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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターンを受けるべく適合されたマスクユニットと、
　基板を受けるべく適合された基板ユニットと、
　光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、前記パターンの画像
を前記基板上に転写するべく適合された光学投影ユニットと、
　前記光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結像装置コンポーネン
トと、
　第２結像装置コンポーネントであって、前記第１結像装置コンポーネントとは異なって
おり、且つ、前記マスクユニット、前記光学投影ユニット、及び前記基板ユニットのうち
の１つのコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、
　計測装置であって、
　　前記パターンの画像を前記基板上に転写する転写段階中に、前記第１結像装置コンポ
ーネントと前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係をキャプチャし、
　　前記第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に接続されている基準素子を有す
る計測装置と、
を有し、
　前記計測装置のコンポーネントのうち、前記基準素子以外のコンポーネントの各々が、
前記光学投影ユニットのコンポーネント上、または前記基板ユニットのコンポーネント上
のいずれかに設けられ、これにより、前記計測装置が、前記第１結像装置コンポーネント
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と前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係を直接的にキャプチャする光学
結像装置。
【請求項２】
　前記第１結像装置コンポーネントは、前記マスクユニット及び前記基板ユニットのうち
の１つに最も近接して配置された前記光学投影ユニットの前記光学素子ユニットのコンポ
ーネントである請求項１記載の光学結像装置。
【請求項３】
　前記第１結像装置コンポーネントは、光学素子である請求項１記載の光学結像装置。
【請求項４】
　前記第１結像装置コンポーネントは、ミラーである請求項１記載の光学結像装置。
【請求項５】
　前記基準素子は、基準面を有しており、前記基準面は、反射面及び回折面のうちの少な
くとも１つである請求項１記載の光学結像装置。
【請求項６】
　前記基準面は、前記第１結像装置コンポーネントの表面である請求項５記載の光学結像
装置。
【請求項７】
　前記光学投影ユニットは、光学素子のグループを有しており、前記光学素子は、前記パ
ターンの前記画像を前記基板上に転写する際に協働する投射表面を具備しており、
　前記基準面は、前記投射表面のうちの１つに設けられるか、又は前記投射表面のうちの
１つのもの以外の前記光学素子のうちの１つの表面に設けられる請求項５記載の光学結像
装置。
【請求項８】
　前記光学投影ユニットは、光学素子のグループを有しており、前記光学素子は、前記パ
ターンの前記画像を前記基板上に転写する際に協働する投射表面を具備しており、
　前記第１結像装置コンポーネントはミラーであり、前記ミラーは、前側反射面を有する
前部部分と、後部部分を有しており、前記前側反射面は、前記投射表面のうちの１つであ
り、
　前記基準素子の少なくとも一部分は、前記後部部分に接続されている請求項１記載の光
学結像装置。
【請求項９】
　前記後部部分は、前記前側反射面の反対側の後側面を有しており、
　前記基準素子は、基準面を有しており、前記基準面は、反射面及び回折面のうちの少な
くとも１つであり、
　前記後側面の少なくとも一部は、前記基準面の少なくとも一部分を形成している請求項
８記載の光学結像装置。
【請求項１０】
　前記光学投影ユニットは、前記パターンの前記画像を前記基板上に転写する際に協働す
る反射投射表面を具備した反射光学素子のみを有しており、
　前記第１結像装置コンポーネントは、前記反射光学素子のうちの１つである請求項１記
載の光学結像装置。
【請求項１１】
　前記第２結像装置コンポーネントが、
　光学素子、
　前記マスクユニットのコンポーネント、
　又は、前記基板ユニットのコンポーネントである請求項１記載の光学結像装置。
【請求項１２】
　制御ユニットが備えられており、
　前記制御ユニットは、前記第１結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポーネ
ント間の前記空間的な関係を受領するべく前記計測装置に接続されており、



(3) JP 5237091 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　前記制御ユニットは、前記パターンの前記画像を前記基板上に転写する際に、前記計測
装置から受領した前記空間的な関係の関数として前記光学結像装置の少なくとも１つのコ
ンポーネントの位置を制御する請求項１記載の光学結像装置。
【請求項１３】
　前記マスクユニット及び前記光学投影ユニットは、ＥＵＶレンジ内の光を使用するべく
適合されている請求項１記載の光学結像装置。
【請求項１４】
　前記計測装置は、２つの並進自由度における、前記第１結像装置コンポーネントと前記
第２結像装置コンポーネント間の前記空間的な関係をキャプチャし、このキャプチャに際
しては、これらの２つの並進自由度の各々における前記空間的な関係をキャプチャするた
めの前記基準素子の少なくとも１つを用いる請求項１記載の光学結像装置。
【請求項１５】
　パターンの画像を基板上に転写する転写段階中に、光学結像装置の第１コンポーネント
と第２コンポーネントとの間の空間的な関係をキャプチャする方法であって、
　前記パターンを有するマスクユニットと、前記基板を有する基板ユニットと、光学素子
ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、前記パターンの画像を前記基板
上に転写するべく適合された光学投影ユニットと、前記光学素子ユニットのうちの１つの
コンポーネントである第１結像装置コンポーネントと、第２結像装置コンポーネントであ
って、前記第１結像装置コンポーネントとは異なっており、且つ、前記マスクユニット、
前記光学投影ユニット、及び前記基板ユニットのうちの１つのコンポーネントである第２
結像装置コンポーネントと、を有する光学結像装置を提供する段階、
　基準素子を提供する段階であって、前記基準素子は、前記第１結像装置コンポーネント
に直接的に機械的に接続されている段階、および、
　前記基準素子を使用し、前記第１結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポー
ネント間の空間的な関係を直接的にキャプチャする段階、
を有する方法。
【請求項１６】
　前記第１結像装置コンポーネントは、
　前記マスクユニット及び前記基板ユニットのうちの１つに最も近接して配置された前記
光学投影ユニットの前記光学素子ユニットのコンポーネント、
及び／又は、ミラーである請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記基準素子は、基準面を有しており、前記基準面は、前記第１結像装置コンポーネン
トの表面である請求項１５記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポーネント間の空間的な関係
をキャプチャする前記段階は、２つの並進自由度における前記空間的な関係をキャプチャ
する段階を含み、このキャプチャに際しては、これらの２つの並進自由度の各々における
前記空間的な関係をキャプチャするための前記基準素子の少なくとも１つを用いる請求項
１５記載の方法。
【請求項１９】
　パターンの画像を基板上に転写する方法であって、
　転写段階において、光学結像装置を使用し、前記パターンの前記画像を前記基板上に転
写する段階と、
　前記転写段階のキャプチャ段階において、請求項１５記載の前記方法を使用し、前記光
学結像装置の第１コンポーネント及び第２コンポーネント間の空間的な関係をキャプチャ
する段階と、
　前記転写段階の制御段階において、前記キャプチャ段階においてキャプチャした第１コ
ンポーネント及び第２コンポーネント間の前記空間的な関係の関数として前記光学結像装
置の少なくとも１つのコンポーネントの位置を制御する段階と、
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を有する方法。
【請求項２０】
　パターンを有するマスクユニットと、
　基板を有する基板ユニットと、
　光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、前記パターンの画像
を前記基板上に転写するべく適合された光学投影ユニットと、
　前記光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結像装置コンポーネン
トと、
　第２結像装置コンポーネントであって、前記第１結像装置コンポーネントとは異なり、
且つ、前記マスクユニット、前記光学投影ユニット、及び前記基板ユニットのうちの１つ
のコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、
　計測装置であって、前記パターンの画像を前記基板上に転写する転写段階中に、前記第
１結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係をキ
ャプチャし、前記計測装置の少なくとも１つのコンポーネントは、前記第１結像装置コン
ポーネント内に統合されている、計測装置と、
を有し、
　前記計測装置のコンポーネントのうち、前記少なくとも１つのコンポーネント以外のコ
ンポーネントの各々が、前記光学投影ユニットのコンポーネント上、または前記基板ユニ
ットのコンポーネント上のいずれかに設けられ、これにより、前記計測装置が、前記第１
結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係を直接
的にキャプチャする光学結像装置。
【請求項２１】
　前記第１結像装置コンポーネントは、
　前記マスクユニット及び前記基板ユニットのうちの１つに最も近接して配置された前記
光学投影ユニットの前記光学素子ユニットのコンポーネント、
及び／又は、ミラーである請求項２０記載の光学結像装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのコンポーネントは、
　前記第１結像装置コンポーネントのレセプタクル内に配置されている、
及び／又は、前記第１結像装置コンポーネントに接触していない、
及び／又は、光線操作素子を有している請求項２０記載の光学結像装置。
【請求項２３】
　前記第２結像装置コンポーネントは、前記基板ユニットのコンポーネントである請求項
２０記載の光学結像装置。
【請求項２４】
　前記マスクユニット及び前記光学投影ユニットは、ＥＵＶレンジ内の光を使用するべく
適合されている請求項２０記載の光学結像装置。
【請求項２５】
　前記計測装置は、２つの並進自由度における、前記第１結像装置コンポーネントと前記
第２結像装置コンポーネント間の前記空間的な関係をキャプチャし、このキャプチャに際
しては、これらの２つの並進自由度の各々における前記空間的な関係をキャプチャするた
めの前記基準素子の少なくとも１つを用いる請求項２０記載の光学結像装置。
【請求項２６】
　パターンを受けるべく適合されたマスクユニットと、
　少なくとも１つのターゲットデバイスを受けるべく適合されたターゲットユニットと、
　光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、前記パターンの画像
を前記少なくとも１つのターゲットデバイス上に転写するべく適合された光学投影ユニッ
トと、
　前記光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結像装置コンポーネン
トと、
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　第２結像装置コンポーネントであって、前記第１結像装置コンポーネントとは異なり、
且つ、前記マスクユニット、前記光学投影ユニット、及び前記ターゲットユニットのうち
の１つのコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、
　計測装置であって、前記パターンの画像を前記基板上に転写する転写段階中に、前記第
１結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係をキ
ャプチャし、前記第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に接続されている基準素
子を有する計測装置と、
を有し、
　前記計測装置のコンポーネントのうち、前記基準素子以外のコンポーネントの各々が、
前記光学投影ユニットのコンポーネント上、または前記基板ユニットのコンポーネント上
のいずれかに設けられ、これにより、前記計測装置が、前記第１結像装置コンポーネント
と前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係を直接キャプチャする光学結像
装置。
【請求項２７】
　前記ターゲットユニットは、基板ユニットを有しており、かつ、前記少なくとも１つの
ターゲットデバイスは、基板であり、
又は、前記ターゲットユニットは、画像センサユニットを有しており、かつ、前記少なく
とも１つのターゲットデバイスは、画像センサデバイスである請求項２６記載の光学結像
装置。
【請求項２８】
　前記ターゲットユニットは、基板を受けるべく適合された基板ユニットと、画像センサ
デバイスを受けるべく適合された画像センサユニットと、を有しており、
　前記ターゲットユニットは、前記光学投影ユニットに対する露光位置に前記基板ユニッ
ト及び前記画像センサユニットを選択的に配置するべく適合されており、
　前記パターンの前記画像は、前記基板ユニットが前記露光位置に配置されたとき、前記
基板ユニット内に受けられた前記基板上に投影され、
　前記パターンの前記画像は、前記画像センサユニットが前記露光位置に配置されたとき
、前記画像センサユニット内に受けられた前記画像センサデバイス上に投影される請求項
２６記載の光学結像装置。
【請求項２９】
　前記光学投影ユニットは、ＥＵＶレンジ内の光を使用するか、
及び／又は、前記ターゲットユニットの少なくとも一部は、真空中に配置される請求項２
６記載の光学結像装置。
【請求項３０】
　前記計測装置は、２つの並進自由度における、前記第１結像装置コンポーネントと前記
第２結像装置コンポーネント間の前記空間的な関係をキャプチャし、このキャプチャに際
しては、これらの２つの並進自由度の各々における前記空間的な関係をキャプチャするた
めの前記基準素子の少なくとも１つを用いる請求項２６記載の光学結像装置。
【請求項３１】
　光学結像装置の第１コンポーネント及び第２コンポーネント間の空間的な関係をキャプ
チャする方法であって、
　パターンを有するマスクユニットと、ターゲットデバイスを有するターゲットユニット
と、光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、前記パターンの画
像を前記ターゲットデバイス上に転写するべく適合された光学投影ユニットと、前記光学
素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結像装置コンポーネントと、第２
結像装置コンポーネントであって、前記第１結像装置コンポーネントとは異なり、且つ、
前記マスクユニット、前記光学投影ユニット、及び前記ターゲットユニットのうちの１つ
のコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、を有する光学結像装置を提供す
る段階、
　基準素子を提供する段階であって、前記基準素子は、前記第１結像装置コンポーネント
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に直接的に機械的に接続されている段階、および、
　前記パターンの画像を前記基板上に転写する転写段階中に、前記基準素子を使用し、前
記第１結像装置コンポーネントと前記第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係
を直接的にキャプチャする段階、
を有する方法。
【請求項３２】
　パターンを受けるべく適合されたマスクユニットと、
　少なくとも１つのターゲットデバイスを受けるべく適合されたターゲットユニットと、
　光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、ＥＵＶレンジ内の光
を使用し、前記パターンの画像を前記少なくとも１つのターゲットデバイス上に転写する
べく適合された光学投影ユニットと、
　計測装置と、
を有しており、
　前記ターゲットユニットは、第１ターゲットデバイスを形成する基板を受けるべく適合
された基板ユニットと、第２ターゲットデバイスを形成する画像センサデバイスを受ける
べく適合された画像センサユニットと、を有しており、
　前記ターゲットユニットは、前記基板ユニット及び前記画像センサユニットを前記光学
投影ユニットに対する露光位置に選択的に配置するべく適合されており、
　前記パターンの前記画像は、前記基板ユニットが前記露光位置に配置されたとき、前記
基板ユニット内に受けられた前記基板上に投影され、
　前記パターンの前記画像は、前記画像センサユニットが前記露光位置に配置されたとき
、前記画像センサユニット内に受けられた前記画像センサデバイス上に投影され、
　前記計測装置の少なくとも１つのコンポーネントは、前記光学素子ユニットのうちの１
つのコンポーネントである第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に接続され、前
記少なくとも１つのコンポーネント以外のコンポーネントの各々が、前記光学投影ユニッ
トのコンポーネント上、または前記基板ユニットのコンポーネント上のいずれかに設けら
