行なZ軸方向、及び光軸と垂直な方向 (X軸、 軸方向

) に移動可能であるとともに、光軸と直交するX 平面に対して傾斜可能 (すなわち、

x 6 方向に回転可能)である。第 パターンP からの第 露光光 は、第

光学系4 、中間光学部材4０、及び第3光学系43を介して第 露光領域A に照射

され、第 結像特性調整装置 C は、第 光学系4 の特定の光学素子を駆動するこ

とによって、第 露光領域 に照射される第 露光光 で形成される第 パター

ンP の像の結像特性を調整可能である。

００6 1 第2結像特性調整装置 は、第2光学系42の少なくとも つの特定の光学素子

を、第2光学系42の光軸と平行なZ軸方向、及びX軸、 軸方向に移動可能であると

ともに、光軸と直交するX 平面に対して傾斜可能 (すなわち、 x 6 方向に回転

可能)である。第2パターンP 2からの第2露光光 2は、第2光学系42、中間光学

部材4０、及び第3光学系43を介して第2露光領域A 2に照射され、第2結像特性

調整装置 C2は、第2光学系42の特定の光学素子を駆動することによって、第2露

光領域 2に照射される第2露光光 2で形成される第2パターンP 2の像の結

像特性を調整可能である。

００62 第 、第2結像特性調整装置 C C2は、制御装置3０によって制御される。制御

装置3０は、第 、第2結像特性調整装置 C C2を用いて、投影光学系P (第

、第2光学系4 42 の特定の光学素子を駆動することで、投影光学系P の各種収

差 (例えば、ディストーション、非点収差、球面収差、波面収差等) 、投影倍率及び像



面位置 (焦点位置) 等を含む結像特性を調整することができる。

００6 3 また、制御装置3 ０は、第 、第2 結像特性調整装置 C 、 C 2を用いて、第 、第2

パターンP P 2 の像のX 方向、及び 又は Z 方向の位置調整 (すなわち、

シフト調整、及び 又はローテーション調整 ) を行ぅこともできる。

００6 4 すなわち、制御装置3 ０は、第 結像特性調整装置 C を用いて、第 パターンP

の像が形成される第 像面 S の位置調整を行ぅことができ、第2 結像特性調整装

置 C 2を用いて、第2 パターンP 2 の像が形成される第2 像面1 S 2 の位置調整を行ぅ

ことができる。具体的には、第 結像特性調整装置 C は、第 像面 S のZ 軸方向 (

フオ一ヵス方向) の位置調整、及び 6 方向 (傾斜方向) の位置調整 (傾斜調

整 ) を行ぅことができる。同様に、第2 結像特性調整装置 は、第2 像面1 S 2 のZ 軸

方向の位置調整、及び 6 方向の位置調整を行ぅことができる。

００6 5 なお、本実施形態では第 、第2 結像特性調整装置 C 、 C 2 によってそれぞれ

移動する第 、第2 光学系4 4 2 の少なくとも つの光学素子がレンズであるものとし

たが、他の光学素子、例えば平行平面板、あるいは反射素子などでもよい。また、本

実施形態では2 つの結像特性調整装置 ( C C 2 ) を設けるものとしたが、 つの

結像特性調整装置を設けるだけでもよいし、あるいは3 つ以上の結像特性調整装置

を設けてもよい。例えば、第3 光学系4 3 の少なくとも つの光学素子を、第3 光学系4

3 の光軸と平行なZ 軸方向、及びX 軸、 軸方向に移動可能、かつ 6 方向に

回転可能とする結像特性調整装置を設けてもよい。さらに、本実施形態では結像特

性調整装置が 5 自由度の方向 ( x 軸、 軸、Z 軸、 6 方向) に光学素子を移動

するものとしたが、光学素子の移動方向はこの5 自由度の方向に限定されるものでは

ない。また、本実施形態では結像特性調整装置が光学素子を移動する方式を採用

するものとしたが、他の方式を代用あるいは併用してもよい。例えば、第 、第2 結像

特性調整装置 C C 2 として、鏡筒 P の内部に保持されている一部の光学素子

どぅしの間の空間の気体の圧力を調整する圧力調整機構を用いてもよい。

００6 6 なお、投影光学系によるパターンの像の結像特性を調整可能な結像特性調整装

置を備えた露光装置については、例えば特開昭6 ０ 78454号公報 (対応する米国

特許第4 ，666 273 号) 、特開平 956 ０2 号公報 (対応する米国特許第6 ，235



438号)、国際公開第０3 65428号パンフレソト(対応する米国特許出願公開第2０

０5 ０2０685０号)等に開示されている。指定国または選択国の法令が許す範囲に

おいて上記米国特許などの開示を援用して本文の記載の一部とする。

００67 次に、基板ステージ8０について説明する。基板ステージ8０は、第 露光光 及

び第2露光光 2が照射される第 露光領域 及び第2露光領域A 2を含む所

定領域内で基板Pを保持して移動可能であり、例えば走査露光時に基板P上のショ

、ソト領域sを第 露光領域A 及び第2露光領域A 2に対して 軸方向に移動可能

である。

００68 図 に示すよぅに、基板ステージ8０は、ステージ本体8０ と、ステージ本体8０ 上

に搭載された基板テーブル8０ と、基板テーブル8０ に設けられ、基板Pを保持す

る基板ホルダ8０ とを備えている。ステージ本体8０ は、エアベアリング8０ により、

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

Xは、基板ホルダ8０ に保持された基板Pを移動可能な基板ステージ駆動装置8０

を有しており、その基板ステージ駆動装置8０ の駆動により、基板Pを、X軸、 軸、

z軸、 x 6 、及び z方向の6自由度の方向に移動可能である。

００69 基板ステージ駆動装置8０ は、ステージ本体8０ を、べ一ス部材 上で、X軸、

軸、及び z方向に移動可能なX 駆動機構8 と、基板テーブル8０ を、ステー

、ジ本体8０ に対して、z軸、 x、及び 方向に移動可能なz駆動機構82とを備え

ている。

００7０ X 駆動機構8 は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含み、制御装置3０は

X 駆動機構8 を制御して、べ一ス部材 上でステージ本体8０ を、X軸、 軸、

及び z方向に移動可能である。また、z駆動機構82は、ステージ本体8０ と基板

テーブル8０ との間に設けられた3つのアクチュエータ83 83 83c (但し、図

における紙面奥側のアクチュエータ83cは不図示)と、アクチュエータ83 83 、8

3cによる基板テーブル8０ のz軸方向の駆動量を計測するェンコーダ84 84

84c (但し、図 における紙面奥側のェンコーダ84cは不図示)とを含む。z駆動機

構82のアクチュエータ83 83 83cは、例えばボイスコイルモータ等を含む。ま

た、ェンコーダ84 84 84cとしては、例えば光学式又は静電容量式などのリ二



アェンコーダを用いることができる。

００7 1 制御装置3０は、z駆動機構82の複数のアクチュエータ83 83 83cそれぞれ

の駆動量を調整することによって、ステージ本体8０ に対して、基板テーブル8０ を

、z軸、 x、及び 方向に移動可能である。制御装置3０は、z駆動機構82を制

御して、基板テーブル8０ のz軸、 x、及び 方向に関する位置を調整すること

により、基板テーブル8０ の基板ホルダ8０ に保持されている基板 のz軸、

及び 方向に関する位置を調整可能である。また、制御装置3０は、X 駆動機構

8 を駆動することによって、ステージ本体8０ を、X軸、 軸、及び z方向に移動

可能である。制御装置3０は、X 駆動機構8 を制御して、ステージ本体8０ のX軸

、 軸、及び z方向に関する位置を調整することにより、そのステージ本体8０ 上

の基板テーブル8０ の基板ホルダ8０ に保持されている基板 のX軸、 軸、及び

z方向に関する位置を調整可能である。

００72 このよぅに、本実施形態においては、制御装置3０は、X 駆動機構8 及びz駆動

機構82を含む基板ステージ駆動装置8０ を制御することによって、基板ステージ8０

の基板ホルダ8０ に保持されている基板Pを、X軸、 軸、z軸、 x 6 、及び 0

z方向の6 自由度の方向に移動可能であり、基板 のX軸、 軸、z軸、 x 6 、及

び z方向の6 自由度の方向に関する位置を調整可能である。

００73 また、基板ステージ8０の基板テーブル8０ (ひいては基板P)のX軸、 軸、及び

方向に関する位置情報は、計測システム7０のレーザ干渉計75によって計狽 される

。レーザ干渉計75は、基板テーブル8０ に設けられた反射面76を用いて、基板テ

ーブル8０ のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。なお、計測シ

ステム7０は、例えばレーザ干渉計75によって、基板テーブル8０ のz軸、 x、及

び 方向に関する位置情報も計測してよい。

００74 また、z駆動機構82のェンコーダ84 84 84cは、アクチュエータ83 83

83cの基板テーブル8０ に対する各支持点のz軸方向の駆動量を計測可能であり

、その計測結果は制御装置3０に出力される。制御装置3０は、そのェンコーダ84

84 4cの計測結果に基づいて、基板テーブル8０ のz軸、 x、及び 方向

に関する位置を求めることができる。



００75 また、基板テーブル8０ の基板ホルダ8 に保持される基板Pの表面情報 (z軸、

x、及び 方向に関する位置情報を含む) は、フオーカス・レベリング検出系 3０

によって、基板Pに対する露光動作が開始される前に検出される。制御装置3０は、レ

ーザ干渉計75の計測結果、ェンコーダ84 84 84cの計測結果、及びフオーカ

ス・レベリング検出系 3０の検出結果に基づいて、基板ステージ駆動装置8０ を駆

動して、基板テーブル8０ の基板ホルダ8０ に保持されている基板Pの位置制御を
一，
行っ。

００76 次に、計測ステージ9０について説明する。計測ステージ9０は、第 露光光 及

び第2露光光 2が照射される第 露光領域 及び第2露光領域A 2を含む所

定領域内で、露光に関する計測を〒ぅ計測器を搭載して移動可能である。計測器と

しては、露光光の状態及び投影光学系 の結像特性 (光学特性)の計測を行ぅ計

測器 (計測部材) が挙げられる。計測器の計測結果は制御装置3０に出力される。

００77 図 に示すよぅに、計測ステージ9０は、ステージ本体g と、ステージ本体g 上

に搭載された計測テーブルg とを備え、計測器は、計測テーブルg に搭載され

ている。ステージ本体g は、エアベアリングg により、べ一ス部材 の上面 (ガ

イド面) に対して非接触支持されている。また、露光装置 Xは、計測器を搭載した計

測テーブルg を移動可能な計測ステージ駆動装置g を有しており、その計測ス

テージ駆動装置g の駆動により、計測テーブルg 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。

００78 計測ステージ駆動装置g は、基板ステージ駆動装置8０ とほぼ同等の構成を

有しており、ステージ本体g を、べ一ス部材 上で、X軸、 軸、及び z方向に

移動可能な 駆動機構9 と、計測テーブルg を、ステージ本体g に対して、z

軸、 x、及び 方向に移動可能なz駆動機構92とを備えている。

００79 X 駆動機構9 は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含み、制御装置3０は

X 駆動機構9 を制御して、べ一ス部材 上で非接触支持されるステージ本体9

o を、X軸、 軸、及び z方向に移動可能である。また、計測ステージ駆動装置9０

のz駆動機構92は、計測ステージ駆動装置g のz駆動機構92と同様、3つのア

クチュエータ93 93 93c (但し、図 における紙面奥側のアクチュエータ93cは



不図示) と、アクチュエータ93 93 93cによる計測テーブルg のz軸方向の

駆動量を計測するェンコーダ94 94 94c (但し、図 における紙面奥側のェン

コーダ94cは不図示) とを含む。

００8０ 制御装置3０は、z駆動機構92の複数のアクチュエータ93 93 93cそれぞれ

の駆動量を調整することによって、ステージ本体g０ に対して、計測テーブルg０ を

、z軸、 x、及び 方向に移動可能である。また、制御装置3０は、X 駆動機構9

を制御して、ステージ本体g のX軸、 軸、及び z方向に関する位置を調整す

ることにより、そのステージ本体g 上の計測テーブルg のX軸、 軸、及び z方

向に関する位置を調整可能である。

００8 1 このよぅに、本実施形態においては、制御装置3０は、X 駆動機構9 及びz駆動

機構92を含む計測ステージ駆動装置g を制御することによって、計測ステージ9０

の計測テーブルg を、X軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由度の方

向に移動可能であり、計測テーブルg０ のX軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方

向の6 自由度の方向に関する位置を調整可能である。

００82 また、計測ステージ9０の計測テーブルg０ のX軸、 軸、及び z方向に関する位

置情報は、計測システム7０のレーザ干渉計77によって計測される。レーザ干渉計7

7は、計測テーブルg０ に設けられた反射面78を用いて、計測テーブルg０ のX軸

、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。なお、計測システム7０は、例え

ばレーザ干渉計77によって、計測テーブルg０ のz軸、 x、及び 方向に関す

る位置情報も計測してよい。

００83 また、z駆動機構92のェンコーダ94 94 94cは、アクチュエータ93 93

93cの計測テーブルg０ に対する各支持点のz軸方向の駆動量 (基準位置からの

変位量)を計測可能であり、その計測結果は制御装置3０に出力される。制御装置3０

は、そのェンコーダ94 94 94cの計測結果に基づいて、計測テーブルg０ の

z軸、 x、及び 方向に関する位置を求めることができる。

００84 制御装置3０は、レーザ干渉計77の計測結果、及びェンコーダ94 94 94c
の計測結果に基づいて、計測ステージ駆動装置g０ を駆動して、計測テーブル9０

