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明 細 苫

露光装置、デバイス製造方法、洗浄装置、及びクリーニング方法並びに

露光方法

技術分野

０００1 本発明は、某板を露光する露光装置、デバイス製造方法、洗浄装置、及び露光装

置のクリーニング方法並びに露光方法に関する。

背景技術

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

いるょぅな、液体を介して露光光で某板を露光する液浸露光装置が知られている。

特許文献 1 : 国際公開第9 9 4 9 5０4 号パンフレソト

特許文献2 :特開2 ００4 2 7 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 液浸露光装置において、液浸空間の液体と接触する部材が汚染する可能性がある

。その部材が汚染された状態を放置しておくと、露光装置の性能が劣化し、某板を良

好に露光できなくなる可能性がある。

０００4 本発明は、汚染に起因する性能の劣化を抑制できる露光装置、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。また本発明は、液浸露光装

置を良好にクリーニングできる洗浄装置、及びその洗浄装置を用いるクリーニング方

法並びに露光方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００5 本発明の第 の態様に従えば、露光用液体を介して露光光で某板を露光する露光

装置であって、露光光を射出する光学素子と、光学素子の射出側で移動可能な可

動部材と、可動部材に搭載された所定部材と、所定部材を振動させることにょって所

定部材上のクリーニング用液体に振動を与える振動発生装置と、を備え、前記所定

部材の表面の少なくとも一部は、前記露光用液体と前記クリーニング用液体の少なく

とも一方に対して機液性である露光装置が提供される。



０００6 本発明の第2の態様に従えば、露光用液体を介して露光光で某板を露光する露光

装置であって、露光光を射出する光学素子と、光学素子の射出側で移動可能な可

動部材と、可動部材に搭載された所定部材と、所定部材を振動させることによって所

定部材上のクリーニング用液体に振動を与える振動発生装置と、振動発生装置が発

生する熱の発散を抑制する抑制装置と、を備えた露光装置が提供される。

０００7 本発明の第3の態様に従えば、上記態様の露光装置を用いて某板を露光すること

と、露光された某板を現像することと、を含むデバイス製造方法が提供される。

０００8 本発明の第4の態様に従えば、露光用液体を介して露光光で某板を露光する液浸

露光装置に用いられる洗浄装置であって、所定部材と、所定部材を振動させることに

よって所定部材に接触するクリーニング用液体に振動を与える振動発生装置と、を

備え、所定部材の表面の少なくとも一部は、露光用液体とクリーニング用液体の少な

くとも一方に対して機液性である洗浄装置が提供される。

０００9 本発明の第5の態様に従えば、露光用液体を介して露光光で某板を露光する液浸

露光装置に用いられる洗浄装置であって、所定部材と、所定部材を振動させることに

よって所定部材に接触するクリーニング用液体に振動を与える振動発生装置と、振

動発生装置が発生する熱の発散を抑制する抑制装置と、を備えた洗浄装置が提供

される。

００1０ 本発明の第6の態様に従えば、露光用液体を介して露光光で某板を露光する液浸

露光装置において、上記態様の洗浄装置の所定部材上にクリーニング用液体で液

浸空間を形成することと、液浸空間のクリーニング用液体に超音波振動を与えること

と、を含むクリーニング方法が提供される。

００11 本発明の第7の態様に従えば、第 及び第2テーブルを有する露光装置を用いて

露光光で露光液体を介して某板を露光する液浸露光方法であって、光学素子と、前

記第1テーブルに設けられた計測器との間に置かれた露光液体を介して露光条件を

決定するための計測を実行することと 某板と前記光学素子との間に維持しつつ露

光光で露光液体を介して某板を露光することと 前記第 または前記第2テーブルに

設けられた振動子と前記光学素子との間にクリーニン外液体を置いて、前記振動子

を振動させることにより前記露光装置の露光液体と接する部位を洗浄することを含む



液浸露光方法が提供される。

発明の効果

００12 上記本発明の各態様によれば、汚染に起因する露光装置の性能の劣化を抑制で

きる。

図面の簡単な説明

００13 図 第 実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2 第 実施形態に係る某板テーブル及びノズル部材の近傍を示す側断面図であ