れ、これにより、前記計測装置は、前記パターンの前記画像を、前記基板上または前記画
像センサデバイス上に投影する段階中に、前記第１結像装置コンポーネントと、第２結像
装置コンポーネントであって、前記第１結像装置コンポーネントとは異なっており、且つ
、前記マスクユニット、前記光学投影ユニット、及び前記ターゲットユニットのうちの１
つのコンポーネントである第２結像装置コンポーネントとの間の空間的な関係を直接的に
キャプチャする光学結像装置。
【請求項３３】
　請求項１～１４、２０～２５及び３２のいずれかに記載の光学結像装置を用いて、前記
マスクユニットが受けるパターンの画像を複数のターゲットデバイス上に転写する方法で
あって、
　前記基板ユニットの基板であって、第１ターゲットデバイスを形成する基板と、第２タ
ーゲットデバイスを形成する画像センサデバイスを、前記光学投影ユニットに対する露光
位置に選択的に配置する段階と、
　第１転写段階において、前記基板が前記露光位置にあるとき、前記光学結像装置を使用
すると共にＥＵＶレンジ内の光を使用し、前記パターンの前記画像を前記基板上に転写す
る段階と、
　第２転写段階において、前記画像センサデバイスが前記露光位置にあるとき、前記光学
結像装置を使用すると共にＥＵＶレンジ内の光を使用し、前記パターンの前記画像を前記
画像センサデバイス上に転写する段階と、
を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願に対する相互参照）
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　本出願は、２００５年６月２日付けで出願された米国仮特許出願第６０／６８６，８４
９号及び２００５年９月８日付けで出願された米国仮特許出願第６０／７１４，９７５号
の利益を米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づいて主張するものであり、これらの内容は
、本引用により、そのすべてが本明細書に含まれる。
　本発明は、露光プロセスにおいて使用される光学結像装置（ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇ
ｉｎｇ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）に関するものであり、更に詳しくは、マイクロリソグ
ラフィシステムの光学結像装置に関するものである。本発明は、光学結像装置のコンポー
ネント間の空間的な関係をキャプチャする方法に更に関するものである。又、本発明は、
パターンの画像を基板上に転写する方法にも関するものである。更には、本発明は、光学
投影ユニットのコンポーネントを支持する方法にも関するものである。本発明は、マイク
ロ電子デバイス、更に詳しくは、半導体デバイスを製造するフォトリソグラフィプロセス
との関連において、或いは、このようなフォトリソグラフィプロセスにおいて使用される
マスク又はレティクルなどのデバイスの製造との関連において、使用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスなどのマイクロ電子デバイスの製造との関連において使用され
る光学系は、レンズ又はミラーなどの光学素子を有する複数の光学素子ユニットを光学系
の光路内に有している。これらの光学素子は、通常、露光プロセスにおいて協働すること
により、マスク、レティクル、又はこれらに類似したものに形成されたパターンの画像を
ウエハなどの基板上に転写している。これらの光学素子は、通常、１つ又は複数の機能的
に個別の光学素子グループとして組み合わせられている。これらの別個の光学素子グルー
プは、別個の露光ユニットによって保持可能である。具体的には、主に屈折系においては
、このような露光ユニットは、しばしば、１つ又は複数の光学素子を保持する光学素子モ
ジュールのスタックから構築されている。これらの光学素子モジュールは、通常、それぞ
れが光学素子を保持している１つ又は複数の光学素子ホルダを支持する略リング形状の外
部支持デバイスを有している。
【０００３】
　レンズなどの少なくとも主に屈折光学素子を有する光学素子グループは、その大部分が
、通常は光軸と呼ばれる光学素子が対称となる真っ直ぐな共通軸を具備している。更には
、このような光学素子グループを保持する露光ユニットは、しばしば、細長い実質的に筒
状の設計を具備しており、これに起因し、これらは、通常、鏡筒と呼ばれている。
【０００４】
　現在も継続中の半導体デバイスの小型化に起因し、これらの半導体デバイスの製造に使
用される光学系の分解能の改善に対する永続的なニーズが存在している。この分解能の改
善に対するニーズは、光学系の開口数の増大と結像精度の向上に対するニーズを明らかに
増大させている。
【０００５】
　分解能の改善を実現する１つの方法は、露光プロセスにおいて使用される光の波長を短
くするというものである。近年においては、下限が１３ｎｍ、又は、場合によっては、こ
れを下回る波長を使用する極端紫外（ＥＵＶ）レンジ内の光を使用する方法が実行されて
いる。このＥＵＶレンジにおいては、もはや、一般的な屈折オプティクスを使用すること
ができない。これは、屈折光学素子に一般的に使用されている材料がこのＥＵＶレンジに
おいて示す吸収の程度が、高品質の露光結果を得るには高過ぎるという事実に起因してい
る。従って、ＥＵＶレンジにおいては、露光プロセスにおいて、ミラー又はこれに類似し
たものなどの反射素子を有する反射系を使用することにより、マスク上に形成されたパタ
ーンの画像を、例えば、ウエハなどの基板上に転写している。
【０００６】
　ＥＵＶレンジ内において、大きな開口数（例えば、ＮＡ＞０．５）を有する反射系を使
用した場合には、光学結像装置の設計との関連において大きな問題が生じることになる。
【０００７】
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　例えば、この結果、露光プロセスに加わるコンポーネント間の相対的な位置に関連した
非常に厳格な要件が課せられることになる。更には、高品質な半導体デバイスを高い信頼
性によって得るのに必要とされるのは、高度な結像精度を有する光学系の提供だけではな
い。露光プロセスの全体にわたって、且つ、そのシステムの寿命にわたって、このような
高度な精度を維持する必要もある。この結果、高品質の露光プロセスを提供するべく前述
の光学結像装置コンポーネント間の既定の空間的な関係を維持するために、露光プロセス
に加わっている光学結像装置コンポーネント、即ち、例えば、マスク、光学素子、及びウ
エハを、決められたとおりに支持しなければならない。
【０００８】
　露光プロセスの全体にわたって、且つ、場合によっては、装置を支持する基礎構造を介
して導入される振動の影響下において、且つ、熱によって導入される位置の変化の影響下
において、光学結像装置コンポーネント間の既定の空間的な関係を維持するには、光学結
像装置の特定のコンポーネント間の空間的な関係を少なくとも断続的にキャプチャすると
共に、このキャプチャプロセスの結果の関数として光学結像装置のコンポーネントのうち
の少なくとも１つの位置を調節する必要がある。
【０００９】
　これらの問題に対処するべく、一般的な主に屈折系においては、前述の空間的な関係の
キャプチャに必要な光学素子及び計測デバイスが、所謂計測フレームに対して実質的に堅
固に取り付けられている。このような計測フレームは、一般的には、重量を有し、且つ、
略プレートの形状を有する部材である。計測フレームは、通常、約３０Ｈｚのレンジにあ
る基礎構造の振動の影響を低減するべく、振動遮断手段を介して、基礎構造上において支
持されている。更には、熱によって誘発される計測フレームの変形を回避するべく、大き
な努力が必要となる。非常に小さな熱膨張係数を有する一般的には高価である材料から計
測フレームを製造するか、又は高価な温度安定化システムを提供する必要がある。従って
、いずれにしても、計測フレームは、非常に複雑であって、従って、これは、システムの
うちの高価な部分を構成している。
【００１０】
　ＥＵＶレンジ内の光の使用に伴って発生する更なる問題点は、大きな開口数を有する系
の場合には、少なくともウエハに最も近接したミラーが、従来の屈折系において使用され
ている最後の光学素子の直径をはるかに上回る大きなサイズを有しているという事実にあ
る。これは、ウエハと、光学素子によって形成された光学投影系の間の位置調節を提供す
るウエハステージレベリングシステムの計測に対して特別な問題を課すことになる。
【００１１】
　従来の屈折系においては、ウエハのレベリング、即ち、光学投影系の光軸（これは、し
ばしば、垂直であり、従って、しばしば、ｚ軸と呼ばれている）に沿ったウエハの位置調
節は、しばしば、計測フレームに取り付けられた計測装置の計測結果を使用すると共に、
投影系の最後の屈折光学素子の外周に近接した場所から傾いた角度においてウエハ上に光
線を投影することによって提供されている。計測光は、同様に傾いた角度においてウエハ
の表面から反射され、且つ、同様に最後の屈折光学素子の外周に近接した場所において計
測装置の受光素子に入射する。計測光が受光素子に入射する場所に応じて、計測装置との
関連におけるウエハの場所を判定可能である。
【００１２】
　相対的に適度な直径の最後の屈折光学素子を有する従来の屈折系においては、信頼性の
高い高精度の計測結果を実現可能である。しかしながら、ウエハに最も近接したミラーの
大きなサイズと、このミラーとウエハの間の小さな距離に起因し、前述のものなどの大き
な開口数のＥＵＶ系の場合には、信頼性の高い高精度の計測結果を得るには、計測光とウ
エハの間の角度が小さくなり過ぎる。
【００１３】
　欧州特許公開第１　１８２　５０９　Ａ２（ＥＰ　１　１８２　５０９　Ａ２）（Ｋｗ
ａｎによるもの）は、投影系のハウジングの一部に取り付けられると共に、マスクを保持
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するマスクテーブルに部分的に取り付けられたマスク計測装置の計測結果を使用して光学
投影系に対するマスクの位置決めを行う結像系を開示しており、この開示内容は、本引用
により、本明細書に包含される。この場合には、マスクテーブルが、計測装置の基準素子
、即ち、干渉計計測における反射器又はエンコーダ計測における２Ｄ格子を保持している
。この解決策は、マスク計測装置のコンポーネントを計測フレームに取り付ける必要性を
除去してはいるが、依然として、計測装置の部品を光学投影系のハウジングに取り付ける
という欠点を有している。ハウジングは、熱によって誘発された膨張効果の影響を受ける
ことにより、その内部に収容されている光学素子の位置を変化させる可能性があるため、
これらの影響をマスクテーブルの位置決めの際に考慮する必要があり、この結果、更なる
複雑性が系に追加され、従って、更に高価なものとなる。
【発明の開示】
【００１４】
　従って、前述の欠点を少なくともある程度克服すると共に、露光プロセスにおいて使用
される、長期にわたって良好かつ信頼性の高い結像特性を有する光学結像装置を提供する
ことが本発明の目的である。
【００１５】
　露光プロセスにおいて使用される光学結像装置の結像精度を少なくとも維持しつつ、光
学結像装置に必要とされる努力を軽減することが本発明の更なる目的である。
【００１６】
　これらの目的は、一方においては、光学結像装置のコンポーネント間の空間的な関係を
キャプチャする計測システムの少なくとも一部、具体的には、計測システムの１つ又は複
数の基準素子が、パターンの画像を基板上に転写するべく適合された光学投影ユニットの
コンポーネント内に統合されているか、又はこれに対して直接的に機械的に接続されてい
る場合に、そして、他方においては、光学投影ユニットの特定のコンポーネントが、計測
システムの少なくとも一部、具体的には、計測システムの１つ又は複数の基準素子を受け
るべく構成されている場合に、光学結像装置の結像精度を少なくとも維持しつつ、光学結
像装置に必要な努力の軽減を実現可能であるという本開示内容に基づいた本発明によって
実現されている。
【００１７】
　光学投影ユニットのコンポーネントに対する計測システムの少なくとも一部の統合又は
直接的な接続により、計測フレームに関する努力を軽減可能であり、計測フレームの全体
を除去することも可能である。更には、計測システムの少なくとも一部の統合又は直接的
な接続に非常に適するように、光学投影ユニットの特定のコンポーネントを適合させるこ
とも可能であることが判明した。具体的には、計測システムの１つ又は複数の基準素子の
統合又は直接的な接続に非常に適するように、光学投影系の特定のコンポーネントを適合
可能であることが判明した。
【００１８】
　従って、本発明の第１の態様によれば、光学結像装置が提供される。この装置は、パタ
ーンを有するマスクユニットと、基板を有する基板ユニットと、光学素子ユニットのグル
ープを有する光学投影ユニットであって、パターンの画像を基板上に転写するべく適合さ
れた光学投影ユニットと、光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結
像装置コンポーネントと、第２結像装置コンポーネントであって、第１結像装置コンポー
ネントとは異なっており、且つ、マスクユニット、光学投影ユニット、及び基板ユニット
のうちの１つのコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、計測装置と、を有
している。計測装置は、第１結像装置コンポーネントと第２結像装置コンポーネント間の
空間的な関係をキャプチャしている。計測装置は、基準素子を有しており、基準素子は、
第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に接続されている。
【００１９】
　本発明の第２の態様によれば、光学結像装置が提供される。この装置は、パターンを有
するマスクユニットと、基板を有する基板ユニットと、光学素子ユニットのグループを有
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する光学投影ユニットと、支持構造と、を有している。光学素子ユニットのグループは、
パターンの画像を基板上に転写するべく適合されている。光学素子ユニットのグループは
、光学素子ユニットの第１のサブグループと、第１のサブグループとは別個である第１光
学素子ユニットと、を有している。支持構造は、基礎構造上に支持されており、且つ、第
１サブグループを支持している。第１光学素子ユニットは、振動遮断デバイスを介して、
支持構造及び基礎構造のうちの１つに接続されている。
【００２０】
　本発明の第３の態様によれば、光学結像装置が提供される。この装置は、パターンを有
するマスクユニットと、基板を有する基板ユニットと、光学素子ユニットのグループを有
する光学投影ユニットと、支持構造と、を有している。光学素子ユニットのグループは、
パターンの画像を基板上に転写するべく適合されている。光学投影ユニットは、光学素子
ユニットの少なくとも第１のサブグループを支持するハウジングユニットを有している。
ハウジングユニットは、振動が遮断された方式において、直接的に基礎構造上において支
持されている。
【００２１】
　本発明の第４の態様によれば、光学結像装置の第１コンポーネントと第２コンポーネン
ト間の空間的な関係をキャプチャする方法が提供される。本方法は、パターンを有するマ
スクユニットと、基板を有する基板ユニットと、光学素子ユニットのグループを有する光
学投影ユニットであって、パターンの画像を基板上に転写するべく適合された光学投影ユ
ニットと、光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結像装置コンポー
ネントと、第２結像装置コンポーネントであって、第１結像装置コンポーネントとは異な
っており、且つ、マスクユニット、光学投影ユニット、及び基板ユニット中の１つのコン
ポーネントである第２結像装置コンポーネントと、を有する光学結像装置を提供する段階
を有している。本方法は、基準素子を提供する段階であって、基準素子は、第１結像装置
コンポーネントに直接的に機械的に接続されている段階と、基準素子を使用し、第１結像
装置コンポーネントと第２結像装置コンポーネント間の空間的な関係をキャプチャする段
階と、を更に有している。
【００２２】
　本発明の第５の態様によれば、パターンの画像を基板上に転写する方法が提供される。
本方法は、転写段階において、光学結像装置を使用し、パターンの画像を基板上に転写す
る段階と、転写段階のキャプチャ段階において、本発明の第３の態様による方法を使用し
、光学結像装置の第１コンポーネントと第２コンポーネント間の空間的な関係をキャプチ
ャする段階と、転写段階の制御段階において、キャプチャ段階においてキャプチャした第
１コンポーネントと第２コンポーネント間の空間的な関係の関数として光学結像装置の少
なくとも１つのコンポーネントの位置を制御する段階を有している。
【００２３】
　本発明の第６の態様によれば、光学投影ユニットのコンポーネントを支持する方法が提
供される。本方法は、光学素子ユニットのグループを提供する段階であって、光学素子ユ
ニットのグループは、パターンの画像を基板上に転写するべく適合されている段階と、光
学素子ユニットの第１サブグループを支持するハウジングユニットを提供する段階であっ
て、振動が遮断された方式において、直接的に基礎構造上においてハウジングを支持する
段階と、を有している。
【００２４】
　本発明の第７の態様によれば、光学投影ユニットのコンポーネントを支持する方法が提
供される。本方法は、光学素子ユニットのグループを提供する段階であって、光学素子ユ
ニットのグループは、パターンの画像を基板上に転写するべく適合されている段階と、第
１支持ユニットを介して光学素子ユニットの第１サブグループを支持する段階であって、
第１光学素子ユニットを第１サブグループとは別個に支持しており、第１光学素子ユニッ
トは、振動が遮断された方式において支持されている段階と、を有している。
【００２５】
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　本発明の第８の態様によれば、光学結像装置が提供される。この装置は、パターンを有
するマスクユニットと、基板を有する基板ユニットと、光学素子ユニットのグループを有
