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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光学系の像面側に液体の液浸領域を形成し、前記投影光学系と前記液浸領域の液体
とを介して前記基板を露光する露光装置において、
　前記液浸領域を形成するための液体に接触する部材に対して、光洗浄効果を有する所定
の照射光を照射する光洗浄装置を備えた露光装置。
【請求項２】
　前記像面側で移動可能なステージを備え、
　前記光洗浄装置は、前記ステージに前記照射光を照射する請求項１記載の露光装置。
【請求項３】
　前記光洗浄装置は、前記ステージの上面に前記照射光を照射する請求項２記載の露光装
置。
【請求項４】
　前記ステージは、前記基板を保持する基板ホルダを有し、
　前記ステージの上面は、前記基板ホルダに保持された前記基板の表面とほぼ面一である
請求項３記載の露光装置。
【請求項５】
　前記ステージの上面は、前記液体に対して撥液性である請求項３又は４記載の露光装置
。
【請求項６】
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　前記ステージは、前記基板を保持する基板ホルダを有し、
　前記光洗浄装置は、前記基板ホルダに前記照射光を照射する請求項２～５のいずれか一
項記載の露光装置。
【請求項７】
　前記ステージは前記基板を保持可能であって、
　前記光洗浄装置は、前記ステージ上に前記基板が無い状態で、前記照射光を照射する請
求項２～６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項８】
　前記光洗浄装置は、前記ステージ上に設けられた光計測部に前記照射光を照射する請求
項２～７のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項９】
　前記光計測部は、その上に形成された前記液浸領域の液体を介して計測動作を行う請求
項８記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記光計測部の上面は、光透過性の撥液材料で被覆されている請求項８又は９記載の露
光装置。
【請求項１１】
　前記光洗浄装置は、前記投影光学系を構成する複数の光学素子のうち最も像面に近い光
学素子に前記照射光を照射する請求項１～１０のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記投影光学系の像面側近傍に配置され、前記液体を供給する供給口及び前記液体を回
収する回収口のうち少なくともいずれか一方を有するノズル部材を有し、
　前記光洗浄装置は、前記ノズル部材に前記照射光を照射する請求項１～１１のいずれか
一項記載の露光装置。
【請求項１３】
　前記ノズル部材は、前記回収口に配置された多孔部材を介して前記液体を回収し、
　前記光洗浄装置は、前記多孔部材に前記照射光を照射する請求項１２記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記部材のうち前記照射光が照射される照射領域近傍に対して気体を供給する気体供給
系と、
　前記気体を回収する気体回収系とを備えた請求項１～１３のいずれか一項記載の露光装
置。
【請求項１５】
　前記照射光の光路を含む空間の気体成分を検出する検出器を備え、
　前記気体供給系は、前記検出器の検出結果に基づいて、供給する気体成分を調整する請
求項１４記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記投影光学系の少なくとも一部を収容し、空調系によって空調される空調空間を有し
、
　前記光洗浄装置は、前記投影光学系に対して前記空調系によって形成される気体の流れ
の下流側に設けられている請求項１～１５のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１７】
　前記光洗浄装置は、前記空調空間の外側に配置され、前記照射光を射出する光源と、
　前記光源から射出された前記照射光を前記空調空間内部に配置された部材に導く光学系
とを備えた請求項１６記載の露光装置。
【請求項１８】
　前記部材の汚染を検出する検出装置と、
　前記検出装置の検出結果に基づいて、前記光洗浄装置の動作を制御する制御装置とを備
えた請求項１～１７のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１９】
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　前記光洗浄装置は、前記部材に付着した有機物を除去する請求項１～１８のいずれか一
項記載の露光装置。
【請求項２０】
　前記光洗浄装置は、前記部材上の液体が乾燥した後に、その付着跡が前記部材上に形成
されないように、前記所定の照射光を照射する請求項１～１９のいずれか一項記載の露光
装置。
【請求項２１】
　前記光洗浄装置は、前記部材に照射光を照射することによって、前記部材の液体接触面
の親液性を高める請求項１～２０のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２２】
　前記液体は純水であって、
　前記光洗浄装置は、前記部材上にウォーターマークが形成されないように、前記所定の
照射光を照射する請求項１～２１のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２３】
　前記液体に接触する部材は、光触媒作用を有する材料で被覆されている請求項１～２２
のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２４】
　前記材料は、酸化チタンを含む請求項２３記載の露光装置。
【請求項２５】
　前記液体に接触する部材は、光触媒作用を有する膜が形成される材料を含む請求項１～
２４のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２６】
　前記光触媒作用を有する膜が形成される材料はチタンを含む請求項２５記載の露光装置
。
【請求項２７】
　前記照射光は、紫外光を含む請求項１～２６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２８】
　前記照射光は、前記露光光を同一波長の光を含む請求項１～２７のいずれか一項記載の
露光装置。
【請求項２９】
　前記光洗浄装置は、前記投影光学系の像面側で移動可能な可動部材に配置され、前記照
射光を射出する光源を含む請求項１～２８のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項３０】
　前記照射光として、前記基板を露光するための露光光を用いる請求項１～２９のいずれ
か一項記載の露光装置。
【請求項３１】
　前記光洗浄装置は、前記投影光学系の像面側に配置され、前記投影光学系からの露光光
の照射によって前記露光光と同一波長の光を、前記照射光として発生する光学部材を含む
請求項３０記載の露光装置。
【請求項３２】
　前記光学部材は反射部材を含み、
　前記照射光は、前記露光光の照射によって前記反射部材から発生する反射光を含む請求
項３１記載の露光装置。
【請求項３３】
　前記光学部材は回折部材を含み、
　前記照射光は、前記露光光の照射によって前記回折部材から発生する回折光を含む請求
項３１記載の露光装置。
【請求項３４】
　前記光学部材は散乱部材を含み、
　前記照射光は、前記露光光の照射によって前記散乱部材から発生する散乱光を含む請求
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項３１記載の露光装置。
【請求項３５】
　前記光学部材は、前記投影光学系の像面側で移動可能な可動部材に配置されている請求
項３１～３４のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項３６】
　前記光学部材は、ダミー基板として、前記基板を保持するための基板ホルダに配置され
る請求項３１～３５のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項３７】
　前記光洗浄装置は、前記投影光学系と前記光学部材との間に液体を満たした状態で、前
記液体に接触する部材に、前記照射光を照射する請求項３１～３６のいずれか一項に記載
の露光装置。
【請求項３８】
　前記投影光学系と前記光学部材との間の液体は酸素を含む請求項３７記載の露光装置。
【請求項３９】
　前記投影光学系と前記光学部材との間の液体は前記基板の露光に用いられる液体である
請求項３７又は３８記載の露光装置。
【請求項４０】
　前記部材の前記照射光が照射される領域に液体が供給される請求項１～３７のいずれか
一項記載の露光装置。
【請求項４１】
　前記光洗浄装置は、液体を介して前記照射光を前記部材に照射する請求項１～３７のい
ずれか一項記載の露光装置。
【請求項４２】
　前記照射光の照射と並行して供給される液体は酸素を含む請求項４０又は４１記載の露
光装置。
【請求項４３】
　前記照射光の照射と並行して供給される液体は前記基板の露光に用いられる液体である
請求項４０～４２のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項４４】
　前記照射光の照射と並行して供給される液体の酸素濃度は、前記基板を露光するときに
供給される液体の酸素濃度よりも多い請求項４２又は４３記載の露光装置。
【請求項４５】
　投影光学系の像面側の光路空間を液体で満たして、前記投影光学系と前記液体とを介し
て基板を露光する露光装置において、
　前記光路空間を液体で満たすためのノズル部材と、
　前記ノズル部材に付着した汚染物を除去するために、前記ノズル部材の少なくとも一部
を振動させる振動機構とを備えた露光装置。
【請求項４６】
　前記振動機構は、前記光路空間を液体で満たした状態で前記ノズル部材の少なくとも一
部を振動させる請求項４５記載の露光装置。
【請求項４７】
　前記振動機構によって前記ノズル部材を振動させるときに、前記光路空間に供給された
液体は、前記基板の露光に用いられる液体である請求項４６記載の露光装置。
【請求項４８】
　前記振動機構によって前記ノズル部材を振動させるときに、前記光路空間に供給された
液体は、過酸化水素水を含む請求項４６記載の露光装置。
【請求項４９】
　前記振動機構によって前記ノズル部材を振動させるときに、前記光路空間に供給された
液体は、アルコールを含む請求項４６記載の露光装置。
【請求項５０】
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　前記振動機構は、超音波振動子を含む請求項４５～４９のいずれか一項記載の露光装置
。
【請求項５１】
　前記ノズル部材は、液体供給口と液体回収口の少なくとも一方を有する請求項４５～５
０のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項５２】
　前記ノズル部材は、多孔部材を介して液体を回収する請求項５１記載の露光装置。
【請求項５３】
　紫外光を照射する光洗浄装置をさらに含む請求項４５～５２のいずれか一項記載の露光
装置。
【請求項５４】
　前記基板を保持する基板ホルダと、前記基板ホルダに保持された前記基板に周囲に設け
られた上面とを有する基板ステージをさらに備える請求項４５～５３のいずれか一項記載
の露光装置。
【請求項５５】
　前記基板ステージの上面は、前記基板ホルダに保持された前記基板の表面とほぼ面一で
ある請求項５４記載の露光装置。
【請求項５６】
　前記基板ステージの上面は、前記液体に対して撥液性である請求項５４又は５５記載の
露光装置。
【請求項５７】
　前記基板ステージに設けられた光計測部は、その上に形成された前記液浸領域の液体を
介して計測動作を行う請求項５４～５６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項５８】
　前記ノズル部材の少なくとも一部を振動させるときに、前記投影光学系と前記基板ステ
ージの上面との間の前記光路空間が液体で満たされる請求項５４～５７のいずれか一項記
載の露光装置。
【請求項５９】
　請求項１～請求項５８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。
【請求項６０】
　露光光の光路空間を液体で満たして、前記液体を介して基板を露光する露光装置のメン
テナンス方法において、
　前記露光装置内で前記液体に接触する部材に対して、光洗浄効果を有する所定の照射光
を照射するメンテナンス方法。
【請求項６１】
　前記液体に接触する部材は、前記液体を供給する供給口及び前記液体を回収する回収口
のうち少なくとも一方を有するノズル部材を含む請求項６０記載のメンテナンス方法。
【請求項６２】
　前記液体に接触する部材に照射光を照射することによって、前記液体に接触する部材に
付着した有機物を除去する請求項６０又は６１記載のメンテナンス方法。
【請求項６３】
　前記液体に接触する部材に照射光を照射することによって、前記液体に接触する部材の
液体接触面の親液性を高める請求項６０～６２のいずれか一項記載のメンテナンス方法。
【請求項６４】
　前記露光装置は、前記液体と光学部材とを介して前記基板に露光光を照射する露光装置
であって、
　前記液体と接触する部材は、前記光学部材を含む請求項６０～６３のいずれか一項記載
のメンテナンス方法。
【請求項６５】
　前記液体と接触する部材を液体と接触させた状態で、前記液体と接触する部材に前記照
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射光を照射する請求項６０～６４のいずれか一項に記載のメンテナンス方法。
【請求項６６】
　前記露光装置内に光学素子を持ち込み、
　前記光学素子に前記露光光を照射し、前記光学素子からの光を、前記光洗浄効果を有す
る照射光として、前記液体と接触する部材に照射する請求項６０～６５のいずれか一項記
載のメンテナンス方法。
【請求項６７】
　前記露光装置内に発光部を持ち込み、
　前記発光部から前記照射光を、前記液体と接触する部材に照射する請求項６０～６５の
いずれか一項記載のメンテナンス方法。
【請求項６８】
　前記発光部は、紫外光を射出する光源を含む請求項６７記載のメンテナンス方法。
【請求項６９】
　投影光学系の像面側に液体の液浸領域を形成し、前記投影光学系と前記液浸領域の液体
とを介して露光光で前記基板を露光する露光装置のメンテナンス機器において、
　前記液浸領域を形成するための液体に接触する部材に対して、光洗浄効果を有する所定
の照射光を発生する発光部を備えたメンテナンス機器。
【請求項７０】
　前記露光装置内の物体と接続可能な接続部を備えた請求項６９記載のメンテナンス機器
。
【請求項７１】
　前記接続部は、前記露光装置のうち、前記投影光学系の像面側で移動可能なステージと
接続可能である請求項７０記載のメンテナンス機器。
【請求項７２】
　前記接続部は、前記露光装置のうち、前記投影光学系の像面側で移動可能なステージを
支持するベース部材と接続可能である請求項７０又は７１記載のメンテナンス機器。
【請求項７３】
　前記接続部は、前記露光装置のうち、前記露光光の光路空間を満たすための液体を供給
する供給口及び液体を回収する回収口のうち少なくともいずれか一方を有するノズル部材
と接続可能である請求項７０～７２のいずれか一項記載のメンテナンス機器。
【請求項７４】
　前記発光部を移動可能に支持する支持機構を有する請求項６９～７３のいずれか一項記
載のメンテナンス機器。
【請求項７５】
　前記支持機構は、露光装置内部と外部との間で発光部を移動する請求項７４記載のメン
テナンス機器。
【請求項７６】
　前記液体に接触する部材は、前記液体を供給する供給口及び前記液体を回収する回収口
のうち少なくとも一方を有するノズル部材を含む請求項６９～７５のいずれか一項記載の
メンテナンス機器。
【請求項７７】
　前記液体に接触する部材に照射光を照射することによって、前記液体に接触する部材に
付着した有機物を除去する請求項６９～７６のいずれか一項記載のメンテナンス機器。
【請求項７８】
　前記液体に接触する部材に照射光を照射することによって、前記液体に接触する部材の
液体接触面の親液性を高める請求項６９～７７のいずれか一項記載のメンテナンス機器。
【請求項７９】
　前記露光光を前記発光部に照射することによって、前記発光部から発生する光を前記光
洗浄効果を有する照射光として前記液体と接触する部材に照射する請求項６９～７８のい
ずれか一項に記載のメンテナス機器。
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【請求項８０】
　基板上に形成される液浸領域の液体を介して基板を露光する液浸露光装置を構成する部
材の洗浄方法であって、
　前記部材が前記液浸領域を形成する液体に接触する部材であり、
　前記部材に所定の光を照射することを含む洗浄方法。
【請求項８１】
　前記露光装置から該部材を取り外すことなく、前記所定の光として紫外光を前記部材に
照射する請求項８０に記載の洗浄方法。
【請求項８２】
　前記露光装置が複数の光学素子を備える投影光学系を有し、前記部材が投影光学系の像
面側の端部の光学素子である請求項８０又は８１に記載の洗浄方法。
【請求項８３】
　前記所定の光を、光学素子により前記部材に照射する請求項８０～８１のいずれか一項
に記載の洗浄方法。
【請求項８４】
　さらに、前記部材の汚染状態をチェックすることを含み、
　前記部材の汚染状態に基づいて前記所定の光の照射を制御する請求項８０～８３のいず
れか一項に記載の洗浄方法。
【請求項８５】
　前記制御は、前記所定の光を前記部材に照射するか否かも含む請求項８４記載の洗浄方
法。
【請求項８６】
　前記露光装置が液体を供給及び／ 又は回収するためのノズル部材を有し、前記所定の
光が照射される部材が該ノズル部材である請求項８０～８５のいずれか一項に記載の洗浄
方法。
【請求項８７】
　前記ノズル部材の液体と接する面は、親水性である請求項８６に記載の洗浄方法。
【請求項８８】
　前記ノズル部材の液体と接する面が、光触媒作用をもたらす材料から形成されている請
求項８６又は８７に記載の洗浄方法。
【請求項８９】
　前記ノズル部材の少なくとも一部を振動させることをさらに含む請求項８６～８８のい
ずれか一項記載の洗浄方法。
【請求項９０】
　前記露光装置が投影光学系を備え、
　前記投影光学系と対向するように光学部材を配置することをさらに含み、
　前記投影光学系からの露光光を、前記所定の光として、前記光学部材を使って前記ノズ
ル部材に向けて照射する請求項８６～８９のいずれか一項に記載の洗浄方法。
【請求項９１】
　前記ノズル部材と前記光学部材との間に存在する液体を介して前記光学部材に前記露光
光を照射する請求項９０に記載の洗浄方法。
【請求項９２】
　さらに、前記液体中の酸素濃度を調整する請求項９１に記載の洗浄方法。
【請求項９３】
　酸化促進雰囲気下で、前記所定の光を部材に照射する請求項８０～９２のいずれか一項
に記載の洗浄方法。
【請求項９４】
　前記露光装置は、前記基板を保持する基板ステージを備え、
　前記所定の光は、前記基板ステージに照射される請求項８０～９３のいずれか一項記載
の洗浄方法。
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【請求項９５】
　液体を供給する供給口と液体を回収する回収口の少なくとも一方を有するノズル部材を
使って基板上に液浸領域を形成し、前記基板上に形成される液浸領域の液体と投影光学系
を介して前記基板上に露光光を照射することにより前記基板を露光する液浸露光装置で用
いられる前記ノズル部材の洗浄方法であって、
　前記ノズル部材の少なくとも一部を振動させて、前記ノズル部材に付着した汚染物を除
去することを含む洗浄方法。
【請求項９６】
　前記ノズル部材から除去された汚染物を液体とともに回収することをさらに含む請求項
９５記載の洗浄方法。
【請求項９７】
　前記汚染物を回収するための液体は、前記基板の露光に用いられる液体である請求項９
６記載の洗浄方法。
【請求項９８】
　前記汚染物を回収するための液体は、アルコールを含む請求項９６記載の洗浄方法。
【請求項９９】
　前記汚染物を回収するための液体は、過酸化水素水を含む請求項９６記載の洗浄方法。
【請求項１００】
　基板を露光する露光方法であって、
　請求項８０～９４のいずれか一項に記載の洗浄方法により前記部材を光洗浄すること、
　前記基板を液体を介して露光することを含む露光方法。
【請求項１０１】