の位置制御を行ぅ。



００8 5 なお、基板P を保持する基板ステージと、計測器を搭載した計測ステージとを備え

た露光装置については、例えば特開平 一 3 5 4００号公報 (対応する国際公開第

999 2 36 9 2号) 、特開2０００ 645 ０4 号公報 (対応する米国特許第6 ，897 9 6

3 号) 等に開示されており、指定国または選択国の法令が許す範囲においてそれら

の米国特許の開示を援用して本文の記載の一部とする。

００8 6 また、図 に示すよぅに、本実施形態の露光装置 Xは、第 露光領域 に形成

される第 パターンP の像の位置情報、及び第2露光領域A 2 に形成される第2

パターンP 2の像の位置情報を求めるための第 検出系 ０を備えている。本実施

形態の第 検出系 ０は、露光波長の光を用いた (Th o h The R e c e ) 方式の

アライメント系であって、例えば特開平7 76468 号公報 (対応米国特許第6 ，498

352 号) に開示されているよぅな、マークに対して光を照射し、C C カメラ等で撮像し

たマークの画像ヂ一タを画像処理してマーク位置を検出する R (V s a R e c e

A gnmen ) 方式のアライメント系である。

００8 7 計測ステージ9０上には基準マーク が設けられており(図7参照 ) 、第 検出系

は、計測ステージ9０上に設けられた基準マーク を、投影光学系P を介して検

出可能である。第 検出系 ０は、その基準マーク を投影光学系P を介して検出

することによって、第 パターンP と基準マーク との位置関係、及び第2パター

ノP 2と基準マーク との位置関係を求めることができる。本実施形態の第 検出

系 ０は、第 パターンP と基準マーク との位置関係を検出するための第 サブ

検出系皿と、第2パターンP 2と基準マーク との位置関係を検出するための第2

サブ検出系 2 とを有しており、第 、第2サブ検出系皿、 2 は、マスクステージ6０の

上方に配置されている。

００8 8 また、第 マスク 上には、第 アライメントマーク が設けられており(図5 参照

) 、第 サブ検出系 、第 アライメントマーク と、基準マーク の投影光学

系P を介した共役像とを同時に観察する。第 検出系 ０の第 サブ検出系 、

第 パターンP に対して所定位置関係に設けられた第 アライメントマーク と

、投影光学系P を介した基準マーク とを同時に観察することによって、第 パタ

ーンP と基準マーク との位置関係を検出可能である。



００89 同様に、第2マスク 2 には、第2アライメントマーク 2が設けられており(図5

参照) 、第2サブ検出系 2は、第2アライメントマーク 2と、基準マーク の投影

光学系P を介した共役像とを同時に観察する。第 検出系 ０の第2サブ検出系 2

は、第2パターンP 2に対して所定位置関係に設けられた第2アライメントマーク

2と、投影光学系P を介した基準マーク とを同時に観察することによって、第2パ

ターンP 2と基準マーク との位置関係を検出可能である。

００9０ また、本実施形態の露光装置 Xは、計測ステージ9０上に設けられた基準マーク

P (図7参照) と、基板P上に設けられたアライメントマーク (図6、図7参照) とを検

出する第2検出系 2０を備えている。本実施形態の第2検出系 2０は、投影光学系P

の近傍に設けられたオフアクシス方式のアライメント系であって、例えば特開平4

5 6０3号公報 (対応する米国特許第5，493 4０3号) に開示されているよぅな、基板P

上の感光材を感光させないブロードバンドな検出光束を対象マーク (アライメントマー

ク 、基準マーク P)に照射し、その対象マークからの反射光により受光面に結像

された対象マークの像と指標 (第2検出系 2０内に設けられた指標板上の指標マーク

) の像とを撮像素子 (CC 等) を用いて撮像し、それらの撮像信号を画像処理するこ

とでマークの位置を計測する ( e d mage A gnmen )方式のアライメント系であ

る。指定国又は選択国の法令が許す範囲において、この米国特許第5，493 4０3号

の開示を援用して本文の記載の一部とする。

００9 1 計測ステージ9０上において、基準マーク と基準マーク Pとは所定位置関係で

設けられており、第2検出系 2０は、その基準マーク Pと、基板P上に設けられたアラ

イメントマーク とを検出する。制御装置3０は、第 検出系 ０及び第2検出系 2０の

検出結果に基づいて、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像と基板P上の

ショット領域S とのX 方向の位置関係を調整可能である。

００92 図5は、第 照明領域 A 及び第2照明領域 2と第 マスク 及び第2マスク 2

との関係を示す模式図、図6は、第 露光領域A 及び第2露光領域 2と基板P

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

いては、第 露光光 が照射される第 露光領域A 、及び第2露光光 2が照

射される第2露光領域A 2は、第 、第2照明領域 2と共役な投影光学系P



の投影領域である。

００93 照明系 は、第 パターンP に第 露光光 を照射するとともに、第2パターン

P 2に第2露光光 2を照射する。投影光学系P は、第 パターンP からの第

露光光 を第 露光領域A に照射して、第 露光領域 に第 パターンP

の像を形成し、第2パターンP 2からの第2露光光 2を第2露光領域A 2に照

射して、第2露光領域A 2に第2パターンP 2の像を形成する。

００94 制御装置3０は、第 照明領域 及び第2照明領域 2に対するマスクステージ6

による第 マスク 及び第2マスク 2の 軸方向への移動に同期して、基板ステ

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

、ソト領域Sを 軸方向へ移動しっっ、照明系 及び投影光学系P により、第 マスク

及び第2マスク 2を介して第 露光領域A 及び第2露光領域A 2のそれぞ

れに第 露光光 及び第2露光光 2を照射することにより、第 露光領域A

に形成される第 パターンP の像と、第2露光領域A 2に形成される第2パターン

P 2の像とで、基板P上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)する。

００95 制御装置3０は、第 照明領域 に対する第 マスク の 軸方向への移動、及

び第2照明領域 2に対する第2マスク 2の 軸方向への移動と、第 、第2露光領

域 2に対する墓板Pの 軸方向への移動とが同期して行われるよぅに、マス

クステージ6０と基板ステージ8０とを制御しっっ、第 パターンP からの第 露光光

及び第2パターンP 2からの第2露光光 2を第 露光領域 及び第2露光

領域 2のそれぞれに照射して、基板P上のショット領域Sを多重露光する。

００96 図5に示すよぅに、本実施形態においては、第 マスク と第2マスク 2とは 軸

方向に並んで配置され、第 マスク 第2マスク 2に対して 側に配置される

。第 マスク 上での第ェ露光光 による第 照明領域 は、X軸方向を長手

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

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

れている。

００97 図6に示すよぅに、本実施形態においては、第 露光領域A と第2露光領域A 2

とは、投影光学系P の視野内で 軸方向の異なる位置に設定されている。基板ステ



一ジ8０は、基板P上のショット領域Sを、第 露光領域 及び第2露光領域A 2に

対して 軸方向に移動可能である。また、第 露光領域A 及び第2露光領域 2

のそれぞれは、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状)である。また、第 露光

領域 と第2露光領域A 2とは、 つのショット領域S に同時に配置可能となって

いる。すなわち、本実施形態においては、第 露光領域A (第 露光領域A の

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

P上の つのショット領域Sの 軸方向の幅よりもⅡ心い。また、本実施形態において

は、第 露光領域A と第2露光領域A 2とは 軸方向に離れている。また、第 露

光領域 は第2露光領域A 2に対して 側に設定される。

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

第 マスク 及び第2パターンP 2を有する第2マスク 2をマスクステージ6０を用

いて各々の走査方向 ( 軸方向) に移動するとともに、基板P上のショット領域Sが第

露光領域 と第2露光領域 2とを通過するよぅに、基板ステージ8０を用いて第

露光領域 及び第2露光領域A 2に対して基板Pを走査方向 ( 軸方向) に移

動する。本実施形態においては、制御装置3０は、基板P上のショット領域Sの露光中

に、マスクステージ6０を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを同一の走査方向 (

軸方向) に移動しつつ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 マスク の

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

マスク 及び第2マスク 2は、メインステージ6 上に載置されており、制御装置3

は、メインステージ駆動装置64を用いてメインステージ6 を駆動することにより、第

マスク 及び第2マスク 2を同一の走査方向 ( 軸方向) に移動する。例えば、

基板P上のショット領域Sの露光中に、マスクステージ6０のメインステージ6 によって

、第 マスク が 方向に移動される場合、第2マスク 2も一緒に 方向に移

動され、第 マスク が 方向に移動される場合、第2マスク 2も一緒に 方

向に移動される。また、本実施形態の投影光学系P は、倒立像を形成し、制御装置

3０は、基板Pのショット領域Sの露光中に、第 、第2マスク 2と基板Pとを互い
に逆向きの走査方向 ( 軸方向 に移動する。例えば、制御装置3０は、マスクステー
、ジ6０を用いて第 、第2マスク 2を 方向に移動する場合、基板ステージ8