する光学投影ユニットであって、パターンの画像を基板上に転写するべく適合された光学
投影ユニットと、光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントである第１結像装置コ
ンポーネントと、第２結像装置コンポーネントであって、第１結像装置コンポーネントと
は異なっており、且つ、マスクユニット、光学投影ユニット、及び基板ユニットのうちの
１つのコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、計測装置と、を有している
。計測装置は、第１結像装置コンポーネントと第２結像装置コンポーネント間の空間的な
関係をキャプチャしている。計測装置の少なくとも１つの計測コンポーネントは、前述の
第１結像装置コンポーネント内に統合されている。
【００２６】
　本発明の第９の態様によれば、結像装置が提供される。この装置は、パターンを受ける
べく適合されたマスクユニット、基板を受けるべく適合された基板ユニットと、光学素子
ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、パターンの画像を基板上に転写
するべく適合された光学投影ユニットと、光学投影ユニットのコンポーネントである第１
結像装置コンポーネントと、マスクユニット及び基板ユニットのうちの１つのコンポーネ
ントである第２結像装置コンポーネントと、エンコーダ装置を有する計測装置と、を有し
ている。計測装置は、エンコーダ装置を使用し、第１結像装置コンポーネントと第２結像
装置コンポーネント間の空間的な関係をキャプチャしている。エンコーダ装置は、エミッ
タと、エンコーダ素子と、レシーバと、を有している。エミッタは、光線をエンコーダ素
子を介してレシーバ上に放射している。エンコーダ素子は、第１結像装置コンポーネント
に直接的に機械的に接続されている。
【００２７】
　本発明の第１０の態様によれば、光学結像装置の第１コンポーネントと第２コンポーネ
ント間の空間的な関係をキャプチャする方法が提供される。この方法は、パターンを受け
るべく適合されたマスクユニットと、基板を受けるべく適合された基板ユニットと、光学
素子ユニットのグループを有する光学投影ユニットであって、パターンの画像を基板上に
転写するべく適合された光学投影ユニットと、光学投影ユニットのコンポーネントである
第１結像装置コンポーネントと、マスクユニット及び基板ユニットのうちの１つのコンポ
ーネントである第２結像装置コンポーネントと、を有する光学結像装置を提供する段階と
、第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に結合されたエンコーダ素子を有するエ
ンコーダ装置を提供する段階と、キャプチャ段階において、エンコーダ装置を使用し、第
１結像装置コンポーネントと第２結像装置コンポーネント間の空間的な関係をキャプチャ
する段階であって、エンコーダ素子に向かって放射された光線の少なくとも一部分をエン
コーダ素子を介して受光して評価する段階を有している段階と、を有している。
【００２８】
　本発明の第１１の態様によれば、パターンの画像を基板上に転写する方法が提供される
。本方法は、転写段階において、光学結像装置を使用し、パターンの画像を基板上に転写
する段階と、転写段階のキャプチャ段階において、本発明による方法を使用し、光学結像
装置の第１コンポーネントと第２コンポーネント間の空間的な関係をキャプチャする段階
と、転写段階の制御段階において、キャプチャ段階においてキャプチャした第１コンポー
ネントと第２コンポーネント間の空間的な関係の関数として光学結像装置の少なくと１つ
のコンポーネントの位置を制御する段階と、を有している。
【００２９】
　本発明の第１２の態様によれば、光学結像装置が提供される。この装置は、パターンを
受けるべく適合されたマスクユニットと、少なくとも１つのターゲットデバイスを受ける
べく適合されたターゲットユニットと、光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユ
ニットであって、パターンの画像を少なくとも１つのターゲットデバイス上に転写するべ
く適合された光学投影ユニットと、光学素子ユニットのうちの１つのコンポーネントであ
る第１結像装置コンポーネントと、第２結像装置コンポーネントであって、第１結像装置
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コンポーネントとは異なっており、且つ、マスクユニット、光学投影ユニット、及びター
ゲットユニットのうちの１つのコンポーネントである第２結像装置コンポーネントと、計
測装置と、を有している。計測装置は、第１結像装置コンポーネントと第２結像装置コン
ポーネント間の空間的な関係をキャプチャしている。計測装置は、基準素子を有しており
、基準素子は、第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に接続されている。
【００３０】
　本発明の第１３の態様によれば、光学結像装置の第１コンポーネントと第２コンポーネ
ント間の空間的な関係をキャプチャする方法が提供される。本方法は、パターンを有する
マスクユニットと、ターゲットデバイスを有するターゲットユニットと、光学素子ユニッ
トのグループを有する光学投影ユニットであって、パターンの画像をターゲットデバイス
上に転写するべく適合された光学投影ユニットと、光学素子ユニットのうちの１つのコン
ポーネントである第１結像装置コンポーネントと、第２結像装置コンポーネントであって
、第１結像装置コンポーネントとは異なっており、且つ、マスクユニット、光学投影ユニ
ット、及びターゲットユニットのうちの１つのコンポーネントである第２結像装置コンポ
ーネントと、を有する光学結像装置を提供する段階と、基準素子を提供する段階であって
、基準素子は、第１結像装置コンポーネントに直接的に機械的に接続されている段階と、
基準素子を使用し、第１結像装置コンポーネントと第２結像装置コンポーネント間の空間
的な関係をキャプチャする段階と、を有している。
【００３１】
　本発明の第１４の態様によれば、光学結像装置が提供される。この装置は、パターンを
受けるべく適合されたマスクユニットと、少なくとも１つのターゲットデバイスを受ける
べく適合されたターゲットユニットと、光学素子ユニットのグループを有する光学投影ユ
ニットであって、ＥＵＶレンジ内の光を使用し、パターンの画像を少なくとも１つのター
ゲットデバイス上に転写するべく適合された光学投影ユニットと、を有している。前述の
ターゲットユニットは、第１ターゲットデバイスを形成する基板を受けるべく適合された
基板ユニットと、第２ターゲットデバイスを形成する画像センサデバイスを受けるべく適
合された画像センサユニットと、を有している。ターゲットユニットは、基板ユニット及
び画像センサユニットを光学投影ユニットに対する露光位置に選択的に配置するべく適合
されている。パターンの画像は、基板ユニットが露光位置に配置されたとき、基板ユニッ
ト内に受けられた基板上に投影される。パターンの画像は、画像センサユニットが露光位
置に配置されたとき、画像センサユニット内に受けられた画像センサデバイス上に投影さ
れる。
【００３２】
　本発明の第１５の態様によれば、パターンの画像を複数のターゲットデバイス上に転写
する方法が提供される。本方法は、第１ターゲットデバイスを形成する基板と第２ターゲ
ットデバイスを形成する画像センサデバイスを光学投影ユニットに対する露光位置に選択
的に配置する段階を有している。第１転写段階において、基板が露光位置にあるとき、パ
ターンの画像が、光学結像装置を使用すると共にＥＵＶレンジ内の光を使用し、基板上に
転写される。第２転写段階において、画像センサデバイスが露光位置にあるとき、パター
ンの画像が、光学結像装置を使用すると共にＥＵＶレンジ内の光を使用し、画像センサデ
バイス上に転写される。
【００３３】
　本発明の更なる態様及び実施例については、従属請求項と、添付の図面を参照した好適
な実施例に関する以下の説明から、明らかとなるであろう。請求項における明示的な記述
の有無とは無関係に、開示されている特徴のすべての組み合わせが本発明の範囲内に含ま
れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
・実施例１
　以下においては、図１及び図２を参照し、本発明による方法の好適な実施例を実施可能
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である本発明による好適な第１の実施例である光学結像装置１について説明することとす
る。
【００３５】
　図１は、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置１の形態に
おける光学結像装置の縮尺が正確ではない概略図である。露光装置１は、マスクユニット
３のマスク３．１上に形成されたパターンの画像を基板ユニット４の基板４．１上に転写
するべく適合された光学投影ユニット２を有している。このために、露光装置１は、反射
マスク３を照射する（図示されてはいない）照明系を有している。露光ユニット３は、マ
スク３．１から反射された光を受光し、マスク３．１上に形成されたパターンの画像を、
例えば、ウエハ又はこれに類似したものなどの基板４．１上に投影している。
【００３６】
　このために、光学投影ユニット２は、光学素子ユニットからなる光学素子ユニットグル
ープ５を保持している。この光学素子ユニットグループ５は、しばしば、投影オプティク
スボックス（Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｂｏｘ：ＰＯＢ）２．１とも呼ばれ
る光学投影ユニット２のハウジング２．１内に保持されている。光学素子ユニットグルー
プ５は、ミラー形態のいくつかの光学素子を有しており、このうちのミラー６．１、７．
１、８．１のみが図示されている。これらの光学素子６．１、７．１、８．１は、最大で
６つの自由度のすべてにおいて、光学投影ユニット２の軸２．２に沿って互いに対して配
置されている。
【００３７】
　光学投影ユニット２は、マスク３．１と基板４．１の間の光路の一部分を収容している
。その光学素子６．１、７．１、８．１の投射表面６．２、７．２、８．２が協働するこ
とにより、マスク４上に形成されたパターンの画像を光路の端部に配置された基板５上に
転写している。
【００３８】
　マスク３．１は、マスクユニット３のマスクテーブル３．２上に受けられており、マス
クテーブル３．２は、基礎構造９上において、（図示されてはいない）適切な支持構造に
よって支持されている。同様に、基板４．１も、基板ユニット４の基板テーブル４．２上
に受けられており、基板テーブル４．２も、基礎構造９上において、（図示されてはいな
い）適切な支持構造によって支持されている。
【００３９】
　マスク３．１上に形成されているパターンの画像は、通常、サイズが縮小され、基板４
．１のいくつかのターゲットエリアに転写される。マスク３．１上に形成されているパタ
ーンの画像は、露光装置１の設計に応じて、２つの異なる方法によって基板４．１上の個
々のターゲットエリアに転写可能である。露光装置１が所謂ウエハステッパ装置として設
計されている場合には、マスク３．１上に形成されているパターン全体を照射することに
より、単一の段階において、パターンの画像全体が基板４．１上の個々のターゲットエリ
アに転写される。露光装置１が所謂ステップアンドスキャン装置として設計されている場
合には、投影光の下において、マスクテーブル３．２と、従って、マスク３．１上に形成
されているパターンを漸次スキャニングしつつ、同時に、基板テーブル４．２と、従って
、基板４．１の対応したスキャニング移動を実行することにより、パターンの画像が基板
４．１上の個々のターゲットエリアに転写される。
【００４０】
　いずれの場合にも、高品質の結像結果を得るには、マスク３．１及び基板４．１に対し
てだけでなく、光学素子ユニットグループ５の光学素子、即ち、ミラー６．１、７．１、
８．１の相互間の相対的な位置を既定の限度内に維持しなければならない。
【００４１】
　露光装置１の動作の際には、マスク３．１及び基板４．１に対するミラー６．１、７．
１、８．１の相対的な位置及びそれらの相互間における相対的な位置は、システム内に導
入される内在的及び外来的な妨害の両方の結果として生じる変化に晒されることになる。
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このような妨害は、例えば、システム自体の内部において生成された、或いは、例えば、
基礎構造９などのシステムの周囲を介して導入された力の結果として生じる振動の形態に
おける機械的な妨害であることもある。又、例えば、システムの部品の熱膨張に起因した
位置の変化などの熱によって誘発される妨害であることもある。
【００４２】
　マスク３．１及び基板４．１に対するミラー６．１、７．１、８．１の相対的な位置、
及びそれらの相互間における相対的な位置についての前述の既定の限度を維持するべく、
アクチュエータユニット６．３及び７．３を介して、ミラー６．１及び７．１をそれぞれ
空間内において能動的に位置決め可能である。同様に、マスクテーブル３．２及び基板テ
ーブル４．２も、（図１には示されていない）個々の支持構造を介して、空間内において
能動的に位置決め可能である。
【００４３】
　これらのパーツの能動的な位置決めは、露光装置１の特定のコンポーネント間の空間的
な関係をキャプチャする複数の計測装置の計測結果に基づいて実行されている。
【００４４】
　第１計測装置１０は、６つの自由度（Ｄｅｇｒｅｅ　Ｏｆ　Ｆｒｅｅｄｏｍ：ＤＯＦ）
において、露光装置１の第１結像装置コンポーネントと、この第１結像装置コンポーネン
トとは異なる露光装置１の第２の結像装置コンポーネントの間の空間的な関係をキャプチ
ャしている。
【００４５】
　第１結像装置コンポーネントは、基板４．１に最も近接して配置された第１ミラー８．
１の形態における第１光学素子である。従って、第１結像装置コンポーネントは、光学素
子ユニット８のコンポーネントである。第２結像装置コンポーネントは、基板テーブル４
．２、即ち、基板ユニット４のコンポーネントである。基板テーブル４．２と基板４．１
間の空間的な関係は、例えば、露光プロセスの直前の計測動作によって判明しているため
、第１計測装置１０により、基板ユニット４のコンポーネントとしての基板４．１と、第
１ミラー８．１の間の空間的な関係をキャプチャ可能である。
【００４６】
　計測装置１０及び以下において本明細書に記述されているすべての更なる計測装置は、
破線によって添付図面に示されている計測光線を使用することにより、無接触方式によっ
て動作している。但し、本発明のその他の実施例においては、任意の適切な接触に基づい
た計測装置も、同様に使用可能であることを理解されたい。具体的には、作動原理の選択
は、精度要件の関数として実行可能である。無接触型の作動原理としては、例えば、干渉
計による、エンコーダに基づいた、キャパシティブ、又はインダクティブな作動原理など
を使用可能である。接触に基づいた作動原理としては、例えば、磁気歪み又は電気歪みに
よる作動原理などを使用可能である。
【００４７】
　第１計測装置１０は、ハウジング２．１に接続された少なくとも１つの第１エミッタ及
びレシーバユニット１０．１を有している。計測装置１０は、第１ミラー８．１に対して
、即ち、第１結像装置コンポーネントに対して直接的に機械的に接続された第１基準素子
１０．２を更に有している。
【００４８】
　本発明の意味においては、「直接的に機械的に接続された」という文言は、一方のパー
ツの位置を、他方のパーツの位置を計測することにより、高い信頼性によって判定可能で
ある部分間の短い距離を（存在する場合に）含む２つのパーツ間における直接的な接続と
して理解されたい。具体的には、この文言は、例えば、熱又は振動の影響に起因して位置
判定に不確実性を導入する更なる部分の介在を伴ってはいないことを意味可能である。
【００４９】
　第１基準素子１０．２は、第１ミラー８．１の第１反射面８．２の反対側である第１ミ
ラー８．１の背面８．３に接続されている。第１計測装置１０の作動原理に応じて、第１
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基準素子は、例えば、反射面などの反射素子であるか、干渉計原理が使用される際の所謂
コーナーキューブプリズム又はこれに類似したものなどの複数の反射面を提供する素子で
あるか、或いは、例えば、エンコーダ原理が使用される際の格子などの回折素子であって
よい。図１に示されている実施例においては、基準素子１０．２は、第１ミラー８．１の
背面８．３によって形成されている。このために、第１計測装置１０の作動原理に応じて
、第１ミラーの背面８．３は、少なくとも基準素子１０．２の領域内において、反射面と
して実施可能であり、或いは、例えば、背面８．３上に直接的に露出した格子などの格子
とすることも可能である。
【００５０】
　但し、本発明のその他の実施例においては、第１基準素子は、第１ミラーとは別個であ
ると共に、これに対して直接的に機械的に接続された素子であってもよいことを理解され
たい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極接続（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）、摩擦的な接続、接着的な接続、又はこれらの任意の組み合わせ
を介して接続された別個のパーツにおける反射面又は格子などであってよい。例えば、こ
れは、ネジにより、クランプにより、接着により、又はその他の方法によって堅固に第１
ミラーに対して接続可能である。
【００５１】
　第１ミラーは、光学投影ユニット２の光学系の光学設計に応じて、通常は、約２００～
８００ｍｍの直径を具備しており、基板４．１は、通常は、約５０～４５０ｍｍの直径を
具備している。従って、最も極端なケースにおいては、第１ミラー８．１は、基板直径の
１６倍の直径を具備しており、これは、冒頭において言及した従来のレベリングシステム
をもはや使用不能である前述の状況に結び付くことになる。
【００５２】
　この問題は、本発明によれば、基板４．１に最も近接して配置された第１ミラー８．１
内に第１基準を接続、更に正確には、統合すると共に、軸２．２に対して実質的に垂直な