る。

図3 第 実施形態に係る某板テーブルを示す斜視図である。

図4 第 実施形態に係るクリーニング動作の一例を説明するための図である。

図5 第2実施形態に係る某板テーブル及びノズル部材の近傍を示す側断面図であ

る。

図6 第2実施形態に係る某板テーブルを示す斜視図である。

図7 第3実施形態に係る計測テーブルを示す斜視図である。

図8 第4実施形態に係る抑制装置の一例を示す側断面図である。

図9 第4実施形態に係る抑制装置の一例を示す側断面図である。

図1０第4実施形態に係る抑制装置の一例を示す側断面図である。

図11 第4実施形態に係る抑制装置の一例を示す側断面図である。

図12 第4実施形態に係る抑制装置の一例を示す側断面図である。

図13 第4実施形態に係る抑制装置の一例を示す側断面図である。

図14 クリーニング動作を含む液浸露光シーケンスの一例を説明するフローチャート

である。

図15 マイクロデバイスの製造工程の一例を示すフローチャート図である。

発明を実施するための最良の形態

００14 以下、本発明の露光装置及びそれに用いる洗浄装置に関する実施形態について

図面を参照しながら説明するが、本発明はこれに限定されない。なお、以下の説明

においては、X z直交座標系を設定し、このX z直交座標系を参照しつつ露光装

置及びそれに用いる洗浄装置の各部材の位置関係について説明する。水平面内の



所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向を 軸方向、X軸

方向及ひ 軸方向のそれそれに直交する方向 (すなわち鉛直方向)をZ軸方向とす

る。また、X軸、 軸、及ひZ軸まわりの回伝 (傾斜 )方向をそれそれ、 0 、及ひ

Z方向とする。

００15 く第 実施形態 ノ

第 実施形態について説明する。図 は、第 実施形態に係る露光装置 Xを示す

概略構成図てある。本実施形態においては、露光装置 Xか、例えは米回特詐第6，

897 963 号公報、欧州特井出願公開第 ，7 3 3号公報等に開示されているよ

ぅな、某板Pを保持して移動可能な某板ステーシ2と、某板Pを保持せすに、露光に

関する所定の計側を実行可能な計側器を搭載して移動可能な計側ステーシ3とを備

えた露光装置てある場合を例にして説明する。

００16 図 において、露光装置 Xは、マスク を保持して移動可能なマスクステーシ と、

某板Pを保持して移動可能な某板ステーシ2と、某板Pを保持せすに、露光に関する

所定の計側を実行可能な計側器を搭載し、某板ステーシ2とは独立して移動可能な

計側ステーシ3と、マスクステーシ を移動する第 駆動システム4と、某板ステーシ2

及ひ計側ステーシ3を移動する第2駆動システム5と、各ステーシの位置清報を計側

するレーザ干渉計6 6 を含む干渉計システム6と、マスク を露光光 て照明

する照明系 と、露光光 て照明されたマスク のパターンの像を某板Pに投影す

る投影光学系P と、露光装置 X全体の動作を制御する制御装置7とを備えている。

００17 なお、ここていぅ某板Pは、テハイスを製造するための露光用某板てあって、シリコ

ンウェハのよぅな半導体ウェハ等の某材に感光材 (フオトレシスト) の膜を形成したも

のを含み、感光材に加えて保護膜 (トノプコート膜 ) なとの各種の膜を全布したものも

含む。マスク は、某板Pに投影されるテハイスパターンか形成されたレチクルを含

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

クを用いることもてきる。透過型マスクは、遮光膜てパターンか形成されるハイナリー

マスクに限られす、例えはハーフトーン型、あるいは空間周波数変調型なとの位相シ

フトマスクも含む。

００18 本実施形態の露光装置 Xは、露光用被体 Qを介して露光光 て某板Pを露光



する液浸露光装置であって、露光光 の光路空間の少なくとも一部が露光用液体

Qで満たされるよぅに、露光用液体 で第 液浸空間 S を形成する。本実施形態

においては、投影光学系P の複数の光学素子のぅち、投影光学系P の像面に最も

近い終端光学素子 と、その終端光学素子 と対向する物体との間の露光光

の光路空間が露光用液体 Qで満たされるよぅに第 液浸空間 S が形成される。木

明細菩では、「液浸空間」を実際に液体で満たされている空間または領城を液浸空

間と呼んでいる。終端光学素子 は、投影光学系P の像面に向けて露光光 を

射出する下面 (射出面) を有し、第 液浸空間 S は、終端光学素子 の下面

と、その終端光学素子 の射出面 と対向する物体との間の露光光 の光

路空間を露光用液体 Qで満たすよぅに形成される。露光装置 Xは、露光用液体

Qを介して某板Pに露光光 を照射して、その某板Pを露光する。

００19 本実施形態の露光装置 Xは、第 液浸空間 S を形成可能なノズル部材8を備

えている。ノズル部材8は、終端光学素子 の近傍に配置されている。ノズル部材8

は、終端光学素子 の下面 と対向する位置に配置される物体と対向可能な下

面8 を有する。本実施形態においては、終端光学素子 及びノズル部材8と、その

終端光学素子 及びノズル部材8と対向する物体との間に保持される露光用液体

Qによって第 液浸空間 S が形成される。

００2０ 終端光学素子 及びノズル部材8と対向可能な物体は、終端光学素子 の射出

側 (投影光学系P の像面側)で移動可能な物体を含む。本実施形態においては、

終端光学素子 の射出側で移動可能な物体は、某板ステージ2、某板ステージ2に

保持された某板P、及び計測ステージ3の少なくとも つを含む。