を用いて基板Pを 方向に移動し、第 、第2マスク 2を 方向に移動す

る場合、基板Pを 方向に移動する。

００99 図5及び図6には、基板P上のショット領域Sの露光中に、第 、第2マスク 2

の 方向への移動と同期して、基板Pを 方向に移動している状態が示されてい
る。

０1００ 上述のよぅに、本実施形態においては、基板P上で第 露光領域A と第2露光領

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

は、第2露光領域A 2に対して 側に設定される。また、第 マスク と第2マ

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

系P は倒立像を形成し、第 、第2マスク 2と基板Pとは互いに逆向きの走査

方向 ( 軸方向) に移動する。したがって、本実施形態においては、図5に示すよぅに

、第 マスク 第2マスク 2に対して 側に配置され、第 照明領域 、及び

第2照明領域 2は、走査露光中、第 、第2マスク 2それぞれの中心に対し

て互いに異なる位置に設定される。換言すれば、第 、第2露光領域 2の

位置関係に応じて、例えば、図5に示すよぅに、第 、第2照明領域 2に対す

る第 、第2マスク 2の位置を設定することにより、基板P上のショット領域Sに

所望の位置関係で第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とを形成することが

できる。

０1０1 そして、本実施形態においては、制御装置3０は、基板P上のショット領域Sを露光

するに際し、第 露光光 による第 パターンP の照明及び第2露光光 2に

よる第2パターンP 2の照明の一方を開始した後に他方を開始し、一方を終了した

後に他方を終了する。また、制御装置3０は、ショット領域S に対する第 露光光

の照射 (第 露光光 による第 パターンP の像の投影)及びショット領域Sに対

する第2露光光 2の照射 (第2露光光 2による第2パターンP 2の像の投影)の

一方を開始した後に他方を開始し、一方を終了した後に他方を終了する。

０1０2 例えば図6に示すよぅに、基板Pのショット領域Sを 方向に移動しつつ露光する

場合、制御装置3０は、第 露光光 による第 パターンP の照明を開始した後

に、第2露光光 2による第2パターンP 2の照明を開始し、第 露光光 による



第 パターンP の照明を終了した後に、第2露光光 2による第2パターンP 2の

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

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

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

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

第2パターンP 2の投影を終了する。

００3 ここで、図5及び図6を参照して、基板P上のショット領域Sに第 、第2露光光

2が照射される場合のシーケンスの一例について説明する。以下の説明では、マ

スクステージ6０による第 マスク 及び第2マスク 2の 方向への移動と、基板

ステージ8０による第 露光領域A 及び第2露光領域A 2に対する基板P上のショ

、ソト領域Sの 方向への移動とを同期して行いつつ、その基板P上のショット領域S

を露光する場合を例にして説明する。

０1０4 計測システム7０(レーザ干渉計75) によって規定されるX 座標系内における第

露光領域 及び第2露光領域A 2の位置 (第 露光領域A と第2露光領域

2との相対位置関係を含む) は、例えば照明系 内の固定ブラインドの位置、中間

光学部材4０等の投影光学系P を構成する各光学素子の配置等に応じて決定され

る。また、第 、第2露光領域 A 2は、形状及び大きさが同一であり、それぞれ

X軸方向に長い矩形領域である。さらに、第 、第2露光領域A 2は、X軸方

向の位置が同一であり、 軸方向に所定距離だけ離れている。また、第 、第2露光

領域 A 2の位置は、第 、第2結像特性調整装置 C C2を用いて調整可

能である。

０1０5 図5において、制御装置3０は、第 パターンP が形成された、第 マスク の第

パターン形成領域S の 側のェッジが第 照明領域 の 側のェッジに

到達した時点で、第 露光光 による第 パターンP の照明を開始する。また、

第 マスク の第 パターン形成領域S の 側のェッジが第 照明領域 に

到達した時点で、図6中、基板P上のショット領域Sの 側のェッジG が第 露光領

域 の 側のェッジに到達して、第 露光領域 に対する第 露光光 の

照射が開始される。



０1０6 制御装置3０は、マスクステージ6０(メインステージ6 )の 方向への移動を続け

ることによって、第 露光光 による第 パターンP の照明を連続的に行う。マス

クステージ6０の 方向への移動を続けることによって、第 パターンP は第 照

明領域 を通過する。

０1０7 また、制御装置3０は、マスクステージ6０の 方向への移動と同期して、基板ステ

ージ8０の 方向への移動を続けることによって、第 露光領域 に対する第

露光光 の照射、すなわち基板P上のショット領域S に対する第 露光光 によ

る第 パターンP の像の投影を連続的に行う。基板ステージ8０の 方向への移

動を続けることによって、基板P上のショット領域Sは第 露光領域A を通過する。

０1０8 そして、第 マスク の第 パターン形成領域S の 側のエッジが第 照明領

域 の 側のエッジに到達した時点で、第 露光光 による第 パターンP

の照明が終了する。また、第 マスク の第 パターン形成領域S の 側のエ
、ソジが第 照明領域 の 側のエッジに到達した時点で、図6中、基板P上のショ

、ソト領域Sの 側のエッジG2が第 露光領域 R の 側のエッジに到達し、ショ

、ソト領域Sの 側のエッジG2が第 露光領域 R の 側のエッジに到達した時

点で、第 露光領域A に対する第 露光光 の照射が停止される。これにより、

第 露光領域 に照射される第 露光光 によるショット領域Sの露光、すなわ

ちショット領域Sに対する第 露光光 による第ェパターンP の像の投影が終了

する。

０1０9 第 マスク の第 パターン形成領域S が第 照明領域 を通過している間

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

形成領域S 2の 側のエッジが第2照明領域 A2の 側のエ、ソジに到達し、第

2露光光 2による第2パターンP 2の照明が開始される。また、第2マスク 2の第

2パターン形成領域S 2の 側のエッジが第2照明領域 2に到達した時点で、

図6中、基板P上のショット領域Sの 側のエッジG が第2露光領域A 2の 側

のエッジに到達して、第2露光領域A 2に対する第2露光光 2の照射が開始され

る。すなわち、基板P上のショット領域Sが第 露光領域A を通過している間の所

定のタイミングで、ショット領域Sの 側のエッジG が第2露光領域A 2に到達し、



ショット領域S に対する第2露光光 2による第2パターンP 2の像の投影が開始さ

れる。

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

ることによって、第2露光光 2による第2パターンP 2の照明を連続的に行ぅ。マス

クステージ6０の 方向への移動を続けることによって、第2パターンP 2は第2照

明領域 2を通過する。

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

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

第2露光光 2による第2パターンP 2の像の投影を連続的に行ぅ。基板ステージ8

の 方向への移動を続けることによって、基板P上のショット領域S は第2露光領

域 2を通過する。

０112 そして、第2マスク 2の第2パターン形成領域S 2の 側のェッジが第2照明領

域 2の 側のェッジに到達した時点で、第2露光光 2による第2パターンP 2

の照明が終了する。また、第2マスク 2の第2パターン形成領域S 2の 側のェ
、ソジが第2照明領域 2の 側のェッジに到達した時点で、図6 中、基板P上のショ

、ソト領域Sの 側のェッジG2が第2露光領域 2の 側のェッジが到達して、シ

ョット領域Sの 側のェッジG2が第2露光領域A 2の 側のェッジに到達した時

点で、第2露光領域A 2に対する第2露光光 2の照射が停止される。これにより、

第2露光領域 2に照射される第2露光光 2によるショット領域Sの露光、すなわ

ちショット領域S に対する第2露光光 2による第2パターンP 2の像の投影が終了

する。

０113 こぅして、第 露光領域 に照射された第 露光光 で露光された基板P上の

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

た第2露光光 2で再度露光 (二重露光) される。

０114 また、第2パターン形成領域S 2が第2照明領域 2を通過している途中の所定の

タイミングで、第 露光光 による第 パターンP の照明が終了する。また、基板

ショット領域s に対する第ェ露光光 の照射が終了する。



０1 1 5 以上のよぅに、本実施形態においては、 回のスキヤン動作で、基板P 上の つのシ

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

) することができる。

０1 1 6 図7 は、基板ステージ8 ０及び計測ステージ9 ０の平面図である。図7 に示すよぅに、

基板P 上には、露光対象領域である複数のショット領域 ～S 2 がマトリクス状に設

定されているとともに、ショット領域 ～S 2 のそれぞれに対応して複数のアライメン

トマーク が設けられている。基板P のショット領域 ～S 2 のそれぞれを露光す

るとき、制御装置3 ０は、図7 中、例えば矢 で示すよぅに、第 、第2 露光領域

、A 2 と基板P とを相対的に移動しつつ、第 、第2 露光領域A 2 に第 、第

2 露光光 2を照射することによって、基板P 上に第 、第2 露光光 2

を照射する。制御装置3 ０は、第 、第2 露光領域A 2 が基板P に対して矢印

に沿って移動するよぅに、基板ステージ8 ０の動作を制御する。

０1 1 7 計測ステージ9 ０の上面の所定位置には、計測器 (計測部材 ) の つとして、複数の

基準マークが形成された基準板 5 ０が設けられている。基準板 5 ０の上面には、上述

の第 検出系 ０で検出される基準マーク と、第2 検出系 2 ０で検出される基準マ

ーク P とが所定位置関係で形成されている。

０1 1 8 また、計測ステージ9 ０の上面において、基準板 5 ０から離れた位置には、光を通過

可能な開口 5 8 が形成されている。そして、この開口 5 8 の下方 ( 方向) には、例

えば国際公開第9 9 6０3 6 号パンフレソト(対応する欧州特許第 ，０7 9 223 号

明細書) 等に開示されているよぅな、波面収差計測器 5 9 の少なくとも一部が配置さ

れている。

０1 1 9 また、不図示ではあるが、計測ステージ9 ０には、投影光学系P を介して計測ステ

ージ9 ０上に照射される第 、第2 露光光 2の露光エネルギーに関する情報

(光量、照度、照度むら等) を計測する露光光計測器が配置されている。露光光計測

器としては、例えば特開昭5 7 号公報 (対応する米国特許第4 ，465 36 8

号) 等に開示されているよぅに照度むらを計測したり、特開2 ００ 号公報に

開示されているよぅに投影光学系P の露光光 に対する透過率の変動量を計測し

たりするためのむら計測器、及び、例えば特開平 6 8 6 号公報 (対応する米国



特許出願公開第2００2 ００6 469 号明細書)等に開示される照射量計測器 (照度

計測器) を用いることができる。

０12０ また、計測ステージ9０の上面において、基準板5０から離れた位置には、板部材5

０が配置され、板部材5０のほぼ中央には光を通過可能な開口 6 が形成されて

いる。そして、この開口 6 の下方 ( 方向) には、例えば特開2００2 4００5号公

報 (対応する米国特許出願公開第2００2 ００4 377 号明細書) 、米国特許公報第4

629 3 3号公報等に開示されているよぅな、空間像計測器 6 2の少なくとも一部

が配置されている。空間像計測器 6 2は、第 パターンP の像が形成される第 像

面1 の位置、及び第2パターンP 2の像が形成される第2像面1S 2の位置を計測

可能である。上記計測器を開示する米国特許第4，465 368号、米国特許出願公

開第2００2 ００6 469 号、米国特許出願公開第2００2 ００4 377 号、米国特許

公報第4，629 3 3号を、指定国又は選択国の法令が許す範囲において、それら

の開示を援用して本文の記載の一部とする。

０121 図8は、空間像計測器 62を示す模式図である。なお、図8においては、投影光学

系P の第 、第2、第3光学系4 42 43が模式的に示されている。

０122 空間像計測器 62は、投影光学系P の像面側に配置可能な計測ステージ9０(計

測テーブル9０ ) に設けられている。上述のよぅに、計測ステージ9０上には、光が通

過可能な開口 6 が形成されている。本実施形態においては、開口 6 は、計測ス

テージ9０上に設けられた板部材5０に形成されている。板部材5０は、例えば石英

等、光を透過可能な材料によって形成されており、その板部材5０の表面のほぼ全

域は、例えばクロム (C )等の金属によって覆われた遮光領域となっている。開口 6

は、その遮光領域の一部に形成された開口であって、光が通過可能である。本実

施形態では、開口 6 はスリットパターンである。なお、本実施形態においては、板

部材5０の上面 (遮光領域) は、フオーカス・レベリング検出系 3０の計測基準面を

規定するための基準反射面としての機能を有している。板部材5０の上面の基準反

射面は、フオーカス・レベリング検出系 3０の検出光を反射可能な所定反射率を有

する理想的な平面であり、第 露光領域A と第2露光領域A 2の両方を同時に配

置可能な面積を有している。



０123 板部材5０の下方 ( 方向) には、計測ステージ9０の内部空間5 8が形成されて

いる。内部空間5 8 には、投影光学系P により計測ステージ9０上に投影される空間

像を計測する空間像計測器 6 2の一部が設けられている。空間像計測器 6 2は、板

部材5０の下方に設けられた光学系 6 3と、光学系 6 3を介した光を受光する受光

素子 64 とを備えている。

０124 開口 6 は、第 露光領域 及び第2露光領域A 2よりも小さく、かつ投影光学

系P を介して各露光領域内の所定点に形成される計測マークの像を検出可能な大

きさで形成されている。制御装置3０は、計測ステージ駆動装置g を用いて計測ス

テージ9０のX 方向の位置を調整することにより、第 露光領域 及び第2露光

領域 2のそれぞれに、開口 6 を配置可能である。開口 6 は、投影光学系P

の像面側で、第 、第2露光領域 2に照射される第 、第2露光光

2のそれぞれを受光可能である。板部材5０の開口 6 に照射され、開口 6 を通

過した光は、空間像計測器 6 2の光学系 6 3を介して受光素子 64 に受光される。

制御装置3０は、空間像計測器 6 2の計測結果に基づいて、第 パターンP の像

が形成される第 像面 S の位置情報、及び第2パターンP 2の像が形成される第2

像面1S 2の位置情報を求めることができる。

０125 次に、空間像計測器 6 2を用いて第 像面 S の位置情報、及び第2像面1S 2の

位置情報を計測する動作の一例について図8及び図9 ( )及び ( )を参照して説明

する。図8及び図9 ( ) は、空間像計測器 6 2を用いて第 像面 S の位置を計測し

ている状態を示す図、図g は、第2像面1S 2の位置を計測している状態を示す図

である。

０126 上述のよぅに、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の位置は、例えば照明系

内の固定ブラインドの位置、中間光学部材4０等の投影光学系P を構成する各光

学素子の配置等に応じて決定され、計測システム7０によって規定されるX 座標系

内における第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の位置情報は既知である。ま

た、開口 6 は、第 、第2露光領域A 2よりも小さく形成されている。したが

って、制御装置3０は、計測システム7０(レーザ干渉計7 7 で計測ステージ9０(計測

テーブルg０ )の位置を計測しつつ、計測ステージ駆動装置7０ を駆動することに



よって、計測ステージ9０上の開口 6 を、第 露光領域A 及び第2露光領域 2

内の任意の位置に配置可能である。

０127 空間像計測器 6 2を用いて第 像面1 の位置を計測する場合、制御装置3０は、

図8及び図9 ( ) に示すよぅに、計測システム7０のレーザ干渉計77により、計測ステ

ージ7０の位置情報を計測しつつ、計測ステージ駆動装置g０ を用いて計測ステー

、ジ9０のX 方向の位置を調整し、第 露光領域A に、開口 6 を配置する。また、

空間像計測器 6 2を用いて第 像面 S の位置を計測する場合には、マスクステー
、ジ6０の第 サブステージ6 2上に第 マスク が搭載される。

０128 第 マスク がマスクステージ6０の第 サブステージ6 2に保持された後、制御装

置3０は、第 マスク の第 パターンP が第 露光光 の光路上に配置される

よぅに、マスクステージ6０の位置を調整する。また、制御装置3０は、第 マスク の

第 パターン形成面 がZ軸方向に関して所定位置に配置されるよぅに、マスクステ

ージ6０(第 サブステージ62) を制御する。そして、制御装置3０は、照明系 により

、第 マスク に第 露光光 を照射する。第 マスク の下面 (パターン形成

面 ) には、計測マークが形成されており、第 マスク に第 露光光 を照射

することによって、投影光学系P を介して、第 露光領域A に計測マークの空間

像 (投影像) が形成される。ここで、計測マークは、その空間像が第 露光領域A

内で像面位置を計測すべき複数の計測点の つに形成されるよぅに、その つの計

測点に対応する第 照明領域 内の位置に配置される。第 露光領域A には開

口 6 が配置されており、制御装置3０は基板ステージ9０をX軸又は 軸方向に移

動して、その つの計測点に形成される計測マークの空間像と開口 6 とを相対走

査する。この相対走査時に開口 6 を通過した第 露光光 は、空間像計測器

6 2の受光素子 64 に受光される。すなわち、計測マークの空間像が空間像計測器

6 2で計測される。空間像計測器 6 2は、その計測結果 (空間像の光強度信号) を制

御装置3０に出カする。

０129 空間像計測器 6 2を用いて第 像面1 の位置の計測を行ぅ際、制御装置3０は、

計測ステージ駆動装置g０ のアクチュエータ9 3 9 3 93C を用いて、計測テー

ブルg０ (板部材5０の上面) を所定のピ、ソチでZ軸方向に動かしつつ、計測マーク



の空間像の計測を複数回繰り返して行い、各回の光強度信号 (光電変換信号)を記

憶する。そして、制御装置3０は、上述の繰り返し行った複数の計測により得られた複

数の光強度信号のそれぞれのコントラストを求める。そして、制御装置3０は、そのコ

ントラストが最大となる光強度信号に対応する計測テーブルg０ (板部材5０の上面

)のZ軸方向の位置を求め、その位置を、第 像面1 が形成される位置、すなわち

第 露光領域 内の計測点における投影光学系P のべストフオーカス位置として

決定する。ここで、制御装置3０は、計測ステージ9０に設けられたェンコーダ94 、g

4 4Cを用いて、アクチュエータ93 3 3Cの駆動量を計測しつつ、計測

テーブルg０ を所定のピ、ソチでZ軸方向に動かして空間像の計測を行ぅ。ェンコーダ

94 94 94C は、所定の基準位置に対するアクチュエータ93 93 83CのZ

軸方向の駆動量を計測することができるため、制御装置3０は、そのェンコーダ94

4 4Cの計測結果に基づいて、空間像の計測時における所定の基準位置に

対する計測テーブルg０ (板部材5０の上面)のZ軸方向の位置を求めることができ

る。したがって、制御装置3０は、空間像計測器 62の計測結果と、ェンコーダ94

94 4Cの計測結果とに基づいて、第 像面 S の位置 (Z軸方向の位置)を求め

ることができる。なお、マスク のパターン形成面 には複数の計測マークを設け

られており、この複数の計測マークはそれぞれ、第 露光領域A 内の複数の計測

点に対応する第 照明領域 内の複数の位置に配置される。そこで、上記と同様

に各計測マークの空間像を空間像計測器 62で検出することによって、第 露光領

域 内の複数の計測点でそれぞれ第 像面 S の位置 (すなわち、投影光学系P

のべストフオーカス位置)を求めることができる。このため、第 露光領域A 内に

おいて第 像面1 が傾斜、湾曲している場合にも、その第 像面 S の位置を精確

に計測することができる。

０13０ また、空間像計測器 62を用いて第2像面1 2の位置を計測する場合、制御装置3

は、図g に示すよぅに、計測システム7０のレーザ干渉計77により、計測ステージ

7０の位置情報を計測しつつ、第 露光領域A と第2露光領域A 2との位置関係

に基づいて、計測ステージ駆動装置g０ を用いて計測ステージ9０のX 方向の位

置を調整し、第2露光領域 2に、開口 6 を配置する。空間像計測器 6 2を用い



て第2像面1S 2の位置を計測する場合には、マスクステージ6０の第2サブステージ6

3上に、第2マスク 2が搭載される。

０131 第2マスク 2がマスクステージ6０の第2サブステージ6 3に保持された後、制御装

置3０は、第2マスク 2の第2パターンP 2が第2露光光 2の光路上に配置される

よぅに、マスクステージ6０の位置を調整する。また、制御装置3０は、第2マスク 2の

第2パターン形成面 2がZ軸方向に関して所定位置に配置されるよぅに、マスクステ

ージ6０(第2サブステージ6 3 を制御する。そして、制御装置3０は、照明系 により

、第2マスク 2に第2露光光 2を照射する。第2マスク 2の下面 (パターン形成

面 2)にも、計測マークが形成されており、第2マスク 2に第2露光光 2を照射

することによって、投影光学系P を介して、第2露光領域A 2に計測マークの空間

像が形成される。ここで、計測マークはその空間像が第2露光領域A 2内で像面位

置を計測すべき複数の計測点の つに形成されるよぅに、その つの計測点に対応

する第2照明領域 2内の位置に配置される。第2露光領域A 2には開口 6 が配

置されており、制御装置3０は基板ステージ9０をX軸又は 軸方向に移動して、その

つの計測点に形成される計測マークの空間像と開口 6 とを相対走査する。この相

対走査時に開口 6 を通過した第2露光光 2は、空間像計測器 6 2の受光素子

64 に受光される。すなわち、計測マークの空間像が空間像計測器 6 2で計測され

る。空間像計測器 6 2は、その計測結果 (空間像の光強度信号) を制御装置3０に出

カする。

０132 空間像計測器 6 2を用いて第2像面1S 2の位置の計測を行ぅ際、上述の第 像面1

の位置を計測する手順と同様、制御装置3０は、計測ステージ駆動装置g０ のア

クチュエータ9 3 93 93C を用いて、計測テーブルg０ (板部材5０の上面) を

所定のピ、ソチでZ軸方向に動かしつつ、計測マークの空間像の計測を複数回繰り返

して行い、各回の光強度信号 (光電変換信号) を記憶する。そして、制御装置3０は、

上述の繰り返し行った複数の計測により得られた複数の光強度信号のそれぞれのコ

ントラストを求める。そして、制御装置3０は、そのコントラストが最大となる光強度信号

に対応する計測テーブルg０ (板部材5０の上面 のZ軸方向の位置を求め、その

位置を、第2像面1S 2が形成される位置、すなわち第2露光領域A 2内の計測点に



おける投影光学系P のべストフオーカス位置として決定する。また、制御装置3０は、

空間像計測器 6 2の計測結果と、ェンコーダ94 94 94C の計測結果とに基づ

いて、第2像面1S 2の位置 (Z軸方向の位置) を求めることができる。なお、マスク 2

のパターン形成面 2にも複数の計測マークを設けられており、この複数の計測マー

クはそれぞれ、第2露光領域A 2内の複数の計測点に対応する第2照明領域 2

内の複数の位置に配置される。そこで、上記と同様に各計測マークの空間像を空間

像計測器 6 2で検出することによって、第2露光領域A 2内の複数の計測点でそれ

ぞれ第2像面1S 2の位置 (すなわち、投影光学系P のべストフオーカス位置) を求め

ることができる。このため、第2露光領域 2内において第2像面1S 2が傾斜、湾曲し

ている場合にも、その第2像面1S 2の位置を精確に計測することができる。

０133 このよぅに、本実施形態においては、投影光学系P の光射出側で第 、第2露光

光 2を受光する空間像計測器 6 2を用いて、第 パターンP の像が形成

される第 像面 S の位置 (Z軸、 x 6 方向の位置) 、及び第2パターンP 2の

像が形成される第2像面 S 2の位置 (Z軸、 x 6 方向の位置) を求めることができ

る。

０134 なお、第 露光領域A と第2露光領域A 2との位置関係に基づいて計測ステー
、ジ9０の板部材5０に複数の開口 6 を設け、第 露光領域A に複数の開口のぅ

ちの一部を配置するとともに、残りの開口を第2露光領域A 2に配置し、空間像計測

器 6 2を用いて、第 マスク の計測マークの空間像と第2マスク 2の計測マーク

の空間像をほぼ同時に検出し、第 露光領域A における第 像面 S の位置情報

と第2露光領域A 2における第2像面1S 2の位置情報とを取得するよぅにしてもよい。

また、第 、第2マスク 2の計測マークの代わりに、例えばマスクステージ6０に

設けられる基準マークを用いて、第 、第2像面 S S 2の位置情報を計測してもよ

い。さらに、本実施形態では、前述した複数の計測点と同数の計測マーク (又は基準

マ一列を投影光学系P の物体面に配置して、第 像面 S 又は第2像面1S 2の位

置情報を計測するものとしたが、計測点の数よりも少ない計測マーク (又は基準マー

ク を用いて、第 、第2像面 S 、S 2の位置情報を計測してもよい。この場合、マス

クステージ6０を移動して、複数の計測点に対応する照明領域内の複数の位置にそ



れぞれ計測マーク (又は基準マ一列を配置すればよい。また、ェンコーダ94 94

、g4C の代わりにフオーカス・レベリング検出系 3０を用いて、板部材5０の上面の

Z軸方向の位置を計測してもよい。

０135 ところで、本実施形態においては、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像

とで基板Pのショット領域Sを多重露光する。そこで、基板P上に所望のパターンを形

成するために、第 露光領域A ，第2露光領域A 2のそれぞれにおいて、第 パ

ターンP の像が形成される第 像面 S と、第2パターンP 2の像が形成される第

2像面1S 2と、基板Pの表面との位置関係の調整を良好に行ぅことが重要である。すな

わち、基板Pのショット領域Sの多重露光は、第 露光領域A に照射される第 露

光光 によるショット領域Sの第 走査露光と、第2露光領域A 2に照射される第2

露光光 2によるショット領域Sの第2走査露光とを含む。そこで、第 走査露光中、

第 露光領域 内で第 像面1 とショット領域Sの表面とをほぼ合致させる (すな

わち、第 露光領域 内で投影光学系P の焦点深度内にショット領域Sの表面を

維持する) とともに、第2走査露光中、第2露光領域 2内で第2像面1S 2とショット領

域Sの表面とをほぼ合致させる (すなわち、第2露光領域A 2内で投影光学系P の

焦点深度内にショット領域Sの表面を維持するにとが重要である。本実施形態にお

いては、投影光学系P の視野内で第 パターンP の像が形成される第 露光領

域 と第2パターンP 2の像が形成される第2露光領域 2とが異なる位置に設

定されているので、ショット領域Sの多重露光中に、第 露光領域 内における基

板Pの表面のZ方向、 x方向、 方向の位置と、第2露光領域A 2における基板

P表面のZ方向、 x方向、 方向の位置とが異なる可能性がある。例えば、基板P

の表面の平坦度が低い場合や基板表面に凹凸が存在することが原因として挙げら

れる。したがって、基板Pのショット領域Sの多重露光によって、基板 上に所望のパ

ターンを形成するために、第 露光領域A ，第2露光領域A 2のそれぞれにおい
て、所望のパターン像が形成されるよぅに、第 像面1 と第2像面1S 2と基板Pの表

面との面位置関係の調整を行ぅことが重要である。

０ 36 制御装置3０は、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで基板P上のショ

、ソト領域Sを多重露光するときに、マスクステージ6０を用いて、第 マスク の第 パ



ターン形成面 及び第2マスク 2の第2パターン形成面 2の少なくとも一方の位

置を調整して、第 像面 s 及び第2像面1s 2の少なくとも一方の位置を調整すること

によって、第 パターン の像が形成される第 像面 s と、第2パターン 2の像

が形成される第2像面 s 2と、基板Pの表面との面位置関係を調整することができる。

０137 図 ０は、第 マスク の第 パターン形成面 の位置と、投影光学系 により第

パターン の像が形成される第 像面 s の位置との関係の一例を説明するた

めの模式図である。図 ０によぅに、第 マスク の第 パターン形成面 がz軸方

向に関して第 の位置 に配置され、その第 パターン形成面 の第 パターンP

の像が形成される第 像面1 がz軸方向に関して第2の位置z 2に形成される場

合おいて、第 パターン形成面 が第 の位置 から z方向に だけ変位し

て第3の位置z 3に配置された場合、第 像面 s も、値 に応じた値 だけ一

z方向に変位して第4の位置z4に形成される。このよぅに、第 パターン形成面 が

z方向に移動すると、第 像面 s も z方向に移動する。また、第 パターン形成

面 が z方向に移動すると、第 像面1 も z方向に移動する。また、第 パタ

ーン形成面 が x方向に傾斜すると、第 像面 も x方向に傾斜し、第 パタ

ーン形成面 が 方向に傾斜すると、第 像面 s も 方向に傾斜する。

０138 上述のよぅに、マスクステージ6０に設けられている第 サブステージ駆動装置6 5の

z駆動機構6 7は、第 サブステージ6 2に保持されている第 マスク のz軸、

方向の位置、ひいては第 パターン形成面 のz軸、 x 0 方向の位置を

調整可能である。したがって、制御装置3０は、第 サブステージ駆動装置6 5の 駆

動機構6 7を用いて、第 サブステージ6 2に保持されている第 マスク の第 パタ

ーン形成面 の位置を調整することによって、第 像面 s の位置を調整することが

できる。

０139 第 パターン形成面 の位置と第 像面 s の位置との関係 (例えば、第 パター

ン形成面 の移動量と第 像面 s の変ィロ量との関係など) は、上述の空間像計測

器 6 2を用いて求めることができる。例えば、制御装置3０は、図8及び図9 ( ) に示

した状態で、第 マスク の第 パターン形成面 のz軸方向の位置を所定のピッ
チで変ィビさせつつ、図8及び図9 ( )を参照して説明した手順と同様の手順で第 マ



スク の計測マークの空間像を計測することにより、第 パターン形成面 のz軸

方向の各位置に対応する第 像面 s の位置を求めることができる。

０14０ 同様に、第2パターン形成面 2が z方向に移動すると、第2像面1s 2も z方向

に移動し、第2パターン形成面 2が z方向に移動すると、第2像面1s 2も z方向

に移動する。また、第2パターン形成面 2が x方向に傾斜すると、第2像面1s 2も

x方向に傾斜し、第2パターン形成面 2が 方向に傾斜すると、第2像面1s 2も

方向に傾斜する。マスクステージ6０に設けられている第2サブステージ駆動装置

66の 駆動機構6 7は、第2サブステージ6 3に保持されている第2マスク 2の 軸、

x 0 方向の位置、ひいては第2パターン形成面 2のz軸、 x 0 方向の位

置を調整可能である。したがって、制御装置3０は、第2サブステージ駆動装置66の

駆動機構6 7を用いて、第2サブステージ6 3に保持されている第2マスク 2の第2

パターン形成面 2の位置を調整することによって、第2像面1s 2の位置を調整するこ

とができる。また、第2パターン形成面 2の位置と第2像面1s 2の位置との関係 (例え

ば、第2パターン形成面 2の移動量と第2像面1s 2の変ィロ量との関係など)も空間像

計測器 6 2を用いて求めることもできる。

０14 1 なお、制御装置3０は、例えば投影光学系 の光学特性 (結像特性) に基づいて、

シミュレーション等を用いて、第 、第2パターン形成面 2の位置と、第 、第2

像面 s s 2の位置との関係を予め求めることもできる。

第 、第2パターン形成面 2の位置と、第 、第2像面 s s 2の位置との関

係は制御装置3０に記憶される。

０142 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について

図皿のフローチャート図を参照して説明する。

０143 まず、制御装置3０は、初期状態 (例えば、第 マスク ，第2マスク 2がマスクス

テージ6０に搭載された直後 ) における第 像面1 の位置、及び第2像面1s 2の位置

を求める (ステップs )。上述のよぅに、第 パターン形成面 に形成された計測マ

ークの空間像と、第2パターン形成面 2に形成された計測マークの空間像を、計測

ステージ9０に設けられた空間像計測器 6 2を用いて検出することによって、初期状

態における第 像面1 及び第2像面1s 2のz方向、 X方向、 方向の位置をそ



れぞれ検出する。

０144 次に制御装置3０は、第 像面 S の位置と第2像面1S 2の位置の少なくとも一方を

調整する (ステップS 2)。より具体的には、制御装置3０は、Z駆動機構6 7を制御し

て、第 パターン形成面 、第2パターン形成面 2の少なくとも一方を動かして、第

像面1 の位置と第2像面1S 2の位置の少なくとも一方を調整する。本実施形態お

いては、第 像面 S と第2像面 S 2がX 平面とほぼ平行になるよぅに、且つZ軸方

向の位置がほぼ一致するよぅに、例えば第 像面 S の位置を調整する。すなわち、

本実施形態においては、第 像面1 と第2像面1S 2が同一平面内に形成されるよぅ

に、第 像面1 の位置を第2像面1S 2の位置に合わせるよぅに調整する。ただし、第

像面1 と第2像面1S 2が同一平面内に形成されるよぅに、第2像面1S 2の位置のみ

を調整してもよく、第 像面 S と第2像面1S 2の両方の位置を調整してもよい。なお、

駆動機構6 7に替えて、あるいは 駆動機構6 7とともに、第 、第2結像特性調整装

置 C C2の少なくとも一方を用いて、第 像面1 の位置と第2像面1S 2の位置

の少なくとも一方を調整してもよい。調整後の第 像面 S と第2像面1S 2の位置 (Z

軸、 x 6 方向の位置) は、記憶装置3 に記憶される。なお、上記調整後に第

、第2像面 S S 2の位置を再計測し、この計測した位置を記憶装置3 に記憶して

もよい。ここで、上記調整時に第 、第2像面 S S 2の一方だけ位置が調整される

場合、その一方の像面のみ位置を計測するだけでもよい。

０145 また、制御装置3０は、上述のステップS 、及びステップS 2の少なくとも一部と

並行して、基板ステージ8０を、投影光学系P から離れた基板交換位置 (口一ディン

グポ、ジ、ンョン)へ移動する。

０146 図 2は、基板交換位置 P近傍を示す模式図である。図 2に示すよぅに、制御装

置3０は、基板交換位置 Pにおいて、露光されるべき基板Pを搬送系 3００を用いて

基板ステージ8０に搬入 (口一ド)する。

０147 次に、制御装置3０は、基板ステージ8０の基板ホルダ8０ に保持された基板Pの

表面情報を、フオーカス・レベリング検出系 3０を用いて取得する (ステップS 3)

図 2に示すよぅに、フオーカス・レベリング検出系 3０は、投影光学系P から離れて

配置されており、本実施形態においては、基板交換位置 Pと投影光学系P 直下の



露光処理位置 Pとの間に配置されている。フオーカス・レベリング検出系 3０は、基

板Pに対する露光動作が開始される前に、基板Pの表面情報を取得する。

０148 上述したよぅに、本実施形態のフオーカス・レベリング検出系 3０は、基板Pの表面

に検出光 aを照射する投射系 3 と、基板Pの表面に照射された検出光 aの反射

光を受光可能な受光系 3 2とを備えている。フオーカス・レベリング検出系 3０は、受

光系 3 2の受光結果に基づいて、検出光 aが照射された基板Pの表面の位置情報

を求めることができる。本実施形態においては、フオーカス・レベリング検出系 3０は

、ステップS 2で調整された第 像面 S と基板Pの表面との位置関係 (第 像面1

に対する基板P表面の位置ずれ情報) を出カする。また、本実施形態においては、ス

テップS 2において第 像面1 と第2像面1S 2は同一平面に位置するよぅに調整さ

れているので、フオーカス・レベリング検出系 3０を使って取得された基板Pの表面

情報は、第2像面1S 2と基板P表面との位置関係 (第2像面1S 2に対する基板P表面

の位置ずれ情報)でもある。

０149 なお、第 、第2像面 S S 2の位置を検出するために用いられた板部材5０の上

面に形成されている基準反射面の位置情報をフオーカス・レベリング検出系 3０を使

って求めることによって、フオーカス・レベリング検出系 3０が、基板Pの表面とステッ
プS 2で調整された第 像面 S との位置関係 (第 像面 S に対する基板P表面の