面内において、即ち、この場合には、実質的に水平な面内において、横方向の位置から第
１計測装置１０の反射器表面１０．３上に第１計測装置１０の計測光を投影することによ
って克服されている。反射器表面１０．３は、計測光を第１基準素子１０．２上に向ける
。反射器表面１０．３は、適切にアライメントされた基板テーブル４．２により、軸２．
２に対して４５°だけ傾いた基板テーブル４．２の表面上に形成されている。このような
装置においては、第１ミラー８．１と基板４．１の間における直径の相関とは無関係に、
軸２．２に沿った第１ミラー８．１と基板テーブル４．２（並びに、従って、基板４．１
）の間の距離の信頼性の高い計測を実行可能である。
【００５３】
　反射器表面１０．３上に向けられた１つ又は複数の計測光を使用することにより、すべ
ての６つの自由度における第１ミラー８．１と基板テーブル４．２間の相対的な位置の計
測を実行可能であることを理解されたい。この場合には、例えば、干渉計及びエンコーダ
原理を組み合わせることにより、第１ミラー８．１の背面８．３上に反射面と格子の組み
合わせを生成可能である。但し、本発明のその他の実施例においては、破線輪郭１０．４
及び１０．５によって図１に示されているように、第１ミラーの背面８．３以外のその他
の場所に配置された更なる基準素子を第１計測装置内において使用することも可能である
ことを理解されたい。
【００５４】
　第１ミラー８．１と第１計測装置１０の一部の接続、更に正確には、統合により、結果
的に構築スペースが増大することになり、この結果、計測フレーム又はこれに類似したも
のなどの大きくて嵩張る構造の介在を伴うことなしに、第１計測装置１０の残りの部分、
具体的には、第１エミッタ及びレシーバユニット１０．１をハウジング２．１に対して直
接的に接続可能である。
【００５５】
　従って、従来のシステムにおいて使用されている計測フレームが省略されており、光学
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投影ユニット２のハウジング２．１が、このような計測フレームの機能を統合しており、
且つ、振動遮断デバイス１１を介して、振動が遮断された方式において基礎構造９に対し
て直接的に接続されている。振動遮断デバイス１１は、その上部の第１端部においては、
ハウジング２．１のフランジ部分２．３においてハウジング２．１と直接接触しており、
その下部の第２端部において、基礎構造９と直接接触している。
【００５６】
　振動遮断デバイス１１は、ハウジング２．１の周囲において均等に分散された複数の振
動遮断ユニット１１．１によって形成されている。基礎構造９を介して光学投影ユニット
２内に導入される外部の機械的な妨害の周波数は、通常、３０Ｈｚ～１Ｈｚの範囲を有し
ている。従って、予想される機械的妨害の周波数に応じて、振動遮断ユニット１１．１は
、予想される機械的妨害の周波数を下回る少なくとも１０分の１の共振周波数においてハ
ウジング２．１に対して支持を提供する任意の適切なタイプから構成可能である。
【００５７】
　通常、振動遮断ユニット１１．１の共振周波数は、０．０１～１０Ｈｚにおいて選択さ
れることになる。好ましくは、振動遮断ユニット１１．１によって提供される支持の共振
周波数は、約０．１Ｈｚ以下である。このような振動遮断ユニット１１．１は、（例えば
、ボイスコイルモーターを使用するなどの）電磁的な原理に従って動作可能であると共に
、略同一レベルの共振周波数において、即ち、好ましくは、約０．１Ｈｚ以下においてド
リフト制御を提供可能である横方向のドリフト制御を具備したＰＣＴ特許公開２００５／
０２８６０１　Ａ２号（ＷＯ　２００５／０２８６０１　Ａ２）（Ｍｕｈｌｂｅｙｅｒ他
）に開示されている周知の所謂磁気重力補償デバイスによって提供可能であり、この開示
内容は、本引用により、本明細書に包含される。
【００５８】
　但し、本発明のその他の実施例においては、例えば、適切な低い共振周波数のスプリン
グ装置又は圧縮空気装置を有する純粋に機械的な作動原理などのその他の作動原理を振動
遮断ユニット用に選択することも可能である。
【００５９】
　本発明によって実現可能である従来の計測フレームの除去は、現時点において既知であ
る光学投影系と比べて、次のようないくつかの利点を提供している。
【００６０】
　１つの利点は、従来の計測フレームを除去することにより、基板に近接した相当量の構
築スペースが解放されるという点にある。この結果、投影オプティクスの設計及び寸法設
定が容易となる。更なる利点は、光学投影ユニットのハウジング２．１自体が、その内部
に収容された光学素子間における熱ドリフトの影響を低減するべく、熱安定性の観点にお
いて、既に高度に安定化されているという点にある。従って、ハウジング２．１は、第１
計測装置の一部を統合するのに特に適しており、且つ、計測フレームの熱的な安定化のた
めに通常必要とされる大きな努力を払う必要がなくなる。この結果、光学投影装置１の全
体的なコストが大幅に低減される。
【００６１】
　第１ミラー８．１は、装置全体の中央基準として機能している。従って、光学投影系に
対するマスクテーブル３．２の位置調節の結果を使用するべく、第１ミラー８．１とマス
クテーブル３．２間の空間的な関係をキャプチャする第２計測装置１２が提供されている
。
【００６２】
　第２計測装置１２は、マスクテーブル３．２に接続された第２エミッタ及びレシーバユ
ニット１２．１と、第１ミラー８．１の前面８．４に直接的に機械的に接続された第２基
準素子１２．２と、を有している。この場合にも、第２計測装置１２は、６つの自由度（
ＤＯＦ）において、露光装置１の第１結像装置コンポーネントとしての第１ミラー８．１
と露光装置１の第２結像装置コンポーネントとしてのマスクテーブル３．２間の空間的な
関係をキャプチャ可能である。
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【００６３】
　第２基準素子１２．２は、第１ミラー８．１の第１反射面８．２をも形成している第１
ミラー８．１の前面８．３に接続されている。第２計測装置１２の作動原理に応じて、第
２基準素子は、例えば、反射面などの反射素子であるか、干渉計原理が使用される際の所
謂コーナーキューブプリズム又はこれに類似したものなどの複数の反射面を提供する素子
であるか、或いは、例えば、エンコーダ原理が使用される際の格子などの回折素子であっ
てよい。
【００６４】
　図１に示されている実施例においては、第１ミラー８．１の前面８．４は、第２計測装
置１２の作動原理に応じて、少なくとも第２基準素子１２．２の領域内において、反射面
として実装可能であり、或いは、例えば、前面８．４上に直接的に露出した格子などの格
子とすることも可能である。
【００６５】
　但し、本発明のその他の実施例においては、第２基準素子は、第１ミラーとは別個であ
ると共に、これに直接的に機械的に接続された素子であってもよいことを理解されたい。
例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極接続、摩擦的な接続、接着的な接
続、又はこれらの任意の組み合わせを介して接続された別個の部分上における反射面又は
格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、クランプにより、接着剤により、
或いは、その他の方法によって堅固に第１ミラーに対して接続可能である。
【００６６】
　更には、本発明のその他の実施例においては、第２計測装置１２は、欧州特許出願公開
第１　１８２　５０９　Ａ２号（ＥＰ　１　１８２　５０９　Ａ２）に開示され、且つ、
図１において破線輪郭１２．３によって示されている従来の計測装置によって置換するこ
とも可能であることを理解されたい。
【００６７】
　更には、第２計測装置１２は、破線輪郭１２．４によって図１に示されている計測装置
によって置換することも可能である。このような第２計測装置の場合にも、エミッタ及び
レシーバユニットが、マスクテーブル３．２に接続され、第２基準素子が、ハウジング２
．１に直接的に機械的に接続されることになる。
【００６８】
　最後に、第１ミラー８．１に対するその他のミラー６．１及び７．１の位置調節の結果
を使用するべく、第１ミラー８．１とその他のミラー６．１及び７．１間の空間的な関係
をキャプチャする第３計測装置１３が提供されている。
【００６９】
　第３計測装置１３は、ハウジング２．１に接続された第３エミッタ及びレシーバユニッ
ト１３．１と、それぞれ、ミラー８．１、６．１、及び７．１の表面に直接的に機械的に
接続された第３基準素子１３．２、１３．３、１３．４を有している。この場合にも、第
３計測装置１３は、６つの自由度（ＤＯＦ）において、露光装置１の第１結像装置コンポ
ーネントとしての第１ミラー８．１と露光装置１の第２結像装置コンポーネントとしての
個々のミラー６．１及び７．１間の空間的な関係をキャプチャ可能である。
【００７０】
　第３基準素子１３．２、１３．３、１３．４は、第３計測装置１３の作動原理に応じて
、例えば、反射面などの反射素子であるか、干渉計原理が使用される際の所謂コーナーキ
ューブプリズム又はこれに類似したものなどの複数の反射面を提供する素子であるか、或
いは、例えば、エンコーダ原理が使用される際の格子などの回折素子であってよい。図１
に示されている実施例においては、第３基準素子を形成しているミラー８．１、６．１、
及び７．１の個々の表面は、第３計測装置１３の作動原理に応じて、少なくとも個々の第
３基準素子１３．２、１３．３、１３．４の領域内において、反射面として実装可能であ
り、或いは、例えば、２Ｄ格子などの格子とすることも可能である。
【００７１】
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　但し、本発明のその他の実施例においては、個々の第３基準素子は、個々のミラーとは
別個であると共に、これに直接的に機械的に接続された素子であってもよいことを理解さ
れたい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極接続、摩擦的な接続、接
着的な接続、又はこれらの任意の組み合わせを介して接続された別個の部分上における反
射面又は格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、クランプにより、接着剤
により、又はその他の方法によって第１ミラーに対して堅固に接続可能である。
【００７２】
　更には、個々の計測装置の個々の計測光は、図１に示されているように、必ずしも、真
っ直ぐな経路を具備する必要はないことを理解されたい。むしろ、光学系の設計に応じて
、適切な光線操作オプティクスを提供することにより、定義された方式において、折り返
された経路上において個々の計測光を導波可能である。
【００７３】
　更には、本発明のその他の実施例においては、第３計測装置１３は、破線輪郭１３．５
によって図１に示されているように、第１ミラーと個々の更なるミラー間の空間的な関係
を別個にキャプチャする別個の計測装置によって置換することも可能であることを理解さ
れたい。
【００７４】
　以上において概説した第１実施例においては、第１～第３基準素子１０．２、１２．２
、１３．２、１３．３、１３．４は、それぞれの光学素子、即ち、ミラー６．１、７．１
、８．１上に直接的に備えられている。但し、本発明のその他の実施例においては、個々
の基準素子を個々の光学素子ユニットのその他のコンポーネントに接続することにより、
個々の光学素子の空間的な位置の適切な評価を実現可能であることを理解されたい。例え
ば、個々の基準素子は、個々の光学素子を保持すると共に個々の光学素子と共に移動する
光学素子取り付けデバイスに接続することも可能である。
【００７５】
　前述の計測システム１０、１２、１３は、ミラー８．１、基板テーブル４．１、マスク
テーブル３．１、並びに、ミラー６．１及び７．１の間の直接的な空間的関係を計測する
ものとすることができる。或いは、この代わりに、例えば、安定した基準構造（例えば、
構造２．１）に対する前述の個々の素子の位置を計測し、これから前述の素子のいずれか
２つの間の直接的な空間的関係をベクトル加算によって求めることにより、空間的な計測
を間接的に実装することも可能である。
【００７６】
　以下、図１及び図２を参照して説明するように、本発明によるパターンの画像を基板上
に転写する方法の好適な実施例を図１の露光装置１において実施可能である。
【００７７】
　本方法の転写段階１４においては、光学結像装置１の光学投影ユニット２を使用するこ
とにより、マスク３．１上に形成されたパターンの画像を基板４．１上に転写している。
【００７８】
　このために、前述の転写段階１４のキャプチャ段階１４．１において、本発明による光
学結像装置１の第１コンポーネントと第２コンポーネント間の空間的な関係をキャプチャ
する方法の好適な実施例を使用することにより、光学結像装置１の第１コンポーネントと
しての第１ミラーと、それぞれ、光学結像装置１の第２コンポーネントを形成している基
板テーブル４．２、マスクテーブル３．２、並びに、その他のミラー６．１及び７．１の
間の空間的な関係をキャプチャしている。
【００７９】
　転写段階の制御段階１４．２において、キャプチャ段階１４．１において予めキャプチ
ャした空間的な関係の関数として、第１ミラー８．１に対する基板テーブル４．２、マス
クテーブル３．２、並びに、その他のミラー６．１及び７．１の位置を制御している。次
いで、制御段階１４．２の直後の、又はこれと実質的にオーバーラップしている露光段階
１４．３において、光学結像装置１を使用し、マスク３．１上に形成されたパターンの画
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像を基板４．１上に露光している。
【００８０】
　キャプチャ段階１４．１の段階１４．４においては、マスク３．１を有するマスクユニ
ット３及び基板４．１を有する基板ユニット４を提供し、空間内において位置決めしてい
る。尚、実際の位置のキャプチャに先立つ後の時点において、或いは、露光段階１４．３
に先立つ更に後の時点において、マスク３．１及び基板４．１を、それぞれ、マスクユニ
ット３及び基板ユニット４内に挿入することも可能であることを理解されたい。
【００８１】
　キャプチャ段階１４．１の段階１４．５においては、本発明による光学投影ユニットの
コンポーネントを支持する方法の好適な実施例に従い、光学投影ユニット２のコンポーネ
ントを提供及び支持している。このために、段階１４．６において、光学投影ユニット２
の光学素子ユニット６、７、８を光学投影ユニット２のハウジング２．１内に提供し、位
置決めしている。段階１４．７において、光学素子ユニット６、７、８を有するハウジン
グ２．１を基礎構造９上において振動が遮断された方式によって支持することにより、図
１との関連において説明した構成を提供している。
【００８２】
　キャプチャ段階１４．１の段階１４．８において、第１～第３計測装置１０．１２、１
３を提供することにより、図１との関連において前述した構成を提供している。尚、第１
～第３基準素子１０．２、１２．２、１３．２、１３．３、１３．４は、その上部にこれ
らが形成されている個々のミラー６．１、７．１、８．１と共に、予め既に提供されてい
ることを理解されたい。但し、本発明のその他の実施例においては、実際の位置キャプチ
ャ段階に先立つ後の時点において、第１～第３基準素子を第１～第３計測装置のその他の
コンポーネントと共に提供することも可能である。
【００８３】
　次いで、キャプチャ段階１４．１の段階１４．９において、光学結像装置１の第１コン
ポーネントとしての第１ミラー８．１と、光学結像装置１の第２コンポーネントをそれぞ
れ形成している基板テーブル４．２、マスクテーブル３．２、並びに、その他のミラー６
．１及び７．１の間の実際の空間的な関係をキャプチャしている。
【００８４】
　尚、光学結像装置１の第１コンポーネントとしての第１ミラー８．１と、光学結像装置
１の第２コンポーネントをそれぞれ形成している基板テーブル４．２、マスクテーブル３
．２、並びに、その他のミラー６．１及び７．１の間の実際の空間的な関係は、露光プロ
セスの全体を通じて継続的にキャプチャ可能であることを理解されたい。この場合には、
段階１４．９において、この連続的なキャプチャプロセスの最新の結果を取得して使用し
ている。
【００８５】
　次いで、前述のように、制御段階１４．２において、この予めキャプチャされた空間的
な関係の関数として、第１ミラー８．１に対する基板テーブル４．２、マスクテーブル３
．２、並びに、その他のミラー６．１及び７．１の位置を制御した後に、露光段階１４．
３において、マスク３．１上に形成された画像を基板４．１上に露光している。
【００８６】
・実施例２
　以下においては、図３を参照し、本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本
発明による光学結像装置の第２の好適な実施例１０１について説明することとする。
【００８７】
　図３は、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置１０１の形
態における光学結像装置の縮尺が正確ではない概略図である。露光装置１０１は、マスク
ユニット１０３のマスク１０３．１上に形成されたパターンの画像を基板ユニット１０４
の基板１０４．１上に転写するべく適合された光学投影ユニット１０２を有している。こ
のために、露光装置１０１は、反射マスク１０３を照射する（図示されてはいない）照明
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系を有している。露光ユニット１０３は、マスク１０３．１から反射された光を受光し、
マスク１０３．１上に形成されたパターンの画像を、例えば、ウエハ又はこれに類似した
ものなどの基板１０４．１上に投影している。
【００８８】
　図３の実施例は、その設計及び機能において、図１の実施例に略対応している。具体的
には、図３においては、１００が加算された同一の参照符号が、類似した又は同一の部分
に対して付与されている。従って、これらについては、先程付与された説明を主に参照す
ることとし、基本的には、相違点についてのみ説明することとする。
【００８９】
　第１実施例との関係における主な相違点は、基板１０４．１に最も近接して配置された