　前記基板を液体を介して露光する前または露光した後に、前記部材を光洗浄する請求項
１００に記載の露光方法。
【請求項１０２】
　請求項１００又は１０１に記載の露光方法により基板を露光することと、
　前記露光した基板を処理することを含むデバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を介して基板を露光する露光装置、露光装置を構成する所定部材の洗浄
方法、露光装置のメンテナンス方法、メンテナンス機器、並びにデバイス製造方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスや液晶表示デバイスは、マスク上に形成されたパターンを感光性の基板
上に転写する、いわゆるフォトリソグラフィの手法により製造される。このフォトリソグ
ラフィ工程で使用される露光装置は、マスクを支持するマスクステージと基板を支持する
基板ステージとを有し、マスクステージ及び基板ステージを逐次移動しながらマスクのパ
ターンを投影光学系を介して基板に転写するものである。近年、デバイスパターンのより
一層の高集積化に対応するために投影光学系の更なる高解像度化が望まれている。投影光
学系の解像度は、使用する露光波長が短いほど、また投影光学系の開口数が大きいほど高
くなる。そのため、露光装置で使用される露光波長は年々短波長化しており、投影光学系
の開口数も増大している。そして、現在主流の露光波長はＫｒＦエキシマレーザの２４８
ｎｍであるが、更に短波長のＡｒＦエキシマレーザの１９３ｎｍも実用化されつつある。
また、露光を行う際には、解像度と同様に焦点深度（ＤＯＦ）も重要となる。解像度Ｒ、
及び焦点深度δはそれぞれ以下の式で表される。
【０００３】
　　　Ｒ＝ｋ１・λ／ＮＡ　　　　…　（１）
　　　δ＝±ｋ２・λ／ＮＡ２　 　…　（２）
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　ここで、λは露光波長、ＮＡは投影光学系の開口数、ｋ１、ｋ２はプロセス係数である
。（１）式、（２）式より、解像度Ｒを高めるために、露光波長λを短くして、開口数Ｎ
Ａを大きくすると、焦点深度δが狭くなることが分かる。
【０００４】
　焦点深度δが狭くなり過ぎると、投影光学系の像面に対して基板表面を合致させること
が困難となり、露光動作時のフォーカスマージンが不足するおそれがある。そこで、実質
的に露光波長を短くして、且つ焦点深度を広くする方法として、例えば下記特許文献１に
開示されている液浸法が提案されている。この液浸法は、投影光学系の下面と基板表面と
の間を水や有機溶媒等の液体で満たして液浸領域を形成し、液体中での露光光の波長が空
気中の１／ｎ（ｎは液体の屈折率で通常１．２～１．６程度）になることを利用して解像
度を向上するとともに、焦点深度を約ｎ倍に拡大するというものである。
【特許文献１】国際公開第９９／４９５０４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、基板上に液体の液浸領域を形成したとき、その液浸領域の液体中に、例えば
基板上から発生した不純物が混入する可能性がある。不純物を含んだ液体の液浸領域が基
板ステージ上を移動すると、基板ステージ上面（基板ステージ上に設けられた計測部上面
を含む）が汚染される可能性がある。また、不純物によって基板ステージ上面が汚染され
ると、基板ステージ上面の液体との接触角が変化する可能性がある。
【０００６】
　また、基板ステージ上面のみならず、液浸領域の液体に接触する投影光学系や液浸領域
を形成するノズル部材などの各種部材も汚染される可能性がある。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、液浸法を適用する場合にも、
その性能劣化を防止できる露光装置、及びその露光装置を用いるデバイス製造方法を提供
することを目的とする。特に、液浸領域の液体に接触する部材の汚染に起因する性能劣化
を防止できる露光装置、及びその露光装置を用いるデバイス製造方法を提供することを目
的とする。また、液浸法を用いる露光装置の性能劣化を防止できるメンテナンス方法、及
びメンテナンス機器を提供することを目的とする。本発明の更なる目的は、液浸領域の液
体に接触する部材を、簡易に洗浄する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す図１～図１７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。
【０００９】
　本発明の第１の態様に従えば、投影光学系（ＰＬ）の像面側に液体（ＬＱ）の液浸領域
（ＡＲ２）を形成し、投影光学系（ＰＬ）と液浸領域（ＡＲ２）の液体（ＬＱ）とを介し
て基板（Ｐ）を露光する露光装置において、液浸領域（ＡＲ２）を形成するための液体（
ＬＱ）に接触する部材（２、３１、７０、３００、４００、５００、６００など）に対し
て、光洗浄効果を有する所定の照射光（Ｌｕ）を照射する光洗浄装置（８０）を備えた露
光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）が提供される。
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、液浸領域を形成するための液体に接触する部材に対して
光洗浄装置を使って光洗浄効果を有する照射光を照射して光洗浄することで、その部材の
汚染物質を除去することができる。
【００１１】
　本発明の第２の態様に従えば、投影光学系（ＰＬ）の像面側の光路空間を液体（ＬＱ）
で満たして、投影光学系（ＰＬ）と液体（ＬＱ）とを介して基板（Ｐ）を露光する露光装
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置において、光路空間を液体（ＬＱ）で満たすためのノズル部材（７０）と、ノズル部材
（７０）に付着した汚染物を除去するために、ノズル部材（７０）の少なくとも一部を振
動させる振動機構とを備えた露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）が提供される。
【００１２】
　本発明の第２の態様によれば、ノズル部材を振動機構で振動させることで、ノズル部材
に付着した汚染物を除去することができる。
【００１３】
　本発明の第３の態様に従えば、上記態様の露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）を用いるデバイス
製造方法が提供される。
【００１４】
　本発明の第３の態様によれば、高い露光精度及び計測精度を得ることができるので、所
望の性能を有するデバイスを製造することができる。
【００１５】
　本発明の第４の態様に従えば、露光光（ＥＬ）の光路空間を液体（ＬＱ）で満たして、
液体（ＬＱ）を介して基板（Ｐ）を露光する露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）のメンテナンス方
法において、露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）内で液体（ＬＱ）に接触する部材（２、３１、７
０、３００、４００、５００、６００など）に対して、光洗浄効果を有する所定の照射光
（Ｌｕ、ＥＬ）を照射するメンテナンス方法が提供される。
【００１６】
　本発明の第４の態様によれば、液体に接触する部材に対して光洗浄効果を有する照射光
を照射して光洗浄することで、その部材の汚染物質を除去することができる。したがって
、露光装置の性能劣化を防止することができる。
【００１７】
　本発明の第５の態様に従えば、露光光（ＥＬ）の光路空間を液体（ＬＱ）で満たして、
液体（ＬＱ）を介して基板（Ｐ）を露光する露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）のメンテナンス機
器において、露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）内で液体（ＬＱ）に接触する部材（２、３１、７
０、３００、４００、５００、６００など）に対して、光洗浄効果を有する所定の照射光
（Ｌｕ）を発生する発光部（９０１）を備えたメンテナンス機器（９００）が提供される
。
【００１８】
　本発明の第５の態様によれば、メンテナンス機器を使って、液体に接触する部材に対し
て光洗浄効果を有する照射光を照射して光洗浄することで、その部材の汚染物質を除去す
ることができる。したがって、露光装置の性能劣化を防止することができる。
【００１９】
　本発明の第６の態様に従えば、基板を露光するための露光装置を構成する部材の洗浄方
法であって、前記露光装置が少なくとも基板（Ｐ）上に形成される液浸領域（ＡＲ２）の
液体（ＬＱ）を介して基板を露光する液浸露光装置（ＥＸＳ、ＥＸ）であり、前記部材（
２、３１、７０、３００、４００、５００、６００など）が前記液浸領域を形成する液体
に接触する部材であり、前記洗浄方法が、前記部材に所定の照射光（Ｌｕ，ＥＬ）を照射
することを含む露光装置を構成する部材の洗浄方法が提供される。
【００２０】
　本発明の第６の態様によれば、液浸露光装置の液浸領域を形成する液体に接触する部材
に、所定の照射光を照射して光洗浄することでその部材の汚染物質を容易に除去し、液浸
露光における汚染物質や不純物の影響を低減することができる。なお、本発明の洗浄方法
を露光装置から部材を取り外すことなく実施できる場合には、メンテナンスが容易であり
、露光装置のスループットに与える影響は少ない。
【００２１】
　本発明の第７の態様によれば、基板を露光する露光方法であって、前記洗浄方法により
部材（２、３１、７０、３００、４００、５００、６００など）を光洗浄すること、前記
基板（Ｐ）を液体（ＬＱ）を介して露光することを含む露光方法が提供される。
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【００２２】
　本発明の第８の態様によれば、本発明の露光方法により基板を露光すること（２０４）
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（２０５）を含むデバ
イスの製造方法もまた提供される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、露光装置の劣化を防止することができる。特に、液浸領域を形成する
ための液体に接触する部材の汚染に起因する露光装置の性能劣化を防止することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の露光装置の実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明は
これに限定されない。
【００２５】
　＜第１の実施形態＞
　図１は本発明の露光装置の第１の実施形態を示す概略構成図、図２は図１の要部拡大図
である。図１において、露光装置ＥＸＳは、クリーンルーム内の床面Ｆ上に設置された本
体チャンバＣＨ１と、この本体チャンバＣＨ１に隣接して配置された機械室ＣＨ２とを備
えている。本体チャンバＣＨ１の内部に設けられた露光室１００は、空調系ＫＣによって
空調されており、その内部の環境（清浄度、温度、圧力等）をほぼ一定に維持されている
。本実施形態においては、露光室１００は清浄な空気で満たされる。露光室１００には、
露光装置本体ＥＸが収容されている。露光室１００は、本体チャンバＣＨ１内部に設けら
れた給気流路１０１及び接続部１０２を介して、機械室ＣＨ２の内部に設けられた気体流
路の出口１１４に接続されている。
【００２６】
　露光室１００に収容されている露光装置本体ＥＸは、マスクＭを支持するマスクステー
ジＭＳＴと、基板Ｐを支持する基板ステージＰＳＴと、マスクステージＭＳＴに支持され
ているマスクＭを露光光ＥＬで照明する照明光学系ＩＬと、露光光ＥＬで照明されたマス
クＭのパターン像を基板ステージＰＳＴに支持されている基板Ｐに投影露光する投影光学
系ＰＬと、光洗浄効果を有する所定の照射光Ｌｕを射出する光洗浄装置８０とを備えてい
る。本実施形態においては、光洗浄装置８０は紫外光（ＵＶ光）を射出する。露光装置Ｅ
ＸＳ（露光装置本体ＥＸ）全体の動作は、制御装置ＣＯＮＴによってを統括制御される。
【００２７】
　なお、「光洗浄効果」とは、部材に、所定の光が照射されることによって、その部材が
浄化されることを意味し、その部材に、所定の波長、特には紫外光またはそれより短波長
の真空紫外光などの光が照射されることで、部材の表面に付着（吸着）または生成してい
る有機物質や炭素などの不純物または汚染物が除去、分解または変性されて部材表面が浄
化されること、及び／又はその部材近傍の気体中の酸素が所定の波長、特には紫外光また
はそれより短波長の真空紫外光などを吸収して励起状態となり、酸化力を増したオゾンな
どに化学変化することによって、部材の表面の有機物質や炭素などの不純物または汚染物
が除去、分解または変性されて部材表面が浄化されることが含まれる。また、部材表面の
不純物や汚染物は、基板Ｐに塗布されるフォトレジスト、液体や、周囲の気体、オペレー
タなどから導入されると考えられる。
【００２８】
　また、露光装置ＥＸＳは、露光室１００に隣接する位置に、基板ステージＰＳＴに対し
て基板Ｐを搬入及び搬出する基板搬送系１５０を備えている。基板搬送系１５０は不図示
の基板搬送系収容室に収容されている。同様に、不図示ではあるが、露光室１００に隣接
する位置には、マスクステージＭＳＴに対してマスクＭを搬入及び搬出するマスク搬送系
を収容するマスク搬送系収容室が設けられている。これら基板搬送系収容室及びマスク搬
送系収容室は、露光室１００に対して機械室ＣＨ２とは反対側に設けられている。基板搬
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送系収容室及びマスク搬送系収容室のそれぞれは、露光室１００同様、空調系ＫＣによっ
てその内部の環境をほぼ一定に維持されている。
【００２９】
　本実施形態の露光装置ＥＸＳ（露光装置本体ＥＸ）は、露光波長を実質的に短くして解
像度を向上するとともに焦点深度を実質的に広くするために液浸法を適用した液浸露光装
置であって、基板Ｐ上に液体ＬＱを供給する液体供給機構１０と、基板Ｐ上の液体ＬＱを
回収する液体回収機構２０とを備えている。本実施形態において、液体ＬＱには純水が用
いられる。露光装置ＥＸＳは、少なくともマスクＭのパターン像を基板Ｐ上に転写してい
る間、液体供給機構１０から供給した液体ＬＱにより投影光学系ＰＬの投影領域ＡＲ１を
含む基板Ｐ上の少なくとも一部に、投影領域ＡＲ１よりも大きく且つ基板Ｐよりも小さい
液浸領域ＡＲ２を局所的に形成する。具体的には、露光装置ＥＸＳは、投影光学系ＰＬの
像面側先端部の光学素子２と基板Ｐの表面（露光面）との間、すなわち投影光学系ＰＬの
像面側の光路空間を液体ＬＱで満たした状態で露光光ＥＬを照射し、この投影光学系ＰＬ
と基板Ｐとの間の液体ＬＱ及び投影光学系ＰＬを介してマスクＭのパターン像を基板Ｐ上
に投影することによって、基板Ｐを露光する。
【００３０】
　ここで、本実施形態では、露光装置ＥＸＳとしてマスクＭと基板Ｐとを走査方向（所定
方向）における互いに異なる向き（逆方向）に同期移動しつつマスクＭに形成されたパタ
ーンを基板Ｐに露光する走査型露光装置（所謂スキャニングステッパ）を使用する場合を
例にして説明する。以下の説明において、水平面内においてマスクＭと基板Ｐとの同期移
動方向（走査方向、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
Ｙ軸方向（非走査方向）、Ｘ軸及びＹ軸方向に垂直で投影光学系ＰＬの光軸ＡＸと一致す
る方向をＺ軸方向とする。また、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸まわりの回転（傾斜）方向をそれ
ぞれ、θＸ、θＹ、及びθＺ方向とする。なお、ここでいう「基板」は半導体ウエハ上に
レジストを塗布したものを含み、「マスク」は基板上に縮小投影されるデバイスパターン
を形成されたレチクルを含む。
【００３１】
　照明光学系ＩＬは、マスクステージＭＳＴに支持されているマスクＭを露光光ＥＬで照
明するものであり、露光用光源、露光用光源から射出された光束の照度を均一化するオプ
ティカルインテグレータ、オプティカルインテグレータからの露光光ＥＬを集光するコン
デンサレンズ、リレーレンズ系、露光光ＥＬによるマスクＭ上の照明領域をスリット状に
設定する可変視野絞り等を有している。マスクＭ上の所定の照明領域は照明光学系ＩＬに
より均一な照度分布の露光光ＥＬで照明される。照明光学系ＩＬから射出される露光光Ｅ
Ｌとしては、例えば水銀ランプから射出される輝線（ｇ線、ｈ線、ｉ線）及びＫｒＦエキ
シマレーザ光（波長２４８ｎｍ）等の遠紫外光（ＤＵＶ光）や、ＡｒＦエキシマレーザ光
（波長１９３ｎｍ）及びＦ２レーザ光（波長１５７ｎｍ）等の真空紫外光（ＶＵＶ光）な
どが用いられる。本実施形態では、ＡｒＦエキシマレーザ光が用いられる。上述したよう
に、本実施形態における液体ＬＱは純水であって、露光光ＥＬがＡｒＦエキシマレーザ光
であっても透過可能である。また、純水は輝線（ｇ線、ｈ線、ｉ線）及びＫｒＦエキシマ
レーザ光（波長２４８ｎｍ）等の遠紫外光（ＤＵＶ光）も透過可能である。
【００３２】
　マスクステージＭＳＴは、マスクＭを保持して移動可能であって、投影光学系ＰＬの光
軸ＡＸに垂直な平面内、すなわちＸＹ平面内で２次元移動可能及びθＺ方向に微小回転可
能である。マスクステージＭＳＴはリニアモータ等のマスクステージ駆動装置ＭＳＴＤに
より駆動される。マスクステージ駆動装置ＭＳＴＤは制御装置ＣＯＮＴにより制御される
。マスクステージＭＳＴ上には移動鏡５０が設けられている。また、移動鏡５０に対向す
る位置にはレーザ干渉計５１が設けられている。マスクステージＭＳＴ上のマスクＭの２
次元方向の位置、及び回転角はレーザ干渉計５１によりリアルタイムで計測され、計測結
果は制御装置ＣＯＮＴに出力される。制御装置ＣＯＮＴはレーザ干渉計５１の計測結果に
基づいてマスクステージ駆動装置ＭＳＴＤを駆動することでマスクステージＭＳＴに支持
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されているマスクＭの位置決めを行う。
【００３３】
　投影光学系ＰＬは、マスクＭのパターンを所定の投影倍率βで基板Ｐに投影露光するも
のであって、基板Ｐ側の先端部に設けられた光学素子（レンズ）２を含む複数の光学素子
で構成されており、これら光学素子は鏡筒ＰＫで支持されている。本実施形態において、
投影光学系ＰＬは、投影倍率βが例えば１／４、１／５、あるいは１／８の縮小系である
。なお、投影光学系ＰＬは等倍系及び拡大系のいずれでもよい。また、投影光学系ＰＬは
、屈折素子を含まない反射系、反射素子を含まない屈折系、屈折素子と反射素子とを含む
屈折反射系のいずれであってもよい。また、本実施形態の投影光学系ＰＬの先端部の光学
素子２は鏡筒ＰＫに対して着脱（交換）可能に設けられている。また、先端部の光学素子
２は鏡筒ＰＫより露出しており、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱは光学素子２に接触する。こ
れにより、金属からなる鏡筒ＰＫの腐蝕等が防止されている。
【００３４】
　基板ステージＰＳＴは、基板Ｐを基板ホルダＰＨを介して保持するＺチルトステージ５
２と、Ｚチルトステージ５２を支持するＸＹステージ５３とを備えている。基板ステージ
ＰＳＴはリニアモータ等の基板ステージ駆動装置ＰＳＴＤにより駆動される。基板ステー
ジ駆動装置ＰＳＴＤは制御装置ＣＯＮＴにより制御される。Ｚチルトステージ５２は基板
ホルダＰＨに保持されている基板ＰをＺ軸方向、及びθＸ、θＹ方向（傾斜方向）に移動
可能である。ＸＹステージ５３は基板ホルダＰＨに保持されている基板ＰをＺチルトステ
ージ５２を介してＸＹ方向（投影光学系ＰＬの像面と実質的に平行な方向）、及びθＺ方
向に移動可能である。なお、ＺチルトステージとＸＹステージとを一体的に設けてよいこ
とは言うまでもない。
【００３５】
　基板ステージＰＳＴ上には凹部３２が設けられており、基板ホルダＰＨは凹部３２に配
置されている。そして、基板ステージＰＳＴ（Ｚチルトステージ５２）のうち凹部３２以
外の上面３１は、基板ホルダＰＨに保持された基板Ｐの表面とほぼ同じ高さ（面一）にな
るような平坦面（平坦部）となっている。また、移動鏡５５の上面も、基板ステージＰＳ
Ｔの上面３１とほぼ同じ高さ（面一）となっている。基板Ｐの周囲に基板Ｐ表面とほぼ面
一の上面３１を設けたので、基板Ｐのエッジ領域を液浸露光するときにおいても、投影光