位置ずれ情報) を出力しているかどぅかを確認することができる。

０15０ また、フオーカス・レベリング検出系 3０が、ステップS 2で調整された第2像面1S 2

と基板Pの表面との位置関係 (第2像面1S 2に対する基板P表面の位置ずれ情報) を

出カするよぅにしもよいし、第 像面1 ，第2像面1S 2との面位置関係が既知の基準

面と基板P表面との位置関係 (その基準面に対する基板P表面の位置情報) を出カ

するよぅにしてもよい。

０151 制御装置3０は、計測システム7０(レーザ干渉計75) を用いて基板ステージ8０の位

置情報を計測しつつ、基板Pを保持した基板ステージ8０をX 方向に動かしながら、

フオーカス・レベリング系 3０の投射系 3 より検出光 aを基板Pの表面に照射し、

基板Pの表面で反射した検出光 aの反射光を受光系 3 2で受光する。すなわち、制

御装置3０は、フオーカス・レベリング系 3０より検出光 aが基板Pの表面のほぼ全域



に照射されるよぅに、基板ステージ8０を移動し、基板Pの表面で反射した検出光 a

の反射光を受光系 3 2で受光する。これにより、制御装置3０は、フオーカス・レベリン

グ検出系 3０の受光系 3 2の受光結果に基づいて、基板Pの表面情報を求めること

ができる。上述のよぅに、基板Pの表面情報とは、基板Pの表面の位置情報 (第 像面

に対する基板P表面のZ軸、 x 6 方向の位置ずれ情報) 、及び基板Pの表

面の形状に関する情報 (第 像面 S に対する基板P表面の凹凸情報) を含む。

０152 なお、フオーカス・レベリング検出系 3０で基板Pの表面情報を取得する動作を行

っているときの基板テーブル8０ の位置情報は、基板ステージ8０に設けられたェン

コーダ84 84 84C によって計測されている。制御装置3０は、フオーカス・レベリ

ング検出系 3０の検出結果と、ェンコーダ84 84 84C の計測結果とに基づい
て、第 像面 S に対する基板Pの表面情報を取得することができる。また、本実施形

態では基板Pのほぼ全面でその表面情報を求めることが好ま 、が、基板Pの一部

のみでその表面情報を求めるだけでもよい。

０153 次に、制御装置3０は、第 、第2像面 S S 2の位置情報、及び基板Pの表面情

報に基づいて、基板P上のショット領域Sの露光を開始する前に、基板Pの露光中に

おける第 マスク を保持した第 サブステージ6 2のZ軸方向の移動プロファイル (

第 マスク の 軸方向の位置と第 サブステージ6 2のZ軸方向の目標位置との関

係を示す情報など) 、基板Pの露光中における第2マスク 2を保持した第2サブステ

テージ6 3のZ軸方向の目標位置との関係を示す情報など) 、及び基板Pの露光中に

おける基板Pを保持した基板ステージ8０のZ軸方向の移動プロファイル (基板PのX

座標系内での位置と基板ステージ8０のZ軸方向の目標位置との関係を示す情報

など) を決定する (ステップS 4)

０154 すなわち、制御装置3０は、第 、第2像面 S S 2の位置情報、及び基板Pの表

面情報に基づいて、基板P上の各ショット領域の多重露光中に、第 露光領域A

内で第 像面 S と基板Pの表面とが所定位置関係となるよぅに且っ第2露光領域

2内で第2像面1S 2と基板Pの表面とが所定位置関係となるよぅに、第 像面1 、第

2像面1S 2、及び または基板Pの表面のZ軸方向の位置調整量を決定する。この決



定された位置調整量により、第 像面 S と基板Pの表面との面位置関係、並びに第

2像面1S 2と基板Pの表面との面位置関係をそれぞれ調整することができる。この位

置調整量は、Z軸方向だけでなく x 6 方向の少なくとも一方の位置調整量を含

んでもよい。

０155 第 実施形態においては、制御装置3０は、第 露光領域 における第 像面 S

と基板Pの表面との位置関係の調整を、第 像面1 の位置調整のみで行い、第2

露光領域 2における第2像面1S 2と基板Pの表面との位置関係の調整を、基板P

の表面の位置調整のみで行ぅ。すなわち、本実施形態においては、制御装置3０は、

ステップS 3で求められた基板Pの表面情報に基づいて、第 露光領域A 内で第

像面1 と基板Pの表面とが所定位置関係となるよぅに、第 像面 S を動かし、且

つ第2露光領域 2内で第2像面1S 2と基板Pの表面とが所定位置関係となるよぅに

、基板Pの表面を動かす。

０156 ここで、図 ( )、図 3 ( )及び図 4の模式図を参照しながら、本実施形態に係

る第 、第2像面 S S 2と基板Pの表面の位置との面位置関係を調整する方法に

ついて説明する。図 ( )及び図 3 ( ) は、第 像面 S と第2像面1S 2と基板Pの

表面との面位置関係の一例を示す模式図であり、図 4は、基板P上のショット領域S

の多重露光中に第 、第2像面 S S 2と基板Pの表面との面位置関係を調整して

いる状態の露光装置 Xの一例を示す模式図である。

０157 図 ( ) は、上述のステップS 2の直後に、第 、第2パターン形成面 2が

Z軸方向の所定位置 (同一面内) に配置されているときの第 、第2像面 S S 2の

位置と、基板Pの表面との関係を模式的に示した図である。なお、図 ( ) において

、図示はしていないが、横軸は 軸方向 (走査方向)位置を示し、縦軸はZ軸方向位

置を示す(図 3 ( )もまた同様である)。図 ( ) に示す状態においては、第 像面

と第2像面1S 2と基板P表面との面位置関係は調整されていない。また、図 3 (

) に示すよぅに、第 露光領域A において第 像面 S に合致させたい基板P表面

の部分領域と、第2露光領域 2において第2像面1S 2に合致させたい基板P表面

の部分領域とは、Z軸方向の位置が異なっている。本実施形態においては、制御装

置3０は、第 露光領域A において第 像面 S と基板Pの表面とが合致するよぅに



、且つ第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とが合致するよぅに、

第 像面1 と、基板Pとを動かす。

０158 すなわち、図 3 ( ) に示すよぅに、制御装置3０は、第 露光領域A において第

像面1 と基板Pの表面とが合致するよぅに、第 像面 S をZ軸方向に動かすととも

に、第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とが合致するよぅに、基

板PをZ軸方向に動かす。図 3 ( ) に示す例では、第 像面 、図 ( ) に示

す状態から 方向に移動され、基板Pの表面は、図 ( ) に示す状態から z方

向に移動されている。

０159 第 像面 S のZ軸方向の位置を調整するために、制御装置3０は、第 マスク

を保持した第 サブステージ6 2を 軸方向に動かす。すなわち、制御装置3０は、第

サブステージ6 2を制御して、図 4の模式図に示すよぅに、第 マスク の第 パタ

ーン形成面 のZ軸方向の位置を調整する。図 4に示すよぅに、第 マスク の

第 パターン形成面 を、破線で示す所定位置から、 方向に移動することにより

、図 3 ( ) に示したよぅに、第 像面 S の位置を 方向に移動することができる。

制御装置3０は、第 パターン形成面 のZ軸方向の位置を調整して、第 像面 S

のZ軸方向の位置を調整することにより、第 露光領域 において第 像面 S 比
基板Pの表面とを所望の位置関係にすることができる。

０16０ また、制御装置3０は、基板ステージ8０を制御して、基板Pの表面の 軸方向の位

置を調整することにより、第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とを

所望の位置関係にすることができる。また、本実施形態においては、制御装置3０は

、第2マスク 2を保持した第2サブステージ6 3のZ軸方向の位置をほぼ動かさない
よぅに制御する。

０161 第 パターン形成面 の位置と第 像面 S の位置との関係は、予め制御装置3０

に記憶されており、基板Pの露光を開始する前の第 像面 S ，第2像面1S 2の位置

はステップS で計測され、ステップS 2で調整され、調整後の第 、第2像面 S

S 2の位置も制御装置3０に記憶されている。また、基板Pの表面情報は、ステップS

3で求められている。したがって、制御装置3０は、ステップS S 2 S 3の結

果に基づいて第 露光領域A 内で基板Pの表面に対して第 像面1 を合致させ



るために、第 マスク の第 パターン形成面 をどのくらいZ軸方向に動かせば

よいのかを知ることができる。同様に、制御装置3０は、ステップS S 2 S 3の

結果に基づいて、第2露光領域A 2内で第2像面1S 2に対して基板Pの表面を合致

させるために、基板Pの表面をどのくらいZ軸方向に動かせばよいのかを知ることがで

きる。

０162 以上、図 3及び図 4を参照しながら、本実施形態に係る第 、第2像面 S S 2

と基板Pの表面との面位置関係を調整する方法について説明した。本実施形態の制

御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中に、第 露光領域 内で第 像

面1 と基板Pの表面とを所望の位置関係にするよぅに、且つ第2露光領域A 2内

で第2像面1S 2と基板Pの表面とを所望の位置関係にするよぅに、走査露光中におけ

る第 像面 S 、及び基板Pの表面の位置調整量を決定する。すなわち、制御装置3

は、このステッ (ステップS 4) において、第 、第2像面 S S 2の位置情報、及

び基板Pの表面情報に基づいて、基板P上のショット領域Sの露光を開始する前に、

基板Pの露光中における第 マスク を保持した第 サブステージ6 2のZ軸方向の

移動プロファイルと、第2マスク 2を保持した第2サブステージ6 3のZ軸方向の移動

プロファイルと、基板Pを保持した基板ステージ8０のZ軸方向の移動プロファイルとを

決定する。

０163 また、本実施形態の露光装置 Xは、第 マスク 及び第2マスク 2と基板Pとを

軸方向に同期移動しつつ、第 パターンP の像及び第2パターンP 2の像で基

板P上の複数のショット領域S (S ～S 2 ) のそれぞれを順次多重露光するので、制

御装置3０は、基板P上のショット領域毎に、第 サブステージ6 2、第2サブステージ6

3、及び基板ステージ8０の 軸方向の移動プロファイルを準備する。

０164 図 ( )及び図 5 ( ) は、基板Pの表面情報と、第 サブステージ6 2のZ軸方向

の移動プロファイルと、基板テーブル8０ のZ軸方向の移動プロファイルとの関係の

一例を示す模式図である。なお、上述したよぅに、本実施形態においては、基板Pの

露光中に、第2サブステージ6 3をZ軸方向へ動かさないので、図 ( ) ( ) におい
ては、第2サブステージ6 3のZ軸方向の移動プロファイルは図示されていない。図 5

( ) は、基板Pの つのショット領域Sの表面情報 ( 軸方向に関する基板P表面のZ



軸方向の位置の分布) を示し、図 5 ( ) は、そのショット領域Sの走査露光中におけ

る基板テーブル8 のZ軸方向の移動プロファイルと、第 サブステージ6 2のZ軸方

向の移動プロファイルとを示す。また、図 ( ) ( ) には、基板P上のショット領域S

を第 、第2露光領域A 2に対して 方向に移動しつつ露光するときの状

態が示されている。

０165 図 ( )及び図 5 ( ) に示すよぅに、制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走

査露光中、第 露光領域A 内で基板Pの表面に対して第 像面1 を合致させる

よぅに、メインステージ6 及び基板ステージ8０を 軸方向に同期移動するときの第

サブステージ6 2の 軸方向の移動プロファイルを決定する。また、制御装置3０は、

基板Pのショット領域Sの走査露光中、第2露光領域A 2内で第2像面1S 2に対して

基板Pの表面を合致させるよぅに、メインステージ6 及び基板ステージ8０を 軸方向

に同期移動するときの基板ステージ8０のZ軸方向の移動プロファイルを決定する。

０166 なお、図 5 ( ) においては、基板P上のショット領域S に対する第 露光光 によ

る第 パターンP の像の投影が開始される時点を原点としており、基板ステージ8０

の 軸方向の移動速度、及び第 露光領域 と第2露光領域 2との距離に応

じた時間A だけ遅れて、第2露光領域 2において第2像面1S 2に対して基板Pの

表面を合致させるための基板ステージ8０のZ軸方向の移動が開始される。

０167 そして、制御装置3０は、ステップ 4で決定した移動プロファイルに基づいて、マ

スクステージ6０と基板ステージ8０とを制御しつつ、第 パターンP の像と第2パタ

ーンP 2の像とで基板P上のショット領域Sの多重露光を開始する (ステップS 5)

０168 なお、基板Pの露光に先立って、第 検出系 ０、第2検出系 2０を用いて、計測シス

テム7０で規定されるX 座標系内での、第 パターンP の像の投影位置、第2パタ

ーンP 2の像の投影位置、及び基板P上の各ショット領域の位置 (ショット領域毎の

各投影位置との位置関係 ) が求められており、基板Pの各ショット領域の露光中は、

第 パターンP の像と第2パターンP 2の像と基板Pとの位置関係を調整しながら

各ショット領域の多重露光が行われる。

０169 制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中、第 露光領域A 内で基

板Pの表面に対して第 像面1 が合致するよぅに、ステップS 4で決定された移動



プロファイルに基づき、第 サブステージ駆動装置65の 駆動機構6 7を用いて第

サブステージ62をZ軸方向に動かしつつ、メインステージ6 と基板ステージ8０とを

軸方向に同期移動する。また、制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中

、第2露光領域A 2内で第2像面1S 2に基板Pの表面が合致するよぅに、ステップS

4で決定された移動プロファイルに基づき、基板ステージ駆動装置8０ のZ駆動機

構82を用いて基板テーブル8０ をZ軸方向に動かしつつ、メインステージ6 と基板

ステージ8０とを 軸方向に同期移動する。

０17０ また、制御装置3０は、マスクステージ6０に設けられた 計測装置7０ (第 マスク

用計測装置 7 ) を用いて、第 マスク (第 パターン形成面 ) の位置情報を計

測するとともに、基板ステージ8０に設けられたェンコーダ84 84 84Cを用いて

、基板テーブル8０ (基板Pの表面) の位置情報を計測しつつ、基板P上のショット領

域Sを走査露光する。制御装置3０は、ステップS 3で決定した移動プロファイルを目

標値として、Z計測装置7０ (第 マスク用計測装置 7 ) の計測結果に基づいて、

第 サブステージ駆動装置65のZ駆動機構67を用いて第 マスク の位置を調整

するとともに、ェンコーダ84 84 84Cの計測結果に基づいて、基板ステージ駆

動装置8０ のZ駆動機構8 2を用いて基板Pの位置を調整しつつ、基板Pのショット

領域Sを露光する。これにより、制御装置3０は、第 露光領域A における第 像面

と基板Pの表面との面位置関係、及び第2露光領域 2における第2像面1S 2と

基板Pの表面との面位置関係を所望状態にしつつ、基板Pのショット領域Sを多重露

光することができる。

０171 なお、基板Pのショット領域Sの走査露光中に、第 、第2像面 S S 2と基板Pの

表面との相対的な傾斜調整 ( 6 6 方向の位置調整) を行ぅこともできる。この場

合、ステップ 4において、第 サブステージ62、第2サブステージ63、及び基板ス

テージ8０の x 6 方向の移動プロファイルを用意しておけばよい。

０172 制御装置3０は、例えば、第 露光領域A において基板Pの表面が第 像面1

に対して傾斜している場合、制御装置3０は、基板Pの表面の傾斜情報 ( 6 6 方

向の位置情報) 、及び第 像面 の 0 方向の位置情報に応じて、第 サブ

ステージ駆動装置65のZ駆動機構67を用いて第 パターン形成面 を傾斜させる



ことにより、第 露光領域 内で基板Pの表面に対して第 像面 S を合致させるこ

とができる。

０173 また、制御装置3０は、第2露光領域A 2内で第2像面1S 2に対して基板Pの表面

を合致させるよぅに、第2像面1S 2及び基板Pの表面の x 6 方向の位置情報に

応じて、Z駆動機構8 2を用いて基板テーブル8０ を傾斜させて、基板Pの表面を傾

斜させることができる。

０174 以上説明したよぅに、第 露光領域A 及び第2露光領域 2にそれぞれ第 露

光光 及び第2露光光 2を照射するとともに、基板P上のショット領域S が第 露

光領域 と第2露光領域 2とを通過するよぅに基板Pを 軸方向に移動すること

で、基板Pのショット領域Sを効率良く多重露光することができる。本実施形態におい
ては、基板P上の複数のショット領域Sをそれぞれ、 回のスキャン動作で、 つのショ

、ソト領域Sを第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (二重露光)