第１ミラー１０８．１が、しばしば、投影オプティクスボックス（ＰＯＢ）１０２．１と
も呼ばれる光学投影ユニット１０２のハウジング１０２．１の内部に存在していないとい
う事実にある。この代わりに、第１ミラー１０８．１は、約３００Ｈｚの共振周波数にお
いて第１ミラー１０８．１に対して支持を提供している実質的に堅固な取り付けデバイス
１１５により、ハウジング１０２．１の下部部分から吊り下げられている。
【００９０】
　従来の計測フレームの除去以外に、この実施例は、第１ミラー１０８．１の周囲にハウ
ジング素子が配置されていないため、ハウジング１０２．１の外部における第１ミラー１
０８．１の実質的に堅固な吊り下げに起因し、第１ミラー１０８．１の領域内に構築空間
が提供されるという利点を具備している。従って、ハウジング１０２．１に取り付けられ
た第１計測装置１１０のコンポーネントを第１ミラー１０８．１に相対的に近接した状態
において配置可能であり、これが、コンポーネントの改善された動的な動作に結び付くこ
とになる。
【００９１】
　この実施例の場合にも、図２を参照して前述した本発明による方法を同様に実施可能で
あるということを理解されたい。従って、この関連においては、この場合にも、前述の説
明を参照されたい。
【００９２】
・実施例３
　以下においては、図４を参照し、本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本
発明による光学結像装置の第３の好適な実施例２０１について説明することとする。
【００９３】
　図４の実施例は、その主な設計及び機能において、図１の実施例に略対応している。具
体的には、図４においては、２００が加算された同一の参照符号が、類似した又は同一の
部分に対して付与されている。従って、これらについては、先程付与された説明を主に参
照することとし、基本的には、相違点についてのみ説明することとする。
【００９４】
　図４は、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置２０１の形
態における光学結像装置の縮尺が正確ではない概略図である。露光装置２０１は、マスク
ユニット２０３のマスク２０３．１上に形成されたパターンの画像を基板ユニット２０４
の基板２０４．１上に転写するべく適合された光学投影ユニット２０２を有している。こ
のために、露光装置２０１は、反射マスク２０３を照射する（図示されてはいない）照明
系を有している。露光ユニット２０３は、マスク２０３．１から反射された光を受光し、
マスク２０３．１上に形成されたパターンの画像を、例えば、ウエハ又はこれに類似した
ものなどの基板２０４．１上に投影している。
【００９５】
　このために、光学投影ユニット２０２は、光学素子ユニットの光学素子ユニットグルー
プ２０５を保持している。光学素子ユニットグループ２０５は、ミラーの形態におけるい
くつかの光学素子を有しており、このうちのミラー２０６．１、２０７．１、２０８．１
のみが示されている。これらの光学素子２０８は、光学投影ユニット２０２の軸２０２．
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２に沿って、相互間において位置決めされている。光学素子２０６．１、２０７．１、２
０８．１の投射表面２０６．２、２０７．２、２０８．２が、協働することにより、マス
ク２０４上に形成されたパターンの画像を基板２０５上に転写している。
【００９６】
　マスク２０３．１及び基板２０４．１に対するミラー２０６．１、２０７．１、２０８
．１の相対的な位置、及びそれらの相互間における相対的な位置の既定の限度を維持する
べく、それぞれ、アクチュエータ２０６．３及び２０７．３を介して、ミラー２０６．１
及び２０７．１を空間（６つのＤＯＦ）内において能動的に位置決め可能である。同様に
、マスクテーブル２０３．２及び基板テーブル２０４．２も、（図４には図示されていな
い）それぞれの支持構造を介して空間（６つのＤＯＦ）内において能動的に位置決め可能
である。これらの部分の能動的な位置決めは、露光装置２０１のこれらのコンポーネント
間の空間的な関係を（６つのＤＯＦにおいて）キャプチャする第１～第３計測装置２１０
、２１２、及び２１３の計測結果に基づいて実行されている。
【００９７】
　第１実施例との関係における相違点の１つは、基板２０４．１に最も近接して配置され
ている第１ミラー２０８．１が、光学投影ユニット２０２のハウジング２０２．１の内部
に配置されていないという事実にある。この代わりに、第１ミラー２０８．１は、例えば
、約３００Ｈｚ以上の共振周波数において第１ミラー２０８．１に対して支持を提供する
実質的に堅固な取り付けデバイス２１５によってハウジング２０２．１の下部部分から吊
り下げられている。
【００９８】
　第２実施例との関連において既に説明したように、従来の計測フレームの除去以外に、
この実施例は、第１ミラー２０８．１の周囲にハウジング素子が配置されていないため、
ハウジング２０２．１の外部における第１ミラー２０８．１の実質的に堅固な吊り下げに
起因し、第１ミラー２０８．１の領域内に構築スペースが提供されるという利点を具備し
ている。従って、ハウジング２０２．１に取り付けられた第２計測装置２１０のコンポー
ネントを第１ミラー２０８．１に相対的に近接した状態において配置可能であり、これが
、これらのコンポーネントの改善された動的な動作に結び付くことになる。
【００９９】
　第１実施例との関係における更なる相違点は、光学素子ユニットグループ２０５のその
他のミラー２０６．１及び２０７．１が、ハウジング２０２．１内に収容されてはいるが
、本明細書においてフォースフレーム２１６とも呼ばれる支持構造２１６によって別個に
支持されているという事実にある。この支持構造２１６は、基礎構造２０９上において直
接的に支持されている。
【０１００】
　第３実施例は、システムの力学的な特性との関係において利点を具備している。１つは
、ハウジング２０２．１が、第１ミラー２０８．１などの受動的であって駆動されてはい
ない部分にのみ力学的に接続されているという点にある。この結果、ハウジング２０２．
１は、ミラー２０６．１及び２０７．１などの上部における位置調節動作の結果として生
じる力学的な内在的な負荷又は妨害から免れている。従って、第１、第２、及び第３計測
装置２１０、２１２、及び２１３を保持する本明細書においてセンサフレームとも呼ばれ
ているハウジング２０２．１は、ミラー２０６．１及び２０７．１上におけるこれらの位
置調節動作の結果として生じる高周波数の妨害から免れており、これが、改善された計測
結果と、これらの結果を実現するための努力の相対的な軽減に、それぞれ結び付くことに
なる。
【０１０１】
　ミラーユニット２０６及び２０７のアクチュエータユニット２０６．３及び２０７．３
を介した相殺のための対応した位置調節により、フォースフレーム２１６内に導入された
機械的な妨害を補償する必要があることを理解されたい。但し、フォースフレーム２１６
内に導入されたこれらの機械的な妨害を低減するべく、対応する振動遮断手段により、基
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礎構造２０９上おいてフォースフレーム２１６自体を支持可能である。このような振動遮
断手段は、基礎構造２０９上におけるセンサフレーム２０２．１の直接的な支持のために
選択された振動遮断デバイス２１１のものに匹敵した共振周波数においてフォースフレー
ム２１６を支持可能である。フォースフレーム２１６の振動遮断手段の共振周波数は、約
３０Ｈｚ以下になるように選択可能である。
【０１０２】
　第１及び第２実施例と同様に、第１ミラー２０８．１が、システム全体における中央基
準として機能している。従って、第１及び第２実施例と同一の設計においては、これは、
第１～第３計測装置２１０、２１２、及び２１３の第１～第３基準２１０．３、２１２．
３、及び２１３．３を統合している。
【０１０３】
　この実施例の場合にも、図２を参照して前述した本発明による方法を同様に実行可能で
あることを理解されたい。従って、この関連においては、この場合にも、前述の説明を参
照されたい。
【０１０４】
・実施例４
　以下においては、図５を参照し、本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本
発明による光学結像装置の第４の好適な実施例３０１について説明することとする。
【０１０５】
　図５の実施例は、その主な設計及び機能において、図１の実施例と略対応している。具
体的には、図５においては、３００が加算された同一の参照符号が、類似した又は同一の
部分に付与されている。従って、これらについては、先程付与された説明を主に参照する
こととし、基本的には、相違点についてのみ説明することとする。
【０１０６】
　図５は、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置３０１の形
態における光学結像装置の縮尺が正確ではない概略図である。露光装置３０１は、マスク
ユニット３０３のマスク３０３．１上に形成されたパターンの画像を基板ユニット３０４
の基板３０４．１上に転写するべく適合された光学投影ユニット３０２を有している。こ
のために、露光装置３０１は、反射マスク３０３を照射する（図示されてはいない）照明
系を有している。露光ユニット３０３は、マスク３０３．１から反射された光を受光し、
マスク３０３．１上に形成されたパターンの画像を、例えば、ウエハ又はこれに類似した
ものなどの基板３０４．１上に投影している。
【０１０７】
　このために、光学投影ユニット３０２は、光学素子ユニットの光学素子ユニットグルー
プ３０５を保持している、光学素子ユニットグループ３０５は、ミラーの形態におけるい
くつかの光学素子を有しており、このうちのミラー３０６．１、３０７．１、３０８．１
のみが示されている。これらの光学素子３０８は、光学投影ユニット３０２の軸３０２．
２に沿って、相互間において位置決めされている。光学素子３０６．１、３０７．１、３
０８．１の投射表面３０６．２、３０７．２、３０８．２が、協働することにより、マス
ク３０４上に形成されたパターンの画像を基板３０５上に転写している。
【０１０８】
　光学素子ユニットグループ３０５は、第１サブグループ３０５．１及び第２サブグルー
プ３０５．２を有している。第１サブグループ３０５．１は、しばしば、投影オプティク
スボックス（ＰＯＢ）３０２．１とも呼ばれる光学投影ユニット３０２のハウジング３０
２．１内に保持されている。ミラー３０６．１、３０７．１が、サブグループ３０５．１
の一部を形成しており、ミラー３０８．１が、第２サブグループ３０５．２の一部を形成
している。
【０１０９】
　マスク３０３．１及び基板３０４．１に対するミラー３０６．１、３０７．１、３０８
．１の相対的な位置、及びそれらの相互間における相対的な位置の既定の限度を維持する
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べく、それぞれ、アクチュエータユニット３０６．３及び３０７．３を介して、ミラー３
０６．１及び３０７．１を空間（６つのＤＯＦ）内において能動的に位置決め可能である
。同様に、マスクテーブル３０３．２及び基板テーブル３０４．２も、（図５には、示さ
れていない）個々の支持構造を介して空間（６つのＤＯＦ）内において能動的に位置決め
可能である。これらの部分の能動的な位置決めは、露光装置３０１のこれらのコンポーネ
ント間の空間的な関係を（６つのＤＯＦにおいて）キャプチャする第１～第３計測装置３
１０、３１２、及び３１３の計測結果に基づいて実行されている。
【０１１０】
　第１実施例との関係における相違点の１つは、第１計測装置３１０が、基板テーブル３
０４．２に接続された２つの第１エミッタ及びレシーバユニット３１０．１及び３１０．
６を有しているという事実にある。第１計測装置３１０は、第１ミラー３０８．１に対し
て、即ち、第１結像装置コンポーネントに対して直接的に機械的に接続された２つの第１
基準素子３１０．２及び３１０．７を更に有している。
【０１１１】
　第１基準素子３１０．２、３１０．７のそれぞれが、第１ミラー３０８．１の第１反射
面３０８．２の反対側である第１ミラー３０８．１の背面３０８．３に接続されている。
第１計測装置３１０の作動原理に応じて、第１基準素子は、例えば、反射面などの反射素
子であるか、干渉計原理が使用される場合の所謂コーナーキューブプリズム又はこれに類
似したものなどの複数の反射面を提供する素子であるか、或いは、例えば、エンコーダ原
理が使用される際の格子などの回折素子であってよい。図５に示されている実施例におい
ては、基準素子３１０．２は、第１ミラー３０８．１の背面３０８．３によって形成され
ている。このために、第１計測装置３１０の作動原理に応じて、第１ミラーの背面３０８
．３は、少なくとも基準素子３１０．２の領域において、反射面として実施可能であり、
或いは、例えば、背面３０８．３上に直接的に露出した格子などの格子を有することも可
能である。
【０１１２】
　但し、本発明のその他の実施例においては、第１基準素子のうちの１つ又はそれぞれは
、第１ミラーとは別個であると共に、これに対して直接的に機械的に接続された素子であ
ってもよいことを理解されたい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極
接続、摩擦的な接続、接着的な接続、又はこれらの任意の組み合わせを介して接続された
別個の部分上における反射面又は格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、
クランプにより、接着剤により、又はその他の方法によって第１ミラーに対して堅固に接
続可能である。
【０１１３】
　６つのすべての自由度における第１ミラー３０８．１と基板テーブル３０４．２の間の
相対的な位置の計測は、第１エミッタ及びレシーバユニット３１０．１及び３１０．６の
それぞれによって提供される１つ又は複数の計測光を使用することによって実行可能であ
ることを理解されたい。この場合には、例えば、干渉計及びエンコーダ原理を組み合わせ
ることにより、第１ミラー３０８．１の背面３０８．３上において反射面及び格子の組み
合わせを生成可能である。但し、本発明のその他の実施例においては、第１ミラーの背面
３０８．３以外のその他の場所に配置された更なる基準素子を第１計測装置内において使
用することも可能であることを理解されたい。
【０１１４】
　第１実施例との関係における更なる相違点は、基板３０４．１に最も近接して配置され
た第１ミラー３０８．１が、光学投影ユニット３０２のハウジング３０２．１の内部に配
置されていないという事実にある。この代わりに、第２サブグループ３０５．２を形成し
ている第１ミラー３０８．１は、第２振動遮断デバイス３１７を介して振動が遮断された
方式においてハウジング３０２．１の下部部分から吊り下げられている。第２振動遮断デ
バイス３１７は、その上部の第１端部において、ハウジング３０２．１に直接的に接触し
ている。第２振動遮断デバイス３１７は、その下部の第２端部において、第１ミラー３０
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８．１に直接的に接触している。
【０１１５】
　個々の第１及び第２振動遮断デバイス３１１及び３１７は、それぞれ、ハウジング３０
２．１及び第１ミラー３０８．１の周囲に均等に分散された複数の第１及び第２振動遮断
ユニット３１１．１及び３１７．１によって形成されている。基礎構造３０９を介して光
学投影ユニット３０２内に導入される外部の機械的な妨害の周波数は、通常、３０Ｈｚ～
１Ｈｚの範囲を有している。従って、予想される機械的な妨害の周波数に応じて、第１及
び第２振動遮断ユニット３１１．１及び３１７．１は、予想される機械的な妨害の周波数
を下回る少なくとも１０分の１の共振周波数において、それぞれハウジング３０２．１及
び第１ミラー３０８．１に対して支持を提供する任意の適切なタイプから構成可能である
。
【０１１６】
　通常、第１及び第２振動遮断ユニット３１１．１及び３１７．１の共振周波数は、０．
０１～１０Ｈｚにおいて選択されることになる。好ましくは、第１及び第２振動遮断ユニ
ット３１１．１及び３１７．１によって提供される支持の共振周波数は、０．１Ｈｚ以下
である。このような振動遮断ユニット３１１．１及び３１７．１は、それぞれ、（例えば
、ボイスコイルモーターを使用するなどの）電磁的な原理に従って動作可能であると共に
、略同一レベルの共振周波数において、即ち、好ましくは、約０．１Ｈｚ以下においてド
リフト制御を提供可能である横方向のドリフト制御を具備した周知の所謂磁気重力補償器
によって提供可能である。
【０１１７】
　但し、本発明のその他の実施例においては、例えば、適切に低い共振周波数のスプリン
グ装置を有する純粋に機械的な作動原理などのその他の作動原理を振動遮断ユニット用に
選択可能であることを理解されたい。
【０１１８】
　第２実施例の関連において既に説明したように、従来の計測フレームの除去以外に、こ
の実施例は、第１ミラー３０８．１の周囲にハウジング素子が配置されていないため、ハ
ウジング３０２．１の外部における第１ミラー３０８．１の吊り下げに起因し、第１ミラ
ー３０８．１の領域内に構築スペースが提供されるという利点を具備している。
【０１１９】
　この実施例の更なる利点は、第１ミラー３０８．１における別個の振動遮断支持の結果
としてもたらされている。第１ミラー３０８．１は、光学投影ユニット３０２の光学系の
光学設計に応じて、通常は、約２００～８００ｎｍの直径を具備している。第１ミラー３
０８．１がＺｅｒｏｄｕｒ又はこれに類似したものなどの適切な材料の固体として製造さ
れる場合には、第１ミラー３０８．１は、相当の質量を具備しており、これは、通常、６
０ｋｇにも及び、場合によっては、これを上回る可能性がある。例えば、Ｚｅｒｏｄｕｒ
又はこれに類似したものなどの第１ミラー３０８．１の材料は、低い熱膨張係数（ＣＴＥ
）を具備可能であり、従って、熱的に不活性であろう。
【０１２０】
　前述のように、第１ミラー３０８．１は、大きな質量を具備しており、熱的に不活性な
材料から製造可能であり、能動的に駆動されてはおらず、且つ、（後程詳述するように）
その関連において使用される計測装置の受動的なコンポーネントのみを統合又は保持可能
である。従って、第１ミラー３０８．１は、それ自体が、本システムの（熱的且つ力学的