学系ＰＬの像面側に液体ＬＱを保持して液浸領域ＡＲ２を良好に形成することができる。
また、基板Ｐのエッジ部とその基板Ｐの周囲に設けられた平坦面（上面）３１との間には
０．１～２ｍｍ程度のギャップが形成されるが、液体ＬＱの表面張力によりそのギャップ
に液体ＬＱが流れ込むことはほとんどなく、基板Ｐの周縁近傍を露光する場合にも、上面
３１により投影光学系ＰＬの下に液体ＬＱを保持することができる。
【００３６】
　基板ステージＰＳＴの上面３１は撥液化処理されて撥液性を有している。上面３１の撥
液化処理としては、例えばポリ四フッ化エチレン（テフロン（登録商標））等のフッ素系
樹脂材料あるいはアクリル系樹脂材料等の撥液性材料を塗布、あるいは前記撥液性材料か
らなる薄膜を貼付する処理が挙げられる。基板ステージＰＳＴの上面３１を形成する部材
そのものをフッ素系樹脂などの撥液性部材で形成してもよい。上面３１を撥液性にするこ
とで、液浸露光中においては基板ステージＰＳＴ外側への液体ＬＱの流出を防止でき、液
浸露光後においては、上面３１に残留した液体ＬＱを良好に回収（除去）することができ
る。
【００３７】
　本実施形態においては、後述するように、この上面３１には光洗浄装置８０より紫外光
（ＵＶ光）が照射されるが、紫外光を照射されても、上面３１の撥液性が大きく損なわれ
ない膜材料が使用されている。
【００３８】
　基板ステージＰＳＴ（Ｚチルトステージ５２）上には移動鏡５５が設けられている。ま
た、移動鏡５５に対向する位置にはレーザ干渉計５６が設けられている。基板ステージＰ
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ＳＴ上の基板Ｐの２次元方向の位置、及び回転角はレーザ干渉計５６によりリアルタイム
で計測され、計測結果は制御装置ＣＯＮＴに出力される。制御装置ＣＯＮＴはレーザ干渉
計５６の計測結果に基づいて、レーザ干渉計５６で規定される２次元座標系内で基板ステ
ージ駆動装置ＰＳＴＤを介してＸＹステージ５３を駆動することで基板ステージＰＳＴに
支持されている基板ＰのＸ軸方向及びＹ軸方向における位置決めを行う。
【００３９】
　図２に示すように、露光装置ＥＸＳ（露光装置本体ＥＸ）は、基板Ｐ表面の面位置情報
を検出するフォーカス・レベリング検出系６０を有している。フォーカス・レベリング検
出系６０は、投射部６０Ａと受光部６０Ｂとを有し、投射部６０Ａから液体ＬＱを介して
基板Ｐ表面（露光面）に斜め方向から検出光Ｌａを投射するとともに、その基板Ｐからの
反射光を液体ＬＱを介して受光部６０Ｂで受光することによって、基板Ｐ表面の面位置情
報を検出する。制御装置ＣＯＮＴは、フォーカス・レベリング検出系６０の動作を制御す
るとともに、受光部６０Ｂの受光結果に基づいて、所定基準面（像面）に対する基板Ｐ表
面のＺ軸方向における位置（フォーカス位置）を検出する。また、基板Ｐ表面における複
数の各点での各フォーカス位置を求めることにより、フォーカス・レベリング検出系６０
は基板Ｐの傾斜方向の姿勢を求めることもできる。なお、フォーカス・レベリング検出系
６０の構成としては、例えば特開平８－３７１４９号公報に開示されているものを用いる
ことができる。なお、フォーカス・レベリング検出系６０は、液体ＬＱを介さずに基板Ｐ
の表面位置を検出するものであってもよい。
【００４０】
　制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージ駆動装置ＰＳＴＤを介して基板ステージＰＳＴのＺ
チルトステージ５２を駆動することにより、Ｚチルトステージ５２に保持されている基板
ＰのＺ軸方向における位置（フォーカス位置）、及びθＸ、θＹ方向における位置を制御
する。すなわち、Ｚチルトステージ５２は、フォーカス・レベリング検出系６０の検出結
果に基づく制御装置ＣＯＮＴからの指令に基づいて動作し、基板Ｐのフォーカス位置（Ｚ
位置）及び傾斜角を制御して基板Ｐの表面（露光面）を投影光学系ＰＬ及び液体ＬＱを介
して形成される像面に合わせ込む。
【００４１】
　投影光学系ＰＬの先端近傍には、基板Ｐ上のアライメントマークあるいはＺチルトステ
ージ５２上に設けられた後述する基準部材（計測部材）上の基準マークを検出する基板ア
ライメント系３５０が設けられている。本実施形態の基板アライメント系３５０では、例
えば特開平４－６５６０３号公報に開示されているような、基板ステージＰＳＴを静止さ
せてマーク上にハロゲンランプからの白色光等の照明光を照射して、得られたマークの画
像を撮像素子により所定の撮像視野内で撮像し、画像処理によってマークの位置を計測す
るＦＩＡ（フィールド・イメージ・アライメント）方式が採用されている。
【００４２】
　図１に戻って、マスクステージＭＳＴ、投影光学系ＰＬ、及び基板ステージＰＳＴは、
本体コラム１に支持されている。本体コラム１は、本体チャンバＣＨ１の底面上に設置さ
れたベースプレートＢＰの上方に複数の防振ユニット３を介して支持されている。本体コ
ラム１は、防振ユニット３によって支持されたメインコラム４と、メインコラム４の上に
設けられたサポートコラム５とを備えている。投影光学系ＰＬは、メインコラム４の上面
４Ａに保持部材ＰＦを介して保持されている。サポートコラム５は、照明光学系ＩＬの少
なくとも一部を下方から支持している。
【００４３】
　マスクステージＭＳＴは、メインコラム４に支持された不図示のマスクステージベース
上を２次元移動可能に設けられている。また、基板ステージＰＳＴ（ＸＹステージ５３）
は、メインコラム４の底面によって構成されている基板ステージベース５７上を２次元移
動可能に設けられている。
【００４４】
　また、マスクステージＭＳＴの近傍には、マスクＭと投影光学系ＰＬとを介してＺチル
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トステージ５２上に設けられた後述する基準部材上の基準マークを検出するマスクアライ
メント系３６０が設けられている。本実施形態のマスクアライメント系３６０では、例え
ば特開平７－１７６４６８号公報に開示されているような、マークに対して光を照射し、
ＣＣＤカメラ等で撮像したマークの画像データを画像処理してマーク位置を検出するＶＲ
Ａ（ビジュアル・レチクル・アライメント）方式が採用されている。
【００４５】
　次に、露光装置本体ＥＸを収容している露光室１００を空調する空調系ＫＣについて、
図１を参照しながら説明する。
【００４６】
　空調系ＫＣは、本体チャンバＣＨ１の内部と機械室ＣＨ２の内部とを含む循環流路の複
数の所定位置のそれぞれ配置されたフィルタユニット１０３、１０５、１１８、１２１、
及び温調装置１１０、１１１、１１６を備えている。空調系ＫＣは、前記フィルタユニッ
ト及び温調装置等を介して気体を循環することで、露光室１００の環境（清浄度、温度、
圧力等）を所望状態に維持する。また、機械室ＣＨ２の所定位置には、フィルタユニット
１０９を配置された外気取り入れ口（ＯＡ口）１０８が形成されている。清浄度を維持す
るために、本体チャンバＣＨ１の内部、特に露光室１００の内部は外部に対して陽圧に維
持されている。そのため、本体チャンバＣＨ１の内部から外部に対して気体が漏洩する。
ＯＡ口１０８は、前記漏洩分の気体を外部から取り入れるために設けられている。
【００４７】
　本体チャンバＣＨ１の内部に設けられた給気流路１０１の一端部（機械室ＣＨ２側の端
部）には、気体中の化学汚染物質を化学吸着及び物理吸着にて除去するケミカルフィルタ
等を備えたフィルタユニット１０３が設けられている。給気流路１０１の一端部は、接続
部１０２を介して機械室ＣＨ２の内部に設けられた気体流路の出口１１４に接続されてい
る。一方、給気流路１０１の他端部は、露光室１００の上部に設けられた開口（給気口）
１０４に接続されている。給気口１０４には、露光室１００に流入する気体中のパーティ
クルを除去するパーティクルフィルタであるＵＬＰＡフィルタ（ultra low penetration 
air-filter）等を備えたフィルタユニット１０５が設けられている。空調系ＫＣは、給気
口１０４より露光室１００の上部空間に対して横方向、本実施形態では－Ｘ方向に気体を
供給する。
【００４８】
　露光室１００の底部には排気部（リターン部）１０６が設けられている。リターン部１
０６は、排気流路（リターンダクト）１０７を介して、機械室ＣＨ２の床面に形成された
開口１０７Ａに接続されている。露光室１００の内部の気体は、排気部１０６より排気さ
れ、機械室ＣＨ２に送られる。
【００４９】
　機械室ＣＨ２の所定位置に設けられたＯＡ口１０８には、ケミカルフィルタ等を備えた
フィルタユニット１０９が設けられている。機械室ＣＨ２内部の気体流路中には、冷却装
置（温調装置）１１０が設けられている。冷却装置１１０の上方には、加熱装置（温調装
置）１１１が所定距離だけ離れて配置されている。加熱装置１１１の上方に設けられた機
械室ＣＨ２の出口１１４近傍には、給気用ファン１１２が設けられている。また、冷却装
置１１０の下方には、ドレインパン１２２が配置されている。温調装置１１０、１１１で
温度調整された気体は、出口１１４を介して本体チャンバＣＨ１に供給される。
【００５０】
　機械室ＣＨ２の内部において加熱装置１１１の下方には、冷却装置１１０を下方から上
方に通過した気体の一部（例えば約１／５）が流れ込む分岐路１１３の一端部が接続され
ている。分岐路１１３の一端部には伸縮可能な蛇腹状部材１１３ａが設けられており、分
岐路１１３の一端部と機械室ＣＨ２の内部とは蛇腹状部材１１３ａを介して接続されてい
る。一方、分岐路１１３の他端部に設けられた開口（給気口）１１５は、基板ステージＰ
ＳＴ近傍に配置されている。図１に示すように、分岐路１１３の大部分は、露光室１００
内部に設けられている。
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【００５１】
　分岐路１１３の内部には加熱装置１１６が設けられている。また、分岐路１１３のうち
給気口１１５の近傍には、給気用ファン１１７が設けられている。給気口１１５は、メイ
ンコラム４の－Ｘ側の側壁に設けられている。給気口１１５には、ケミカルフィルタ及び
ＵＬＰＡフィルタ等を備えたフィルタユニット１１８が設けられている。温調装置１１０
、１１６で温度調整された気体は、給気口１１５を介して、露光室１００の内部うち、投
影光学系ＰＬの一部を含む基板ステージＰＳＴ近傍の空間（空調空間）１２５に供給され
る。以下の説明では、投影光学系ＰＬの一部及び基板ステージＰＳＴを含み、メインコラ
ム４で囲まれた空間を、空調空間１２５として説明する。
【００５２】
　空調系ＫＣは、給気口１１５より、投影光学系ＰＬの一部を含む基板ステージＰＳＴ近
傍の空間（空調空間）１２５に対して横方向、本実施形態では＋Ｘ方向に気体を供給し、
その空調空間１２５を空調する。すなわち、空調空間１２５においては、空調系ＫＣによ
って形成される気体の流れは、ほぼ＋Ｘ方向に設定されている。
【００５３】
　一方、基板ステージＰＳＴに対して給気口１１５と反対側には、排気流路（リターンダ
クト）１１９の一端部である排気口１２０が配置されている。排気口１２０は、メインコ
ラム４の＋Ｘ側の側壁に設けられており、給気口１１５と排気口１２０とは対向している
。一方、リターンダクト１１９の他端部は、機械室ＣＨ２の床面に形成された開口１１９
Ａに接続されている。機械室ＣＨ２の床面に形成された開口１０７Ａ、１１９Ａには、ケ
ミカルフィルタ等を備えたフィルタユニット１２１が設けられている。露光室１００の内
部のうち空調空間１２５の気体は、排気口１２０より排気され、機械室ＣＨ２に送られる
。
【００５４】
　次に、図１及び図２を参照しながら液体供給機構１０及び液体回収機構２０について説
明する。
【００５５】
　液体供給機構１０は、所定の液体ＬＱを投影光学系ＰＬの像面側に供給するためのもの
であって、液体ＬＱを送出可能な液体供給部１１と、液体供給部１１にその一端部を接続
する供給管１３とを備えている。液体供給部１１は、液体ＬＱを収容するタンク、加圧ポ
ンプ、及び液体ＬＱ中に含まれる異物や気泡を取り除くフィルタユニット等を備えている
。液体供給部１１の液体供給動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。基板Ｐ上に液浸
領域ＡＲ２を形成する際、液体供給機構１０は液体ＬＱを基板Ｐ上に供給する。
【００５６】
　液体回収機構２０は、投影光学系ＰＬの像面側の液体ＬＱを回収するためのものであっ
て、液体ＬＱを回収可能な液体回収部２１と、液体回収部２１にその一端部を接続する回
収管２３とを備えている。液体回収部２１は例えば真空ポンプ等の真空系（吸引装置）、
回収された液体ＬＱと気体とを分離する気液分離器、及び回収した液体ＬＱを収容するタ
ンク等を備えている。なお真空系、気液分離器、タンクなどの少なくとも一部を、露光装
置ＥＸＳに設けずに、露光装置ＥＸＳが配置される工場の設備などを用いるようにしても
よい。液体回収部２１の液体回収動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。基板Ｐ上に
液浸領域ＡＲ２を形成するために、液体回収機構２０は液体供給機構１０より供給された
基板Ｐ上の液体ＬＱを所定量回収する。
【００５７】
　投影光学系ＰＬを構成する複数の光学素子のうち、液体ＬＱに接する光学素子２の近傍
にはノズル部材７０が配置されている。ノズル部材７０は、投影光学系ＰＬの像面側の露
光光ＥＬが通過する光路空間を液体ＬＱで満たすためのものであって、基板Ｐ（基板ステ
ージＰＳＴ）の上方において、光学素子２の側面を囲むように設けられた環状部材である
。ノズル部材７０と光学素子２との間には隙間が設けられており、ノズル部材７０は光学
素子２に対して振動的に分離されるように所定の支持機構で支持されている。また、その
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隙間に液体ＬＱが浸入しないように、且つその隙間から液体ＬＱ中に気泡が混入しないよ
うに構成されている。ノズル部材７０は、例えばステンレス鋼、チタンなどによって形成
されている。
【００５８】
　ノズル部材７０は、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）の上方に設けられ、その基板Ｐ表面
に対向するように配置された供給口１２を備えている。本実施形態において、ノズル部材
７０は２つの供給口１２Ａ、１２Ｂを有している。供給口１２Ａ、１２Ｂはノズル部材７
０の下面７０Ａに設けられている。
【００５９】
　ノズル部材７０の内部には、基板Ｐ上に供給される液体ＬＱが流れる供給流路が形成さ
れている。ノズル部材７０の供給流路の一端部は供給管１３の他端部に接続され、供給流
路の他端部は供給口１２Ａ、１２Ｂのそれぞれに接続されている。ここで、ノズル部材７
０の内部に形成された供給流路の他端部は、複数（２つ）の供給口１２Ａ、１２Ｂのそれ
ぞれに接続可能なように途中から分岐している。
【００６０】
　また、ノズル部材７０は、基板Ｐ（基板ステージＰＳＴ）の上方に設けられ、その基板
Ｐ表面に対向するように配置された回収口２２を備えている。本実施形態において、回収
口２２は、ノズル部材７０の下面７０Ａにおいて、投影光学系ＰＬの光学素子２（投影領
域ＡＲ１）及び供給口１２を囲むように環状に形成されている。
【００６１】
　また、ノズル部材７０の内部には、回収口２２を介して回収された液体ＬＱが流れる回
収流路が形成されている。ノズル部材７０の回収流路の一端部は回収管２３の他端部に接
続され、回収流路の他端部は回収口２２に接続されている。ここで、ノズル部材７０の内
部に形成された回収流路は、回収口２２に応じた環状流路と、その環状流路を流れた液体
ＬＱを集合するマニホールド流路とを備えている。
【００６２】
　本実施形態において、ノズル部材７０は、液体供給機構１０及び液体回収機構２０それ
ぞれの一部を構成している。液体供給機構１０を構成する供給口１２Ａ、１２Ｂは、投影
光学系ＰＬの投影領域ＡＲ１を挟んだＸ軸方向両側のそれぞれの位置に設けられており、
液体回収機構２０を構成する回収口２２は、投影光学系ＰＬの投影領域ＡＲ１に対して液
体供給機構１０の液体供給口１２Ａ、１２Ｂの外側に設けられている。なお本実施形態に
おける投影光学系ＰＬの投影領域ＡＲ１は、Ｙ軸方向を長手方向とし、Ｘ軸方向を短手方
向とした平面視矩形状に設定されている。
【００６３】
　液体供給部１１の動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。制御装置ＣＯＮＴは液体
供給部１１による単位時間あたりの液体供給量を制御可能である。基板Ｐ上に液体ＬＱを
供給する際、制御装置ＣＯＮＴは、液体供給部１１より液体ＬＱを送出し、供給管１３及
びノズル部材７０内部に形成された供給流路を介して、基板Ｐの上方に設けられている供
給口１２Ａ、１２Ｂより基板Ｐ上に液体ＬＱを供給する。液体ＬＱは、供給口１２Ａ、１
２Ｂを介して、投影領域ＡＲ１の両側から供給される。
【００６４】
　液体回収部２１の液体回収動作は制御装置ＣＯＮＴにより制御される。制御装置ＣＯＮ
Ｔは液体回収部２１による単位時間あたりの液体回収量を制御可能である。基板Ｐの上方
に設けられた回収口２２から回収された基板Ｐ上の液体ＬＱは、ノズル部材７０内部に形
成された回収流路、及び回収管２３を介して液体回収部２１に回収される。
【００６５】
　なお、ノズル部材７０の構成（供給口、回収口の位置、形状、数など）は、上述のもの
に限られず、露光光ＥＬの光路の液体ＬＱで満たすように液浸領域ＡＲ２を維持できる構
成であればよい。例えば、供給口１２Ａ、１２Ｂは、投影光学系ＰＬの投影領域ＡＲ１に
対してＹ軸方向両側にそれぞれ配置してもよいし、ノズル部材７０を複数の部材で構成す
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るようにしてもよい。
【００６６】
　投影光学系ＰＬの光学素子２の下面（液体接触面）２Ａ、及びノズル部材７０の下面（
液体接触面）７０Ａは親液性（親水性）を有している。本実施形態においては、光学素子
２は、純水との親和性が高い蛍石で形成されている。なお光学素子２は、水との親和性が
高い石英であってもよい。また光学素子２の液体接触面２Ａ及びノズル部材７０の液体接
触面７０Ａに親水化（親液化）処理を施して、液体ＬＱとの親和性をより高めるようにし
てもよい。親液化処理としては、ＭｇＦ２、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２などの親液性材料を前
記液体接触面に設ける処理が挙げられる。あるいは、本実施形態における液体ＬＱは極性
の大きい水であるため、親液化処理（親水化処理）として、例えばアルコールなど極性の
大きい分子構造の物質で薄膜を設けるようにしてもよい。光学素子２の下面２Ａやノズル
部材７０の下面７０Ａを親液性にすることで、液体ＬＱの表面張力を利用して、液体ＬＱ
の液浸領域ＡＲ２を、光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａと、基板Ｐ
の上面及び／又は基板ステージＰＳＴの上面との間で良好に形成することができる。
【００６７】
　なお、本実施形態においては、光学素子２の下面２Ａとノズル部材７０の下面７０Ａは
ほぼ面一となるようにノズル部材７０が配置されているが、光学素子２の下面２Ａとノズ
ル部材７０の下面７０Ａとに段差があってもよい。例えば、ノズル部材７０の下面７０Ａ
と基板Ｐの上面及び／又は基板ステージＰＳＴの上面との距離が、光学素子２の下面２Ａ
と基板Ｐの上面及び／又は基板ステージＰＳＴの上面との距離よりも小さくなるように、
ノズル部材７０を配置してもよい。
【００６８】
　次に、図２を参照しながら光洗浄装置８０について説明する。
【００６９】
　光洗浄装置８０は、光洗浄効果を有する照射光Ｌｕを射出するものである。光洗浄装置
８０は、光源８２と、その光源８２を保持する筐体８１とを備えている。本実施形態にお
いては、光洗浄装置８０は、紫外光（ＵＶ光）を下方に向けて射出するものである。光源
８２としては、Ｘｅ２エキシマレーザ（波長１７２ｎｍ）、ＫｒＣｌエキシマレーザ（波
長２２２ｎｍ）、ＸｅＣｌエキシマレーザ（波長３０８ｎｍ）などが使用されている。光
洗浄装置８０は、投影光学系ＰＬの先端部の光学素子２、ノズル部材７０、及び基板ステ
ージＰＳＴを収容した空調空間１２５の内側であって、投影光学系ＰＬと並んだ位置に設
けられている。具体的には、光洗浄装置８０は、空調空間１２５の内側であって、メイン
コラム４の天井面４Ｂのうち、投影光学系ＰＬ（露光光ＥＬの光路）に対して＋Ｘ側に所