することができ、スループットを向上できる。また、基板Pの 方向へのスキャン動作

と 方向へのスキャン動作とを繰り返すことによって、基板P上の複数のショット領

域Sを効率良く多重露光することができる。また、 回のスキャン動作で つのショット

領域Sを多重露光することができるので、各ショット領域S 内に第 パターンP の像

と第2パターンP 2の像とを所望の位置関係で形成することができる。

０175 そして、本実施形態においては、第 像面 S と第2像面1S 2と基板Pの表面との面

位置関係を調整して、基板Pのショット領域Sを多重露光するので、第 、第2露光領

域 2において、基板Pの表面の位置が異なっていても、第 露光領域A

において第 像面 S と基板Pの表面とを所望の位置関係にすることができるとともに

、第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とを所望の位置関係にす

ることができる。したがって、基板P上に所望のパターンを形成することができる。

０176 また、本実施形態においては、第2露光領域 2における第2像面1S 2と基板P表

面との位置関係の調整を基板Pの表面位置の調整 (基板ステージ8０の移動) のみで

実行し、第 露光領域A における第 像面と基板P表面との位置関係の調整は、

第 露光領域 と共役な第 照明領域 における第 マスク の第 パターン

形成面 の位置調整のみで実行しているので、第 、第2露光領域A 2の



両方で像面 (1 S 2) と基板P表面とを比較的容易な制御で合致させることができ

る。

０177 また、本実施形態においては、第 露光領域 へ照射される第 露光光

及び第2露光領域 2へ照射される第2露光光 2が つの終端光学素子 を介

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

、投影光学系P の視野内で第 露光領域A と第2露光領域A 2とを異なる位置

に規定しているので、第 、第2露光領域A A 2と光学的な共役な位置近傍に

反射面4０ 4 を配置することによって、第 マスク からの第 露光光 と第

2マスク 2からの第2露光光 2とを第3光学系43に導くことができ、第 、第2露光

領域 A 2のそれぞれに照射することができる。

０178 なお、本実施形態においては、第 露光領域A における第 像面1 と基板Pの

表面との位置関係の調整は、第 パターン形成面 の位置調整による第 像面 S

の位置調整のみで行われ、第2露光領域A 2における第2像面1S 2と基板Pの表面

との位置関係の調整は、基板Pの表面の位置調整のみで行われているが、第 露光

領域 における第 像面 S と基板Pの表面との位置関係の調整を、基板Pの表

面の位置調整のみで行い、第2露光領域 2における第2像面1S 2と基板Pの表面

との位置関係の調整を、第2サブステージ駆動装置66を用いた第2パターン形成面

2の位置調整による第2像面1S 2の位置調整のみで行ぅよぅにしてもよい。この場合

、制御装置3０は、例えばZ計測装置7０ (第2マスク用計測装置 72) を用いて、第

2マスク 2の第2パターン形成面 2の位置情報を検出しつつ、第2サブステージ駆

動装置66の 駆動機構67を用いて第2マスク 2 (第2パターン形成面 2)の位置

を調整することができる。またこの場合、制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走

査露光中に、第2露光領域A 2内での基板Pの表面の傾斜情報に応じて、第2サブ

ステージ駆動装置66の 駆動機構67を用いて第2パターン形成面 2を傾斜させる

ことができるし、第 露光領域A 内で第 像面 S に対して基板Pの表面を合致さ

せるよぅに、基板ステージ8０のZ駆動機構82を用いて、基板Pの表面を傾斜させるこ

とができる。なお、本実施形態では第 、第2露光領域A 、 2でそれぞれ投影

光学系P の焦点深度内に基板表面が配置されるよぅに、第 、第2露光領域A



2の一方において像面の位置 (及び傾斜 ) を調整し、他方において基板の位置 (

及び傾斜 ) を調整してもよい。すなわち、第 、第2露光領域A 2の少なくとも

一方において像面と基板表面とを合致させなくてもよい。

０179 く第2実施形態ノ

第2実施形態について説明する。上述の第 実施形態では、制御装置3０は、第

露光領域 における第 像面 S と基板Pの表面との位置関係の調整を第 像面1

の位置調整のみで行い、第2露光領域A 2における第2像面1S 2と基板Pの表面

との位置関係の調整を基板Pの表面の位置調整のみで行っているが、第2実施形態

の特徴的な部分は、制御装置3０は、第 露光領域 における第 像面 S と基板

Pの表面との位置関係の調整、及び第2露光領域A 2における第2像面1S 2と基板

Pの表面との位置関係の調整を、基板Pの表面の位置調整なしに、第 像面 S 及び

第2像面1S 2の位置調整のみで行ぅ点にある。

０18０ 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。

０181 図 6 ( )及び図 6 ( ) は、第2実施形態に係る第 、第2像面 S S 2と基板Pの

表面との面位置関係を調整する方法を説明するための模式図である。図 6 ( )は、

図 ( ) と同様、第 、第2像面 S S 2の位置と、基板Pの表面との位置関係を模

式的に示した図である。図 6 ( ) に示す状態においては、第 像面 S と第2像面1

S 2と基板Pの表面との面位置関係は調整されていない。

０182 本実施形態においては、図 6 ( ) に示すよぅに、制御装置3０は、第 露光領域

において第 像面 S と基板Pの表面とが合致するよぅに、第 像面1 をZ軸方

向に動かすとともに、第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とが合

致するよぅに、第2像面1S 2をZ軸方向に動かす。図 6 ( ) に示す例では、第 像面1

は、図 6 ( ) に示す状態から 方向に移動され、第2像面1S 2も、図 6 ( ) に

示す状態から 方向に移動されている。

０183 制御装置3０は、第 露光領域 内において、第 像面 S のZ軸方向の位置を

調整するために、第 マスク を保持した第 サブステージ6 2をZ軸方向に動かす

。すなわち、制御装置3０は、第 サブステージ6 2を制御して、第 マスク の第 パ



ターン形成面 のZ軸方向の位置を調整する。また、制御装置3０は、第2露光領域

2において第2像面1S 2のZ軸方向の位置を調整するために、第2マスク 2を保

持した第2サブステージ6 3を 軸方向に動かす。すなわち、制御装置3０は、第2サブ

ステージ6 3を制御して、第2マスク 2の第2パターン形成面 2のZ軸方向の位置を

調整する。また、本実施形態においては、制御装置3０は、基板Pの表面のZ軸方向

の位置をほぼ動かさないよぅに基板ステージ8０を制御する。これにより、制御装置3０

は、第 露光領域A 内で第 像面 S と基板Pの表面とを所望の位置関係にする

ことができるとともに、第2露光領域A 2内で第2像面1S 2と基板Pの表面とを所望の

位置関係にすることができる。

０184 上述の第 実施形態と同様に、基板Pの走査露光に先立って、制御装置3０は、第

サブステージ6 2、第2サブステージ6 3、及び基板ステージ8０の 軸方向の移動プ

ロファイルを作成する。制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中、第 露

光領域 内で基板Pの表面に対して第 像面 S を合致させるよぅに、第 サブス

テージ6 2のZ軸方向の移動プロファイルを決定するとともに、第2露光領域A 2内で

基板Pの表面に対して第2像面1S 2を合致させるよぅに、第2サブステージ6 3のZ軸方

向の移動プロファイルを決定する。第 、第2サブステージ6 2 6 3の移動プロファイル

の決定では、第 、第2像面 S S 2の位置情報、及び基板Pの表面情報が用いら

れる。また、基板Pの露光中、基板P表面のZ軸方向の位置が変ィビしないよぅ基板ス

テージ8０の移動プロファイルが決定される。

０185 そして、制御装置3０は、決定した移動プロファイルに基づいて、マスクステージ6０

と基板ステージ8０とを制御しつつ、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像と

で基板P上のショット領域Sを多重露光する。

０186 なお、本実施形態においても、基板Pのショット領域 の走査露光中に、第 、第2

像面 S S 2と基板Pの表面との相対的な傾斜調整 ( 0 0 方向の位置調整) を

行ぅことができる。

０187 本実施形態においても、第 、第2露光領域 、A 2において基板Pの表面の

位置が異なっていても、第 露光領域A において第 像面 S と基板Pの表面とを

所望の位置関係にすることができるとともに、第2露光領域A 2において第2像面 S



2と基板Pの表面とを所望の位置関係にすることができる。したがって、基板P上に所

望のパターンを形成することができる。また、本実施形態でも第 、第2露光領域

、A 2でそれぞれ投影光学系P の焦点深度内に基板表面が配置されるよぅに、

第 、第2像面 S S 2の位置 (及び傾斜 ) を調整してもよい。すなわち、第 、第2露

光領域 A 2の少なくとも一方において像面と基板表面とを合致させなくてもよ

０188 く第3実施形態ノ

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、制御装置3０は、

第 露光領域 における第 像面 S と基板Pの表面との位置関係の調整、及び

第2露光領域 2における第2像面1S 2と基板Pの表面との位置関係の調整を、第

像面1 及び第2像面1S 2の位置調整なしに、基板Pの表面の位置調整のみで行ぅ

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。

０189 図 ( )及び図 は、第3実施形態に係る第 、第2像面 S S 2と基板Pの

表面との面位置関係を調整する方法を説明するための模式図である。図 ( )は、

図 ( ) と同様、第 、第2像面 S S 2の位置と、基板Pの表面との関係を模式的

に示した図である。図 ( ) に示す状態においては、第 像面 S と第2像面1S 2と

基板Pの表面との面位置関係は調整されていない。

０19０ 本実施形態においては、図 に示すよぅに、制御装置3０は、第 露光領域

において第 像面 S と基板Pの表面とが合致するよぅに、基板Pの表面の位置調

整を行ぅ。図 に示す例では、基板Pの表面は、図 ( ) に示す状態から z

方向に移動されている。

０191 制御装置3０は、基板ステージ8０を制御して、第 露光領域A 内において、基板

Pの表面のZ軸方向の位置を調整する。また、本実施形態においては、制御装置3０

は、第 像面 S 及び第2像面1S 2の位置が変ィビしないよぅに、第 マスク を保持

した第 サブステージ6 2のZ軸方向の位置、及び第2マスク 2を保持した第2サブス

テージ6 3のZ軸方向の位置をほぼ動かさないよぅに第 、第2サブステージ6 2 63を

制御する。これにより、制御装置3０は、第 露光領域A 内で第 像面 S と基板P



の表面とを合致させることができる。また、第2露光領域A 2内で第2像面1S 2と基板

Pの表面とを所定位置関係にすることができる。

０192 上述の各実施形態と同様に、基板Pの走査露光に先立って、制御装置3０は、第

サブステージ6 2、第2サブステージ6 3、及び基板ステージ8０の 軸方向の移動プロ

ファイルを作成する。制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中、第 露光

領域 において第 像面1 と基板Pの表面とを合致させるよぅに、基板ステージ8

０(基板テーブル8０ )のZ軸方向の移動プロファイルを決定する。また、基板Pのショ

、ソト領域Sの走査露光中、第 像面 S ，第2像面1S 2のZ軸方向の位置が変ィビしな

いよぅ第 、第2サブステージ6 2 63の移動プロファイルが決定される。

０193 そして、制御装置3０は、決定した移動プロファイルに基づいて、マスクステージ6０

と基板ステージ8０とを制御しつつ、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像と

で基板P上のショット領域Sを多重露光する。

０194 本実施形態においては、第 露光領域A において第 像面1 と基板Pの表面

とを所望の位置関係にすることができる。例えば、第 パターンP は第 像面 S比
基板P表面との高精度な位置関係の調整が要求され、第2パターンP 2は第2像面1

S 2と基板P表面との高精度な位置関係の調整を必要としない場合、あるいは第 パ

ターンP と第2パターンP 2とでその投影条件が異なり、第 パターンP の像に

比べて大きな焦点深度で第2パターンP 2の像が投影される場合、あるいは基板P

の表面が比較的平坦であり、第 露光領域A における基板P表面の位置と第2露

光領域 2における基板P表面の位置との差が小さい場合には、本実施形態の方

法を用いて基板Pのショット領域Sを多重露光することができる。本実施形態では、第

露光領域 において第 像面 S と基板Pの表面とを合致させるよぅに基板Pの

位置を調整しても、第2露光領域 2において投影光学系P の焦点深度内に基板

Pの表面が実質的に維持され、第2パターンP 2の解像不良などが生じることはない

０195 本実施形態においては、第 露光領域A のみで、基板ステージ8０のみを使って

第 像面1 と基板P表面との位置関係を調整しているので、第 像面1 と基板P表

面とを容易に所望状態にすることができる。また、本実施形態においては、第2サブ



ステージ6 3を駆動する第2サブステージ駆動装置6 6の 駆動機構6 7を簡略若しく

は省略できるなど、装置の簡略ィヒ、低コストィビを図ることができる。

０196 なお、本実施形態においては、第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板P表

面との位置関係の調整を行わずに、第 露光領域A における第 像面 S と基板

Pの表面とが合致するよぅに、基板Pの表面の位置調整を行っているが、第 露光領

域 において第 像面1 と基板P表面との位置関係の調整を行わずに、第2露

光領域 2における第2像面1S 2と基板Pの表面とが合致するよぅに、基板Pの表面

の位置調整を行ってもよい。

０197 また、一方の露光領域け山 又はA 2)で行われる像面 (1 又は1S 2) と基板P表

面との位置関係の調整を、基板P表面の位置調整を行わずに、像面 (1 又は1S 2)

の位置調整のみで実行しても良い。あるいは、一方の露光領域け山 又 まA 2)で

行われる像面 (1 又は1S 2) と基板P表面との位置関係の調整を、基板P表面の位

置調整と像面 (1 又は1S 2)の位置調整の両方で実行しても良い。

０198 なお、本実施形態においても、一方の露光領域け山 又はA 2) において、像面 (

又は1S 2) と基板Pの表面との相対的な傾斜調整 ( 6 6 方向の位置調整) を

行ぅことができる。また、本実施形態でも第 、第2露光領域A A 2でそれぞれ

投影光学系P の焦点深度内に基板表面が配置されるよぅに、第 、第2露光領域

A 2の一方において像面及び基板の少なくとも一方の位置 (及び傾斜 ) を調整

してもよい。すなわち、一方の露光領域において像面と基板表面とを合致させなくて

もよい。

０199 く第4実施形態ノ

第4実施形態について説明する。本実施形態の特徴的な部分は、制御装置3０は、

第 露光領域 における第 像面 S と基板Pの表面との誤差、及び第2露光領

域 2における第2像面1S 2と基板Pの表面との誤差がほぼ同じになるよぅに、基板

Pの表面の位置調整を行ぅ点にある。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。

０2００ 図 8 ( )及び図 8 ( ) は、第4実施形態に係る第 、第2像面 S S 2と基板Pの



表面との面位置関係を調整する方法を説明するための模式図である。図 8 ( )は、

図 ( ) と同様、第 、第2像面 S S 2の位置と、基板Pの表面との関係を模式的

に示した図である。図 8 ( ) に示す状態においては、第 像面 S と第2像面1S 2と

基板Pの表面との面位置関係は調整されていない。

０2０1 本実施形態においては、図 8 ( ) に示すよぅに、制御装置3０は、第 露光領域

における第 像面 S と基板Pの表面との誤差、及び第2露光領域A 2における

第2像面1S 2と基板Pの表面との誤差がほぼ等しくなるよぅに、基板Pの表面をZ軸方

向に動かして、基板Pの表面の位置調整を行ぅ。制御装置3０は、第 露光領域A

における第 像面1 と基板Pの表面との位置関係の調整、及び第2露光領域A 2

における第2像面1S 2と基板Pの表面との位置関係の調整を、第 像面1 及び第2

像面1S 2の位置調整なしに、基板Pの表面の位置調整のみで行ぅ。

０2０2 本実施形態においても、第 像面 S と第2像面1S 2とのZ軸方向の位置はほぼ同

じなので、制御装置3０は、第 露光領域A における基板Pの表面のZ軸方向の位

置と第2露光領域A 2における基板Pの表面のZ軸方向の位置との中間位置 (平均

位置) C が、第 像面1 及び第2像面1S 2と合致するよぅに、基板Pの表面の位置

調整を行ぅ。図 8 ( ) に示す例では、基板Pは、第 露光領域A における基板P

の表面のZ軸方向の位置と第2露光領域A 2における基板Pの表面のZ軸方向の位

置との中間位置C が、第 像面 S 及び第2像面1S 2と合致するよぅに、図 8 ( ) に

示す状態から z方向に移動されている。

０2０3 制御装置3０は、基板ステージ8０を制御して、第 露光領域A ，第2露光領域

2内における基板Pの表面のZ軸方向の位置を調整する。また、制御装置3０は、第

像面1 及び第2像面1S 2の位置が変ィビしないよぅに、第 マスク を保持した第

サブステージ62のZ軸方向の位置、及び第2マスク 2を保持した第2サブステー

、ジ63のZ軸方向の位置をほぼ動かさないよぅに第 、第2サブステージ62 63を制御

する。

０2０4 上述の各実施形態と同様に、基板Pの走査露光に先立って、制御装置3０は、第

サブステージ62、第2サブステージ63、及び基板ステージ8０の 軸方向の移動プロ

ファイルを作成する。制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中、第 、第



2像面 S S 2に対して基板Pの表面の中間位置C を合致させるよぅに、基板ステ

ージ8０のZ軸方向の移動プロファイルを決定する。また、基板Pのショット領域Sの走

査露光中、第 像面 S ，第2像面1S 2のZ軸方向の位置が変ィビしないよぅ第 、第2

サブステージ62 63の移動プロファイルが決定される。

０2０5 そして、制御装置3０は、決定した移動プロファイルに基づいて、マスクステージ6０

と基板ステージ8０とを制御しっっ、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像と

で基板P上のショット領域Sを多重露光する。

０2０6 例えば、第 パターンP の像、第2パターンPA2の像のいずれもが像面 ( S S

2) と基板P表面との高精度な位置関係の調整を必要としない場合、あるいは基板P

の表面が比較的平坦であり、第 露光領域A における基板P表面の位置と第2露

光領域 2における基板P表面の位置との差が小さい場合には、本実施形態の面

位置調整方法を用いて基板Pのショット領域Sを多重露光することができる。本実施

形態では、第 、第2露光領域 2でそれぞれ、像面と基板表面とが合致して

いなくても、投影光学系P の焦点深度内に基板表面が維持される。

０2０7 本実施形態によれば、第 像面 S 、第2像面1S 2の位置調整を〒ぅことなく、第

露光領域 において第 像面1 と基板Pの表面とを所定の位置関係にすること

ができるとともに、第2露光領域A 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とを所定の

位置関係にすることができる。また、第 、第2像面 S S 2の位置調整を〒ぅための

第 、第2サブステージ駆動装置65 66の 駆動機構67を簡略若しくは省略できる。

０2０8 なお、本実施形態においても、第 露光領域A 、第2露光領域A 2において、像

面 ( S S 2) と基板Pの表面との相対的な傾斜調整 ( 6 6 方向の位置調整)を

行ぅよぅにしてもよい。また、本実施形態では第 、第2露光領域 、A 2における

基板表面の位置の中間位置C が第 、第2像面 S S 2と合致していなくてもよい

０2０9 く第5実施形態ノ

また、制御装置3０は、図 8 ( )から図 9に示す状態となるよぅに、すなわち、第

露光領域 において第 像面1 と基板Pの表面とが合致するよぅに、且っ第2露

光領域 2において第2像面1S 2と基板Pの表面とが合致するよぅに、基板Pの表面



の位置調整に加えて、第 像面 S 、及び第2像面1S 2の位置調整を行ぅこともできる

０2 1０ 図 9に示す例では、第4実施形態で説明した基板Pの表面の位置調整に加えて、

第 露光領域 において第 像面1 が合致するよぅに、且つ第2露光領域A 2

において第2像面1S 2が合致するよぅに、第 像面 S 及び第2像面 S 2それぞれのZ

軸方向の位置が調整されている。

０2 11 上述の各実施形態と同様に、基板Pの走査露光に先立って、制御装置3０は、第

サブステージ62、第2サブステージ63、及び基板ステージ8０の 軸方向の移動プロ

ファイルを作成する。制御装置3０は、基板Pのショット領域Sの走査露光中、第 露光

領域 において基板Pの表面と第 像面 S とを合致させるよぅに、且つ第2露光

領域 2において基板Pの表面と第2像面1S 2とを合致させるよぅに、第 サブステー
、ジ62、第2サブステージ63、及び基板テーブル8０ それぞれの 軸方向の移動プロ

ファイルを決定する。

０2 12 ここで、本実施形態においては、初期調整直後 (第 実施形態の図皿のステップ

2の直後 ) は第 像面 S と第2像面1S 2は同一平面に設定されるので、図 8 ( )

に示したよぅにほぼ面一である第 、第2像面 S S 2に対して基板Pの表面の中間

位置C が合致するよぅに、図 8 ( ) に示すよぅに基板P表面の位置調整が行われる

。また、これに加えて、図 9に示すよぅに、第 露光領域 において図 8 ( )のよ

ぅに位置調整される基板Pの表面に対して第 像面1 が合致するよぅに、且つ第2

露光領域 2において図 8 ( )のよぅに位置調整される基板Pの表面に対して第2

像面1S 2が合致するよぅに、第 、第2像面 S S 2のそれぞれの位置調整が行われ

ている。すなわち、図 8 ( )から図 9に移動される第 、第2像面 S S 2の位置

調整量はほぼ等しくなっている。すなわち、制御装置3０は、図 8 ( )から図 8 ( )