に）高度に安定したコンポーネントである。振動から遮断された別個の吊り下げにより、
第１ミラー３０８．１は、ハウジング３０２．１によって保持されている光学投影ユニッ
ト３０２の部分から力学的に分離されており、且つ、従って、外部の機械的な妨害との関
連において安定している。従って、これは、本発明のこの実施例に従って付与されるシス
テム全体における中央基準としての役割に完全に適している。力学的には、第１ミラー３
０８．１は、直列の振動遮断システム３１１．１及び３１７．１を介してカスケード方式
によって基礎構造に接続されており、この装置は、特に基礎に関連した妨害との関連にお
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いて更なる遮断性能を提供している。
【０１２１】
　システム全体における中央基準として第１ミラー３０８．１を提供するというこの概念
によれば、第１及び第２実施例と同一の設計において、第１ミラー３０８．１は、第１～
第３計測装置３１０、３１２、及び３１３の第１～第３基準３１０．３、３１２．３、及
び３１３．３をそれぞれ保持及び統合している。
【０１２２】
　この実施例の場合にも、図２を参照して説明した本発明による方法を同様に実行可能で
あることを理解されたい。従って、この関連においては、この場合にも、前述の説明を参
照されたい。
【０１２３】
　更には、本発明のその他の実施例においては、光学素子ユニットの第２サブグループ３
０５．２は、第２振動遮断デバイス３１７を介して、この場合には第１ミラー３０８．１
である第１光学素子と共に保持された更なる光学素子ユニットを有することも可能である
ことを理解されたい。このために、この第２サブグループは、第２振動遮断デバイス３１
７を介して基礎構造３０９上において直接的に支持された第２ハウジング構造又はこれに
類似したものによって収容可能である。
【０１２４】
・実施例５
　以下においては、図６を参照し、本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本
発明による光学結像装置４０１の第５の好適な実施例について説明することとする。
【０１２５】
　図６の実施例は、その主な設計及び機能において、図１の実施例に略対応している。具
体的には、図６においては、４００が加算された同一の参照符号が、類似した又は同一の
部分に対して付与されている。
【０１２６】
　図６は、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置４０１の形
態における光学結像装置の縮尺が正確ではない概略図である。露光装置４０１は、マスク
ユニット４０３のマスク４０３．１上に形成されたパターンの画像を基板ユニット４０４
の基板４０４．１上に転写するべく適合された光学投影ユニット４０２を有している。こ
のために、露光装置４０１は、反射マスク４０３を照射する（図示されてはいない）照明
系を有している。露光ユニット４０３は、マスク４０３．１から反射された光を受光し、
マスク４０３．１上に形成されているパターンの画像を、例えば、ウエハ又はこれ類似し
たものなどの基板４０４．１上に投影している。
【０１２７】
　このために、光学投影ユニット４０２は、光学素子ユニットの光学素子ユニットグルー
プ４０５を保持している。この光学素子ユニットグループ４０５は、第１サブグループ４
０５．１及び第２サブグループ４０５．２を有している。サブグループ４０５．１は、し
ばしば、投影オプティクスボックス（ＰＯＢ）４０２．１とも呼ばれる光学投影ユニット
４０２のハウジング４０２．１の内部に保持されている。
【０１２８】
　光学素子ユニットグループ４０５は、ミラーの形態におけるいくつかの光学素子を有し
ており、このうちのミラー４０６．１、４０７．１、４０８．１のみが示されている。こ
れらの光学素子４０８は、光学投影ユニット４０２の軸４０２．２に沿って、相互間にお
いて位置決めされている。ミラー４０６．１、４０７．１が、第１サブグループ４０５．
１の一部を形成しており、ミラー４０８．１が、第２サブグループ４０５．２の一部を形
成している。
【０１２９】
　光学投影ユニット４０２は、マスク４０３．１と基板４０４．１の間の光路の一部分を
収容している。その光学素子４０６．１、４０７．１、４０８．１の投射表面４０６．２
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、４０７．２、４０８．２が、協働することにより、マスク４０４上に形成されたパター
ンの画像を光路の端部に配置された基板４０５上に転写している。
【０１３０】
　マスク４０３．１は、マスクユニット４０３のマスクテーブル４０３．２上に受けられ
ており、マスクテーブル４０３．２は、基礎構造４０９上において、（図示されてはいな
い）適切な支持構造によって支持されている。同様に、基板４０４．１も、基板ユニット
４０４の基板テーブル４０４．２上において受けられており、基板テーブル４０４．２も
、基礎構造４０９上において、（図示されてはいない）適切な支持構造によって支持され
ている。
【０１３１】
　マスク４０３．１上に形成されているパターン画像は、通常、サイズが縮小され、基板
４０４．１のいくつかのターゲットエリアに対して転写される。マスク４０３．１上に形
成されているパターンの画像は、露光装置４０１の設計に応じて、２つの異なる方法によ
り、基板４０４．１上の個々のターゲットエリアに対して転写可能である。露光装置４０
１が所謂ウエハステッパ装置として設計されている場合には、マスク４０３．１上に形成
されたパターン全体を照射することにより、１つの単一段階において、パターンの画像全
体が基板４０４．１上の個々のターゲットエリアに対して転写される。露光装置４０１が
所謂ステップアンドスキャン装置として設計されている場合には、投影光の下において、
マスクテーブル４０３．２と、従って、マスク４０３．１上に形成されたパターンを漸次
スキャニングしつつ、同時に、基板テーブル４０４．２と、従って、基板４０４．１の対
応したスキャニング移動を実行することにより、パターンの画像が基板４０４．１上の個
々のターゲットエリアに対して転写される。
【０１３２】
　いずれの場合にも、高品質の結像結果を得るべく、マスク４０３．１に対する、並びに
、基板４０４．１に対する光学素子ユニットグループ４０５の光学素子、即ち、ミラー４
０６．１、４０７．１、４０８．１の相対的な位置及びそれらの相互間における相対的な
位置を既定の限度内に維持しなければならない。
【０１３３】
　露光装置４０１の動作の際には、マスク４０３．１及び基板４０４．１に対するミラー
４０６．１、４０７．１、４０８．１の相対的な位置、及びそれらの相互間における相対
的な位置は、システム内に導入される内在的且つ外来的な妨害の両方の結果として生じる
変化に晒されることになる。このような妨害は、例えば、システム自体の内部において生
成される力の結果として生じるか、或いは、例えば、基礎構造４０９などのシステムの環
境を介して導入される振動の形態における機械的な妨害であってよい。又、これらは、例
えば、システムの部品の熱膨張に起因した位置の変化などの熱によって誘発される妨害で
あってもよい。
【０１３４】
　マスク４０３．１及び基板４０４．１に対するミラー４０６．１、４０７．１、４０８
．１の相対的な位置、及びそれらの相互間における相対的な位置に関する先程の既定の限
度を維持するべく、それぞれ、アクチュエータユニット４０６．３及び４０７．３を介し
て、ミラー４０６．１及び４０７．１を空間内において能動的に位置決め可能である。同
様に、マスクテーブル４０３．２及び基板テーブル４０４．２も、（図６には図示されて
いない）個々の支持構造を介して空間内において能動的に位置決め可能である。
【０１３５】
　これらの部分の能動的な位置決めは、露光装置４０１の特定のコンポーネント間の空間
的な関係をキャプチャする複数の計測装置の計測結果に基づいて実行されている。
【０１３６】
　第１計測装置４１０は、６つの自由度（ＤＯＦ）において、露光装置４０１の第１結像
装置コンポーネントと、この第１結像装置コンポーネントとは異なる露光装置４０１の第
２結像装置コンポーネントの間の空間的な関係をキャプチャしている。



(27) JP 5237091 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

【０１３７】
　第１結像装置コンポーネントは、基板４０４．１に最も近接して配置された第１ミラー
４０８．１の形態における第１光学素子である。従って、第１結像装置コンポーネントは
、光学素子ユニット４０８のコンポーネントである。第２結像装置コンポーネントは、基
板テーブル４０４．２、即ち、基板ユニット４０４のコンポーネントである。基板テーブ
ル４０４．２と基板４０４．１の間の空間的な関係が、例えば、露光プロセスの直前の計
測動作に起因して判明しているため、第１計測装置４１０により、基板ユニット４０４の
コンポーネントとしての基板４０４．１と第１ミラー４０８．１の間の空間的な関係をキ
ャプチャ可能である。
【０１３８】
　第１計測装置４１０は、基板テーブル４０４．２に接続された２つの第１エミッタ及び
レシーバユニット４１０．１及び４１０．６を有している。計測装置４１０は、第１ミラ
ー４０８．１に対して、即ち、第１結像装置コンポーネントに対して直接的に機械的に接
続された２つの第１基準素子４１０．２及び４１０．７を更に有している。
【０１３９】
　第１基準素子４１０．２、４１０．７のそれぞれは、第１ミラー４０８．１の第１反射
面４０８．２の反対側の第１ミラー４０８．１の背面４０８．３に接続されている。第１
計測装置４１０の作動原理に応じて、第１基準素子は、例えば、反射面などの反射素子で
あるか、干渉計原理が使用される場合の所謂コーナーキューブプリズム又はこれに類似し
たものなどの複数の反射面を提供する素子であるか、或いは、例えば、エンコーダ原理が
使用される際の格子などの回折格子であってよい。図６に示されている実施例においては
、基準素子４１０．２は、第１ミラー４０８．１の背面４０８．３によって形成されてい
る。このために、第１計測装置４１０の作動原理に応じて、第１ミラーの背面４０８．３
は、少なくとも基準素子４１０．２の領域内において、反射面として実施可能であり、或
いは、例えば、背面４０８．３上に直接的に露出した格子などの格子を有することも可能
である。
【０１４０】
　但し、本発明のその他の実施例においては、第１基準素子のうちの１つ又はそれぞれは
、第１ミラーとは別個であると共に、これに対して直接的に機械的に接続された素子であ
ってもよいことを理解されたい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極
接続、摩擦的な接続、接着的な接続、又は任意のこれらの組み合わせを介して接続された
別個の部分上における反射面又は格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、
クランプにより、接着剤により、又はその他の方法によって第１ミラーに対して堅固に接
続可能である。
【０１４１】
　第１エミッタ及びレシーバユニット４１０．１及び４１０．６のそれぞれによって提供
される１つ又は複数の計測光を使用することにより、すべての６つの自由度において第１
ミラー４０８．１と基板テーブル４０４．２の間の相対的な位置の計測を実行可能である
ことを理解されたい。この場合には、例えば、干渉計及びエンコーダ原理を組み合わせる
ことにより、第１ミラー４０８．１の背面４０８．３上において反射面と格子の組み合わ
せを生成可能である。但し、本発明のその他の実施例においては、第１ミラーの背面４０
８．３以外のその他の場所に配置された更なる基準素子を第１計測装置内において使用す
ることも可能であることを理解されたい。
【０１４２】
　第１計測装置４１０の一部と第１ミラー４０８．１の接続、更に詳しくは、統合と、直
接的な基板テーブル４０４．２に対する第１計測装置４１０の残りの部分、具体的には、
第１エミッタ及びレシーバユニット４１０．１の、周知のＸ、Ｙ、Ｚ基準ミラー及びゼロ
センサの再帰反射器を伴う、接続、更に詳しくは、統合により、基礎構造４０９とハウジ
ング４０２．１の間における計測フレーム又はこれに類似したものなどの大きくて嵩張る
構造の介在を回避可能である。
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【０１４３】
　この結果、従来のシステムにおいて使用されている計測フレームが省略されており、光
学素子ユニットの第１サブグループ４０５．１を保持している光学投影ユニット４０２の
ハウジング４０２．１が、このような計測フレームの機能を統合している。ハウジング４
０２．１は、第１振動遮断デバイス４１１を介して、振動が遮断された方式において基礎
構造４０９に直接的に接続されている。第１振動遮断デバイス４１１は、その上部の第１
端部においては、ハウジング４０２．１のフランジ部分４０２．３においてハウジング４
０２．１に直接的に接触しており、その下部の第２端部においては、基礎構造４０９に直
接的に接触している。
【０１４４】
　更には、この実施例においては、光学素子ユニットの第２サブグループ４０５．２を形
成している第１ミラー４０８．１は、別個に支持されており、且つ、このような計測フレ
ームの機能を統合している。又、第１ミラー４０８．１は、第２振動遮断デバイス４１７
を介して、振動が遮断された方式において基礎構造４０９に直接的に接続されている。第
２振動遮断デバイス４１７は、その上部の第１端部において、基礎構造４０９に実質的に
堅固に取り付けられた支持構造４１８に直接的に接触している。第２振動遮断デバイス４
１７は、その下部の第２端部において、第１ミラー４０８．１に直接的に接触している。
【０１４５】
　個々の第１及び第２振動遮断デバイス４１１及び４１７は、それぞれ、ハウジング４０
２．１及び第１ミラー４０８．１の周囲に均等に分散された複数の第１及び第２振動遮断
ユニット４１１．１及び４１７．１によって形成されている。基礎構造４０９を介して光
学投影ユニット４０２内に導入される外来の機械的妨害の周波数は、通常、３０Ｈｚから
１Ｈｚの範囲を有している。従って、予想される機械的な妨害の周波数に応じて、第１及
び第２振動遮断ユニット４１１．１及び４１７．１は、予想される機械的妨害の周波数を
下回る少なくとも１０の１の共振周波数において、それぞれ、ハウジング４０２．１及び
第１ミラー４０８．１に対して支持を提供する任意のタイプから構成可能である。
【０１４６】
　通常、第１及び第２振動遮断ユニット４１１．１及び４１７．１の共振周波数は、０．
０１～１０Ｈｚにおいて選択されることになる。好ましくは、第１及び第２振動遮断ユニ
ット４１１．１及び４１７．１によって提供される支持の共振周波数は、約０．１Ｈｚ以
下である。このような振動遮断ユニット４１１．１及び４１７．１は、それぞれ、電磁的
な原理に従って（例えば、ボイスコイルモーターなどを使用することにより）動作可能で
あると共に、略同一レベルの共振周波数以下において、即ち、好ましくは、約０．１Ｈｚ
以下においてドリフト制御を提供可能である横方向のドリフト制御を具備した周知の所謂
磁気重力補償器によって提供可能である。
【０１４７】
　但し、本発明のその他の実施例においては、例えば、適切に低い共振周波数のスプリン
グ装置を有する純粋に機械的な作動原理などのその他の作動原理を振動遮断ユニット用に
選択することも可能であることを理解されたい。
【０１４８】
　本発明によって実現可能である従来の計測フレームの除去は、現時点において既知の光
学投影系に比べて、いくつかの利点を提供している。
【０１４９】
　１つの利点は、従来の計測フレームを除去することにより、基板に近接して相当量の構
築空間が解放されることである。この結果、投影オプティクスの設計及び寸法設定が容易
となる。更なる利点は、光学投影ユニットのハウジング４０２．１自体が、その内部に収
容された光学素子間における熱ドリフトの影響を低減するべく、熱安定性の観点において
、既に高度に安定化されているという点にある。従って、ハウジング４０２．１は、第１
計測装置の部品を統合するのに特に適しており、計測フレームの熱的な安定化のために通
常必要とされる大きな努力を払う必要がなくなる。この結果、光学投影装置１の全体的な
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コストが大幅に低減されることになる。
【０１５０】
　この実施例の更なる利点は、第１ミラー４０８．１における別個の振動遮断支持にある
。第１ミラー４０８．１は、光学投影ユニット４０２の光学系の光学設計に応じて、通常
、約２００～８００ｍｍの直径を具備している。第１ミラー４０８．１がＺｅｒｏｄｕｒ
又はこれに類似したものなどの適切な材料の固体として製造されている場合には、第１ミ
ラー４０８．１は、大きな質量を具備しており、これは、通常、６０ｋｇにも及び、場合
によっては、これを上回る可能性がある。例えば、Ｚｅｒｏｄｕｒ又はこれに類似したも
のなどの第１ミラー４０８．１の材料は、低い熱膨張係数（ＣＴＥ）を具備可能であり、
従って、熱的に不活性であろう。
【０１５１】
　１つの利点は、ハウジングが、第１ミラー４０８．１の負荷を支持する必要がなく、従
って、相対的に簡単な最適化された設計を有することができるという点にある。第２の利
点は、第１ミラー４０８．１内に導入される妨害とハウジング４０２．１内に導入される
妨害の間の力学的な分離を実現可能であるという点にある。第３の利点は、第１ミラー４
０８．１が、大きな質量を具備しており、熱的に不活性の材料から製造可能であり、能動
的に駆動されてはおらず、且つ（後程詳述するように）その関連において使用される計測
装置の受動的なコンポーネントのみを統合又は保持可能であるという事実にある。従って
、第１ミラー４０８．１は、それ自体が、システムの（熱的且つ力学的に）高度に安定し
たコンポーネントである。振動が遮断された別個の吊り下げにより、第１ミラー４０８．
１は、光学投影ユニット４０２の残りの部分から力学的に分離されており、従って、例え
ば、ミラー３０６．２及び３０７．２のアクチュエータの力などの光学投影ユニットから
由来する機械的な妨害との関係において安定している。従って、これは、後述するように
、本発明のこの実施例に従って付与されるシステム全体における中央基準としての役割に