定距離離れた位置に取り付けられている。ここで、上述したように、空調空間１２５にお
いては、給気口１１５から供給された気体は＋Ｘ方向に流れる。したがって、光洗浄装置
８０は、投影光学系ＰＬに対して空調系ＫＣによって形成される気体（空気）の流れの下
流側に設けられた構成となっている。
【００７０】
　本実施形態においては、空調空間１２５の＋Ｘ側の外側に、基板ステージＰＳＴに対し
て基板Ｐを搬入（ロード）及び搬出（アンロード）する基板搬送系１５０が配置されてい
る。制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴに対して基板Ｐをロード・アンロードする
とき、基板ステージＰＳＴを空調空間１２５の＋Ｘ側に移動し、基板搬送系１５０の近傍
位置（ロード・アンロード位置）に配置する。光洗浄装置８０はそのロード・アンロード
位置の上方に設けられており、基板ステージＰＳＴは、光洗浄装置８０の直下に移動可能
な構成となっている。
【００７１】
　また、空調空間１２５の内側には、その空調空間１２５の気体成分を検出する検出器８
４（８４Ａ、８４Ｂ）が設けられている。本実施形態においては、検出器８４は、空調空
間１２５の酸素濃度を検出可能な酸素濃度計によって構成されている。検出器８４は一つ
でもよいが、本実施形態においては、空調空間１２５の複数の所定位置のそれぞれに検出
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器８４Ａ、８４Ｂが設けられている。具体的には、検出器８４Ａは、メインコラム４の天
井面４Ｂのうち、光洗浄装置８０に並ぶ位置に取り付けられている。検出器８４Ｂは、光
洗浄装置８０より射出される紫外光Ｌｕの光路近傍に設けられている。
【００７２】
　図３は基板ステージＰＳＴのＺチルトステージ５２を上方から見た平面図である。なお
図３においては、基板Ｐは破線で仮想的に図示されている。平面視矩形状のＺチルトステ
ージ５２の互いに垂直な２つの縁部に移動鏡５５が配置されている。また、Ｚチルトステ
ージ５２のほぼ中央部に凹部３２が形成されており、この凹部３２に基板Ｐを保持する基
板ホルダＰＨが配置されている。
【００７３】
　基板ホルダＰＨは、略円環状の周壁部３３と、この周壁部３３の内側に配置され、基板
Ｐを保持（支持）する複数のピン状の支持部３４とを備えている。ピン状の支持部３４の
それぞれは、その上面３４Ａを基板Ｐの裏面に接触させて基板Ｐを保持する。なお、図に
おいては、支持部３４は比較的大きく示されているが、実際には非常に小さなピン状の支
持部が周壁部３３の内側に多数形成されている。
【００７４】
　周壁部３３は支持部３４の周囲に配置されており、支持部３４は周壁部３３の内側にお
いて一様に配置されている。上述したように、基板ホルダＰＨに保持されている基板Ｐの
側面とＺチルトステージ５２の上面３１との間には所定のギャップが形成されている。な
お図においては、周壁部３３の上端面は比較的広い幅を有しているが、実際には０．１～
２ｍｍ程度の幅しか有していない。
【００７５】
　基板ホルダＰＨの支持部３４以外の上面には、吸引口４１が複数設けられている。吸引
口４１は、基板ステージＰＳＴ外部に設けられた真空ポンプを含む不図示の真空系に流路
を介して接続されている。制御装置ＣＯＮＴは、真空系を駆動し、周壁部３３及び支持部
３４を含む基板ホルダＰＨと支持部３４に支持された基板Ｐとの間に形成された空間３８
内部のガス（空気）を吸引口４１より吸引してこの空間３８を負圧にすることで、支持部
３４に基板Ｐを吸着保持する。すなわち、本実施形態における基板ホルダＰＨは、所謂ピ
ンチャック機構を備えた構成である。
【００７６】
　また、基板ステージＰＳＴ上において、基板Ｐの外側の所定位置には、光計測部として
基準部材（計測部材）３００が配置されている。基準部材３００には、基板アライメント
系３５０により検出される基準マークＰＦＭと、マスクアライメント系３６０により検出
される基準マークＭＦＭとが所定の位置関係で設けられている。基準部材３００の上面は
ほぼ平坦面となっており、基板ステージＰＳＴに保持された基板Ｐ表面、及び基板ステー
ジＰＳＴの上面３１とほぼ同じ高さ（面一）に設けられている。基準部材３００の上面は
、フォーカス・レベリング検出系６０の基準面としての役割も果たすことができる。
【００７７】
　また、基板ステージＰＳＴ上のうち、基板Ｐの外側の所定位置には、光計測部として例
えば特開昭５７－１１７２３８号公報に開示されているような照度ムラセンサ４００、例
えば特開２００２－１４００５号公報に開示されているような空間像計測センサ５００、
及び例えば特開平１１－１６８１６号公報に開示されているような照射量センサ（照度セ
ンサ）６００、特開昭６２－１８３５２２に開示されているような不図示の反射部材（計
測部材）など、各種光計測部が設けられている。
【００７８】
　また、各光計測部の上面は、基板ステージＰＳＴの上面３１とほぼ面一で、光透過性の
撥液材料で被覆されている。本実施形態においては、液体ＬＱとして純水を使用しており
、各光計測部の上面は撥水性のサイトップ（旭硝子社製、登録商標）で被覆されている。
【００７９】
　また、各光計測部の上面の撥液材料は、露光光ＥＬや光洗浄装置８０からの紫外光（Ｕ
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Ｖ光）が照射されても、その撥液性が損なわれにくいものを用いているが、撥液性が劣化
した場合や、不純物が付着して汚染された場合には、各光計測部の上面を形成する部材を
交換するようにしてもよい。
【００８０】
　また、基板ステージＰＳＴ上に基準部材３００，センサ４００，５００、６００のすべ
てを設ける必要はなく、それらの少なくとも一つを省略してもよい。
【００８１】
　なお、各光計測部の上面は、基板ステージＰＳＴの上面３１と一体的に形成してもよい
し、基板ステージＰＳＴの上面３１を形成する部材とは別の部材に形成してもよい。
【００８２】
　次に、上述した構成を有する露光装置ＥＸを用いてマスクＭのパターン像を基板Ｐに露
光する方法について説明する。
【００８３】
　基板Ｐの露光処理を行うために、まず、制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴ上に
基板Ｐを支持した状態で、液体供給機構１０及び液体回収機構２０による液体ＬＱの供給
及び回収を行い、投影光学系ＰＬの像面側に液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２を形成する。
【００８４】
　制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの露光処理を行う前に、光計測部３００、４００、５００
、６００を使った各種計測動作を行い、その計測結果に基づいて、基板Ｐのアライメント
処理や、投影光学系ＰＬの結像特性調整（キャリブレーション）処理を行う。例えば光計
測部４００を使った計測動作を行う場合には、制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴ
をＸＹ方向に移動することで液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２に対して基板ステージＰＳＴを相
対的に移動し、光計測部４００上に液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２を配置し、その状態で液体
ＬＱを介した計測動作を行う。同様に、光計測部３００を使った計測動作や、光計測部５
００、６００を使った計測動作を行う際にも、液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２に対して基板ス
テージＰＳＴを相対的に移動し、光計測部３００、５００、６００上に液体ＬＱの液浸領
域ＡＲ２を配置した状態で液体ＬＱを介した計測動作を行う。
【００８５】
　上記アライメント処理及びキャリブレーション処理を行った後、制御装置ＣＯＮＴは、
液体供給機構１０による基板Ｐ上に対する液体ＬＱの供給と並行して、液体回収機構２０
による基板Ｐ上の液体ＬＱの回収を行い、基板Ｐよりも小さく且つ投影領域ＡＲ１よりも
大きい液浸領域ＡＲ２を局所的に形成しつつ、基板Ｐを支持する基板ステージＰＳＴをＸ
軸方向（走査方向）に移動しながら、マスクＭのパターン像を投影光学系ＰＬと基板Ｐと
の間の液体ＬＱ及び投影光学系ＰＬを介して基板Ｐ上に投影露光する。
【００８６】
　本実施形態における露光装置ＥＸは、マスクＭと基板ＰとをＸ軸方向（走査方向）に移
動しながらマスクＭのパターン像を基板Ｐに投影露光するものであって、走査露光時には
、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱ及び投影光学系ＰＬを介してマスクＭの一部のパターン像が
投影領域ＡＲ１内に投影され、マスクＭが－Ｘ方向（又は＋Ｘ方向）に速度Ｖで移動する
のに同期して、基板Ｐが投影領域ＡＲ１に対して＋Ｘ方向（又は－Ｘ方向）に速度β・Ｖ
（βは投影倍率）で移動する。基板Ｐ上には複数のショット領域が設定されており、１つ
のショット領域への露光終了後に、基板Ｐのステッピング移動によって次のショット領域
が走査開始位置に移動し、以下、ステップ・アンド・スキャン方式で基板Ｐを移動しなが
ら各ショット領域に対する走査露光処理が順次行われる。なお、投影光学系ＰＬの構造に
よっては、マスクＭと基板Ｐとを同一の方向（例えば、＋Ｘ方向）へ移動して各ショット
領域が露光される。
【００８７】
　基板Ｐの中央領域に設定されたショット領域を露光するときは、液浸領域ＡＲ２は基板
Ｐ上に配置される。一方、基板Ｐのエッジ領域に設定されたショット領域を露光するとき
は、液浸領域ＡＲ２は、基板Ｐと基板ステージＰＳＴの上面３１とのそれぞれに跨るよう
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に配置される。
【００８８】
　基板Ｐの液浸露光終了後、制御装置ＣＯＮＴは、液体供給機構１０による液体供給を停
止した後、液体回収機構２０を使って、基板Ｐ上や基板ステージＰＳＴの上面３１、ある
いは光計測部、３００、４００、５００、６００上に残留している液体ＬＱを回収する。
次いで、制御装置ＣＯＮＴは、露光処理を終えた基板Ｐを搬出（アンロード）するととも
に、未だ露光されていない未露光基板Ｐを基板ステージＰＳＴに搬入（ロード）するため
に、図４に示すように、基板ステージＰＳＴを投影光学系ＰＬに対して＋Ｘ側に移動し、
空調空間１２５の＋Ｘ側、すなわち基板搬送系１５０の近傍位置（ロード・アンロード位
置）に配置する。上述したように、そのロード・アンロード位置の上方には光洗浄装置８
０が設けられている。
【００８９】
　制御装置ＣＯＮＴは、基板搬送系１５０によって露光処理を終えた基板Ｐを基板ステー
ジＰＳＴからアンロードした後、未露光基板Ｐを基板ステージＰＳＴにロードする前に、
基板ステージＰＳＴ上に基板Ｐが無い状態で、基板ステージＰＳＴを移動して光洗浄装置
８０の直下に配置する。その状態で、制御装置ＣＯＮＴは光洗浄装置８０を駆動し、光洗
浄装置８０より紫外光Ｌｕを下方に向けて射出する。光洗浄装置８０より射出された紫外
光Ｌｕは基板ステージＰＳＴに対して照射される。光洗浄装置８０は、基板ステージＰＳ
Ｔの上面３１、基板ステージＰＳＴの上面３１に設けられている光計測部３００、４００
、５００、６００、及び基板ホルダＰＨに紫外光Ｌｕを所定時間だけ照射する。なお、光
洗浄装置８０は、移動鏡５５の上面に紫外光Ｌｕを照射してもよい。
【００９０】
　紫外光Ｌｕが照射されることにより、基板ステージＰＳＴ上面の不純物（有機物）を気
化（除去）することができる。また、基板ステージＰＳＴ上面近傍では、空気中の酸素が
紫外光Ｌｕを吸収して励起状態となり、酸化力を増したオゾンなどに化学変化し、基板ス
テージＰＳＴ上面に付着した不純物（有機物）が酸化分解される。
【００９１】
　液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱ中には、例えば基板Ｐ上に塗布された感光剤から発生した不
純物（異物）が混入する可能性がある。なお、感光剤から発生する不純物とは、感光剤の
破片や感光剤に含まれる電解質の析出物等を含む。上記感光剤は有機物を含んでいるため
、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱ中に有機物を含む不純物が混入する可能性がある。上述した
ように、液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２は、基板Ｐ表面、光計測部３００、４００、５００、
６００を含む基板ステージＰＳＴの上面３１上を移動するが、液浸領域ＡＲ２が基板ステ
ージＰＳＴ上を相対的に移動することにより、基板ステージＰＳＴの上面３１、基板ステ
ージＰＳＴ上に設けられた光計測部３００、４００、５００、６００等に不純物（有機物
）が付着する可能性がある。また、空中を浮遊している不純物（有機物）が、基板ステー
ジＰＳＴの上面３１や、光計測部３００、４００、５００、６００等に付着する可能性も
ある。
【００９２】
　本実施形態においては、基板ステージＰＳＴの上面３１、光計測部３００、４００、５
００、６００、基板ホルダＰＨ上に付着した有機物は、酸化力の強化された雰囲気下で、
前記紫外光Ｌｕにより除去される。このようにして、上記基板ステージＰＳＴの上面３１
、光計測部３００、４００、５００、６００の上面、及び基板ホルダＰＨが光洗浄され、
液体ＬＱの付着跡の形成も抑制できる。
【００９３】
　また、基板Ｐの液浸露光終了後、基板ステージＰＳＴ上の液体ＬＱを回収しきれずに、
基板ステージＰＳＴ上に液体ＬＱが残留する可能性もある。残留した液体ＬＱを放置して
おくと、液体ＬＱが乾燥した後、基板ステージＰＳＴの上面３１や、光計測部３００、４
００、５００、６００の上面等に、液体ＬＱの付着跡（所謂ウォーターマーク）が形成さ
れる可能性がある。また、液体ＬＱが基板Ｐの裏面側に入り込んで基板ホルダＰＨに付着
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すると、その基板ホルダＰＨにも液体ＬＱの付着跡（ウォーターマーク）が形成される可
能性がある。また、基板Ｐの液浸露光終了後に、基板ステージＰＳＴ上の液体ＬＱが回収
しきれたとしても、不純物（有機物）を基板ステージＰＳＴ上に付着させた状態で長時間
放置しておくと、付着跡（ウォーターマーク）が形成される可能性がある。
【００９４】
　本実施形態においては、光洗浄装置８０によって、上記基板ステージＰＳＴの上面３１
、光計測部３００、４００、５００、６００の上面、及び基板ホルダＰＨに紫外光を照射
することで、光洗浄効果による付着跡（ウォーターマーク）の除去も期待できる。
【００９５】
　基板ステージＰＳＴの光洗浄処理を終えた後、制御装置ＣＯＮＴは、その光洗浄された
基板ステージＰＳＴに未露光基板Ｐをロードする。基板ホルダＰＨに不純物（有機物）が
付着していたり、付着跡（ウォーターマーク）が形成されていると、それらが異物として
作用し、基板ホルダＰＨで基板Ｐを良好に吸着保持できなくなったり、あるいは保持した
基板Ｐの平坦度（フラットネス）が劣化し、良好な露光精度及び計測精度を得られない不
都合が生じる。本実施形態においては、未露光の基板Ｐを基板ホルダＰＨで保持する前に
、その基板ホルダＰＨを光洗浄することで、上記不都合の発生を防止することができる。
【００９６】
　また、基板Ｐを露光する前に、上述したように、光計測部３００、４００、５００、６
００を使った計測処理を行う場合には、その計測処理を行う前に、それら光計測部３００
、４００、５００、６００を光洗浄することで、付着した不純物（有機物）や付着跡（ウ
ォーターマーク）に起因する計測精度の劣化を防止することができる。
【００９７】
　また、上述したように、基板Ｐのエッジ領域を液浸露光するときは、液浸領域ＡＲ２の
一部が基板ステージＰＳＴの上面３１に配置されるが、液浸露光を行う前に、基板ステー
ジＰＳＴの上面３１を光洗浄することで、付着した不純物（有機物）や付着跡（ウォータ
ーマーク）に起因する基板ステージＰＳＴの上面３１の液体ＬＱとの接触角の変化や、光
計測部３００、４００、５００、６００の上面の液体ＬＱとの接触角の変化を防止するこ
とができる。例えば、基板ステージＰＳＴの上面３１の液体ＬＱとの接触角が変化すると
、液浸領域ＬＱの液体ＬＱの圧力が変化し、それに伴って、基板Ｐや基板ステージＰＳＴ
、投影光学系ＰＬの光学素子２に及ぼす液体ＬＱの力も変化する。すると、基板Ｐやその
基板Ｐを支持する基板ステージＰＳＴが変形したり、光学素子２の位置が変動する等の不
都合が生じ、露光精度及び計測精度が劣化する可能性がある。また、基板Ｐなどに及ぼす
液体ＬＱの力が変化すると、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱが基板Ｐの外側に流出したり、液
浸領域ＡＲ２中に気泡が発生したり、上面３１と基板Ｐのエッジ部との隙間に液体ＬＱが
入り込むなどの不都合が発生し易くなる。本実施形態においては、液浸露光を行う前に、
基板ステージＰＳＴの上面３１を光洗浄することで、上面３１の液体ＬＱとの接触角の変
化を防止し、上記不都合の発生を防止することができる。
【００９８】
　また、基板ステージＰＳＴ上などに形成された付着跡（ウォーターマーク）は異物とし
て作用するため、その異物が例えば空中を浮遊して基板Ｐ上に付着し、その状態で露光処
理が行われると、基板Ｐ上のパターン欠陥を招く。本実施形態においては、光洗浄装置８
０は、付着跡（ウォーターマーク）が基板ステージＰＳＴ上に形成されないように、紫外
光Ｌｕを照射しているので、付着跡（ウォーターマーク）の形成を抑制し、上記パターン
欠陥などの不都合の発生を防止することができる。
【００９９】
　本実施形態においては、光洗浄装置８０は投影光学系ＰＬに並んだ位置に設けられてい
る。このような配置にすることにより、露光処理をしていないときは、基板ステージＰＳ
Ｔを直ちに光洗浄装置８０の直下に移動することができ、光洗浄処理時間の短縮化を図る
ことができる。
【０１００】
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　ところで、光洗浄装置８０（光源８２）は発熱源となるため、投影光学系ＰＬに近づけ
すぎると、投影光学系ＰＬの結像特性の変動などを引き起こし、露光精度及び投影光学系
ＰＬを介した計測精度を劣化させる。また、光洗浄装置８０の光洗浄によって空中に飛散
した異物（不純物）が露光精度や計測精度に影響を及ぼすおそれもある。したがって、光
洗浄装置８０は、投影光学系ＰＬ（露光光ＥＬの光路）から所定距離だけ離れた位置に設
けることが望ましい。
【０１０１】
　本実施形態においては、光洗浄装置８０は、投影光学系ＰＬに対して空調系ＫＣによっ
て形成される気体（空気）の流れの下流側に設けられた構成となっている。したがって、
光洗浄装置８０で発生した熱が、投影光学系ＰＬ（露光光ＥＬの光路）に伝わることを効
果的に防止することができる。また、光洗浄装置８０による光洗浄によって分解された異
物（不純物）が空中に飛散しても、投影光学系ＰＬ側へ流れることなく、排気口１２０か
ら排出することができる。
【０１０２】
　このように、空調系ＫＣによって形成される気体の流れの方向を考慮して、光洗浄装置
８０の設置位置を設定することで、光洗浄装置８０に起因する露光精度及び計測精度の劣
化を防止することができる。
【０１０３】
　なお、光洗浄装置８０から射出する照射光Ｌｕとしては、光洗浄効果を有する照射光で
あれば、例えばＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９３ｎｍ）及びＦ２レーザ光（波長１５
７ｎｍ）等の真空紫外光（ＶＵＶ光）などでもよい。あるいは、水銀ランプ、重水素ラン
プなどを用いることもでき、この場合には光洗浄装置８０の低コスト化を図ることができ
る。
【０１０４】
　ところで、上述したように、光洗浄は、酸素による紫外光Ｌｕの吸収に基づいて、紫外
光Ｌｕの照射領域近傍の雰囲気の酸化力を強化し、不純物（有機物）を酸化分解し、その
除去を促進させる構成であるが、紫外光Ｌｕの照射領域近傍の雰囲気中の酸素は必ずしも
必要ではない。一方で、酸素は、紫外光Ｌｕに対する吸光物質として作用するため、前記
雰囲気中の酸素濃度が高すぎると、紫外光Ｌｕは十分な光強度で照射されない。したがっ
て、照射する紫外光Ｌｕの波長などに応じて、前記雰囲気中の酸素濃度を最適に設定する
ことが望ましい。
【０１０５】