への位置調整においては、第 像面 S の位置調整量と第2像面1S 2の位置調整量

とがほぼ等しくなるよぅに、基板Pの表面の位置調整を行っている。

０2 13 このよぅに、制御装置3０は、第 露光領域 及び第2露光領域A 2の両方で、

第 像面 S 、第2像面 S 2、及び基板Pの表面のそれぞれの位置調整をォ〒ぅこともで

きる。なお、本実施形態において、制御装置3０は、第 露光領域A における初期



調整後の第 像面 S と基板Pの表面との誤差、及び第2露光領域A 2における初

期調整後の第2像面1S 2と基板Pの表面との誤差がほぼ同じになるよぅに、基板Pの

表面の位置調整を行ぅ。これにより、第 像面 S と第2像面1S 2とでその位置調整量

がほぼ等しくなり、第 、第2像面 S S2の位置調整を行ぅことによって、第 露光

領域 における第 像面 S と基板Pの表面との面位置関係を所望状態にするこ

とができるとともに、第2露光領域 2における第2像面1S 2と基板Pの表面との面位

置関係を所望状態にすることができる。

０214 なお、第5実施形態においても、第 、第2露光領域A 2において、像面 (1

S S2) と基板Pの表面との相対的な傾斜調整 ( 6 6 方向の位置調整)を行ぅ

ことができる。

０215 また第5実施形態において、第 像面 S の位置調整量と第2像面1S 2の位置調整

量は異なっていてもよい。すわなち、本実施形態においては、第 露光領域A と

第2露光領域 2の両方で、像面 ( S S2)と基板P表面とが合致するよぅに、像

面1 、像面1S 2、基板P表面の位置関係を適宜調整することができる。さらに、第5

実施形態では第 、第2露光領域A 2でそれぞれ像面と基板表面とを合致さ

せなくてもよい。すなわち、第 、第2像面 S S2をそれぞれ図 8 ( ) と比べて基

板表面に近づけるだけでもよい。

０216 なお、上述の第 ～第5実施形態においては、第 像面1 と第2像面1S 2は、初期

調整 (第 実施形態の図皿のステップS 2) において、ほぼ同一の平面内に形成さ

れるよぅに位置調整されているが、第 像面 S と第2像面1S 2とが互いに異なる面内

に形成されるよぅに調整してもよいし、あるいは第 、第2像面 S S2の位置調整 (

ステップS 2)を行わなくてもよい。すなわち、第 像面1 と第2像面1S 2とでZ軸方

向の位置を異ならせてもよい。この場合、第 実施形態の図 ０のステップS で説

明したよぅに、第 像面1 と第2像面1S 2との位置情報 (傾斜情報を含む)はそれぞ

れ計測され、その位置関係も分かっているので、第 像面1 と第2像面1S 2との面位

置関係を考慮すれば、上述の第 ～第5実施形態で説明した面位置調整を実施す

ることができる。

０217 また、上述の第 ～第5実施形態においては、第 露光領域A と第2露光領域



2とが 軸方向に離れているが、第 露光領域A と第2露光領域A 2とが 軸方

向において一部重複している場合にも、上述の第 ～第5実施形態で説明した面位

置調整を実施することができる。また、露光装置 Xは、上述の第 ～第5実施形態で

説明したすべての面位置調整方法のぅちのいずれか一つを実行できるだけでもよい
し、基板Pの表面情報、パターンの特徴 (例えば、パターン線幅、パターンピ、ソチ、パ

ターン密集度など) 、パターンの露光条件 (焦点深度の大きさなど)等に応じて、複数

の面位置調整方法の中からいずれか一つを選択するよぅにしてもよい。

０2 18 また、上述の第 ～第5実施形態においては、基板Pの走査露光に先立って、制御

装置3０は、第 サブステージ62、第2サブステージ63、及び基板ステージ8０の移動

プロファイルをそれぞれ作成しているが、Z軸方向、 x方向、 方向の少なくとも

一つの方向の面位置調整動作を行わないステージ (例えば第 実施形態における第

2サブステージ63) の移動プロファイルは作成しなくてもよい。また、面位置調整動作

を行わないステージの駆動機構を省略することもできる。また、第 、第2像面 S 、1

S 2の少なくとも一方の位置を調整する方法は、マスクの位置調整に限られるもので

なく他の方法、例えば投影光学系P の結像特性の調整などを代用あるいは併用し

てもよい。

０2 19 く第6実施形態ノ

第6実施形態について説明する。上述の各実施形態においては、基板Pの表面情

報を取得可能なフオーカス・レベリング検出系 3０は、投影光学系P から離れて配

置されているが、本実施形態の特徴的な部分は、フオーカス・レベリング検出系 3０

は、投影光学系P の像面側、すなわち第 、第2露光領域A 2の近傍で基

板Pの表面情報を取得する点にある。なお、本実施形態では、フオーカス・レベリング

検出系 3０は前述のフオーカス・レベリング検出系 3０と構成がほぼ同一である。

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。

０22０ 図2０は、第6実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図である。図2０に示す

よぅに、フオーカス・レベリング検出系 3０は、その複数の検出点が投影光学系P

直下の露光処理位置 Pを含む所定範囲に配置されている。本実施形態において



は、制御装置3０は、フオーカス・レベリング検出系 3０を用いて、基板Pの表面情報

を取得しつつ、基板Pのショット領域Sを多重露光する。

０22 1 図2 は、本実施形態に係るフオーカス・レベリング検出系 3０の検出光 aの照射

位置 (検出点 ) と第 、第2露光領域A との関係を示す模式図である。図2 では、

ショット領域S上に第 、第2露光領域A 2が設定されている状態を示している

。また、フオーカス・レベリング検出系 3０の投射系 3 は、基板P上の複数の位

置のそれぞれに検出光 aを照射する。投射系 3 は、ショット領域Sのほぼ全城に

検出光 aを照射する。また、投射系 3 は、第 、第2露光領域A 、A 2それぞ

れの内部にも検出光 aを照射する。

０222 このよぅに、フオーカス・レベリング検出系 3０は、基板Pのショット領域Sのほぼ全

域にわたって検出光 aを照射し、その受光結果に基づいて、ショット領域Sの表面情

報を求めることができる。本実施形態のフオーカス・レベリング検出系 3０は、初期

調整後 (図皿のステップS 2後 )の第 像面1 と検出光 aが照射された基板P表

面との位置関係 (第 像面 S に対する基板P表面の位置ずれ情報)を出カするよぅ

になっている。

０223 制御装置3０は、基板 こ対する多重露光動作と並行して、フオーカス・レベリング

検出系 3０を用いて基板Pの表面情報を取得するとともに、そのフオーカス・レベリ

ング検出系 3０の検出結果に基づいて、第 像面 S と、第2像面1S 2と、基板Pの

表面との面位置関係を調整しつつ、多重露光することができる。

０224 なお、本実施形態において、フオーカス・レベリング検出系 3０は、基板Pに対す

る多重露光動作と並行して、基板Pの表面情報を取得しているが、基板Pに対する多

重露光動作を開始する前に、基板P表面全体の表面情報を取得するよぅにしてもよ

い。この場合、上述の各実施形態と同様に、第 像面 S ，第2像面1S 2，基板P表面

の位置関係を調整してもよい。また、本実施形態では、フオーカス・レベリング検出系

3０の検出点を、ショット領域Sのサイズと同程度の範囲に渡って配置するものとし

たが、図2 よりも検出点を配置する範囲を狭くしたり、検出点の数を減らしてもよい。

例えば、第 、第2露光領域A 2の内部のみにそれぞれ複数の検出点を配置

するだけでもよい。



０225 く第7実施形態ノ

第7実施形態にっいて説明する。図22は、本実施形態に係る露光装置 Xを示す

概略構成図である。上述の各実施形態と異なる本実施形態の特徴的な部分は、第

露光領域 と第2露光領域 2の少なくとも一部とが重複している点にある。具体

的には、本実施形態においては、第 露光領域 と第2露光領域 2とは同凶立

置に重なるよぅに設定されている。以下の説明において、上述の実施形態と同一又

は同等の構成部分にっいては同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する

０226 本実施形態においても、制御装置3０は、メインステージ6 を有するマスクステージ

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

移動しっっ、照明系 からの第 露光光 及び第2露光光 2で、第 パターンP

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

及び第2マスク 2の 軸方向への移動と同期して、基板Pを保持した基板ステ

ージ8０を 軸方向へ移動して、基板Pのショット領域Sを走査露光する。基板P上の

ショット領域Sは、第 露光領域A に照射される第 露光光 で形成される第

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

第2パターンP 2の像とで、多重露光 (二重露光) される。

０227 本実施形態の投影光学系P は、第 マスク からの第 露光光 と第2マスク

2からの第2露光光 2とが人射するビームスプリッタ 24を備えている。また、投

影光学系P は、第 マスク とビームスプリッタ 24との間の第 露光光 の光

路上に設けられた第 結像光学系 2０ と、第2マスク 2とビームスプリッタ 24との

間の第2露光光 2の光路上に設けられた第2結像光学系 2０ と、ビームスプリッ
タ 24と基板Pとの間に配置された光学系 2０Cとを有している。本実施形態の第 、

第2結像光学系 ０ 2０ は等倍結像光学系である。また、第 、第2結像光学

系 2０ 2０ のそれぞれは、物体の像を 回倒立させる機能を有する。

０228 第 マスク とビームスプリッタ 24との間には、第 結像光学系 2０ 及び第 反

射ミラー 2 が設けられており、第 マスク からの第 露光光 は、第 結像光

学系 2０ を通過した後、第 反射ミラー 2 を介して、ビームスプリッタ 24に入射



する。第2マスク 2とビームスプリッタ 24との間には、第2反射ミラー 22、第2結像

光学系 2０ 、及び第3反射ミラー 23が設けられており、第2マスク 2からの第2露

光光 2は、第2反射ミラー 22で反射した後、第2結像光学系 2０ を通過し、第3

反射ミラー 23で反射した後、ビームスプリッタ 24に入射する。ビームスプリッタ 24

に入射した第 露光光 及び第2露光光 2は、そのビームスプリッタ 24を介し

て光学系 2０Cに入射する。

０229 本実施形態においては、第 パターンP の像は、第 結像光学系 2０ によって

、第 マスク とビームスプリッタ 24との間において、 回倒立する。また、本実施

形態においては、光学系 2 Cは、物体の像を 回倒立させる。したがって、第 パタ

ーンP の像は、第 マスク と第 露光領域A との間において、2回(偶数回)

倒立する。また、第2パターンP 2の像は、第2結像光学系 2０ によって、第2マス

ク 2とビームスプリッタ 2 Cとの間において、 回倒立する。したがって、第2パター

ンP 2の像は、第2マスク 2と第2露光領域A 2との間において、2回(偶数回)倒

立する。

０23０ このよぅに、本実施形態の投影光学系P は、第 マスク と第 露光領域A と

の間で第 パターンP の像を偶数回倒立させ、第2マスク 2と第2露光領域A 2

との間で第2パターンP 2の像を偶数回倒立させている。したがって、第 マスク

と第2マスク 2とを同一の走査方向 (例えば 方向) に移動しつつ、第 露光光

及び第2露光光 2で第 パターンP 及び第2パターンP 2のそれぞれを照

明した場合でも、基板P上のショット領域S に所望の第 、第2パターンP P 2の

像を投影することができる。

０23 1 図23は、第7実施形態に係る第 露光領域A と第2露光領域 2とショット領域

Sとの位置関係を示す図である。図23に示すよぅに、本実施形態においては、第 露

光領域 と第2露光領域 2とは同凶立置に重複するよぅに設定されている。

０232 本実施形態においても、基板Pに対する露光動作を開始する前に、空間像計測器

6 2を用いて第 像面 S ェの位置、及び第2像面1S 2の位置を計測する動作が実行

される。空間像計測器 62を用いて第 像面 S の位置を計測する場合には、上述

の実施形態と同様、制御装置3０は、第 露光領域A に計測ステージ9０上の開口



6 を配置して、第 照明領域 内に配置される第 マスク の計測マークの空

間像を空間像計測器 6 2 で検出し、第 像面 S の位置を計測する。本実施形態に

おいては、第 露光領域A と第2 露光領域A 2 とは重複しており、第 像面1 の

位置を計測するときには、第2 露光光 2の照射は停止されている。また、空間像計

測器 6 2 を用いて第2像面1S 2 の位置を計測する場合には、上述の実施形態と同様

、制御装置3 ０は、第2 露光領域 2 に計測ステージ9 ０上の開口 6 を配置して、

第2 照明領域 2 内に配置される第2 マスク 2の計測マークの空間像を空間像計

測器 6 2 で検出し、第2像面1S 2 の位置を計測する。また、第2像面1S 2 の位置を計

測するときには、第 露光光 の照射は停止されている。

０233 本実施形態においても、制御装置3 ０は、空間像計測器 6 2 の計測結果に基づい
て、第 像面 S の位置と第2像面1S 2 の位置とを合致させた後、基板P の露光を開

始する。第 像面1 の位置と第2像面1S 2 の位置とを合致させるためには、例えば

第 パターン形成面 及び第2パターン形成面 2の少なくとも一方の位置を調整

すればよい。この場合、投影光学系P の光学調整、及び 又は露光光の波長調

整などを代用あるいは併用してもよい。

０2 3 4 制御装置3 ０は、第 、第2像面 S S 2 が動かないよぅに、調整された第 パター

ン形成面 と第2パターン形成面 2の面位置を維持しつつ、基板P を露光する。こ

ぅすることにより、基板P の露光中には、第 、第2 マスク 2を動かす必要がなく

、基板テーブル8 ０ を動かすだけで、第 、第2像面 S S 2 と基板P の表面とを所

望の位置関係に調整することができる。

０235 なお、第 像面 S と第2像面1S 2 とがほぼ同一の平面内に形成されるよぅに、投影

光学系P の一部の光学素子を動かしても良い。

０236 また、上述の各実施形態においては、第 、第2 マスク 2に設けられた計測

マークの空間像を空間像計測器 6 2 を用いて検出して、第 像面1 と第2像面1S 2

の位置情報を取得しているが、マスクステージ6 ０に設けられた基準マークを、第 、

第2 照明領域 2 に配置して、その空間像を空間像計測器 6 2 で検出するよぅ

にしてもよい。なお、基準マークが設けられたマスクステージは、例えば、特開平8

783 3 号公報、特開平8 4 号公報 (いずれも対応米国特許第6 ，０ 8 3 8 4 号



) 、特開平8 227847号公報 ( 対応米国特許第6 ，6 9 6 ０2 号) などに開示されてい
る。

０237 く第8 実施形態ノ

第8 実施形態について説明する。本実施形態の露光装置 X の特徴的な部分は、

例えば特開平 45846号公報 ( 対応米国特許第6 ，5 4 9 2 7 号) に開示されてい
るよぅな、マスクのパターン形成面の表面情報を取得可能な面検出系を備えた点に

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。

０238 図2 4 は、第8 実施形態に係る露光装置 X の要部を示す模式図である。図2 4 に示

すよぅに、本実施形態に係る露光装置 X は、第 、第 2 マスク 2 の第 、第 2

パターン形成面 2 の表面情報を取得可能な面検出系 4 ０を備えている。面検

出系 4 ０は、第 、第 2 パターン形成面 2 に検出光 b を照射する投射系 4 と

、投射系 4 より第 、第 2 パターン形成面 2 に照射された検出光 b の反射光

を受光可能な受光系 4 2 とを備えている。面検出系 4 ０は、受光系 4 2 の受光結果

に基づいて、第 、第 2 パターン形成面 2 の表面情報を求めることができる。第

、第 2 パターン形成面 2 の表面情報とは、第 、第 2 パターン形成面 2

の位置情報 ( Z 軸、 x 0 方向に関する位置情報 ) 、及び第 、第 2 パターン形成

面 2 の形状に関する情報 ( 凹凸情報 ) を含む。

０239 例えば、空間像計測器 6 2 が第 パターン形成面 の計測マークからの第 露光

光 に基づいて第 像面1 の位置を計測する場合、制御装置3 ０は、空間像計

測器 6 2 の計測結果と、面検出系 4 ０の検出結果とに基づいて、第 パターン形成

面 の各位置に対応する第 像面1 の位置を求めることができる。すなわち、図2

4 の破線で示すよぅに、第 パターン形成面 に反りが生じている場合、第 パター

ン形成面 の中央領域を通過した第 露光光 によって形成される第 像面1

の位置と、第 パターン形成面 の周縁領域 ( 例えば計測マークが形成された領域

) を通過した第 露光光 によって形成される第 像面1 の位置とは互いに異な

る。空間像計測器 6 2 が第 パターン形成面 の周縁領域を通過した第 露光光

に基づいて第 像面 S の位置を計測する場合であっても、制御装置3 ０は、空間



像計測器 6 2 の計測結果と、面検出系 4 ０の検出結果とに基づいて、第 パターン

形成面 の中央領域を通過する第 露光光 によって形成される第 像面 S の

位置を求めることができる。

０2 4 ０ 上述の第 ～第7 実施形態において、面検出系 4０の検出結果も考慮して、第 像

面1 と第2像面1S 2 と基板P 表面との少なくとも一つを調整することによって、露光領

域 ( 及び 又は 2 ) において、像面 (1 及び 又は1S 2 ) と基板P 表面との

位置関係の調整を高精度に行ぅことが可能となる。

０2 4 1 また、面検出系 4０を用いて、基板P の露光中における第 、第2パターン形成面

、 2の表面情報を計測可能であるならば、上述のZ計測装置7０ に代えて、面検

出系 4 ０を用いてもよい。なお、面検出系 4０は図2 4 の構成に限られるものではな

０2 4 2 く第9 実施形態ノ

第9 実施形態について説明する。本実施形態の特徴的な部分は、基板P 上に液体

の液浸領域を形成し、その液浸領域の液体を介して第 露光光 と第2露光光

2 とを基板P 上のショット領域S に照射する点にある。以下の説明において、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。

０2 4 3 図2 5 は、第9 実施形態を示す概略構成図である。本実施形態の露光装置 Xは、

例えば国際公開第9 9 4 9 5０4 号パンフレ、ソト、特開2００4 2 6 号 (対応米国

特許出願公開第2００4 ０ 6 5 5 9 号) 等に開示されているよぅな、露光波長を実質

的に短くして解像度を向上するとともに焦点深度を実質的に広くするために液浸法を

適用した露光装置であって、基板P 上に液体 Qの液浸領域 を形成する液浸シス

テム ００を備えている。本実施形態では、液体 Qとして、水 (純水 ) を用いる。また、

基板P には、液体 Qから感光材や基材を保護するトップコート膜などを設けることが

できる。

０2 4 4 液浸システム ００は、投影光学系P の複数の光学素子のぅち、投影光学系P の

像面に最も近い終端光学素子 と基板P との間の第 、第2露光光 2の光

路の近傍に設けられ、その光路に対して液体 Qを供給するための供給 口 2 を有



する供給部材 3 、及び液体 を回収するための回収 口 4 を有する回収部材

5 を有している。供給部材 3 には液体 Qを送出可能な液体供給装置 (不図示)