完全に適している。
【０１５２】
　システム全体における中央基準として第１ミラー４０８．１を提供するという概念によ
れば、光学投影系との関連おけるマスクテーブル４０３．２の位置調節の結果を使用する
べく、第１計測装置４１０に加えて、第１ミラー４０８．１とマスクテーブル４０３．２
間の空間的な関係をキャプチャする第２計測装置４１２が提供される。
【０１５３】
　第２計測装置４１２は、マスクテーブル４０３．２に接続された第２エミッタ及びレシ
ーバユニット４１２．１と、第１ミラー４０８．１の前面４０８．４に直接的に機械的に
接続された第２基準素子４１２．２を有している。この場合にも、第２計測装置４１２は
、６つの自由度（ＤＯＦ）において、露光装置４０１の第１結像コンポーネントとしての
第１ミラー４０８．１と露光装置４０１の第２結像装置コンポーネントとしてのマスクテ
ーブル４０３．２の間の空間的な関係をキャプチャ可能である。
【０１５４】
　第２基準素子４１２．２は、第１ミラー４０８．１の第１反射面４０８．２をも形成し
ている第１ミラー４０８．１の前面４０８．３に接続されている。第２計測装置４１２の
作動原理に応じて、第２基準素子は、例えば、反射面などの反射素子であるか、干渉計原
理が使用される際の所謂コーナーキューブプリズム又はこれに類似したものなどの複数の
反射面を提供する素子であるか、或いは、エンコーダ原理が使用される際の格子などの回
折素子であってよい。
【０１５５】
　図６に示されている実施例においては、第１ミラー４０８．１の前面４０８．４は、第
２計測装置４１２の作動原理に応じて、少なくとも第２基準素子４１２．２の領域内にお
いて、反射面として実施可能であり、或いは、例えば、前面４０８．４上に直接的に露出
した格子などの格子を有することも可能である。
【０１５６】



(30) JP 5237091 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　但し、本発明のその他の実施例においては、第２基準素子は、第１ミラーとは別個であ
ると共に、これに対して直接的に機械的に接続された素子であってもよいことを理解され
たい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極接続、摩擦的な接続、接着
的な接続、又はこれらの任意の組み合わせを介して接続された別個の部分上における反射
面又は格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、クランプにより、接着剤に
より、又はその他の方法によって第１ミラーに対して堅固に接続可能である。
【０１５７】
　更には、本発明のその他の実施例においては、第２計測装置４１２は、欧州特許公開第
１　１８２　５０９　Ａ２号（ＥＰ　１　１８２　５０９　Ａ２）に開示されており、且
つ、図６において破線輪郭４１２．３によって示されている従来の計測装置によって置換
することも可能であることを理解されたい。更には、第２計測装置４１２は、図６に破線
輪郭４１２．４によって示されている計測装置によって置換することも可能である。この
ような第２計測装置の場合には、エミッタ及びレシーバユニットは、この場合にも、マス
クテーブル４０３．２に接続されており、第２基準素子は、ハウジング４０２．１に対し
て直接的に機械的に接続されている。
【０１５８】
　最後に、システム全体における中央基準として第１ミラー４０８．１を提供するという
概念によれば、第１ミラー４０８．１に対するその他のミラー４０６．１及び４０７．１
の位置調節の結果を使用するべく、第１及び第２計測装置４１０及び４１２に加えて、第
１ミラー４０８．１とその他のミラー４０６．１及び４０７．１間の空間的な関係をキャ
プチャする第３計測装置４１３が提供される。
【０１５９】
　第３計測装置４１３は、ハウジング４０２．１に接続された第３エミッタ及びレシーバ
ユニット４１３．１と、それぞれ、ミラー４０８．１、４０６．１、及び４０７．１の表
面に直接的に機械的に接続された第３基準素子４１３．２、４１３．３、４１３．４を有
している。この場合にも、第３計測装置４１３は、６つの自由度（ＤＯＦ）において、露
光装置４０１の第１結像装置コンポーネントとしての第１ミラー４０８．１と露光装置４
０１の第２結像装置コンポーネントとしての個々のミラー４０６．１及び４０７．１間の
空間的な関係をキャプチャ可能である。
【０１６０】
　第３基準素子４１３．２、４１３．３、４１３．４は、第３計測装置４１３の作動原理
に応じて、例えば、反射面などの反射素子であるか、干渉計原理が使用される際の所謂コ
ーナーキューブプリズム又はこれに類似したものなどの複数の反射面を提供する素子であ
るか、或いは、例えば、エンコーダ原理が使用される際の格子などの回折素子であってよ
い。図６に示されている実施例においては、第３基準素子を形成しているミラー４０８．
１、４０６．１、及び４０７．１の個々の表面は、第３計測装置４１３の作動原理に応じ
て、少なくとも個々の第３基準素子４１３．２、４１３．３、４１３．４の領域内におい
て、反射面として実施可能であり、或いは、例えば、２Ｄ格子などの格子とすることも可
能である。
【０１６１】
　但し、本発明のその他の実施例においては、個々の第３基準素子は、個々のミラーとは
別個であると共に、これに対して直接的に機械的に接続された素子であってもよいことを
理解されたい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、積極接続、摩擦的な接
続、接着的な接続、又はこれらの任意の組み合わせを介して接続された別個の部分上にお
ける反射面又は格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、クランプにより、
接着剤により、又はその他の方法によって第１ミラーに対して堅固に接続可能である。
【０１６２】
　更には、個々の計測装置の個々の計測光は、必ずしも図６に示されているように、真っ
直ぐなコースを具備する必要はないことを理解されたい。むしろ、光学系の設計に応じて
、適切な光線操作オプティクスを提供することにより、定義された方式において、真っ直
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ぐではない軌跡において個々の計測光を導波可能である。
【０１６３】
　更には、本発明のその他の実施例においては、第３計測装置４１３は、図６に破線輪郭
４１３．５によって示されているように、第１ミラーと個々の更なるミラーの間の空間的
な関係を別個にキャプチャするか、又は図６に破線輪郭４１３．６によって示されている
ように、第１ミラーとハウジングの間の空間的な関係をキャプチャする別個の計測装置に
よって置換可能であることを理解されたい。
【０１６４】
　前述の第４実施例によれば、第１～第３基準素子４１０．２、４１２．２、４１３．２
、４１３．３、４１３．４は、個々の光学素子、即ち、ミラー４０６．１、４０７．１、
４０８．１上に直接的に提供されている。但し、本発明のその他の実施例においては、個
々の基準素子を個々の光学素子ユニットのその他のコンポーネントに接続することにより
、個々の光学素子の空間的な位置の適切な評価を実現することも可能であることを理解さ
れたい。例えば、個々の基準素子は、個々の光学素子を保持すると共に個々の光学素子と
共に変位する光学素子取り付け器に接続することも可能である。
【０１６５】
　図６の露光装置４０１の場合にも、図２との関連において説明した本発明によるパター
ンの画像を基板上に転写する方法を実施可能であることを理解されたい。
【０１６６】
　更には、本発明のその他の実施例においては、光学素子ユニットの第２サブグループ４
０５．２は、第２振動遮断デバイス４１７を介して、この場合には第１ミラー４０８．１
である第１光学素子と共に保持された更なる光学素子を有することも可能であることを理
解されたい。このために、この第２サブグループは、第２振動遮断デバイス４１７を介し
て、基礎構造４０９上において直接的に支持された第２ハウジング構造又はこれに類似し
たものによって収容可能である。
【０１６７】
・実施例６
　以下においては、図７を参照し、本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本
発明による光学結像装置の第６実施例５０１について説明することとする。
【０１６８】
　図７の実施例は、その主な設計及び機能において、図３の実施例に略対応している。具
体的には、図７においては、図３のものとの関係において４００が加算された同一の参照
符号が、類似の又は同一の部分に対して付与されている。図７の実施例と図３の実施例の
間における唯一の相違点は、第１計測装置５１０の設計と、光学素子ユニット５０８の第
１ミラー５０８．１の設計にある。これ以外のすべての部分は、同一であり、従って、こ
れらの側面については、図３の関連において付与された上述の説明を参照されたい。
【０１６９】
　図７は、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置５０１の形
態における光学結像装置の下部部分の縮尺が正確ではない概略部分断面図である。この場
合にも、光学投影ユニット５０２のハウジング５０２．１は、計測フレームの機能を統合
しており、且つ、前述のように、振動遮断デバイス５１１を介して、振動が遮断された方
式において基礎構造５０９に直接的に接続されている。
【０１７０】
　第１計測装置５１０が、６つの自由度（ＤＯＦ）において、露光装置５０１の第１結像
装置コンポーネントとしての第１ミラー５０８．１と、この第１結像装置コンポーネント
とは異なる露光装置５０１の第２結像装置コンポーネントとしての基板ユニット５０４の
間の空間的な関係をキャプチャしている。
【０１７１】
　第１計測装置５１０は、ハウジング５０２．１に接続されたエミッタ及びレシーバユニ
ット５１０．１及びレシーバユニット５１０．８を有している。エミッタ及びレシーバユ
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ニット５１０．１は、第１計測装置５１０の計測コンポーネントを形成している第１光線
操作ユニット５１０．９を有している。第１光線操作ユニット５１０．９は、第１ミラー
５０８．１内に統合されている。このために、第１光線操作ユニット５１０．９は、第１
ミラー５０８．１内の第１空洞によって形成された第１レセプタクル５０８．５内に保持
されている。第１ミラー５０８．１の動きの影響を受けないように、第１光線操作ユニッ
ト５１０．９は、第１ミラー５０８．１に接触しないように保持されている。
【０１７２】
　レシーバユニット５１０．８は、第１計測装置５１０の更なる計測コンポーネントを形
成する第２光線操作ユニット５１０．１０を有している。第２光線操作ユニット５１０．
１０も、第１ミラー５０８．１内に統合されている。このために、第２光線操作ユニット
５１０．１０は、第１ミラー５０８．１内の第２空洞によって形成された第２レセプタク
ル５０８．６内に保持されている。第２光線操作ユニット５１０．１０も、第１ミラー５
０８．１の動きの影響を受けないように、第１ミラー５０８．１に接触しないように保持
されている。
【０１７３】
　光線操作ユニットを統合するための空洞は、任意の適切な手段によって実現可能である
ことを理解されたい。例えば、固体ミラーの本体内に、対応する空洞を導入可能である。
但し、本発明のその他の実施例においては、光線操作ユニットを収容できるように、内部
的に少なくとも部分的に中空の構造としてミラー自体を形成することも可能であることを
理解されたい。更には、本発明のその他の実施例においては、光線操作ユニットのうちの
少なくとも１つの代わりに、第１計測装置の個々の計測コンポーネントを形成するエミッ
タ及び／又はレシーバを、ミラーに接触しない状態で、適切な場所において第１ミラー内
に保持し、従って、統合可能であることを理解されたい。
【０１７４】
　軸５０２．２に沿って基板テーブル５０４．２のレベリング情報を既知のレベリングシ
ステムに類似した方式において提供するべく、エミッタ及びレシーバユニット５１０．１
は、第１計測光５１０．１１を放射している。この第１計測光５１０．１１は、第１光線
操作ユニット５１０．９を介して、第１ミラー５０８．１を通じて導波され、傾いた角度
において基板５０４．１上に投影されている。次いで、第１計測光５１０．１１は、基板
５０４．１の表面から第２光線操作ユニット５１０．１０内に反射される。第２光線操作
ユニット５１０．１０が、第１計測光５１０．１１をレシーバユニット５１０．８内の受
光素子に導波している。軸５０２．２に沿った基板テーブル５０４．２の位置に応じて、
第１計測光５１０．１１は、特定の位置において受光素子に入射する。従って、第１計測
光５１０．１１が受光素子に入射する位置は、ハウジング５０２．１に対する軸５０２．
２に沿った基板テーブル５０４．２の位置に関する情報を提供している。
【０１７５】
　第１計測装置５１０は、２つの基準ユニット５１０．１２及び５１０．１３を更に有し
ている。基準ユニット５１０．１２は、基板テーブル５０４．２に直接的に機械的に接続
されており、この結果、第１計測装置５１０は、残りの自由度において、基板テーブル５
０４．２と第１計測装置５１０の間の空間的な関係を提供可能である。基準ユニット５１
０．１３は、第１ミラー５０８．１に直接的に機械的に接続されており、この結果、第１
計測装置５１０は、６つの自由度において、第１ミラー５０８．１と第１計測装置５１０
の間の空間的な関係を提供可能である。従って、第１計測装置５１０は、６つの自由度に
おいて、基板テーブル５０４．２と第１ミラー５０８．１の間の空間的な関係を提供可能
であり、この結果、これを使用することにより、前述のように、露光プロセスにおいて、
基板テーブル５０４．２と、従って、基板５０４．１を空間内において位置決めする。
【０１７６】
・実施例７
　以下においては、図８及び図９Ａ～図９Ｃを参照し、本発明による方法の好適な実施例
を実施可能である本発明による光学結像装置６０１の第７の好適な実施例について説明す
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ることとする。
【０１７７】
　図８の実施例は、その主な設計及び機能において、図１の実施例に略対応している。具
体的には、図８においては、６００が加算された同一の参照符号が、類似の又は同一の部
分に対して付与されている。図８の実施例と図１の実施例の間における１つの相違点は、
第１計測装置６１０の設計と、光学素子ユニット６０８の第１ミラー６０８．１の設計に
ある。図１の実施例との関係における更なる相違点は、基板ユニット６０４が、画像セン
サユニット６２１を更に有するターゲットユニット６２０の一部を構成しているという事
実にある。これ以外のすべての部分は、同一であり、これらの側面については、この場合
にも、図１との関連において付与された前述の説明を参照されたい。
【０１７８】
　図８は、光学素子ユニットグループ６０５を有する光学投影ユニット６０２を具備する
と共に、１３ｎｍの波長においてＥＵＶレンジ内において動作する露光装置６０１の形態
における光学結像装置の下部部分の縮尺が正確ではない概略部分断面図である。
【０１７９】
　ターゲットユニット６２０は、光学素子グループ６０５によって転写されるマスク上に
形成されたパターンの画像を受ける露光位置に基板ユニット６０４及び画像センサユニッ
ト６２１を（図８に示されている適切な手段によって）選択的に配置するべく設計されて
いる。図８においては、基板ユニット６０４は、露光位置において示されている。
【０１８０】
　画像センサユニット６２１は、画像センサテーブル６２１．２によって保持された画像
センサ６２１．２を有している。画像センサ６２１．１は、マスク上に形成されているパ
ターンの画像をキャプチャすると共に、これに対応した信号を、キャプチャされた画像の
品質を評価する（図８には示されていない）評価ユニットに対して提供するべく設計され
ている。
【０１８１】
　図示の実施例においては、画像センサテーブル６２１．２は、別個に制御可能であるコ
ンポーネントである。但し、本発明のその他の実施例においては、基板テーブル及び画像
センサテーブルを機械的に接続することにより、１つの単一コンポーネントを形成するこ
とも可能であることを理解されたい。
【０１８２】
　露光装置６０１の動作の際には、マスク及び基板６０４．１に対する光学素子ユニット
グループ６０５のミラーの相対的な位置、及びそれらミラーの相互間における相対的な位
置は、前述のシステム内に導入される内在的且つ外来的な妨害の両方の結果として生じる
変化に晒されることになる。
【０１８３】
　ウエハステッパ装置又はステップアンドスキャン装置としての露光装置６０１の動作と
は無関係に、高品質の結像結果を得るべく、マスク６０３．１に対する、並びに、基板６
０４．１に対する光学素子ユニットグループ６０５の光学素子の相対的な位置、及びそれ
らの光学素子の相互間における相対的な位置を既定の限度内に維持しなければならない。
【０１８４】
　マスク及び基板６０４．１に対する光学素子ユニットグループ６０５のミラーの相対的
な位置、及びそれらミラーの相互間における相対的な位置についての前述の既定の限度を
維持するべく、例えば、制御ユニット６１９によって制御された（図９Ａには、概略的に
しか示されていない）アクチュエータユニット６０８．７を介して、第１ミラー６０８．
１を空間内において能動的に位置決め可能である。同様に、マスクテーブル及び基板テー
ブル６０４．２も、（図８には示されていない）個々の支持構造を介して空間内において
能動的に位置決め可能である。
【０１８５】
　これらの部分の能動的な位置決めは、例えば、露光装置６０１の特定のコンポーネント
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間の空間的な関係をキャプチャする第１計測装置６１０などの複数の計測装置の計測結果
に基づいて実行されている。これらの計測装置は、キャプチャされた位置情報を制御ユニ
ット６１９に提供しており、この結果、この制御ユニットが、個々のコンポーネントの作
動を制御している。
【０１８６】
　第１計測装置６１０は、６つの自由度（ＤＯＦ）において、露光装置６０１の第１結像
装置コンポーネントとしての光学素子ユニットグループ６０５の第１ミラー６０８．１と