　そこで、制御装置ＣＯＮＴは、紫外光Ｌｕの光路を含む空調空間１２５の酸素濃度を検
出器８４（８４Ａ、８４Ｂ）を使って検出し、光洗浄するときは、検出器８４の検出結果
に基づいて、空調空間１２５のうち、少なくとも紫外光Ｌｕの光路を含む空間の酸素濃度
を調整するとよい。例えば、検出器８４で検出した酸素濃度が、所望濃度に対して低い場
合には、制御装置ＣＯＮＴは、空調系ＫＣの給気口１１５より空調空間１２５に対して供
給する気体に酸素を追加することで、空調空間１２５の酸素濃度を高くすることができる
。一方、検出器８４で検出した酸素濃度が、所望濃度に対して高い場合には、制御装置Ｃ
ＯＮＴは、空調系ＫＣの給気口１１５より空調空間１２５に対して供給する気体に窒素な
どの不活性ガスを追加することで、空調空間１２５の酸素濃度を低くすることができる。
空調空間１２５の気体は、排気口１２０より回収される。
【０１０６】
　＜第２の実施形態＞
　図５は本発明の第２の実施形態を示す概略構成図である。ここで、以下の説明において
、上述した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。
【０１０７】
　上述したように、光洗浄装置８０（光源８２）は発熱源となるため、図５に示すように
、空調空間１２５の外側に配置するようにしてもよい。こうすることにより、光洗浄装置
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８０で発生した熱が、投影光学系ＰＬ（露光光ＥＬの光路）に伝わることを更に効果的に
防止することができる。図５において、光洗浄装置８０はメインコラム４の上面４Ａに設
けられており、空調空間１２５よりも外側に配置されている。メインコラム４の上壁の一
部には、紫外光Ｌｕを透過可能な透過窓８３が設けられており、光洗浄装置８０は透過窓
８３の上に設けられている。透過窓８３は、例えば石英ガラスや蛍石、あるいはフッ化マ
グネシウムなど、紫外光Ｌｕに対して吸収の少ない材料で構成されている。光洗浄装置８
０は下方に向けて紫外光Ｌｕを射出する。光洗浄装置８０より射出された紫外光Ｌｕは、
透過窓８３を通過した後、光洗浄装置８０及び透過窓８３の直下に配置されている基板ス
テージＰＳＴ上に照射される。
【０１０８】
　また、図５に示す実施形態においては、光洗浄装置８０を空調空間１２５の外側に配置
しているため、空調系ＫＣによって形成される空調空間１２５における気体の流れ方の設
計に対する自由度を広げることができる。
【０１０９】
　＜第３の実施形態＞
　図６は第３の実施形態を示す図である。図６において、光洗浄装置８０は、空調空間１
２５の外側に配置され、紫外光Ｌｕを射出する光源８２と、光源８２から射出された紫外
光Ｌｕを空調空間１２５の内部に配置された基板ステージＰＳＴ上に導く光学系８６とを
備えている。光学系８６は、メインコラム４の＋Ｘ側の側壁の一部に設けられ、紫外光Ｌ
ｕを透過可能な透過窓８３と、空調空間１２５の内側に配置され、透過窓８３を通過した
紫外光Ｌｕの光路を折り曲げる反射ミラー８５とを備えている。透過窓８３は、上述同様
、例えば石英ガラスや蛍石、あるいはフッ化マグネシウムなど、紫外光Ｌｕに対して吸収
の少ない材料で構成されている。光源８２はハウジング８１に収容された状態で、メイン
コラム４の＋Ｘ側の外側において、透過窓８３の近くに配置されている。光源８２から射
出された紫外光Ｌｕは、透過窓８３を通過した後、反射ミラー８５で反射し、基板ステー
ジＰＳＴに照射される。なお、反射ミラー８５は、凸面であっても凹面であってもよい。
反射ミラー８５を凸面にすることにより、基板ステージＰＳＴの広い領域を紫外光Ｌｕで
一括して照射することができる。一方、反射ミラー８５を凹面にすることにより、光源８
２から射出された紫外光Ｌｕを反射ミラー８５で集光した後、基板ステージＰＳＴに照射
することができる。また、反射ミラー８５を移動可能（揺動可能）に設け、その反射ミラ
ー８５を動かすことで、反射ミラー８５で反射した紫外光Ｌｕを基板ステージＰＳＴの所
望位置に照射することができる。なお、反射ミラー８５に代えてあるいは反射ミラー８５
に加えて、紫外光Ｌｕを偏向または集光させるレンズやプリズムなどの光学素子を用いて
も良い。
【０１１０】
　図６に示した実施形態においても、発熱源となる光源８２は、空調空間１２５の外側に
配置されているので、光洗浄装置８０の光源８２で発生した熱が、投影光学系ＰＬ（露光
光ＥＬの光路）に伝わることを更に効果的に防止することができる。
【０１１１】
　また、図６に示す実施形態においても、光洗浄装置８０の光源８２を空調空間１２５の
外側に配置しているため、空調系ＫＣによって形成される空調空間１２５における気体の
流れ方の設計に対する自由度を広げることができる。例えば、図６に示す実施形態におい
ては、空調空間１２５に対して気体を供給する給気口１１５（１１５Ａ、１１５Ｂ）は２
つ設けられており、メインコラム４の上壁に設けられている。なお、上述した実施形態同
様、給気口１１５Ａ、１１５Ｂのそれぞれにはフィルタユニット１１８（１１８Ａ、１１
８Ｂ）が設けられている。本実施形態においては、空調系ＫＣは、給気口１１８Ａ、１１
８Ｂより空調空間１２５に対して縦方向、本実施形態では－Ｚ方向に気体を供給する。ま
た、メインコラム４の＋Ｘ側及び－Ｘ側それぞれの側壁の下部には、空調空間１２５の気
体を排気する排気口１２０（１２０Ａ、１２０Ｂ）が設けられている。
【０１１２】
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　なお、図４～６に示した例（第１～第３実施形態）では基板ステージＰＳＴを投影光学
系ＰＬの下方の位置からＸ方向に所定位置まで移動させ、所定位置にて紫外光Ｌｕを基板
ステージＰＳＴに照射していた。しかし、これに限らず、基板ステージＰＳＴを投影光学
系ＰＬの下方の位置に維持したまま、図６に示したような反射鏡やその他の光学部材を用
いて紫外光Ｌｕを投影光学系ＰＬの下方に位置する基板ステージＰＳＴに導いても良い。
【０１１３】
　また、図４～６に示した例（第１～第３実施形態）空調系ＫＣによって、空調空間１２
５内の酸素濃度が光洗浄可能な状態に維持される場合には、検出器８４を省略して、検出
器８４の検出結果に基づく酸素濃度の調整を積極的に行わなくてもよい。
【０１１４】
　ここで、図２などを参照して説明した第１の実施形態においては、空調空間１２５にお
ける気体の流れは横方向なので、その気体の流れる距離が長くなり、上流部と下流部とで
温度差が生じる可能性が高くなる。したがって、レーザ干渉計５６の計測ビームの照射方
向に関して温度分布が生じることとなり、計測ビームの光路が変動する可能性が高くなり
、その結果、レーザ干渉計５６による基板ステージＰＳＴの位置計測精度が低下するおそ
れもある。一方、図６に示した第３の実施形態においては、空調空間１２５における気体
の流れの方向が縦方向なので、その気体の流れる距離を短くすることができ、上流部と下
流部とで温度差が生じる不都合を抑えることができる。また、気体の流れの方向はレーザ
干渉計５６の計測ビームの照射方向とほぼ直交するため、計測ビームの照射方向に関して
温度分布が生じる不都合を抑えることができる。したがって、レーザ干渉計５６による基
板ステージＰＳＴの位置計測精度を維持することができる。
【０１１５】
　＜第４の実施形態＞
　次に、第４の実施形態について図７を参照しながら説明する。上述した第１～第３の実
施形態のように、空調空間１２５全体の酸素濃度を空調系ＫＣを使って調整する構成では
、空調空間１２５全体を所望の酸素濃度に置換するまでに時間がかかる可能性がある。そ
こで、図７に示すように、光洗浄装置８０は、基板ステージＰＳＴのうち紫外光Ｌｕが照
射される照射領域近傍に対して所定の気体を供給する気体供給系８７と、気体を吸引回収
する気体回収系８８とを備えた構成とするとよい。気体供給系８７の供給口８７Ａ及び気
体回収系８８の回収口８８Ａは、基板ステージＰＳＴの近傍に設けられ、基板ステージＰ
ＳＴを挟んで互いに対向するように配置されている。
【０１１６】
　制御装置ＣＯＮＴは、紫外光Ｌｕの光路を含む空調空間１２５の酸素濃度を検出器８４
（８４Ａ、８４Ｂ）を使って検出し、光洗浄するときは、検出器８４の検出結果に基づい
て、気体供給系８７より供給する気体成分（酸素濃度）を調整する。例えば、検出器８４
で検出した酸素濃度が、所望濃度に対して低い場合には、制御装置ＣＯＮＴは、気体供給
系８７より前記照射領域に対して供給する気体に酸素を追加することで、前記照射領域近
傍の酸素濃度を高くすることができる。一方、検出器８４で検出した酸素濃度が、所望濃
度に対して高い場合には、制御装置ＣＯＮＴは、気体供給系８７より前記照射領域に対し
て供給する気体に窒素などの不活性ガスを追加することで、前記照射領域近傍の酸素濃度
を低くすることができる。
【０１１７】
　このような構成とすることにより、光洗浄対象領域（紫外光Ｌｕの照射領域）近傍の比
較的小さい空間のみを光洗浄に適した環境に迅速に設定することができ、光洗浄処理時間
を短くすることができる。また、図７に示した実施形態においては、紫外光Ｌｕの照射領
域近傍に気体回収系８８の回収口８８Ａが設けられているので、基板ステージＰＳＴ上な
どから異物が発生した場合でも、その異物を吸引回収することができる。例えば、基板ス
テージＰＳＴを光洗浄したとき、その基板ステージＰＳＴに付着している有機物が気化し
て浮遊する場合があるが、その気化した有機物を気体回収系８８で迅速に回収することで
、空調空間１２５の清浄度を維持することができる。また、気体供給系８７は、オゾンガ
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スのような酸化促進ガス（光洗浄促進ガス）を供給することも可能である。こうすること
により、光洗浄対象領域（紫外光Ｌｕの照射領域）近傍の空間（雰囲気）をオゾンガスで
満たすことができ、酸化力の強化された雰囲気下で、基板ステージＰＳＴ上に付着した不
純物（有機物）を紫外光Ｌｕにより酸化分解して光洗浄することができる。
【０１１８】
　＜第５の実施形態＞
　次に、第５の実施形態について図８を参照しながら説明する。図８に示す光洗浄装置８
０は、投影光学系ＰＬを構成する複数の光学素子のうち最も像面側の光学素子２、及びノ
ズル部材７０に紫外光Ｌｕを照射し、光洗浄する。光学素子２及びノズル部材７０は、液
浸領域ＡＲ２の液体ＬＱに接触する部材であって、光洗浄装置８０は、光学素子２及びノ
ズル部材７０のうち液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱに接触する液体接触面２Ａ、７０Ａに少な
くとも紫外光Ｌｕを照射する。光洗浄装置８０は、基板ステージＰＳＴのうち、基板ホル
ダＰＨ、基準部材、光計測部以外の所定位置に設けられている。光洗浄装置８０の光源８
２は基板ステージＰＳＴの所定位置に設けられた凹部５９の内側に設けられており、その
凹部５９の開口は、紫外光Ｌｕを透過可能な透過窓８３で塞がれている。光洗浄装置８０
の光源８２は、上方に向けて紫外光Ｌｕを射出する。光源８２から射出された紫外光Ｌｕ
は、透過窓８３を通過した後、光学素子２及びノズル部材７０を照射する。
【０１１９】
　また、図８においては、光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａの汚染
を検出する検出装置９０が設けられている。検出装置９０は、下面２Ａ、７０Ａに付着し
ている不純物（有機物）を検出可能である。また、ここでいう不純物は、上述同様、液体
ＬＱの付着跡（ウォーターマーク）や、基板Ｐの感光剤（フォトレジスト）から発生した
異物（感光剤の破片や感光剤に含まれる電解質の析出物等）を含む。なお、以下の説明で
は、光学素子２の下面２Ａの汚染（異物）を検出する場合について説明するが、ノズル部
材７０の下面７０Ａの汚染（異物）を検出する場合も、同様の手順で検出可能である。
【０１２０】
　図８において、検出装置９０は、基板ステージＰＳＴ（Ｚステージ５２）上に設けられ
、投影光学系ＰＬの光学素子２の下面２Ａ（又はノズル部材７０の下面７０Ａ）に対して
斜め下方から所定の検出光を照射する発光部９１と、光学素子２の下面２Ａと発光部９１
とを結ぶ光路上に配置された分岐ミラー９３と、基板ステージＰＳＴ上に設けられ、発光
部９１からの照射に基づく光学素子２の下面２Ａからの反射光を受光するための第１受光
部９２と、基板ステージＰＳＴの上方位置に配置され、発光部９１からの照射に基づく分
岐ミラー９３からの分岐光を受光するための第２受光部９４とを備えている。検出装置９
０を構成する発光部９１及び第１受光部９２等は、基板ステージＰＳＴ上のうち基板ホル
ダＰＨや基準部材、光計測部以外の位置に設けられている。そして、第１、第２受光部９
２、９４の受光結果は、制御装置ＣＯＮＴへ出力される。制御装置ＣＯＮＴは、第１、第
２受光部９２、９４の受光結果に基づいて、光学素子２の下面２Ａの光反射率を求め、そ
の求めた光反射率と、予め記憶している所定反射率とを比較し、その比較した結果に基づ
いて、光学素子２の下面２Ａの汚染（汚染度）を検出（測定）する。つまり、光学素子２
に異物が付着していれば、この異物に起因して散乱光が生じて反射率が変化し、第１受光
部９２で受光される受光量が変化する。制御装置ＣＯＮＴは、光学素子２の下面２Ａが光
学特性に影響を与えるほど汚染されていないと想定される本装置完成時及び／または前回
の光洗浄後に測定された光学素子２の下面２Ａの光反射率を所定反射率として予め記憶し
ている。
【０１２１】
　光学素子２の汚染を検出するとき、制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴを移動し
て検出装置９０を投影光学系ＰＬの下に配置する。そして、発光部９１から所定の検出光
が照射されると、その検出光のうち分岐ミラー９３を透過した検出光は光学素子２の下面
２Ａを照射した後この下面２Ａで反射し、その反射光は第１受光部９２により受光される
。一方、分岐ミラー９３により分岐された検出光（分岐光）は光学素子２の下面２Ａに至
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ることなく第２受光部９４により受光される。そして、両受光部９２、９４の受光結果が
制御装置ＣＯＮＴに出力される。制御装置ＣＯＮＴは、第１受光部９２の受光結果と第２
受光部９４の受光結果とに基づいて光学素子２の下面２Ａの光反射率を求め、その求めた
光反射率が上記所定反射率に対して許容値以上であるか否かを求める。すなわち、求めた
光反射率が上記所定反射率に対して許容値未満である場合、制御装置ＣＯＮＴは、光学素
子２の下面２Ａは汚染されていないと判断する。一方、求めた光反射率が上記所定反射率
に対して許容値以上である場合、制御装置ＣＯＮＴは、光学素子２の下面２Ａは汚染され
ていると判断する。
【０１２２】
　制御装置ＣＯＮＴは、検出装置９０の検出結果に基づいて、光洗浄装置８０の動作を制
御する。具体的には、検出装置９０の検出結果に基づいて、光学素子２の下面２Ａが汚染
されていないと判断した場合、制御装置ＣＯＮＴは、光洗浄装置８０による光洗浄処理を
行わず、露光動作を継続する。こうすることにより、不必要な光洗浄処理を行うことが無
くなるので、スループット（露光装置の稼働率）を向上することができる。一方、検出装
置９０の検出結果に基づいて、光学素子２の下面２Ａが汚染されていると判断した場合、
制御装置ＣＯＮＴは、光洗浄装置８０による光洗浄処理を行う。投影光学系ＰＬの光学素
子２の下面２Ａが汚染され、液体の付着跡などが形成されてしまうと、投影光学系ＰＬを
通過する露光光や計測光の照射量や照度分布が変化するなどして、露光精度や計測精度が
劣化する可能性がある。本実施形態においては、光洗浄装置８０を使って光学素子２の下
面２Ａを光洗浄処理しているので、汚染された状態の光学素子２を使って露光処理や計測
処理を行ってしまうといった不都合の発生を防止することができる。また、光学素子２の
下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａを光洗浄装置８０を用いて光洗浄処理を行うこ
とで、光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａの親液性（液体ＬＱの接触
角が２０度以下）を維持することができ、光学素子２及びノズル部材７０と、基板ステー
ジＰＳＴ（基板Ｐ）との間で液体ＬＱを良好に保持し続けることができる。また、ノズル
部材７０の供給口１２、回収口２２に付着した汚染物（異物）も除去することができるの
で、光学素子２の像面側の光路空間への液体の供給及び回収が安定的に行われ、液体ＬＱ
の液浸領域ＡＲ２を良好に維持することができる。
【０１２３】
　なお、本実施形態において、光洗浄装置８０を使って光学素子２の下面２Ａやノズル部
材７０の下面７０Ａを光洗浄するときに、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面
７０Ａと光洗浄装置８０との間を液体ＬＱで満たしてもよい。この場合、液体供給装置１
０の供給動作と液体回収装置２０の回収動作を行わなくても、光学素子２の下面２Ａやノ
ズル部材７０の下面７０Ａと光洗浄装置８０との間を液体ＬＱで満たし続けることも可能
であるが、液体の供給動作と回収動作を実行しながら光洗浄することによって、光学素子
２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａから除去された不純物（汚染物）を液体Ｌ
Ｑと一緒に回収することができる。
【０１２４】
　なお、光学素子２の下面２Ａの汚染を検出するために、検出装置９０として、マスクア
ライメント系３６０を用いることもできる。また、基板ステージＰＳＴ上に配置されてい
る光計測部を使って、投影光学系ＰＬの露光光の透過率変化から光学素子２の下面２Ａの
汚染状態を判断するようにしてもよい。あるいは、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７
０の下面７０Ａの下方に観察系（カメラなど）を対向させて、その観察系を使って、光学
素子２の下面２Ａおよびノズル部材７０の下面７０Ａの光洗浄を実行するか否かを判断す
るようにしてもよい。また、図８を用いて説明した第５実施形態においては、検出装置９
０を使って光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａの汚染状態を確認してか
ら、光洗浄装置８０による光洗浄処理を行うようにしているが、検出装置９０を省いて、
例えば、所定時間毎、あるいは所定枚数の基板処理毎に光洗浄処理を行うこともできる。
【０１２５】
　また、第５実施形態においては、光学素子２の下面２Ａおよびノズル部材７０の下面７
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０Ａの両方を光洗浄しているが、どちらか一方を行うだけでもよい。
【０１２６】
　＜第６の実施形態＞
　次に、第６の実施形態について図９を参照しながら説明する。上述した第１～第５の各
実施形態においては、露光装置ＥＸＳ（露光装置本体ＥＸ）は、１つの基板ステージＰＳ
Ｔを備えた構成であるが、本発明の光洗浄装置８０は、特開平１１－１３５４００号公報
に開示されているような、２つのステージを備えた露光装置にも適用可能である。
【０１２７】
　図９に示す露光装置本体ＥＸは、基板Ｐを保持する基板ホルダＰＨを有し、基板Ｐを保
持した状態で移動可能な基板ステージＰＳＴ１と、基板ステージＰＳＴ１に並ぶ位置に設
けられ、上述した光計測部３００、４００、５００、６００を備えた計測ステージＰＳＴ
２とを備えている。本実施形態においては、基板ステージＰＳＴ１には基準部材（計測部
材）及び光計測部は設けられていない。また計測ステージＰＳＴ２は計測専用のステージ
であって基板Ｐを保持しない。基板ステージＰＳＴ１及び計測ステージＰＳＴ２は、リニ
アモータ等を含むステージ駆動装置をそれぞれ有しており、ＸＹ平面内で互いに独立して
２次元移動可能となっている。また、基板ステージＰＳＴ１及び計測ステージＰＳＴ２の
ＸＹ方向の位置は、レーザ干渉計によって計測される。
【０１２８】
　各種計測処理を行う場合には、計測ステージＰＳＴ２が投影光学系ＰＬの下に配置され
、その計測ステージＰＳＴ２上に液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２が形成される。そして、その
液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱを介して、光計測部３００、４００、５００、６００を使った