が接続されており、液体供給装置は、清浄で温度調整された液体 Qを供給 口 2

を介して光路に供給可能である。また、回収部材 5 には、真空系等を含む液体回

収装置 (不図示) が接続されており、液体回収装置は、光路を満たす液体 Qを回収

口 4 を介して回収可能である。液体供給装置及び液体回収装置の動作は制御装

置3０に制御され、制御装置3０は、液浸システム ００を制御して、液体供給装置によ

る液体供給動作と液体回収装置による液体回収動作とを並行して行ぅことで、投影光

学系P の終端光学素子 の下面 (光射出面) と、基板ステージ8０上の基板P の表

面との間の第 、第2露光光 2の光路を液体 Qで満たすよぅに、基板P 上

の一部に液体 Qの液浸領域 を局所的に形成する。液浸領域 は、基板P 上の

第 露光領域 及び第2露光領域A 2よりも大きく形成される。すなわち、液浸領

域 は、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の全てを覆ぅよぅに形成される。

なお、液浸システム ００は、その一部 (例えば、液体供給装置及び 又は液体回収

装置を構成する部材) が露光装置 Xに設けられている必要はなく、例えば露光装置

が設置される工場等の設備を代用してもよい。また、液浸システム ００の構造は、上

述の構造に限られず、例えば、欧州特許公開第 4 2０298 号公報、国際公開第2００

4 ０558 ０3 号パンフレソト、国際公開第2００4 ０5759 ０号パンフレソト、国際公開

、国際公開第2００4 ０86468 号パンフレソト(対応米国特許出願公開第2００5 ０2

8０7 9 号) 、特開2００4 2 6 号公報 (対応米国特許第6 ，952 253 号) などに

記載されているものを用いることができる。液浸露光装置の液浸機構及びその付属

機器にっいて、指定国または選択国の法令が許す範囲において上記米国特許など

の開示を援用して本文の記載の一部とする。

０2 4 5 露光装置 Xは、基板ステージ8０に保持された基板P 上に液体 Qの液浸領域

を形成し、その液浸領域 の液体 Qを介して基板P 上の第 、第2露光領域

2のそれぞれに第 、第2露光光 2を照射して、基板P を露光する。

０2 4 6 露光装置 Xは、液浸領域 を形成した状態で、第 、第2露光領域 2



に対して基板P上のショット領域Sを 軸方向に移動しつつ、第 、第2露光領域

2のそれぞれに第 、第2露光光 2を照射することにより、第 露光領域

に液体 を介して照射される第 露光光 で形成される第 パターンP

の像と、第2露光領域 2に液体 Qを介して照射される第2露光光 2で形成され

る第2パターンP 2の像とで、基板P上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)する。

０247 図26は、基板ステージ8０及び計測ステージ9０の動作の一例を説明するための模

式図である。図26に示すよぅに、基板ステージ8０及び計測ステージ9０は、投影光学

系P の像面側で移動可能であり、制御装置3０は、投影光学系P の直下の位置を

含む所定領域内で、基板ステージ8０の上面と計測ステージ9０の上面とを接近又は

接触させた状態で、基板ステージ8０と計測ステージ9０とをX軸及び 又は 軸方向

に一緒に移動することにより、液浸システム ００によって形成された液浸領域 を、

基板ステージ8０の上面と計測ステージ9０の上面との間で移動することができる。例

えば、空間像計測器 62を用いて第 、第2像面 S S 2の位置を計測する場合に

は、液浸領域 を計測ステージ9０上に移動する。そして、制御装置3０は、開口 6

を覆ぅよぅに液浸領域 を形成した状態で、空間像計測器 62による計測動作を

行ぅ。空間像計測器 62は、投影光学系P 及び液体 Qを介して、空間像の計測を

行ぅことによって、投影光学系P と液体 Qとを介して形成される第 、第2像面 S

S 2の位置を計測することができる。また、基板Pを液浸露光する場合には、液浸領

域 を基板ステージ8０上に移動する。

０248 なお、本実施形態において、液体 Qとして水 (純水 )を用いているが、液体 Qとし

ては、水以外のものを用いてもよい。例えば、露光光 が レーザ光である場合、こ

の レーザ光は水を透過しないので、液体 Qは、例えば過フッィヒポリエーテル (P

P )やフッ素系オイル等のフッ素系流体であってもよい。また、液体 Qとしては、そ

の他にも、露光光 に対する透過性があってできるだけ屈折率が高く、投影光学系

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 (例えばセダ一油)

を用いることも可能である。

０249 ここで、純水よりも屈折率が高い(例えば ・5以ｱ)の液体 Qとしては、例えば、屈

折率が約 ・5０のイソプロパノール、屈折率が約 ・6 のグリセロール (グリセリン) と



いったC 結合あるいはO 一 結合を持つ所定液体、ヘキサン、ヘプタン、デカン

等の所定液体 (有機溶剤) 、あるいは屈折率が約 ・6０のデカリン(Deca n Decahyd

onaph ha ene)などが挙げられる。また、液体 Qは、これら液体のぅち任意の2種類以

上の液体を混合したものでもよいし、純水にこれら液体の少なくとも つを添加 (混合)

したものでもよい。さらに、液体
，

Qは、純水に 、Cs
，
、
，
、 S 2P 等

の塩基又は酸を添加 (混合) したものでもよいし、純水に 酸ィロ物等の微粒子を添加

(混合 したものでもよい。なお、液体 Qとしては、光の吸収係数が小さく、温度依存

性が少なく、第 、第2投影系P P 2、及び 又は基板Pの表面に塗布されてい
る感光材 (又はトップコート膜あるいは反射防止膜など) に対して安定なものであるこ

とが好ま 、。また、液体 Qとしては、水よりも露光光 に対する屈折率が高い液

体、例えば屈折率が ・6～・8程度のものを使用してもよい。液体 Qとして、超臨

界流体を用いることも可能である。

０2 5０ なお、投影光学系P の終端光学素子 を、例えば石英 (シリカ) 、あるいは、フッ
ィビカルシウム (蛍石) 、フッィビバリウム、フッィビストロンチウム、フッ化リチウム、及びフッ
ィビナトリウム等のフッィヒィロ合物の単結品材料で形成してもよいし、石英や蛍石よりも

屈折率が高い(例えば ・6以ｱ)材料で形成してもよい。屈折率が ・6以上の材料

としては、例えば、国際公開第2００5 ０596 7号パンフレソトに開示されるサファイ

ア、二酸ィビゲルマニウム等、あるいは、国際公開第2００5 ０596 8号パンフレソトに

開示される塩ィビカリウム (屈折率は約 ・75) 等を用いることができる。

０2 5 1 また、投影光学系P では、露光光 に対する終端光学素子 の屈折率 を、露

光光 ( 2) に対する液体 Qの屈折率 よりも 心くしてもよい。例えば、終端

光学素子 を石英 (屈折率は約 ・5)で形成し、液体 Qはその屈折率 が石英の

屈折率よりも高い(例えば ・6～・8程度) のものが使用される。あるいは、投影光学

系P では、終端光学素子 の屈折率 を、液体 Qの屈折率 よりも大きくしても

よい。例えば、屈折率が ・6以上の材料で終端光学素子 を形成し、液体 Qはそ

の屈折率 が純水よりも大きくかつ終端光学素子 よりも 、刮祐のが使用される。

この場合、終端光学素子 の屈折率 よりもり心い液体 Qの屈折率 を、投影光

学系の開口数 よりも大きくすることが好ま 、。



０252 また、本実施形態の投影系におぃて、例えば、国際公開第2００4 ０ 9 28号パ

ンフレソト(対応する米国特許出願公開第2００5 ０248856号) に開示されてぃるよ

ぅに、終端光学素子の像面側の光路に加えて、終端光学素子の物体面側の光路も

液体で満たすよぅにしてもよぃ。さらに、終端光学素子の表面の一部 (少なくとも液体

Qとの接触面を含む)又は全部に、親液性及び 又は溶解防止機能を有する薄膜

を形成してもよぃ。なお、石英は液体 Qとの親和性が高く、かつ溶解防止膜も不要

であるが、蛍石は少なくとも溶解防止膜を形成することが好ま 、い 。

０253 また、本実施形態におぃては、第 露光領域 と第2露光領域A 2とを つの液

浸領域 で覆ってぃるが、第 露光領域A と第2露光領域 2とを別々の液浸

領域で覆ぅよぅにしてもよぃ。ここで、第 露光領域A を覆ぅ第 液浸領域の液体と

、第2露光領域A 2を覆ぅ第2液浸領域の液体とは、その種類 (物性)が同一でも、

互ぃに異なってぃてもよぃ。例えば、第 、第2液浸領域を種類 (少なくとも露光光に

対する屈折率)が異なる液体でそれぞれ形成してもよぃ。一例としては、第 、第2液

浸領域の一方を、水 (純水)で形成し、他方を、水 (屈折率は ・44程度)よりも露光

光に対する屈折率が高ぃ液体で形成してもよぃ。また、第 液浸領域と第2液浸領域

とで、液体 Qの粘度、露光光の透過率、及び温度の少なくとも つが互ぃに異なっ
てぃてもよぃ。

０254 なお、上述の第 ～第9実施形態におぃては、第 パターンP が形成された第

パターン形成面 及び第2パターンP 2が形成された第2パターン形成面 2の少

なくとも一方の位置を調整して、第 像面1 及び第2像面1S 2の少なくとも一方の位

置を調整してぃるが、上述の第 結像特性調整装置 C 及び第2結像特性調整装

置 C2を用ぃて、第 像面1 及び第2像面1S 2の少なくとも一方の位置を調整して

もよぃ。上述のよぅに、第 結像特性調整装置 C は、第 像面1 のZ軸方向の位

置調整、及び 6 方向の位置調整 (傾斜調整)を行ぅことができ、第2結像特性

調整装置 C2は、第2像面1S 2のZ軸方向の位置調整、及び 0 方向の位置

調整を行ぅことができる。制御装置3０は、第 、第2結像特性調整装置 C C2を

用ぃて、投影光学系P を調整して、第 像面 S 及び第2像面 S 2の少なくとも一方

の位置を調整することができる。もちろん、パターン形成面 ( 及び 又は 2)の位



置調整と結像特性調整装置 ( C 及び 又は C2)とを併用してもよぃ。

０255 なお、上述の第 ～第9 実施形態におぃて、第 露光光 ，第2露光光 2の照

射に起因する、投影光学系 (P P ) の光学素子の熱変ィビによって、第 像面1

、第2像面1S 2の少なくとも一方の位置が変ィビする可能性がある。このよぅな変ィビが生

じる場合には、投影光学系 (P P ) に入射する第 露光光 、第2露光光

の光量 (又はエネルギー) をそれぞれモニタして、第 像面 S ，第2像面1S 2，基板P

の表面の面位置関係を調整すればよぃ。すなわち、第 像面 S ，第2像面1S 2，基

板P の表面の少なくとも一つの位置調整を行って、第 露光光 、第2露光光

の投影光学系への入射に起因する第 像面1 ，第2像面1S 2の少なくとも一方の変

ィビを補償すればよぃ。例えば、投影光学系 (P P ) に入射する第 露光光

第2露光光 の光量 (又はエネルギー) に基づぃて、第 結像特性調整装置 C 及

び第2結像特性調整装置 C2の少なくとも一方を制御して、第 像面1 ，第2像面1

S 2 の少なくとも一方の位置調整を〒ぅことができる。投影光学系 (P P ) に入射

する第 露光光 、第2露光光 の光量 (又はエネルギー) に基づぃて、基板ステ

ージ8０(基板テーブル8０ )を制御して、基板P表面の位置調整を〒ぅこともできる。

０256 また、上述の各実施形態では、第 、第2像面 S S 2の位置の計測に用ぃる空

間像計測器 6 2などを含む複数の計測部材が計測ステージ9０に設けられるものとし

たが、その複数の計測部材の少なくとも つ、例えば空間像計測器 6 2を基板ステー
、ジ8０(基板テーブル8０ ) に設けてもよぃ。この場合、空間像計測器 6 2を全て基板

ステージ8０に設けてもよぃが、その一部のみを基板ステージ8０に設けてもよぃ。さら

に、上述の各実施形態では、空間像計測器 6 2を用ぃて第 、第2像面 S S 2の

位置を計測するものとしたが、像面計測装置は上記計測器に限定されず任意でよぃ

０257 なお、上述の各実施形態におぃて、第 、第2像面 S S 2 と基板P の表面 (最表

面) とを合致させるよぅに説明した場合があったが、基板P 上に所望のパターンを形成

するための第 、第2像面 S S 2を合致させるべき面 (露光面) は、基板P の表面 (

最表面) とは限らなぃ。例えば、図2 7 ( )の模式図に示すよぅに、基板P が、半導体

ウェハを含む基材W と、その基材W 上に形成されたいジスト膜 とを有する場合、第



、第2像面 S S 2を合致させるべき露光面は、基板Pの最表面にの場合、レ、ジス

ト膜 の表面) とは限らない。例えば、露光面が、基材Wとレ、ジスト膜 との界面、あ

るいはレ、ジスト膜 の中部である可能性がある。また、図27 ( )の模式図に示すよぅ

に、基板Pが、半導体ウェハを含む基材Wと、その基材W上に形成されたレジスト膜

と、そのレジスト膜 ｱに形成された膜 (例えばトップコート膜、あるいは反射

防止膜) とを有する場合であっても、第 、第2像面 S S2を合致させるべき面 (露

光面 は、基板Pの最表面にの場合、膜 cの表面) とは限らない。基板P上に所望の

パターンを形成するための第 、第2像面 S S 2を合致させるべき露光面は、例え

ばテスト露光により求めることができる。そして、制御装置3０は、テスト露光などにより

求めた露光面と第 、第2像面 S S 2とを合致させるよぅに、第 、第2像面 S S

2と基板Pとの位置関係を調整することができる。

０258 上記各実施形態ではマスクステージ6０に搭載されたメインステージ6 により第 マ

スク 及び第2マスク 2を基板Pに対して同期移動したが、これに限らず、第 マス

ク 及び第2マスク 2をそれぞれ独立して基板Pに対して同期移動させることもで

きる。この場合、第 マスク 及び第2マスク 2をそれぞれ載置して独立に駆動す

る第 マスクステージ及び第2マスクステージを設けることができる。例えば、メインス

テージ6 を省略し、第 サブステージ62及び第2サブステージ63を独立してあるい
は連動して基板Pに対して同期移動させることができる。このよぅに独立に駆動する第

マスクステージ及び第2マスクステージを設ける場合には、第 及び第2マスクステ

ージが基板ステージとそれぞれ同期移動されるよぅにしなければならない。すなわち

、第 マスクステージに載置された第 マスク と基板Pのショット領域との位置関係

、並びに第2マスクステージに載置された第2マスク 2と基板Pのショット領域との位

置関係をそれぞれ調整する必要がある。そぅすることにより、第 露光領域 に形

成される第 マスク の第 パターンP の像と第2露光領域A 2に形成される第

2マスク 2の第2パターンP 2の像とで、それらの像が正確に重なった状態で、基

板Pのショット領域を多重露光 (二重露光)することができる。

０259 なお、上述の各実施形態においては、基板P のショット領域Sを露光する際、第

マスク と第2マスク 2とが同一の走査方向に移動されているが、互いに逆向きの



走査方向に移動されてもよい。例えば、第 マスク が 方向に移動するときには

、第2マスク 2が 方向に移動し、第 マスク が 方向に移動するときには、

第2マスク 2が 方向に移動するよぅにしてもよい。あるいは、第 マスク をX

平面内で移動し、第2マスク 2を Z平面内 (又は Z平面内)で移動するよぅにして

もよい。また、上述の各実施形態においては、第 マスク に第 パターンP が形

成され、第 マスク とは別の第2マスク 2に第2パターンP 2が形成されている

が、 つのマスク上に第 パターンP 及び第2パターンP 2を形成してもよい。その

つのマスク上に設けられている第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで

基板Pを多重露光することができる。

０26０ なお、上述の各実施形態において、投影光学系P (P ) としては、縮小系に限ら

れず、例えば等倍系及び拡大系のいずれであってもよい。また、上述の各実施形態

においては、投影光学系P (P ) として、反射光学素子と屈折光学素子とを含む反

射屈折系 (カタデ十オプトリック系 )を例にして説明したが、投影光学系P (P ) とし

ては、反射光学素子を含まない屈折系、あるいは屈折光学素子を含まない反射系等

であってもよい。さらに、投影光学系P (P ) は双頭型の反射屈折系に限られず、

０ 2 364号) に開示されるよぅに、複数の反射面を有しかっ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、かっ単一の光軸

を有する、いわゆるインライン型の反射屈折系でもよい。また、投影光学系P (P )

が生成する投影像は倒立像及び正立像のいずれでもよい。

０26 1 なお、上述の各実施形態においては、第 マスク の第 パターンP の像と第2

マスク 2の第2パターンP 2の像とを っの投影光学系P を用いて基板P上に投

影しているが、投影光学系を複数 (2っ)設け、第 マスク の第 パターンP の

像と、第2マスク 2の第2パターンP 2の像とを別々の投影光学系を用いて基板P

上に投影するよぅにしてもよい。また、複数の投影光学系を、隣り合ぅ投影領域が走

査方向で所定量変位するよぅに、且っ隣り合ぅ投影領域の端どぅしが走査方向と直交

する方向に重複するよぅに配置した、所謂マルチレンズ方式の走査型露光装置に、

本発明を適用することも可能である。



０262 なお、上述の各実施形態においては、第 露光領域 と第2露光領域A 2とは

、 つのショット領域S に同時に配置可能であるが、必ずしも つのショット領域Sに同

時に配置可能でなくてもよく、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2は任意に設

定可能である。

０263 また、上述の各実施形態において、第 露光領域 及び第2露光領域A 2の

大きさ及び形状の少なくとも一方が異なっていてもよい。例えば、第 露光領域A

と第2露光領域A 2とでX軸方向の幅及び 又は 軸方向の幅が異なっていてもよ

い。なお、X軸方向の幅が異なる場合には、 回のスキヤン動作によってショット領域

S 内の一部だけが多重 (二重)露光される。また、第 、第2露光領域A 2はそ

の形状が矩形に限られず、他の形状、例えば円弧状、台形、あるいは平行四辺形な

どでもよい。

０264 また、上述の各実施形態においては、ショット領域Sが第 露光領域A 及び第2

露光領域 2を通過する間、第 露光領域A 及び第2露光領域 2のそれぞれ

に露光光 2の照射が続けられるが、少なくとも一方の露光領域において、シ

ョット領域Sが通過する間の一部の期間だけで露光光が照射されるよぅにしてもよい。

すなわち、ショット領域 内の一部だけ多重 (二重)露光するよぅにしてもよい。

０265 上記各実施形態では第 マスク の第 パターンP の像と、第2マスク 2の第

2パターンP 2により基板Pの各ショット領域Sをそれぞれ二重露光したが、本発明の

原理に従い、三重以上の多重露光を行ぅことも可能である。三重露光を行ぅ場合には

、第 マスク 及び第2マスク 2に加えて、第3パターン (P 3)を有する第3マスク

( 3)を用い、第 マスク 及び第2マスク 2と同様に基板Pの移動と同期して第3

マスク( 3)を移動し、第 ～第3パターンの像で基板Pの各ショット領域Sを三重露

光することができる。この場合、第3パターンに照明光が照射されてその像が形成さ

れる第3露光領域 3を、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2とは別に、ある

いは第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の少なくとも一方とその一部が重複す

るよぅに設定することができる。この場合、投影光学系はそれぞれの露光領域に応じ

て独立して3つ設けてもよく、あるいは図4に示したよぅな投影光学系P に、さらに、

第 マスク 及び第2マスク 2に対応する第 及び第2光学系4 42と同様に、第



3マスクに対応する光学系を設けるとともに、この光学系からの光を第3光学系に導く

反射及び または屈折系を設けることができる。また、図22に示した光学系を改良し

て、第3のマスクを通過した露光光を光学系 2０Cに導くための反射板やビームスプ

リッタからなる光学系をさらに設けてもよい。なお、第3マスク( 3)は、第 マスク

及び第2マスク 2が搭載されるマスクステージ6０に搭載してもよいし、あるいは別の

マスクステージに搭載してもよい。

０266 なお、上記各実施形態では干渉計システムを用いてマスクステージ及び基板ステ

ージの位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例えば基板ステージの上面

に設けられるスケール (回折格子)を検出するエンコーダシステムを用いてもよい。こ

の場合、干渉計システムとエ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エンコーダシステムの計測結果の較正 (キヤ