、この第１結像装置コンポーネントとは異なる露光装置６０１の第２結像装置コンポーネ
ントとしての基板ユニット６０４の間の空間的な関係をキャプチャしている。
【０１８７】
　第１計測装置６１０は、基板テーブル６０４．２に取り付けられていると共に制御ユニ
ット６１９に接続された第１エミッタ及びレシーバユニット６１０．１及び３つの第２エ
ミッタ及びレシーバユニット６１０．６、６１０．１４、及び６１０．１５を有するエン
コーダ装置を有している。計測装置６１０のエンコーダ装置は、第１ミラー６０８．１に
対して、即ち、第１結像装置コンポーネントに対して直接的に機械的に接続された第１基
準素子６１０．２を更に有している。
【０１８８】
　第１基準素子６１０．２（この位置は、破線によって図９Ａ～図９Ｃに示されている）
は、第１ミラー６０８．１の第１反射面６０８．２の反対側の第１ミラー６０８．１の背
面６０８．３に接続されている。第１基準素子は、２次元格子６１０．２の形態における
エンコーダ素子である。図８に示されている実施例においては、基準素子６１０．２は、
第１ミラー６０８．１の背面６０８．３によって形成されている。このために、第１ミラ
ーの背面６０８．３は、少なくとも基準素子６１０．２の領域内において、例えば、背面
６０８．３上に直接的に露出した格子などの２次元格子としている。
【０１８９】
　但し、本発明のその他の実施例においては、第１基準素子は、第１ミラーとは別個であ
ると共に、これに対して直接的に機械的に接続された素子であってもよいことを理解され
たい。例えば、これは、第１ミラーに対して、直接的に、連結的な接続、摩擦的な接続、
接着的な接続、又はこれらの任意の組み合わせを介して接続された別個の部分上における
格子などであってよい。例えば、これは、ネジにより、クランプにより、光学的な接触に
より、接着剤により、又はその他の方法によって第１ミラーに対して堅固に接続可能であ
る。
【０１９０】
　更には、それぞれのエミッタ及びレシーバユニット又はこれらのエミッタ及びレシーバ
ユニットのサブグループごとに別個のエンコーダ素子を提供することも可能であることを
理解されたい。個々のエンコーダ素子により、好ましくは、図８に示されている基板テー
ブルの中央位置において、それぞれのエミッタ及びレシーバユニットがセンタリングされ
る。即ち、その関連するエンコーダ素子の中心とアライメントされる。
【０１９１】
　好ましくは、このような別個の部分は、第１ミラーの熱膨張係数に適合された熱膨張係
数を具備している。格子の歪み又は変形を回避するべく、格子が形成される部分の熱膨張
係数が可能な限り小さくなっているか、或いは、この部分が、適切な手段によって温度制
御されていることが好ましい。
【０１９２】
　エンコーダ装置の第１エミッタ及びレシーバユニット６１０．１及び第２エミッタ及び
レシーバユニット６１０．６、６１０．１４、及び６１０．１５のそれぞれのものは、そ
れぞれ、少なくとも１つの光線６１０．１６及び６１０．１７を格子６１０．２に向かっ
て放射し、且つ、それぞれ、格子６１０．２によって反射して戻る光線６１０．１６及び
６１０．１７の少なくとも一部を受光している。個々の光線を横断する方向において格子
と個々のエミッタ及びレシーバユニットの間に相対的な動きが存在する場合には、エミッ
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タ及びレシーバユニットが受光する光の強度が、格子の構造に起因して周知の方式におい
て変化し、これが、エミッタ及びレシーバユニットによる相応したパルス化信号に結び付
くことになる。制御ユニット６１９は、これらの信号を周知の方式において使用すること
により、相対的な動きに関する結論を導出している。
【０１９３】
　エンコーダ装置は、第１エミッタ及びレシーバユニット６１０．１及び第２エミッタ及
びレシーバユニット６１０．６、６１０．１４、及び６１０．１５からの信号により、少
なくとも３つの自由度において、即ち、光学投影ユニット６０２の光軸６０２．２に対し
て垂直の面内における（しばしば、Ｘ軸及びＹ軸に沿った並進と呼ばれる）２つの並進自
由度と、光軸６０２．２を中心とした（しばしば、Ｚ軸を中心とした回転と呼ばれる）回
転自由度において、位置情報を提供している。
【０１９４】
　すべての６つの自由度における第１ミラー６０８．１と基板テーブル６０４．２の間の
相対的な位置の計測は、第１エミッタ及びレシーバユニット６１０．１及び第２エミッタ
及びレシーバユニット６１０．６、６１０．１４、及び６１０．１５のそれぞれのものに
よって提供される１つ又は複数の計測光を使用することによって実行可能であることを理
解されたい。
【０１９５】
　更には、例えば、エンコーダ装置のエンコーダ原理を干渉計型及び／又は容量性センサ
と組み合わせることにより、残りの３つの自由度において位置情報を提供することも可能
である。図８の実施例においては、光軸６０２．２（Ｚ軸）に沿った３回の計測により、
これを実現可能である。格子６１０．２が、この目的のための便利な基準素子を既に提供
していることを理解されたい。例えば、格子６１０．２から反射される回折パターンを使
用する容量性センサ又は干渉計型センサを使用可能である。
【０１９６】
　但し、本発明のその他の実施例においては、第１ミラーの背面６０８．３以外のその他
の場所に配置された更なるエンコーダ素子を第１計測装置内において使用することも可能
であることを理解されたい。従って、例えば、計測装置全体が、エンコーダ原理に従って
動作可能である。
【０１９７】
　エンコーダ装置の使用は、いくつかの利点を具備している。これは、既知の干渉計シス
テムよりも実装及び操作が格段に容易であり、且つ、少ない部品及び小さな空間を使用し
て多くの位置情報を提供する。更には、例えば、格子などのエンコーダ素子は、既知の干
渉計システムに必要とされる高品質の鏡面よりも製造が容易である。
【０１９８】
　エンコーダ装置の使用に伴う更なる利点は、例えば、両方の並進自由度（Ｘ軸及びＹ軸
）における複数のホームインデックスパルスを格子６１０．２に内蔵することにより、周
知の方式において、ホーム復帰機能を容易に実装可能であるという点にある。この結果、
複雑な初期化手順を必要とすることなしに、光学投影ユニット６０２に対する既知のホー
ム位置に基板テーブル６０４．２を反復的に駆動可能である。基板６０４．２の位置決め
ユニットの位置決め精度は、ホームインデックスパルスのキャプチャレンジ内に基板テー
ブル６０４．２を位置決めするべく、十分なものであることを理解されたい。
【０１９９】
　前述のように、第１ミラー６０８．１と第１計測装置６１０の一部の接続、更に正確に
は、統合と、直接的な基板テーブル６０４．２に対する第１計測装置６１０の残りの部分
、具体的には、エミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．６、６１０．１４、
６１０．１５の接続、更に正確には、統合により、前述のように、基礎構造と光学投影ユ
ニット６０２のハウジングの間の計測フレーム又はこれに類似したものなどの大きくて嵩
張る構造を除去可能である。
【０２００】
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　エミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．６、６１０．１４、６１０．１５
は、基板６０４．１に近接しており、且つ、この外周に均等に分散されている。これらは
、基板６０４．１の最大直径の少なくとも半分に等しい相互間の距離を具備しており、こ
の結果、基板テーブル６０４．２の極端な位置において発生し得る最大Ａｂｂｅアームが
低減される。
【０２０１】
　従って、基板６０４．２の極端な位置を示している図９Ｂ及び図９Ｃからわかるように
、これらのエミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．６、６１０．１４、６１
０．１５のうちの少なくとも２つ、即ち、３つは、光学投影ユニット６０２と基板ユニッ
ト６０４の間の相対的な移動範囲内において任意の時点において前述の位置情報を提供す
るべく機能可能である。換言すれば、エミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０
．６、６１０．１４、６１０．１５のそれぞれは、光学投影ユニット６０２と基板ユニッ
ト６０４の間の相対的な移動範囲の一部分内において位置情報を提供するべく機能可能で
あり、相対的な移動範囲のこれらの部分は、オーバーラップを具備しており、この結果、
これらのエミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．６、６１０．１４、６１０
．１５のうちの３つのものが、任意の時点において位置情報を提供するべく機能可能であ
る。
【０２０２】
　本発明のその他の実施例においては、異なる数のエミッタ及びレシーバユニットを使用
可能であることを理解されたい。１つの単一のエミッタ及びレシーバユニットを使用する
ことも可能である。但し、過剰に大きなエンコーダ素子を回避するべく、少なくとも１つ
の共通自由度において同一の分解能において計測する少なくとも２つの、更に好ましくは
、少なくとも３つのエミッタ及びレシーバユニットを使用することが好ましい。
【０２０３】
　４つのエミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．６、６１０、１４、６１０
．１５は、例えば、エンコーダを較正するべく制御ユニット６１９が使用可能である冗長
情報を提供していることを理解されたい。
【０２０４】
　第１計測装置６１０は、画像センサテーブル６２１．２に取り付けられていると共に制
御ユニット６１９に対して接続された第３エミッタ及びレシーバユニット６１０．１８と
３つの第４エミッタ及びレシーバユニット６１０．１９を更に有している。第３エミッタ
及びレシーバユニット６１０．１８及び第４エミッタ及びレシーバユニット６１０．１９
は、エミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．１６、６１０．１４、６１０．
１５の装置に類似した方式において構成されており、従って、ここでは、先程付与された
説明を参照されたい。
【０２０５】
　画像センサユニット６２１は、ウエハ６０４．２の露光プロセスが完了し、且つ、新し
いウエハ６０４．２をウエハテーブル６０４．１上に配置する必要があり、このために、
基板ユニット６０４が露光位置から除去された際に、露光位置に配置される。当然のこと
ながら、最初に基板ユニット６０４を露光位置に配置する前に、即ち、ウエハ６０４．２
の露光の前に、画像センサユニット６２１を露光位置内に配置することも可能である。
【０２０６】
　画像センサユニット６２１が露光位置に配置された際には、即ち、図８に示されている
基板ユニット６０４の位置に配置された際には、エミッタ及びレシーバユニット６１０．
１８及び６１０．１９は、エミッタ及びレシーバユニット６１０．１、６１０．６、６１
０．１４、６１０．１５に類似した方式において第１基準素子６１０．２と協働すること
になるが、これについては、先程付与された説明を参照されたい。
【０２０７】
　エンコーダ装置は、第３エミッタ及びレシーバユニット６１０．１８及び第４エミッタ
及びレシーバユニット６１０．１９からの信号により、少なくとも３つの自由度において
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、即ち、光学投影ユニット６０２の光軸６０２．２に対して垂直な面内における（しばし
ば、Ｘ軸及びＹ軸に沿った並進と呼ばれる）２つの並進自由度と、光軸６０２．２を中心
とした（しばしば、Ｚ軸を中心とした回転と呼ばれる）回転自由度において、位置情報を
提供している。但し、本発明のその他の実施例においては、これらの少なくとも３つの自
由度において位置情報を提供するべく、（前述のように）任意のその他の好適な無接触型
の又は接触に基づいた作動原理を使用することも可能であることを理解されたい。
【０２０８】
　前述のように、画像センサユニット６２１の画像センサ６２１．１から提供される信号
を使用することにより、キャプチャした画像の品質を評価可能である。これから取得され
たデータを使用することにより、マスク上に形成されたパターンの画像をキャプチャする
と共に、これに対応した信号を、キャプチャされた画像の品質を評価する（図８には示さ
れていない）評価ユニットに対して提供するべく設計された画像センサ６２１．１を保持
する画像センサテーブル６２１．２を有することができる。画像センサ６２１．１によっ
て提供されるこの画像品質情報は、例えば、露光装置６０１のコンポーネントの較正及び
調節のために制御ユニット６１９が使用可能であることを理解されたい。
【０２０９】
　図８の露光装置６０１においても、図２を参照して説明した本発明によるパターンの画
像を基板上に転写する方法を実施可能であることを更に理解されたい。この場合には、基
板が、本発明の意味における第１ターゲットデバイスを形成している。更には、露光装置
６０１によれば、本発明の意味における第２ターゲットデバイスを形成している画像セン
サ６２１．１上にパターンの画像を転写するべく、この図２を参照して説明した方法を使
用可能である。
【０２１０】
　本発明のその他の実施例においては、必ずしも個々のエミッタ及びレシーバユニットを
基板ユニットに取り付ける必要はないことを更に理解されたい。例えば、エミッタ及びレ
シーバユニットは、別個のエミッタユニットと別個のレシーバユニットとして実施可能で
ある。このようなエミッタ及びレシーバユニット又は別個のエミッタユニット及びレシー
バユニットのいずれかを基板ユニットの外部に取り付けることも可能である。このような
場合には、個々の光線をエンコーダ素子との間において導波するべく、例えば、ミラーな
どの光線導波デバイスを基板ユニットに取り付けることになろう。
【０２１１】
　本発明のその他の実施例においては、部分的に又は全体的に屈折又は回折光学素子など
のその他のタイプの光学素子を有する光学投影ユニットとの組み合わせにおいて、前述の
エンコーダ装置を使用することも可能であることを更に理解されたい。更には、その他の
波長レンジにおいて動作する光学投影ユニットとの組み合わせにおいて、前述のエンコー
ダ装置を使用することも可能である。
【０２１２】
　更には、第１結像装置コンポーネントは、必ずしも光学素子ユニットのコンポーネント
である必要はない。具体的には、例えば、従来の屈折系のように、基板に近接して大きな
光学素子を具備していない光学投影ユニットの場合には、光学投影ユニットのハウジング
の一部分上、又は、場合によっては、光学投影ユニットを支持している支持構造上に、エ
ンコーダ素子を形成又は取り付けることも可能である。具体的には、これは、浸漬法を使
用する場合、即ち、基板ユニットに最も近接して配置された光学素子の一部を、基板の一
部と共に、高純度の水などの浸漬媒体中に浸漬する場合であってよい。これらの場合には
、エンコーダ素子と、基板ユニットとの関連においてその位置を判定する対象である光学
素子の間の相対的な位置をキャプチャするべく、最終的に別個のセンサ装置が必要であろ
う。
【０２１３】
　更には、第１ミラー６０８．１、基板ユニット６０４、及び第１計測装置６１０は、前
述の第１～第６実施例のうちの任意のものの対応する部分を置換可能であることを理解さ
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【０２１４】
　第１ターゲットユニットとしての基板と、第２ターゲットユニットとしての画像センサ
ユニットを有するこのような構成は、前述の第１～第６実施例のうちのいずれかのものと
の組み合わせにおいて使用することも可能であることを更に理解されたい。
【０２１５】
　最後に、図８との関連において前述したエンコーダ装置を有する計測装置は、マスクユ
ニットの位置決めとの関連において使用することも可能であることを理解されたい。この
場合には、マスクユニットのコンポーネントが、前述の第１～第６実施例のうちのいずれ
かのものの対応する部分を置換可能である。
【０２１６】
　以上においては、光学素子が反射素子のみである本発明の実施例について説明したが、
本発明のその他の実施例においては、反射、屈折、又は回折素子、或いは、これらの任意
の組み合わせを光学素子ユニットの光学素子として使用可能であることを理解されたい。
【０２１７】
　更には、本発明のその他の実施例においては、前述の光学素子のサブグループ用の支持
概念の任意のその他の組み合わせを選択することも可能であることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
好適な実施例の概略図である。
【図２】図１の光学結像装置と共に実施可能である本発明によるパターンの画像を基板上
に転写する方法の好適な実施例のブロックダイアグラムである。
【図３】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
更なる好適な実施例の概略図である。
【図４】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
更なる好適な実施例の概略図である。
【図５】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
更なる好適な実施例の概略図である。
【図６】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
更なる好適な実施例の概略図である。
【図７】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
更なる好適な実施例の詳細の概略図である。
【図８】本発明による方法の好適な実施例を実施可能である本発明による光学結像装置の
更なる好適な実施例の詳細の概略図である。
【図９Ａ】第１位置に基板ユニットを有する図８のＩＸ－ＩＸ面上における概略図である
。
【図９Ｂ】第２位置に基板ユニットを有する図８のＩＸ－ＩＸ面上における概略図である
。
【図９Ｃ】第３位置に基板ユニットを有する図８のＩＸ－ＩＸ面上における概略図である
。
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