計測処理が行われる。計測ステージＰＳＴ２を使った計測処理を行っている間、基板ステ
ージＰＳＴ１には未露光基板Ｐがロードされる。
【０１２９】
　そして、上記計測処理を終えた後、制御装置ＣＯＮＴは、計測ステージＰＳＴ２上に形
成されている液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２を、基板Ｐを支持している基板ステージＰＳＴ１
上に移動する。液浸領域ＡＲ２を計測ステージＰＳＴ２から基板ステージＰＳＴ１上に移
動する場合には、制御装置ＣＯＮＴは、例えば計測ステージＰＳＴ２と基板ステージＰＳ
Ｔ１との間から液体ＬＱが漏出しない程度に互いを近接させた状態で、投影光学系ＰＬの
像面側に形成されている液浸領域ＡＲ２に対して計測ステージＰＳＴ２と基板ステージＰ
ＳＴ１とを一緒に移動する。そして、基板ステージＰＳＴ１上に液浸領域ＡＲ２を移動し
た後、制御装置ＣＯＮＴは、上記計測ステージＰＳＴ２を使って計測した計測結果に基づ
いて、基板Ｐのアライメント処理や、投影光学系ＰＬの結像特性調整（キャリブレーショ
ン）処理を行った後、基板ステージＰＳＴ１上の基板Ｐを液浸露光する。
【０１３０】
　このように、図９に示す実施形態においては、基板ステージＰＳＴ１上及び計測ステー
ジＰＳＴ２上の双方に液体ＬＱの液浸領域ＡＲ２が形成されるため、それら基板ステージ
ＰＳＴ１の上面及び計測ステージＰＳＴ２の上面のそれぞれに、不純物（有機物）が付着
したり、液体ＬＱの付着跡（ウォーターマーク）が形成される可能性があるが、第１～第
４の実施形態で説明したような光洗浄装置８０を用いて、基板ステージＰＳＴ１や計測ス
テージＰＳＴ２の光洗浄を行うことができる。例えば、制御装置ＣＯＮＴは、所定時間間
隔毎（所定処理基板枚数毎）に、光洗浄装置８０を使って、基板ステージＰＳＴ１及び計
測ステージＰＳＴ２それぞれに紫外光Ｌｕを照射して光洗浄を行うことができる。あるい
は、制御装置ＣＯＮＴは、上記検出装置９０を使って、基板ステージＰＳＴ１及び計測ス
テージＰＳＴ２の汚染を検出し、その検出結果に基づいて、光洗浄装置８０の動作を制御
する。また、基板ステージＰＳＴ１上の基板Ｐの露光中に、計測ステージＰＳＴ２を光洗
浄装置８０を使って光洗浄することもできる。あるいは、計測ステージＰＳＴ２で計測動
作を実行している間に、基板ステージＰＳＴ１の光洗浄を行ってもよい。また、上述のよ
うな基板ステージＰＳＴ１と計測ステージＰＳＴ２とを備えた露光装置の場合には、第５
の実施形態に示したような光洗浄装置８０を計測ステージＰＳＴ２に設けて、光学素子２
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の下面２Ａ及び／又はノズル部材７０の下面７０Ａを光洗浄することができる。この場合
、光学素子２の下面２Ａ及び／又はノズル部材７０の下面７０Ａの汚染状態を検出する検
出系の少なくとも一部を計測ステージに設けてもよい。
【０１３１】
　また、本発明は、特開平１０－１６３０９９号公報、特開平１０－２１４７８３号公報
、特表２０００－５０５９５８号公報などに開示されている複数の基板ステージを備える
ツインステージ型の露光装置にも適用できる。上述のようなツインステージ型の露光装置
の場合には、第５の実施形態などに示したような光洗浄装置８０をどちらか一方の基板ス
テージに設けてもよいし、両方に設けてもよい。このようなツインステージ型の露光装置
においては、一方の基板ステージ上の基板が露光されている間または位置合わせ動作が行
われている間に、別の基板ステージの光洗浄を行うことができる。
【０１３２】
　また、上述の第５の実施形態及び第６実施形態においては、光洗浄装置８０が基板ステ
ージＰＳＴや計測ステージＰＳＴ２に固定される構成となっているが、光洗浄装置８０を
基板ステージＰＳＴや計測ステージＰＳＴ２に脱着可能な構成とすることもできる。この
場合には、所定のタイミングで行われる露光装置ＥＸのメンテナンスのときに、オペレー
タが基板ステージＰＳＴや計測ステージＰＳＴ２への光洗浄装置８０の脱着を行うように
してもよいし、露光装置ＥＸ内に配置された所定の搬送機構や工具を用いて光洗浄装置８
０を露光装置ＥＸ内に設置するようにしてもよい。
【０１３３】
　なお、投影光学系ＰＬの像面側で移動可能な可動体（基板ステージＰＳＴや計測ステー
ジＰＳＴ２）に設けられた光洗浄装置８０は、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の
下面７０Ａを光洗浄するものであるが、空調空間１２５内で浮遊している不純物や液滴が
、通常ならば液体ＬＱと接することがない部材、例えば液浸領域ＡＲ２の近傍に配置され
た基板アライメント系３５０の一部（対物レンズなど）やフォーカス・レベリング検出系
６０の一部に付着する可能性がある場合には、その光洗浄装置８０を使って、液浸領域Ａ
Ｒ２の近傍に配置された部材を光洗浄処理するようにしてもよい。
【０１３４】
　なお、上述した第５の実施形態においては、光洗浄装置８０を基板ステージＰＳＴに設
けているが、基板ステージＰＳＴとは別に、投影光学系ＰＬの下（像面側）でＸＹ方向に
２次元的に移動可能な可動体を配置して、その可動体に光洗浄装置８０を配置するように
してもよい。そして、そのような可動体として、上述したように、第６の実施形態のよう
な計測ステージＰＳＴ２を用いることができる。
【０１３５】
　なお、上述した第１～第４の実施形態や第６の実施形態において、光洗浄装置８０の近
傍に液浸領域ＡＲ２を形成するための機構とは別に、液体ＬＱの供給機構と回収機構とを
配置して、例えば基板ステージＰＳＴの上面３１を光洗浄するとき、光洗浄装置８０によ
る紫外光Ｌｕの照射動作と並行して、上面３１の紫外光Ｌｕの照射領域に対する液体ＬＱ
の供給及び回収動作を行ってもよい。こうすることによっても、基板ステージＰＳＴの上
面３１から発生した異物を、液体ＬＱとともに回収することができる。
【０１３６】
　なお、上述した第１～第６の実施形態においては、露光光ＥＬとして、光洗浄効果を有
するＡｒＦエキシマレーザ光が使用されているため、光洗浄するための照射光として、基
板Ｐを露光するための露光光ＥＬを用いてもよい。基板ステージＰＳＴを光洗浄する場合
には、光洗浄対象である基板ステージＰＳＴ上に基板Ｐが無い状態で、その基板ステージ
ＰＳＴを投影光学系ＰＬの直下に配置し、基板ステージＰＳＴに対して投影光学系ＰＬを
介して照明光学系ＩＬからの露光光ＥＬ（照射光）を照射すればよい。また、計測ステー
ジを備えた露光装置において、計測ステージを光洗浄する場合には、計測ステージを投影
光学系ＰＬの直下に配置し、計測ステージに対して投影光学系ＰＬを介して露光光ＥＬ（
照射光）を照射すればよい。また、投影光学系ＰＬに露光光ＥＬを通過させることにより
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、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱに接触する光学素子２も光洗浄することができる。この場合
も、例えば基板ステージＰＳＴの上面や光計測部３００、４００、５００、６００の上面
を光洗浄しているときに、液体供給機構１０と液体回収機構２０とを併用するようにして
もよい。
【０１３７】
　なお、上述した第１～第４、第６の実施形態においては、光洗浄装置８０から射出され
る紫外光Ｌｕの光束の径は比較的大きく、基板ステージＰＳＴ（あるいは計測ステージ）
の全域を一括して照射可能であるが、光洗浄装置８０から射出される紫外光Ｌｕの光束の
径を小さくし、その光束及び基板ステージＰＳＴのうち少なくとも一方を相対的に移動し
ながら、基板ステージＰＳＴの全域あるいは予め定められた一部の領域に紫外光Ｌｕを照
射するようにしてもよい。こうすることにより光洗浄装置８０を小型化でき、省スペース
化を実現できる。また、光洗浄装置８０は、基板ステージＰＳＴ（あるいは計測ステージ
）の上面３１、光計測部３００、４００、５００、６００の上面、基板ホルダＰＨの上面
の全てを毎回光洗浄しなくてもよく、また紫外光Ｌｕの照射時間もそれぞれ異なっていて
もよい。例えば光計測部４００の上面など、基板ステージＰＳＴ上の特定領域に対して紫
外光Ｌｕを重点的に（長い時間）照射するようにしてもよい。また、第５の実施形態など
においても、光洗浄装置８０から射出される紫外光Ｌｕの光束の径を小さくし、その光束
及び光洗浄装置８０を搭載した基板ステージＰＳＴのうち少なくとも一方を相対的に移動
しながら、光学素子２やノズル部材７０の全域あるいは予め定められた一部の領域に紫外
光Ｌｕを照射するようにしてもよい。
【０１３８】
　なお、上述した第１～第４、第６の実施形態において、基板ステージＰＳＴより露光処
理を終えた基板Ｐをアンロードした後、未露光基板Ｐをロードする前に、基板ステージＰ
ＳＴを光洗浄装置８０を使って光洗浄処理する構成であるが、予め定められた所定時間間
隔毎、あるいは所定処理基板枚数毎に、光洗浄処理を行う構成であってもよい。その場合
、制御装置ＣＯＮＴは、基板ステージＰＳＴ上に基板Ｐが無い状態で、基板ステージＰＳ
Ｔを光洗浄装置８０の直下まで移動する。光洗浄装置８０は、制御装置ＣＯＮＴの制御の
下、基板ステージＰＳＴの移動とともに紫外光Ｌｕの照射を開始する。そして、制御装置
ＣＯＮＴは、光洗浄装置８０を使って基板ステージＰＳＴに対して所定時間だけ紫外光Ｌ
ｕを照射した後、再び露光動作に戻ればよい。また、上記時間間隔が長すぎたり、上記処
理基板枚数が多すぎると、基板ステージＰＳＴ上などに液体ＬＱの付着跡（ウォーターマ
ーク）が形成される確率が高くなるため、基板ステージＰＳＴ上などに液体ＬＱの付着跡
（ウォーターマーク）が形成されないように、光洗浄装置８０による紫外光Ｌｕを照射す
る時間間隔（処理基板枚数）を適宜決定すればよい。
【０１３９】
　なお、上述の第１～第６の実施形態において、光洗浄処理を行うための照射光Ｌｕを発
する光源としては、上述の記載と一部重複するが、Ａｒ２エキシマランプ（波長１２６ｎ
ｍ）、Ａｒ２エキシマレーザ（波長１２６ｎｍ）、Ｋｒ２エキシマランプ（波長１４６ｎ
ｍ）、Ｋｒ２エキシマレーザ（波長１４６ｎｍ）、Ｆ２ダイマランプ（波長１５７ｎｍ）
、Ｆ２ダイマレーザ（波長１５７ｎｍ）、Ｘｅ２エキシマランプ（波長１７２ｎｍ）、Ｘ
ｅ２エキシマレーザ（波長１７２ｎｍ）、ＡｒＦエキシマランプ（波長１９３ｎｍ）、Ａ
ｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）、ＫｒＣｌエキシマランプ（波長２２２ｎｍ）、
ＫｒＣｌエキシマレーザ（波長２２２ｎｍ）、ＫｒＦエキシマランプ（波長２４８ｎｍ）
、ＫｒＦエキシマレーザ（波長２４８ｎｍ）、ＸｅＣｌエキシマランプ（波長３０８ｎｍ
）、ＸｅＣｌエキシマレーザ（波長３０８ｎｍ）、低圧水銀ランプ（波長１８５ｎｍと２
５４ｎｍとの光を同時に発光）、重水素ランプ（真空紫外～可視まで広域な波長を有する
光）などを使用することができる。
【０１４０】
　それらの光源を用いて、照射光Ｌｕを連続照射してもよく、パルス光として断続的に照
射してもよい。また、照射光Ｌｕのパワーや照射時間は、汚染度や光洗浄の対象などに応
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じて適宜調整することができる。また、複数の光源を用いたり、波長可変レーザーを用い
て複数の波長の光を液体と接触する部材に照射することもできる。
【０１４１】
　＜第７の実施形態＞
　次に、第７の実施形態について図１０を参照しながら説明する。図１０に示す露光装置
ＥＸＳ（露光装置本体ＥＸ）は、図７を用いて説明した第６の実施形態同様、２つのステ
ージを備えたものである。図１０において、投影光学系ＰＬの像面側には、光学部材とし
て反射部材７００が設けられている。反射部材７００は例えばガラスによって形成されて
おり、その上面は光を反射可能な反射面となっている。本実施形態においては、反射部材
７００は、投影光学系ＰＬの像面側で移動可能な計測ステージＰＳＴ２上に配置されてい
る。制御装置ＣＯＮＴは、計測ステージＰＳＴ２を駆動して、投影光学系ＰＬの下に反射
部材７００を配置した状態で、投影光学系ＰＬを介して露光光ＥＬを反射部材７００上に
照射する。投影光学系ＰＬからの露光光ＥＬを照射された反射部材７００は、露光光ＥＬ
を反射することで、その露光光ＥＬと同一波長の光を発生する。反射部材７００から発生
した露光光ＥＬと同一波長の反射光は、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱに接触する光学素子２
の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａに照射される。本実施形態においても、露光光
ＥＬとして、光洗浄効果を有するＡｒＦエキシマレーザ光が使用されている。なお本実施
形態においては、ノズル部材７０の下面７０Ａに形成された回収口２２には多孔部材（又
はメッシュ部材）２２Ｐが配置されいる。この多孔部材２２Ｐは下面７０Ａの一部を構成
しており、反射部材７００から発生した反射光は、この多孔部材２２Ｐにも照射される。
このように、光洗浄装置の一部として機能する反射部材７００を投影光学系ＰＬの像面側
に配置し、光洗浄効果を有する露光光ＥＬを反射部材７００を介して光学素子２の下面２
Ａや、多孔部材２２Ｐを含むノズル部材７０の下面７０Ａに照射することで、これら光学
素子２やノズル部材７０（多孔部材２２Ｐ）を光洗浄することができる。それにより、光
学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａの親液性を維持する（高める）ことが
できる。
【０１４２】
　なお、投影光学系ＰＬの像面側に配置する光学部材７００としては、照射された光（露
光光ＥＬ）を反射する反射部材に限られず、照射された光を散乱する散乱面を有する散乱
部材であってもよい。光学部材７００として、散乱部材を用いることによって、散乱部材
に照射された露光光ＥＬは、散乱して光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０
Ａに達するため、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａの比較的広い領域
に、光洗浄作用を有する露光光ＥＬと同一波長の照射光を照射することができる。更には
、光学部材７００として、照射された光を回折する回折面を有する回折部材を用いてもよ
く、その場合においても、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａの比較的
広い領域に、光洗浄作用を有する露光光ＥＬと同一波長の照射光を照射することができる
。
【０１４３】
　なお、計測ステージＰＳＴ２上に配置された光学部材（反射部材、回折部材、散乱部材
）７００に露光光ＥＬを照射する場合、計測ステージＰＳＴ２をＸＹ方向に移動しながら
、この光学部材７００に露光光ＥＬを照射するようにしてもよい。あるいは、光学部材７
００を可動にして、光学部材７００からの照射光（露光光）の方向を変化させてもよい。
こうすることにより、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａの比較的広い
領域に照射光（露光光）を照射して良好に光洗浄することができる。
【０１４４】
　また、ノズル部材７０の下面７０Ａ（多孔部材２２Ｐを含む）に、光触媒作用を有する
材料７０１を被覆しておいてもよい。そのような材料としては酸化チタンが挙げられる。
ノズル部材７０の下面７０Ａに酸化チタン７０１を被覆した状態で、そのノズル部材７０
の下面７０Ａに、光洗浄作用を有する露光光ＥＬと同一波長の光を照射することで、有機
物などの汚染物は光触媒反応によって酸化分解されるので、より効果的に光洗浄すること
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ができる。また、光触媒反応により、ノズル部材７０の下面７０Ａの親液性が向上される
ため、ノズル部材７０Ａの下に液浸領域ＡＲ２を良好に形成できるという効果も期待でき
る。
【０１４５】
　また、図１０に示すように、光洗浄中においては、制御装置ＣＯＮＴは、液体供給機構
１０及び液体回収機構２０を使って、投影光学系ＰＬと光学部材７００との間に、基板Ｐ
を液浸露光するときに用いる液体と同じ液体ＬＱを満たした状態で、投影光学系ＰＬ及び
液体ＬＱを介して露光光ＥＬを光学部材７００に照射するようにしてもよい。光学部材７
００から発生した露光光ＥＬと同一波長の光は、液浸領域ＡＲ２の液体ＬＱを介して光学
素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａに照射される。液体供給機構１０及び液
体回収機構２０を使って液体ＬＱの供給及び回収を行いながら光洗浄することで、光洗浄
したことによって光学素子２やノズル部材７０から発生した異物を、液体ＬＱとともに回
収することができる。
【０１４６】
　ところで、基板Ｐを液浸露光するときに用いる液体ＬＱは、液浸領域ＡＲ２における気
泡発生の防止等を目的として、投影光学系ＰＬの像面側に供給される前に脱気処理されて
いる。すなわち、液体供給機構１０（液体供給部１１）は、液体ＬＱ中の溶存酸素（溶存
気体）を低減するための脱気装置を備えており、投影光学系ＰＬの像面側に供給する前の
液体ＬＱに対して脱気処理を行った後に、その脱気処理した液体ＬＱを投影光学系ＰＬの
像面側に供給している。一方で、光洗浄は、光洗浄効果を有する光を照射することによっ
て汚染物（有機物）を酸化分解することができるため、光洗浄するときにおいては、液体
ＬＱ中に所定濃度の酸素が存在（溶存）していることが望ましい。したがって、投影光学
系ＰＬと光学部材７００との間に液体ＬＱを満たした状態で、光学部材７００に露光光Ｅ
Ｌを照射して、光学素子２やノズル部材７０を光洗浄するときには、制御装置ＣＯＮＴは
、投影光学系ＰＬの像面側に供給する液体ＬＱの酸素濃度を、基板Ｐを露光するときの液
体ＬＱの酸素濃度よりも多くするようにしてもよい。すなわち、光洗浄するときには、制
御装置ＣＯＮＴは、例えば脱気処理を施さない液体ＬＱを投影光学系ＰＬの像面側に供給
する。あるいは、投影光学系ＰＬと光学部材７００との間に液体ＬＱを満たした状態で、
光学部材７００に露光光ＥＬを照射して、光学素子２やノズル部材７０を光洗浄するとき
には、制御装置ＣＯＮＴは、基板Ｐの露光に用いる液体（純水）とは別の、例えば過酸化
水素水を、投影光学系ＰＬの像面側に供給するようにしてもよい。
【０１４７】
　なお本実施形態において、光学部材（反射部材、回折部材、散乱部材）７００の設置位
置としては、計測ステージＰＳＴ２に限られず、例えば基板ステージＰＳＴ１の上面のう
ち、基板Ｐが配置される以外の領域に配置してもよい。更には、基板ステージＰＳＴ１及
び計測ステージＰＳＴ２とは別の、投影光学系ＰＬの像面側に配置されている部材で支持
するようにしてもよい。また、光学部材７００を、基板ステージＰＳＴや計測ステージＰ
ＳＴ２に脱着可能とすることもできる。あるいは、基板ステージＰＳＴの基板ホルダに、
反射面、回折面、及び散乱面のうち少なくともいずれか１つを有するダミー基板を配置し
、そのダミー基板に露光光ＥＬを照射するようにしてもよい。ダミー基板を用いる場合に
は、基板搬送系１５０を使ってダミー基板を基板ステージＰＳＴ（基板ホルダＰＨ）に容
易に搭載することができる。
【０１４８】
　なお、基板ステージＰＳＴに光学部材７００を配置したり、回折面などを有するダミー
基板を基板ステージＰＳＴに搭載する場合には、上述したようなツインステージ型の露光
装置にも適用できることはいうまでもない。
【０１４９】
　また、光学部材７００からの光洗浄作用を有する光で、液浸領域ＡＲ２の近くに配置さ
れた基板アライメント系３５０の一部やフォーカス・レベリング検出系６０の一部を光洗
浄処理するようにしてもよい。こうすることによって、基板アライメント系３５０の一部
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やフォーカス・レベリング検出系６０の一部に不純物や液滴が付着することによって生じ
る計測精度の劣化を防止することができる。
【０１５０】
　なお、第７の実施形態においては、ノズル部材７０の下面７０Ａを酸化チタン（二酸化
チタン）などの光触媒作用を有する親液性（親水性）の材料で被膜しているが、ノズル部
材７０そのもの、またはその一部（液体と接触する部分）を光触媒作用を有する材料で形
成するようにしてもよい。
【０１５１】
　また、光学素子２の下面２Ａを光触媒作用を有する酸化チタンなどの材料で被膜して、