リブレーション)を〒うことが好ましい。また、干渉計システムとエンコーダシステムとを

切り替えて用いる、あるいはその両方を用いて、基板ステージの位置制御を〒うよう

にしてもよい。

０267 また、上記各実施形態では、露光光として エキシマレーザ光を発生する光源

装置として、 エキシマレーザを用いてもよいが、例えば、国際公開第 999 46

835号パンフレ、ソト(対応米国特許7，０23 6 ０号) に開示されているように、 半

導体レーザ又はファイバーレーザなどの固体レーザ光源、ファイバーアンプなどを有

する光増幅部、及び波長変換部などを含み、波長 のパルス光を出カする高

調波発生装置を用いてもよい。

０268 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、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエ

ハ、あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版 (合成石英、シリコン

ウエハ)、またはフィルム部材等が適用される。また、基板Pの形状は円形のみならず

、矩形など他の形状でもよい。

０269 また、本発明は、計測ステージを備えていない、基板ステージを一つだけ備えた露

光装置にも適用することができる。

０27０ また、本発明は、例えば特開平 ０ 63０99号公報、特開平 ０ 4783号公



報 (対応する米国特許6 34 ００7 6 4００ 44 6 54 9 269 及び6 5 9０6 34

号) 、特表2０００ ０5958 号公報 (対応する米国特許5，9 6 9 44 号) などに開示

されているよぅな複数の基板ステージを備えたマルチステージ仁ソインステージ)型の

露光装置にも適用できる。この場合、計測ステーションにおいて、基板Pの情報が取

得され、露光ステーションにおいて、上述のよぅにして、第 露光領域A と第2露光

領域 2の少なくとも一方において、像面と基板表面との位置調整が行われる。マ

ルチステージ型の露光装置に関して、指定国及び選択国の国内法令が許す限りに

おいて、上記米国特許の開示を援用して本文の記載の一部とする。

０2 7 1 また、上述の各実施形態のぅち、露光光の光路を液体で満たす実施形態において

は、投影光学系と基板Pとの間に局所的に液体を満たす露光装置を採用しているが

、本発明は、例えば特開平6 24873 号公報、特開平 ０ ０3 4号公報、米国

特許第5，8 2 5 ０4 3号などに開示されているよぅな露光対象の基板の表面全体が液

体中に浸かっている状態で露光を行ぅ液浸露光装置にも適用可能である。

０272 上記各実施形態では、第 及び第2パターンを形成するために第 及び第2マスク

2を用いたが、これらに代えて、可変のパターンを生成する電子マスク (可変

成形マスク、アクテイブマスク、あるいはパターンジェネレータとも呼ばれる) を用いる

ことができる。この電子マスクとして、例えば非発光型画像表示素子 (空間光変調器

pa a gh Mod a o S )とも呼ばれる) の一種である (De Omab e M c

o m o Dev ce又はD g a M c o m o Device) を用い得る は、所定の電

子データに基づいて駆動する複数の反射素子 (微小ミラー) を有し、複数の反射素子

は、 の表面に2次元マトリックス状に配列され、かつ素子単位で駆動されて露

光光を反射、偏向する。各反射素子はその反射面の角度が調整される。 の動

作は、制御装置3０により制御され得る。制御装置3０は、基板P上に形成すべき第

パターン及び第2パターンに応じた電子データ(パターン情報) に基づいてそれぞれ

の の反射素子を駆動し、照明系 により照射される露光光を反射素子でパタ

ーンィビする。 を使用することにより、パターンが形成されたマスク (レチクル) を

用いて露光する場合に比べて、パターンが変更されたときに、マスクの交換作業及び

マスクステージにおけるマスクの位置合わせ操作が不要になるため、多重露光を一



層効率よく行ぅことができる。なお、電子マスクを用いる露光装置では、マスクステー
、ジを設けず、基板ステージによって基板をX軸及び 軸方向に移動するだけでもよい
。また、基板上での第 、第2パターンの像の相対位置を調整するため、例えばアク

チュエータなどによって、第 、第2パターンをそれぞれ生成する2つの電子マスクの

相対位置を調整してもよいが、2つの電子マスクの少なくとも一方で、パターンを生成

するタイミングを調整する、あるいは電子マスクでのパターン生成位置をずらしてもよ

い。なお、 を用いた露光装置は、例えば特開平8 3842号公報、特開2００

4 ０4 35号公報、米国特許第6，778 257 号公報に開示されている。指定国また

は選択国の法令が許す範囲において米国特許第6，778 257 号公報の開示を援用

して本文の記載の一部とする。

０273 露光装置 Xの種類としては、基板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られず、液品表示素子製造用又はディスプレイ製造用の

露光装置、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン、 S チップ、撮像素子 ( C

)あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露光装置などにも広く適用でき

る。

０274 本願明細書に掲げた種々の米国特許及び米国特許出願公開については、特に援

用表示をしたもの以外についても、指定国または選択国の法令が許す範囲において

それらの開示を援用して本文の一部とする。

０275 以上のよぅに、本願実施形態の露光装置 X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

度を保つよぅに、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、こ

の組み立ての前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整

、各種機械系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系について

は電気的精度を達成するための調整が行われる。各種サブシステムから露光装置へ

の組み立て工程は、各種サブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、

気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種サブシステムから露光装置への組み立

て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程があること劫㌧までもない。各

種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露



光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度及びクリ

ーン度等が管理されたクリーンルームで行ぅことが望ま 、。

０276 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図28に示すよぅに、マイクロデバイスの機

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

作するステッ 2０2、デバイスの基材である基板を製造するステッ ０3、前述した

実施形態の露光装置 Xによりマスクのパターンを基板に多重露光する露光工程及

び露光した基板の現像工程を含む基板処理ステップ2０4、デバイス組み立てステッ
プ (ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程などの加工プロセスを含む) 2

０5、検査ステッ 2０6等を経て製造される。

産業上の利用可能，性

０277 本発明によれば、基板の多重露光を正確に且つ高い効率で行ぅことができる。この

ため、高密度で複雑な回路パターンを有するデバイスを高いスループ、ソトで生産する

ことができる。それゆえ、本発明は、我国の半導体産業を含むハイテク産業及び 技

術の発展に貢献するであろぅ。



請求の範囲

基板を露光する露光装置であって、

第 パターンの像を第 露光領域に形成し、前記第 パターンと異なる第2パターン

の像を第2露光領域に形成する光学システムと、

前記光学システムを介して前記第 パターンの像と前記第2パターンの像とで前記

基板上の所定領域を多重露光するときに、前記第 パターンの像が形成される第

像面と前記基板表面との面位置関係、並びに、前記第2パターンの像が形成される

第2像面と前記基板表面との面位置関係を調整する調整装置とを備えた露光装置。

2 前記調整装置は、前記第 パターン及び前記第2パターンの少なくとも一方の位置

を調整して、前記第 像面及び前記第2像面の少なくとも一方の位置を調整する請

求項 記載の露光装置。

3 前記調整装置は、前記光学システムを調整して、前記第 像面及び前記第2像面

の少なくとも一方の位置を調整する請求項 記載の露光装置。

4 前記第 像面及び前記第2像面の少なくとも一方の位置調整は、前記第 像面及

び前記第2像面の少なくとも一方の傾斜調整を含む請求項3記載の露光装置。

5 前記調整装置は、前記基板の位置を調整し、該位置調整は、前記基板の傾斜調

整を含む請求項 記載の露光装置。

6 前記調整装置は、前記基板の表面情報に基づいて、前記第 及び第2像面の各々
と前記基板表面との面位置関係を調整する請求項 記載の露光装置。

7 前記基板の表面情報を取得可能な面検出系を更に備え、

前記調整装置は、前記面検出系の検出結果に基づいて、前記第 及び第2像面の

各々と前記基板表面との面位置関係を調整する請求項6記載の露光装置。

8 前記面検出系は、前記所定領域に対する多重露光動作と並行して、前記基板の

表面情報を取得する請求項7記載の露光装置。

9 前記面検出系は、前記光学システムから離れて配置され、前記基板に対する露光

動作が開始される前に、前記基板の表面情報を取得する請求項7記載の露光装置。

０ 前記調整装置は、前記第 露光領域における前記第 像面と前記基板表面との面

位置関係の調整を前記第 像面の位置調整のみで行い、前記第2露光領域におけ



る前記第2像面と前記基板表面との面位置関係の調整を前記基板の位置調整のみ

で行ぅ請求項 記載の露光装置。

前記調整装置は、前記第 露光領域における前記第 像面と前記基板表面との面

位置関係の調整、及び前記第2露光領域における前記第2像面と前記基板表面との

面位置関係の調整を、前記第 像面及び前記第2像面の位置調整なしに、前記基板

の位置調整のみで行ぅ請求項 記載の露光装置。

2 前記調整装置は、前記第 露光領域における前記第 像面と前記基板上の露光面

とが合致するよぅに、前記基板の位置調整を〒ぅ請求項皿記載の露光装置。

3 前記調整装置は、前記第 露光領域における前記第 像面と前記基板上の露光面

との誤差、及び前記第2露光領域における前記第2像面と前記基板上の露光面との

誤差がほぼ同じになるよぅに、前記基板の位置調整を〒ぅ請求項皿記載の露光装置

4 前記調整装置は、前記第 露光領域における前記第 像面と前記基板上の露光面

とが合致するよぅに、且っ前記第2露光領域における前記第2像面と前記基板上の

露光面とが合致するよぅに、前記第 像面、前記第2像面、及び前記基板表面の位

置調整を〒ぅ請求項 記載の露光装置。

5 前記調整装置は、前記第 像面の位置調整量と前記第2像面の位置調整量とがほ

ぼ等しくなるよぅに、前記基板の位置調整を〒ぅ請求項 4記載の露光装置。

6 前記調整装置は、前記第 露光領域における前記第 像面と前記基板表面との面

位置関係の調整、及び前記第2露光領域における前記第2像面と前記基板表面との

面位置関係の調整を、前記基板の位置調整なしに、前記第 像面及び前記第2像面

の位置調整のみで行ぅ請求項 記載の露光装置。

7 前記調整装置は、前記第 露光領域内で前記第 像面と前記基板表面とが所定位

置関係となるよぅに、且っ前記第2露光領域内で前記第2像面と前記基板表面とが所

定位置関係となるよぅに、前記第 像面、前記第2像面、及び前記基板の少なくとも一

っを動かす請求項 記載の露光装置。

8 前記調整装置による前記面位置関係の調整は、前記所定領域の多重露光中に行

われる請求項 記載の露光装置。



9 前記基板上の所定領域の多重露光中に、前記基板上の所定領域が前記第 露光

領域と前記第2露光領域とを通過するよぅに、前記第 露光領域及び前記第2露光領

域に対して前記基板を走査方向に移動する請求項 記載の露光装置。

2０ 前記基板上の所定領域の多重露光中に、前記第 パターン及び前記第2パターン

がそれぞれの走査方向に移動する請求項 9記載の露光装置。

2 前記第 パターンを有する第 マスク、及び前記第2パターンを有する第2マスクを

それぞれ走査方向に移動可能なマスクステージと、

前記基板上の所定領域を前記第 露光領域及び前記第2露光領域に対して走査

方向に移動可能な基板ステージとを備え、

前記第 マスク及び前記第2マスクの移動と前記基板の移動とが同期して行われる

よぅに、前記マスクステージと前記基板ステージとを制御する請求項2０記載の露光

22 前記マスクステージは、前記第 マスク及び前記第2マスクを保持してほぼ同一の

走査方向に移動可能なメインステージを有する請求項2 記載の露光装置。

23 前記マスクステージは、前記メインステージに対して前記第 マスクを移動可能な第

駆動装置と、前記メインステージに対して前記第2マスクを移動可能な第2駆動装

置とを有する請求項22記載の露光装置。

24 前記調整装置は、前記第 、第2駆動装置を用いて前記第 、第2マスクの少なくと

も一方を動かすことによって、前記第 、第2像面の少なくとも一方の位置を調整する

請求項23記載の露光装置。

25 前記第 マスク及び前記第2マスクの位置情報をそれぞれ計測可能な第 計測シス

テムを備えた請求項2 記載の露光装置。

26 前記光学システムは、前記基板が対向して配置される つの光学素子を有し、前記

つの光学素子を介して、前記第 露光領域及び前記第2露光領域にそれぞれ前記

第 パターンの像及び前記第2パターンの像を形成する請求項 記載の露光装置。

27 前記第 露光領域と前記第2露光領域とは異なる位置に設定される請求項 ～26

のいずれか一項記載の露光装置。

28 前記光学システムは、前記第 露光領域及び前記第2露光領域と光学的に共役な



位置近傍に配置された第 反射面と、前記第 露光領域及び前記第2露光領域と光

学的に共役な位置近傍に配置された第2反射面と、前記第 パターンからの露光光

を前記第 反射面へ導く第 光学系と、前記第2パターンからの露光光を前記第2反

射面へ導く第2光学系と、前記第 反射面からの露光光及び前記第2反射面からの

露光光をそれぞれ前記第 露光領域及び前記第2露光領域へ導く第3光学系とを有

する請求項27記載の露光装置。

29 前記第 像面の位置及び前記第2像面の位置を計測する第2計測システムを備え

た請求項 記載の露光装置。

3０ 前記第2計測システムは、前記第 露光領域及び前記第2露光領域のそれぞれに

配置可能な受光部を有する請求項29記載の露光装置。

3 前記基板上に液浸領域を形成し、前記液浸領域の液体を介して前記第 パターン

からの露光光と前記第2パターンからの露光光とを前記基板上の所定領域に照射す

る請求項 記載の露光装置。

32 前記基板はウェハである請求項 記載の露光装置。

33 基板を露光する露光装置であって、

第 パターンの像を第 露光領域に形成し、前記第 パターンと異なる第2パターン

の像を第2露光領域に形成する光学システムと、

前記第 パターンの像が形成される第 像面の位置情報と、前記第2パターンの像

が形成される第2像面の位置情報とを検出する検出系とを備え、

前記検出系の検出結果に基づいて前記第 パターンの像と前記第2パターンの像

とで前記基板上の所定領域を多重露光する露光装置。

34 前記検出系は、前記基板の面情報を検出する請求項33記載の露光装置。

35 さらに、前記検出系の検出結果に基づいて前記第 像面、第2像面、及び基板面

の位置の少なくとも一つを調整する調整装置を備える請求項34記載の露光装置。

36 さらに、前記第 パターンを有する第 マスク及び前記第2パターンを有する第2マ

スクを所定の方向に移動可能なマスクステージと、前記基板を前記第 露光領域及

び第2露光領域に対して所定の方向に移動可能な基板ステージとを備え、前記多重

露光時に、前記マスクステージ及び前記基板ステージによって前記第 マスク及び



前記第2マスクと前記基板とが同期して移動される請求項35記載の露光装置。

37 前記調整装置は、前記第 及び第2像面の位置と、前記基板の位置とをそれぞれ

調整可能である請求項36記載の露光装置。

38 さらに、前記多重露光時に、前記第 及び第2像面と基板面とが所定の位置関係に

なるよぅに前記調整装置を制御する制御装置を備える請求項36記載の露光装置。

39 前記制御装置は、前記多重露光時における前記第 マスク、第2マスク及び基板の

面位置の移動プロファイルを予め決定する請求項38記載の露光装置。

4０ さらに、前記第 パターンを有する第 マスクを所定の方向に移動可能な第1マスク

ステージと、前記第2パターンを有する第2マスクを所定の方向に移動可能な第2マ

スクステージと、前記基板を前記第 露光領域及び第2露光領域に対して所定の方

向に移動可能な基板ステージとを備え、前記多重露光時に、前記第 及び第2マスク

ステージ及び前記基板ステージによって、前記第 マスクと前記基板とが同期して移

動され、前記第2マスクと前記基板とが同期して移動される請求項35記載の露光装

置。

4 前記基板上に液浸領域が形成され、前記液浸領域の液体を介して前記第 パター

ンからの露光光と前記第2パターンからの露光光とが前記基板上の所定領域に照射

される請求項33記載の露光装置。

42 請求項 ～33のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。

43 第 パターンの像と第2パターンの像とで基板上の所定領域を多重露光する露光

方法であって

前記第 パターンの像が形成される第 像面と前記基板の表面との面位置関係を

調整することと

前記第2パターンの像が形成される第2像面と前記基板の表面との面位置関係を

調整することと

前記第 パターンの像及び前記第2パターンの像を第 露光領域及び第2露光領

域にそれぞれ形成して前記第 パターンの像と前記第2パターンの像とで前記基板

上の所定領域を多重露光する露光方法。

44 前記第 パターンが形成される第1マスク及び前記第2パターンが形成される第2マ



スクと前記基板とを同期して移動しながら、前記第 パターンの像と前記第2パターン

の像とで前記基板上の所定領域を多重露光する請求項43記載の露光方法。

45 前記第1及び第2マスクと前記基板との一回の同期移動により前記第 パターンの

像と前記第2パターンの像とで前記基板上の所定領域が多重露光される請求項44

記載の露光方法。

46 前記多重露光時に前記第 及び第2露光領域に対して前記基板が走査方向に相

対移動され、前記第 及び第2露光領域は前記走査方向に関して位置が異なる請求

項43記載の露光方法。

47 さらに、前記第 像面と前記第2像面との面位置関係を調整することを含む請求項

43記載の露光方法。

48 前記基板上に液浸領域が形成され、前記液浸領域の液体を介して前記第 パター

ンからの露光光と前記第2パターンからの露光光とが前記基板上の所定領域に照射

される請求項43記載の露光方法。

49 第 パターンの像と第2パターンの像とで基板上の所定領域を多重露光する露光

方法であって、

前記第 パターンの像が形成される第 像面の位置情報を検出することと

前記第2パターンの像が形成される第2像面の位置情報を検出することと

前記第 パターンの像及び前記第2パターンの像を第 露光領域及び第2露光領

域にそれぞれ形成して、前記検出された位置情報に基づいて前記第 パターンの像

と前記第2パターンの像とで前記基板上の所定領域を多重露光する露光方法。

5０ さらに、前記基板の面情報を検出することを含む請求項49記載の露光方法。

5 さらに、前記第 像面、第2像面及び基板面の位置の少なくとも一つを調整すること

を含む請求項49記載の露光方法。

52 前記多重露光時に前記第 及び第2露光領域に対して前記基板が走査方向に相

対移動され、前記第 及び第2露光領域は前記走査方向に関して位置が異なる請求

項49記載の露光方法。

53 前記多重露光時に、前記第 及び第2パターンと前記基板とを同期して移動するこ

とを含む請求項49記載の露光方法。



54 さらに、前記多重露光時における前記第 マスク、第2マスク及び基板の面位置の

移動プロファイルを予め決定することを含む請求項52記載の露光方法。

55 前記基板上に液浸領域が形成され、前記液浸領域の液体を介して前記第 パター

ンからの露光光と前記第2パターンからの露光光とが前記基板上の所定領域に照射

される請求項49記載の露光方法。

56 請求項43～55のいずれか一項記載の露光方法を用いて基板を多重露光すること

と，

露光した基板を現像することと

現像した基板を加工することを含むデバイス製造方法。
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