光学部材７００からの光により光洗浄を行ってもよい。このようにすることで、光学素子
２の下面２Ａの汚染をより確実に防止することができる。
【０１５２】
　また、上述の第５の実施形態などで説明した光洗浄装置８０を用いる場合にも、ノズル
部材７０の下面７０Ａや光学素子２の下面２Ａを酸化チタンなどの材料で被膜してもよい
。
【０１５３】
　また、基板ステージＰＳＴ１の上面や計測ステージＰＳＴ２の上面（光計測部の上面を
含む）の少なくとも一部を、必要に応じて酸化チタンなどの光触媒作用を有する材料で形
成するようにしてもよい。この場合も、第１～第４の実施形態及び第６の実施形態のよう
に、光洗浄装置８０を用いることによって、基板ステージＰＳＴや計測ステージＰＳＴ２
の上面の汚染を防止することができる。
【０１５４】
　また、ノズル部材７０やステージ（ＰＳＴ１、ＰＳＴ２）など、液体ＬＱに接触する部
材をチタンや二酸化亜鉛を含む材料で形成してもよい。チタンや二酸化亜鉛は、光触媒作
用を有する不動態膜が表面に形成されるため、酸化チタンコーティングと同様に、光洗浄
処理を行うことによって、その表面の汚染物（有機物）を除去することができる。
【０１５５】
　＜第８の実施形態＞
　次に、第８の実施形態について図１１を参照しながら説明する。図１１に示す露光装置
ＥＸＳ（露光装置本体ＥＸ）は、ノズル部材７０を振動させる振動機構８００を備えてい
る。本実施形態においては、振動機構８００は、超音波振動子によって構成されており、
ノズル部材７０の所定位置に取り付けられている。図１１に示す例では、超音波振動子８
００は、ノズル部材７０の側面に取り付けられている。超音波振動子としては、ピエゾ素
子や電磁式の振動子が挙げられる。超音波振動子８００は、多孔部材２２Ｐを含むノズル
部材７０の７０Ａや、側面に付着した汚染物を除去するためのものであって、ノズル部材
７０を振動させることで、付着している汚染物を振るい落とし、このノズル部材７０を洗
浄する。更に、超音波振動子８００を使ってノズル部材７０を振動させることにより、供
給口１２近傍や、その供給口１２に接続するノズル部材７０内部に形成された供給流路に
付着した汚染物を除去することもできるし、回収口２２近傍や、回収口２２に配置された
多孔部材２２Ｐ、その回収口２２に接続するノズル部材７０内部に形成された回収流路に
付着した汚染物を除去することもできる。なお、超音波振動子８００を使った洗浄作業は
、基板Ｐの交換時やロット間で行うことができる。
【０１５６】
　また、超音波振動子８００を使ってノズル部材７０を振動させている状態においては、
制御装置ＣＯＮＴは、液体供給機構１０及び液体回収機構２０を使って、投影光学系ＰＬ
と基板ステージＰＳＴの上面３１との間の光路空間に、基板Ｐを液浸露光するときに用い
る液体と同じ液体ＬＱを満たすようにしてもよい。こうすることにより、ノズル部材７０
より除去（分離）された汚染物を、液体ＬＱとともに回収することができる。なお、超音
波振動子８００を使ってノズル部材７０を振動させているときに、投影光学系ＰＬと基板
ステージＰＳＴの上面３１との間の光路空間に満たす液体としては、基板Ｐを液浸露光す
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るときに用いる液体（純水）とは別の、例えばアルコールや過酸化水素水を用いるように
してもよい。また、超音波振動子８００を使った洗浄作業と、第５の実施形態の光洗浄装
置８０や第７の実施形態の光学部材７００を使った洗浄作業とを併用してもよい。
【０１５７】
　なお、上述した第１～第３、第５～第８の実施形態において、第４の実施形態で説明し
たような気体供給系８７及び気体回収系８８を設け、光学素子２及びノズル部材７０のう
ち、紫外光Ｌｕの照射領域近傍の空間（雰囲気）を、光洗浄に適した環境に設定するよう
にしてもよい。
【０１５８】
　また、上述した第１～第４、第６～第８の実施形態において、第５の実施形態のような
検出装置９０を設け、その検出装置９０で基板ステージＰＳＴの上面３１、光計測部３０
０、４００、５００、６００、基板ホルダＰＨなどの汚染を検出するようにしてもよい。
制御装置ＣＯＮＴは、その検出装置９０の検出結果に基づいて、基板ステージＰＳＴが汚
染しているか否かを判断し、光洗浄装置８０の動作を制御することができる。また、この
場合、検出装置９０として、基板アライメント系３５０やマスクアライメント系３６０を
用いることもできる。
【０１５９】
　また、上述の第１～第８の実施形態における投影光学系ＰＬは、光学素子２の下面２Ａ
側の光路空間を液体ＬＱで満たす構成になっているが、国際公開第２００４／０１９１２
８号パンフレットに開示されているように、光学素子２のマスクＭ側の光路空間も液体で
満たす投影光学系を採用することもできる。この場合、照明光学系ＩＬからの露光光ＥＬ
や、第５の実施形態や第７の実施形態で説明した光洗浄装置８０を用いて、投影光学系Ｐ
Ｌの終端の光学部材（光学素子２）の上面側、及び終端の光学部材のマスクＭ側の光学部
材の下面を光洗浄処理するようにしてもよい。
【０１６０】
　なお、上述した第１～第８の実施形態においては、洗浄作業を基板交換時などに行うよ
うに説明したが、予め定められた所定期間間隔毎に露光装置のメンテナンスを行う場合に
おいては、そのメンテナンスの項目の一つとして、上記光洗浄効果を有する照射光を照射
して光洗浄する処理を加えてもよい。
【０１６１】
　＜第９の実施形態＞
　次に、第９の実施形態について図１２を参照しながら説明する。本実施形態においては
、露光装置ＥＸＳの光洗浄処理は、露光装置ＥＸＳとは別に設けられたメンテナンス機器
９００によって行われる。図１２において、メンテナンス機器９００は、露光装置ＥＸＳ
内で液体ＬＱに接触する部材に対して、光洗浄効果を有する所定の照射光Ｌｕを発生する
発光部９０１を備えている。発光部９０１は光源を有しており、その光源としては、上述
の実施形態と同様の光源（Ｘｅ２エキシマレーザ、ＫｒＣｌエキシマレーザ、ＸｅＣｌエ
キシマレーザなど）を用いることができる。また、本実施形態のメンテナンス機器９００
は、発光部９０１を移動可能に支持する支持機構９０２を備えている。支持機構９０２は
、露光装置ＥＸ内部と外部との間で発光部９０１を移動可能であって、発光部９０１を支
持する支持台９０３と、支持台９０３を移動可能に支持するステージ９０４と、ステージ
９０４と台車９０５とを連結する連結部材９０６とを備えている。ステージ９０４はアク
チュエータ等の駆動機構を有しており、発光部９０１を支持した支持台９０３は、ステー
ジ９０４上でＸ軸方向及びＹ軸方向に移動可能である。なお、ステージ９０４は、支持台
９０３をＺ軸方向に移動可能であってもよい。
【０１６２】
　露光装置ＥＸＳのメインコラム４の一部には、空調空間１２５に対して発光部９０１を
出し入れ可能な開口部１２０Ｃが形成されている。メンテナンス機器９００は、開口部１
２０Ｃを介して、露光装置ＥＸＳのうち空調空間１２５の内部に対して発光部９０１を移
動可能である。
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【０１６３】
　本実施形態においては、露光装置ＥＸＳのメンテナンス時に、メンテナンス機器９００
を使った光洗浄処理が行われる。メンテナンス機器９００を使って光洗浄処理を行う場合
には、例えば作業者が、メンテナンス機器９００を露光装置ＥＸＳの開口部１２０Ｃ近傍
に搬送する。メンテナンス機器９００は台車９０５を有しているので、作業者はメンテナ
ンス機器９００を容易に搬送可能である。そして、連結部材９０６の先端部に支持されて
いるステージ９０４及びそのステージ９０４上の支持台９０３が、発光部９０１とともに
開口部１２０Ｃを介して空調空間１２５の内部に移動される。そして、発光部９０１は投
影光学系ＰＬ及びノズル部材７０の下方の位置に配置される。このとき、基板ステージＰ
ＳＴは、投影光学系ＰＬの下方の位置以外の所定の退避位置に退避している。そして、メ
ンテナンス機器９００は、ステージ９０４を駆動して、支持台９０３に支持されている発
光部９０１を投影光学系ＰＬの光学素子２の下面２Ａに対して位置決めする。発光部９０
１の発光面は上方を向いており、光学素子２の下面２Ａと対向する。この状態で、メンテ
ナンス機器９００は、発光部９０１より照射光Ｌｕを射出する。光学素子２の下面２Ａは
照射光Ｌｕを照射されることにより光洗浄される。また、メンテナンス機器９００は、ス
テージ９０４を駆動することにより、発光部９０１をノズル部材７０の下面７０Ａに対し
て位置決めすることができ、その状態で発光部９０１より照射光Ｌｕを射出することによ
り、ノズル部材７０の下面７０Ａを良好に光洗浄することができる。このように本実施形
態のメンテナンス方法及びメンテナンス機器においても、露光装置内で、洗浄すべき部材
を露光装置から取り外すことなく、露光装置内でかかる部材だけを光洗浄することが可能
であるので、部材を露光装置から取り外す場合に比べて短時間でメンテナンスを完了する
ことができる。上述のように、液浸領域ＡＲ２を良好に形成するためには、投影光学系Ｐ
Ｌの光学素子２の下面２Ａ、及びノズル部材７０の下面７０Ａは親液性（親水性）である
ことが好ましく、照射光（紫外光）Ｌｕを照射することで、光学素子２の下面２Ａ、及び
ノズル部材７０の下面７０Ａに親液性を付与することもできる。
【０１６４】
　またメンテナンス機器９００は、ステージ９０４を駆動して、発光部９０１を移動する
ことにより、基板アライメント系３５０やフォーカス・レベリング検出系６０等の他の部
材も良好に光洗浄することができる。
【０１６５】
　またメンテナンス機器９００は、発光部９０１の発光面を下方に向けて、基板ステージ
ＰＳＴの上面３１や、基板ステージＰＳＴ上の各光計測部３００、４００、５００、６０
０を光洗浄することができる。あるいは、メンテナンス機器９００は、発光部９０１の発
光面を上方に向けた状態で照射光Ｌｕを射出し、反射部材を使って発光部９０１から射出
した照射光Ｌｕを基板ステージＰＳＴに導くこともできる。すなわち、メンテナンス機器
９００が反射部材を有する構成とすることで、発光部９０１から射出された照射光Ｌｕを
所定方向に導くことができる。
【０１６６】
　なお、本実施形態においても、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａと
発光部９０１の発光面との間を液体ＬＱで満たしながら光洗浄処理を行うようにしてもよ
い。
【０１６７】
　＜第１０の実施形態＞
　次に、第１０の実施形態について図１３を参照しながら説明する。図１３に示すメンテ
ナンス機器９００Ａは、発光部９０１と、発光部９０１を支持する支持面９０８Ａを有す
る支持部材９０８とを備えている。支持部材９０８は、ノズル部材７０と接続可能な接続
部９０９を備えている。ノズル部材７０の側面には、支持部材９０８の接続部９０９と接
続する被接続部７０Ｓが設けられており、接続部９０９と被接続部７０Ｓとが接続するこ
とで、支持部材９０８とノズル部材７０とが接続する。そして、ノズル部材７０と支持部
材９０８とを接続部９０９を介して接続することにより、支持部材９０８の支持面９０８
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Ａ上の発光部９０１と、投影光学系ＰＬの光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下
面７０Ａとが対向するようになっている。また、本実施形態においては、発光部９０１は
、支持面９０８Ａ上でＸ軸方向及びＹ軸方向のそれぞれに移動可能に設けられている。
【０１６８】
　メンテナンス機器９００Ａを使って光洗浄処理を行う場合には、例えば作業者によって
、発光部９０１を支持した支持部材９０８とノズル部材７０とが接続される。このとき、
基板ステージＰＳＴは投影光学系ＰＬの下方の位置以外の所定の退避位置に退避している
。そして、光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａと発光部９０１の発光
面とを対向させた状態で、発光部９０１から照射光Ｌｕを射出することにより、光学素子
２の下面２Ａ及びノズル部材７０Ａの下面７０Ａは照射光Ｌｕに照射されて光洗浄される
。また、発光部９０１は支持面９０８Ａで移動可能であるため、発光部９０１を光学素子
２の下面２Ａ及びノズル部材７０Ａの下面７０Ａのそれぞれに対して所望の位置に位置決
めした状態で照射光Ｌｕを照射することができる。
【０１６９】
　なお、本実施形態においても、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａと
発光部９０１の発光面との間を液体ＬＱで満たしながら光洗浄処理を行うようにしてもよ
い。
【０１７０】
　また、上述の第９及び第１０の実施形態においては、１つの基板ステージＰＳＴを備え
た露光装置のメンテナンスについて述べているが、上述のような計測ステージと基板ステ
ージとを備えた露光装置や、複数の基板ステージを備えた露光装置にも、第９及び第１０
の実施形態のメンテナンス機器を適用することができる。
【０１７１】
　＜第１１の実施形態＞
　次に、第１１の実施形態について図１４を参照しながら説明する。図１４に示す露光装
置ＥＸＳは、図９や図１０の実施形態同様、投影光学系ＰＬの像面側で移動可能な基板ス
テージＰＳＴ１及び計測ステージＰＳＴ２を備えている。また、図１４に示すメンテナン
ス機器９００Ｂは、発光部９０１と、発光部９０１を支持する支持部材９１２とを備えて
いる。支持部材９１２は、計測ステージＰＳＴ２と接続可能な接続部９１３を備えている
。計測ステージＰＳＴ２には、支持部材９１２の接続部９１３と接続する被接続部９１４
が設けられており、接続部９１３と被接続部９１４とが接続することで、支持部材９１２
と計測ステージＰＳＴ２とが接続する。
【０１７２】
　メンテナンス機器９００Ｂを使って光洗浄処理を行う場合には、例えば作業者によって
、図１４（Ａ）に示すように、発光部９０１を支持した支持部材９１２と計測ステージＰ
ＳＴ２とが接続部９１３を介して接続される。そして、図１４（Ｂ）に示すように、計測
ステージＰＳＴ２を移動して、発光部９０１を投影光学系ＰＬの下方の位置に配置し、光
学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０の下面７０Ａと発光部９０１の発光面とを対向さ
せる。その状態で、発光部９０１から照射光Ｌｕを射出することにより、光学素子２の下
面２Ａ及びノズル部材７０Ａの下面７０Ａは照射光Ｌｕに照射されて光洗浄される。また
、発光部９０１は計測ステージＰＳＴ２の移動に伴って移動可能であるため、発光部９０
１を光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７０Ａの下面７０Ａのそれぞれに対して所望の
位置に位置決めした状態で、照射光Ｌｕを照射することができる。
【０１７３】
　なお、メンテナンス機器９００Ｂは、計測ステージＰＳＴ２に限らず、基板ステージＰ
ＳＴ１に接続されてもよい。メンテナンス機器９００Ｂの支持部材９１２に基板ステージ
ＰＳＴ１と接続可能な接続部を設けることで、メンテナンス機器９００Ｂと基板ステージ
ＰＳＴ１とを接続することができる。
【０１７４】
　また、本実施形態においても、光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａと
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発光部９０１の発光面との間を液体ＬＱで満たしながら光洗浄処理を行うようにしてもよ
い。
【０１７５】
　＜第１２の実施形態＞
　次に、第１２の実施形態について図１５を参照しながら説明する。図１５に示すメンテ
ナンス機器９００Ｃは、発光部９０１と、発光部９０１を支持する支持部材９１５とを備
えている。支持部材９１５は、基板ステージＰＳＴ１及び計測ステージＰＳＴ２を移動可
能に支持するステージベース（ベース部材）５７と接続可能な接続部９１６を備えている
。ステージベース５７には、支持部材９１５の接続部９１６と接続する被接続部９１７が
設けられており、接続部９１６と被接続部９１７とが接続することで、支持部材９１５と
ステージベース５７とが接続する。本実施形態においては、ステージベース５７の上面と
、そのステージベース５７に接続されたメンテナンス機器９００Ｃ（発光部９０１）の表
面とはほぼ面一となっている。これにより、基板ステージＰＳＴ１及び計測ステージＰＳ
Ｔ２がメンテナンス機器９００Ｃ（発光部９０１）の表面上を移動可能であり、メンテナ
ンス機器９００Ｃをステージベース５７に設けることによるステージベース５７上の基板
ステージＰＳＴ１及び計測ステージＰＳＴ２の移動範囲を拘束することはない。そして、
ステージベース５７に接続部９１６を介して接続された支持部材９１５上の発光部９０１
から照射光Ｌｕを射出することにより、投影光学系ＰＬの光学素子２の下面２Ａやノズル
部材７０の下面７０Ａを光洗浄することができる。
【０１７６】
　なお、本実施形態においては、メンテナンス機器９００Ｃは、ベース部材５７に常駐さ
せることもできる。また、メンテナンス機器９００Ｃ（発光部９０１）をベース部材５７
に対して上下動可能に配置しておき、メンテナンス機器９００（発光部９０１）を光学素
子２やノズル部材７０に近接させて光洗浄処理を行うこともできる。
【０１７７】
　なお、上述の第１１及び第１２の実施形態においては、基板ステージＰＳＴ１と計測ス
テージＰＳＴ２とを備えた露光装置のメンテナンス機器について述べているが、一つ又は
複数の基板ステージのみを備えた露光装置に、第１１及び第１２の実施形態のメンテナン
ス機器を用いることもできる。
【０１７８】
　＜第１３の実施形態＞
　次に、第１３の実施形態について図１６を参照しながら説明する。図１６には基板ステ
ージＰＳＴの一例が示されている。図１６において、基板ステージＰＳＴは、Ｘガイド部
材９２０によりＸ軸方向への移動を案内され、Ｘリニアモータ９２１によりＸ軸方向に移
動する。Ｘリニアモータ９２１は、基板ステージＰＳＴに設けられた可動子９２１ＭとＸ
ガイド部材９２０に設けられた固定子９２１Ｃとによって構成されている。基板ステージ
ＰＳＴは、Ｘガイド部材９２０を囲むように設けられた枠部材９３０を有しており、その
下面９３４に、ステージベース５７の上面に対して基板ステージＰＳＴを非接触支持する
ためのエアベアリング９３５が設けられている。エアベアリング９３５によって、枠部材
９３０を含む基板ステージＰＳＴがステージベース５７に対して非接触支持され、枠部材
９３０とＸガイド部材９２０とのＺ軸方向に関するギャップが維持されている。また、枠
部材９３０の内側面にはエアベアリング９３５が設けられており、このエアベアリング９
３５によって、枠部材９３０の内側面とＸガイド部材９２０とのＹ軸方向に関するギャッ
プが維持されている。
【０１７９】
　Ｘガイド部材９２０は、ステージベース５７のＸ軸方向両側のそれぞれに設けられた側
面視略Ｌ字状の支持部材９２３の上端部のガイド部９２３ＢによりＹ軸方向への移動を案
内される。ガイド部９２３Ｂ（支持部材９２３）は、Ｘガイド部材９２０の両端部のそれ
ぞれに対応する位置に設けられており、Ｘガイド部材９２０の両端部のそれぞれには、ガ
イド部９２３Ｂに対応する被ガイド部９２４が設けられている。ガイド部９２３Ｂと被ガ
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イド部９２４との間にはエアベアリングが介在しており、被ガイド部９２４はガイド部９
２３Ｂに対して非接触支持されている。Ｘガイド部材９２０は、Ｙリニアモータ９２２に
よりＹ軸方向に移動可能に設けられている。基板ステージＰＳＴは、Ｙリニアモータ９２
２の駆動により、Ｘガイド部材９２０と一緒にＹ軸方向へ移動可能である。Ｙリニアモー
タ９２２は、Ｘガイド部材９２０の長手方向両端部のそれぞれに設けられた可動子９２２
Ｍと、この可動子９２２Ｍに対応するように、支持部材９２３の平面部９２３Ａ上にエア
ベアリングを介して非接触支持されている固定子９２２Ｃとを備えている。Ｙリニアモー
タ９２２の可動子９２２Ｍが固定子９２２Ｃに対して駆動することで、Ｘガイド部材９２
０が基板ステージＰＳＴと一緒にＹ軸方向に移動する。また、Ｙリニアモータ９２２、９
２２のそれぞれの駆動を調整することでＸガイド部材９２０はθＺ方向にも回転移動可能
となっている。したがって、このＹリニアモータ９２２、９２２により基板ステージＰＳ
ＴがＸガイド部材９２０とほぼ一体的にＹ軸方向及びθＺ方向に移動可能となっている。
【０１８０】
　図１６の実施形態において、メンテナンス機器９００Ｄを構成する発光部９０１は、ガ
イド部９２３Ｂに接続された支持部材９１９上に支持されている。支持部材９１９は、ス
テージベース５７のＸ軸方向両側に設けられたガイド部９２３Ｂのそれぞれに接続可能な
接続部９１８を有している。メンテナンス時においては、基板ステージＰＳＴは、投影光
学系ＰＬの下方の位置以外の所定の退避位置に退避する。そして、メンテナンス機器９０
０Ｄの支持部材９１９がガイド部９２３Ｂに支持される。このとき、発光部９０１が投影
光学系ＰＬの下方の位置に配置されるように、支持部材９１９がガイド部９２３Ｂに支持
される。この状態で、発光部９０１が照射光Ｌｕを射出することにより、投影光学系ＰＬ
の光学素子２の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａを光洗浄することができる。
【０１８１】
　なお、メンテナンス機器９００Ｄの発光部９０１をＸガイド部材９２０上に設置し、Ｘ
ガイド部材９２０上に設置された発光部９０１と光学素子２の下面２Ａ及びノズル部材７
０の下面７０Ａとを対向させ、その発光部９０１から照射光Ｌｕを射出して、光学素子２
の下面２Ａやノズル部材７０の下面７０Ａに照射するようにしてもよい。
【０１８２】
　また本実施形態においては、１つの基板ステージＰＳＴを備えた露光装置のメンテナン
スについて述べているが、上述のような計測ステージと基板ステージとを備えた露光装置
や、複数の基板ステージを備えた露光装置にも本実施形態のメンテナンス機器を適用する
ことができる。
【０１８３】
　なお、上述の第１０～第１３の実施形態おいては、メンテナンス機器を、ノズル部材、
ステージ、ベース部材に接続しているが、露光装置ＥＸＳに対してメンテナンス機器を接
続する接続位置（取り付け位置）としては、例えばメインコラム４（図１など参照）であ
ってもよい。
【０１８４】
　なお、上述の第１０～第１３の実施形態のメンテナンス機器においても、発光部９０１
から射出した照射光Ｌｕを反射部材で反射し、その反射光を光学素子２やノズル部材７０
、あるいはステージに照射するようにしてもよい。
【０１８５】
　また、第９～第１３の実施形態においても、第７の実施形態で述べたように、光洗浄を
行う部材の表面に光触媒作用を有する膜が形成されていることが望ましい。
【０１８６】
　なお上述のメンテナンス機器においては、発光部９０１に光源が内蔵されたものとして
説明したが、光源を発光部９０１とは離れた位置（例えば露光装置ＥＸＳの外部）に設け
、その光源から射出された照射光Ｌｕを光ファイバ等で発光部９０１まで伝送するように
してもよい。
【０１８７】
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　なお、上述の各実施形態においては、ステージの基準部材、光計測部、光学素子２の下
面２Ａ，ノズル部材７０の下面７０Ａなどを光洗浄しているが、これらのすべてを光洗浄
する必要はなく、必要に応じて、これらの少なくとも一部に光洗浄を行うようにすればよ
い。
【０１８８】
　また、上述の実施形態においては、露光装置ＥＸＳに搭載された部材を光洗浄する場合
について説明したが、液体ＬＱに接触する部材を、露光装置ＥＸＳに組み込む前や、露光
装置ＥＸＳから取り外したときに光洗浄することも効果的である。
【０１８９】
　上述したように、本実施形態における液体ＬＱは純水により構成されている。純水は、
半導体製造工場等で容易に大量に入手できるとともに、基板Ｐ上のフォトレジストや光学
素子（レンズ）等に対する悪影響がない利点がある。また、純水は環境に対する悪影響が
ないとともに、不純物の含有量が極めて低いため、基板Ｐの表面、及び投影光学系ＰＬの
先端面に設けられている光学素子の表面を洗浄する作用も期待できる。なお工場等から供
給される純水の純度が低い場合には、露光装置が超純水製造器を持つようにしてもよい。
【０１９０】
　そして、波長が１９３ｎｍ程度の露光光ＥＬに対する純水（水）の屈折率ｎはほぼ１．
４４程度と言われており、露光光ＥＬの光源としてＡｒＦエキシマレーザ光（波長１９３
ｎｍ）を用いた場合、基板Ｐ上では１／ｎ、すなわち約１３４ｎｍ程度に短波長化されて
高い解像度が得られる。更に、焦点深度は空気中に比べて約ｎ倍、すなわち約１．４４倍
程度に拡大されるため、空気中で使用する場合と同程度の焦点深度が確保できればよい場
合には、投影光学系ＰＬの開口数をより増加させることができ、この点でも解像度が向上
する。
【０１９１】
　なお、上述したように液浸法を用いた場合には、投影光学系の開口数ＮＡが０．９～１
．３になることもある。このように投影光学系の開口数ＮＡが大きくなる場合には、従来
から露光光として用いられているランダム偏光光では偏光効果によって結像性能が悪化す
ることもあるので、偏光照明を用いるのが望ましい。その場合、マスク（レチクル）のラ
イン・アンド・スペースパターンのラインパターンの長手方向に合わせた直線偏光照明を
行い、マスク（レチクル）のパターンからは、Ｓ偏光成分（ＴＥ偏光成分）、すなわちラ
インパターンの長手方向に沿った偏光方向成分の回折光が多く射出されるようにするとよ
い。投影光学系ＰＬと基板Ｐ表面に塗布されたレジストとの間が液体で満たされている場
合、投影光学系ＰＬと基板Ｐ表面に塗布されたレジストとの間が空気（気体）で満たされ
ている場合に比べて、コントラストの向上に寄与するＳ偏光成分（ＴＥ偏光成分）の回折
光のレジスト表面での透過率が高くなるため、投影光学系の開口数ＮＡが１．０を越える
ような場合でも高い結像性能を得ることができる。また、位相シフトマスクや特開平６－
１８８１６９号公報に開示されているようなラインパターンの長手方向に合わせた斜入射
照明法（特にダイポール照明法）等を適宜組み合わせると更に効果的である。
【０１９２】
　また、例えばＡｒＦエキシマレーザを露光光とし、１／４程度の縮小倍率の投影光学系
ＰＬを使って、微細なライン・アンド・スペースパターン（例えば２５～５０ｎｍ程度の
ライン・アンド・スペース）を基板Ｐ上に露光するような場合、マスクＭの構造（例えば
パターンの微細度やクロムの厚み）によっては、Wave guide効果によりマスクＭが偏光板
として作用し、コントラストを低下させるＰ偏光成分（ＴＭ偏光成分）の回折光よりＳ偏
光成分（ＴＥ偏光成分）の回折光が多くマスクＭから射出されるようになるので、上述の
直線偏光照明を用いることが望ましいが、ランダム偏光光でマスクＭを照明しても、投影
光学系ＰＬの開口数ＮＡが０．９～１．３のように大きい場合でも高い解像性能を得るこ
とができる。また、マスクＭ上の極微細なライン・アンド・スペースパターンを基板Ｐ上
に露光するような場合、Wire Grid効果によりＰ偏光成分（ＴＭ偏光成分）がＳ偏光成分
（ＴＥ偏光成分）よりも大きくなる可能性もあるが、例えばＡｒＦエキシマレーザを露光
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光とし、１／４程度の縮小倍率の投影光学系ＰＬを使って、２５ｎｍより大きいライン・
アンド・スペースパターンを基板Ｐ上に露光するような場合には、Ｓ偏光成分（ＴＥ偏光
成分）の回折光がＰ偏光成分（ＴＭ偏光成分）の回折光よりも多くマスクＭから射出され
るので、投影光学系ＰＬの開口数ＮＡが０．９～１．３のように大きい場合でも高い解像
性能を得ることができる。
【０１９３】
　更に、マスク（レチクル）のラインパターンの長手方向に合わせた直線偏光照明（Ｓ偏
光照明）だけでなく、特開平６－５３１２０号公報に開示されているように、光軸を中心
とした円の接線（周）方向に直線偏光する偏光照明法と斜入射照明法との組み合わせも効
果的である。特に、マスク（レチクル）のパターンが所定の一方向に延びるラインパター
ンだけでなく、複数の異なる方向に延びるラインパターンが混在する場合には、同じく特
開平６－５３１２０号公報に開示されているように、光軸を中心とした円の接線方向に直
線偏光する偏光照明法と輪帯照明法とを併用することによって、投影光学系の開口数ＮＡ
が大きい場合でも高い結像性能を得ることができる。
【０１９４】
　本実施形態では、投影光学系ＰＬの先端に光学素子２が取り付けられており、このレン
ズにより投影光学系ＰＬの光学特性、例えば収差（球面収差、コマ収差等）の調整を行う
ことができる。なお、投影光学系ＰＬの先端に取り付ける光学素子としては、投影光学系
ＰＬの光学特性の調整に用いる光学プレートであってもよい。あるいは露光光ＥＬを透過
可能な平行平面板であってもよい。この場合、平行平面板のマスクＭ側及び基板Ｐ側の両
方に液体ＬＱを配置するようにしてもよい。特に、投影光学系ＰＬの開口数ＮＡが１以上
となる場合には、平行平面板のマスクＭ側にも液体が必要となる。
【０１９５】
　なお、液体ＬＱの流れによって生じる投影光学系ＰＬの先端の光学素子と基板Ｐとの間
の圧力が大きい場合には、その光学素子を交換可能とするのではなく、その圧力によって
光学素子が動かないように堅固に固定してもよい。
【０１９６】
　なお、本実施形態では、投影光学系ＰＬと基板Ｐ表面との間は液体ＬＱで満たされてい
る構成であるが、例えば基板Ｐの表面に平行平面板からなるカバーガラスを取り付けた状
態で液体ＬＱを満たす構成であってもよい。
【０１９７】
　また、上述の液浸法を適用した露光装置は、投影光学系ＰＬの光学素子２の射出側の光
路空間を液体（純水）で満たして基板Ｐを露光する構成になっているが、国際公開第２０
０４／０１９１２８号に開示されているように、投影光学系ＰＬの光学素子２の入射側の
光路空間も液体（純水）で満たすようにしてもよい。この場合、光学素子２の入射側の光
路空間の液体に接触する部材を、上述したように光洗浄処理するようにしてもよい。また
、光洗浄処理要の照射光Ｌｕを使って光学素子２の入射側の液体の殺菌に用いてもよい。
【０１９８】
　なお、本実施形態の液体ＬＱは水であるが、水以外の液体であってもよい、例えば、露
光光ＥＬの光源がＦ２レーザである場合、このＦ２レーザ光は水を透過しないので、液体
ＬＱとしてはＦ２レーザ光を透過可能な例えば、過フッ化ポリエーテル（ＰＦＰＥ）やフ
ッ素系オイル等のフッ素系流体であってもよい。この場合、液体ＬＱと接触する部分には
、例えばフッ素を含む極性の小さい分子構造の物質で薄膜を形成することで親液化処理す
る。また、液体ＬＱとしては、その他にも、露光光ＥＬに対する透過性があってできるだ
け屈折率が高く、投影光学系ＰＬや基板Ｐ表面に塗布されているフォトレジストに対して
安定なもの（例えばセダー油）を用いることも可能である。この場合も表面処理は用いる
液体ＬＱの極性に応じて行われる。
【０１９９】
　なお、上記各実施形態の基板Ｐとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウエハのみな
らず、ディスプレイデバイス用のガラス基板や、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエハ、
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あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版（合成石英、シリコンウエハ
）等が適用される。
【０２００】
　露光装置ＥＸとしては、マスクＭと基板Ｐとを同期移動してマスクＭのパターンを走査
露光するステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置（スキャニングステッパ）の
他に、マスクＭと基板Ｐとを静止した状態でマスクＭのパターンを一括露光し、基板Ｐを
順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置（ステッパ）に
も適用することができる。
【０２０１】
　上述の実施形態においては、光透過性の基板上に所定の遮光パターン（又は位相パター
ン・減光パターン）を形成した光透過型マスク（レチクル）を用いたが、このレチクルに
代えて、例えば米国特許第６，７７８，２５７号公報に開示されているように、露光すべ
きパターンの電子データに基づいて、透過パターン又は反射パターン、あるいは発光パタ
ーンを形成する電子マスクを用いても良い。
【０２０２】
　また、国際公開第２００１／０３５１６８号パンフレットに開示されているように、干
渉縞をウエハＷ上に形成することによって、ウエハＷ上にライン・アンド・スペースパタ
ーンを形成する露光装置（リソグラフィシステム）にも本発明を適用することができる。
【０２０３】
　また、露光装置ＥＸとしては、第１パターンと基板Ｐとをほぼ静止した状態で第１パタ
ーンの縮小像を投影光学系（例えば１／８縮小倍率で反射素子を含まない屈折型投影光学
系）を用いて基板Ｐ上に一括露光する方式の露光装置にも適用できる。この場合、更にそ
の後に、第２パターンと基板Ｐとをほぼ静止した状態で第２パターンの縮小像をその投影
光学系を用いて、第１パターンと部分的に重ねて基板Ｐ上に一括露光するスティッチ方式
の一括露光装置にも適用できる。また、スティッチ方式の露光装置としては、基板Ｐ上で
少なくとも２つのパターンを部分的に重ねて転写し、基板Ｐを順次移動させるステップ・
アンド・スティッチ方式の露光装置にも適用できる。
【０２０４】
　また、上述の実施形態においては、投影光学系ＰＬ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、特開平６－１２４８７３号公報や特開平１０
－３０３１１４号公報などに開示されているような、露光対象の基板の表面全体が液体で
覆われている液浸露光装置にも適用可能である。
【０２０５】
　露光装置ＥＸの種類としては、基板Ｐに半導体素子パターンを露光する半導体素子製造
用の露光装置に限られず、液晶表示素子製造用又はディスプレイ製造用の露光装置や、薄
膜磁気ヘッド、撮像素子（ＣＣＤ）あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露
光装置などにも広く適用できる。
【０２０６】
　基板ステージＰＳＴやマスクステージＭＳＴにリニアモータ（USP5,623,853またはUSP5
,528,118参照）を用いる場合は、エアベアリングを用いたエア浮上型およびローレンツ力
またはリアクタンス力を用いた磁気浮上型のどちらを用いてもよい。また、各ステージＰ
ＳＴ、ＭＳＴは、ガイドに沿って移動するタイプでもよく、ガイドを設けないガイドレス
タイプであってもよい。
【０２０７】
　各ステージＰＳＴ、ＭＳＴの駆動機構としては、二次元に磁石を配置した磁石ユニット
と、二次元にコイルを配置した電機子ユニットとを対向させ電磁力により各ステージＰＳ
Ｔ、ＭＳＴを駆動する平面モータを用いてもよい。この場合、磁石ユニットと電機子ユニ
ットとのいずれか一方をステージＰＳＴ、ＭＳＴに接続し、磁石ユニットと電機子ユニッ
トとの他方をステージＰＳＴ、ＭＳＴの移動面側に設ければよい。
【０２０８】
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　基板ステージＰＳＴの移動により発生する反力は、投影光学系ＰＬに伝わらないように
、特開平８－１６６４７５号公報（USP5,528,118）に記載されているように、フレーム部
材を用いて機械的に床（大地）に逃がしてもよい。
【０２０９】
　マスクステージＭＳＴの移動により発生する反力は、投影光学系ＰＬに伝わらないよう
に、特開平８－３３０２２４号公報（US S/N 08/416,558）に記載されているように、フ
レーム部材を用いて機械的に床（大地）に逃がしてもよい。
【０２１０】
　以上のように、本願実施形態の露光装置ＥＸは、本願特許請求の範囲に挙げられた各構
成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよ
うに、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての
前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系について
は機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための
調整が行われる。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシステム
相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種
サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程
があることはいうまでもない。各種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了した
ら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の
製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。
【０２１１】
　半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図１７に示すように、マイクロデバイスの機
能・性能設計を行うステップ２０１、この設計ステップに基づいたマスク（レチクル）を
製作するステップ２０２、デバイスの基材である基板を製造するステップ２０３、前述し
た実施形態の露光装置ＥＸによりマスクのパターンを基板に露光する露光処理ステップ２
０４、デバイス組み立てステップ（ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程
を含む）２０５、検査ステップ２０６等を経て製造される。
【図面の簡単な説明】
【０２１２】
【図１】第１の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図２】図１の要部拡大図である。
【図３】基板ステージの平面図である。
【図４】第１の実施形態に係る露光装置の動作の一例を示す図である。
【図５】第２の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図６】第３の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図７】第４の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図８】第５の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図９】第６の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図１０】第７の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図１１】第８の実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。
【図１２】第９の実施形態に係るメンテナンス機器を示す図である。
【図１３】第１０の実施形態に係るメンテナンス機器を示す図である。
【図１４】第１１の実施形態に係るメンテナンス機器を示す図である。
【図１５】第１２の実施形態に係るメンテナンス機器を示す図である。
【図１６】第１３の実施形態に係るメンテナンス機器を示す図である。
【図１７】半導体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】
【０２１３】
　２…光学素子、１２…供給口、２２…回収口、３１…上面、５７…ステージベース（ベ
ース部材）、７０…ノズル部材、８０…光洗浄装置、８２…光源、８４（８４Ａ、８４Ｂ
）…検出器、８６…光学系、８７…気体供給系、８８…気体回収系、９０…検出装置、１
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２５…空調空間、３００…基準部材（計測部材）、４００、５００、６００…光計測部、
７００…光学部材、８００…振動機構、９００…メンテナンス機器、９０１…発光部、Ａ
Ｒ１…投影領域、ＡＲ２…液浸領域、ＣＯＮＴ…制御装置、ＥＬ…露光光、ＥＸ…露光装
置本体、ＥＸＳ…露光装置、ＫＣ…空調系、ＬＱ…液体、Ｌｕ…照射光（紫外光）、Ｐ…
基板、ＰＨ…基板ホルダ、ＰＬ…投影光学系、ＰＳＴ（ＰＳＴ１）…基板ステージ、ＰＳ
Ｔ２…計測ステージ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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