００2 1 また、本実施形態においては、所定のタイミングで、終端光学素子 及びノズル部

材8と、その終端光学素子 及びノズル部材8と対向する物体との間に、クリーニン

グ用液体 Cで第2液浸空間 S2が形成される。クリーニング用液体 Cで第2液浸

空間 S2を形成することによって、その第2液浸空間 S2のクリーニング用液体 Cと

接触する部材の表面をクリーニングすることができる。

００22 本実施形態においては、上述の物体の表面の一部の領城 (局所的な領城 ) が液体

で覆われるよぅに液浸空間が形成され、その物体の表面とノズル部材8の下面8 と



の間に液体の界面(メニスカス、ェッジ)が形成される。某板Pの露光時には、投影光

学系P の投影領城を含む某板P上の一部の領城が第 液体 で覆われるよぅに第

液浸空間 S が形成される。すなわち、本実施形態の液浸露光装置 Xは、局所

液浸方式を採用する。

００23 なお、上述した、露光光 の光路空間は、露光光 が通過する光路を含む空間

である。液浸空間は、液体で満たされた空間である。また、以下の説明においては、

露光用液体 Qを適宜、第 液体 Q、と称し、クリーニング用液体 Cを適宜、第2液

体 C、と称する。

００24 また、本実施形態の露光装置 Xは、某板ステージ2 (某板テーブル22) に搭載さ

れた振動部材 5０と、振動部材 5０を振動させる振動発生装置 ０とを備えている。

振動発生装置 ０は、振動部材 5０を振動させることによって、振動部材 5０上に形

成される液浸空間の液体に振動を与える。

００25 照明系 は、マスク 上の所定の照明領城を均一な照度分布の露光光 で照明

する。照明系 から射出される露光光 としては、例えば水銀ランプから射出される

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

光) 、 エキシマレーザ光 (波長 )及び レーザ光 (波長 )等の真

空紫外光 ( 光) などが用いられる。本実施形態においては、露光光 として、

エキシマレーザ光が用いられる。

００26 マスクステージ は、マスク を保持した状態で、第 駆動システム4により、X軸、

軸、及び Z方向の3つの方向に移動可能である。第 駆動システム4は、例えばリニ

アモータ等のアクチュエータを含む。マスクステージ (マスク )の位置情報は、干

渉計システム6のレーザ干渉計6 によって計測される。レーザ干渉計6 は、マスク

ステージ に設けられた計測ミラー を用いて、マスクステージ のX軸、 軸、及び

Z方向に関する位置情報を計測する。制御装置7は、干渉計システム6の計測結

果に某づいて、第 駆動システム4を用いて、マスクステージ (マスク )の位置制御

を行ぅ。

００27 投影光学系P は、マスク のパターンの像を所定の投影倍率で某板Pに投影する

。投影光学系P の光学素子は、鏡筒P で保持されている。本実施形態の投影光



学系P は、その投影倍率が例えば 4 5 8等の縮小系である。なお、投

影光学系P は等倍系及び拡大系のいずれでもよい。本実施形態においては、投影

光学系P の光軸 XはZ軸方向と平行である。また、投影光学系P は、反射光学素

子を含まない屈折系、屈折光学素子を含まない反射系、反射光学素子と屈折光学

素子とを含む反射屈折系のいずれであってもよい。また、投影光学系P は、倒立像、

と正立像とのいずれを形成してもよい。図示していないが、投影光学系P は、防振

機構を介して3木の支柱で支持される鏡筒定盤に搭載されるが、例えば、国際公開

第2００6 ０38952号パンフレソトに開示されているよぅに、投影光学系P の上方に

配置される不図示のメインフレーム部材、あるいはマスクステージ が配置されるべ一

ス部材などに対して投影光学系を吊り下げ支持しても良い。

００28 某板ステージ2は、ステージ本体2 と、ステージ本体2 上に搭載された某板テー

ブル22とを有する。某板テーブル22は、某板Pを着脱可能に保持する保持部23を

有する。保持部23は、某板Pの表面とX 平面とがほぼ平行となるよぅに、某板Pを保

持する。某板テーブル22は、第 凹部22 を有し、保持部23は、第 凹部22 に配

置されている。第 凹部22 の周囲には、某板テーブル22の上面24が配置される。

某板テーブル22の上面24は、保持部23に保持された某板Pの表面の周囲に配置

される。上面24は、ほぼ平坦であり、保持部23に保持された某板Pの表面とほぼ同

一平面内 (X 平面内)に配置される。すなわち、某板テーブル22の上面24と、保持

部23に保持された某板Pの表面とは、ほぼ面一である。保持部23に保持された某板

Pの表面、及び某板テーブル22の上面24は、終端光学素子 の下面 及びノ

ズル部材8の下面8 と対向可能である。

００29 計測ステージ3は、ステージ本体3 と、ステージ本体3 上に搭載された計測テー

ブル32とを有する。計測テーブル32には、計測器の少なくとも一部が搭載されてい

る。計測器は、アライメントセンザ用のマークのよぅな某準マークが形成された某準部

材、各種の光電センザを含む。計測器は、例えば米国特許第4，465,368号に開示

される照度むらセンザ、例えば米国特許出願公開第2００2 ００4 377号に開示さ

れる、投影光学系P により投影されるパターンの空間像 (投影像)の光強度を計測

する空間像計測器、例えば米国特許出願公開第2００2 ００6 469号に開示される



照度モニタ、及び欧州特許第 ，０79 223 号に開示される波面収差計測器である。

計測テーブル32の上面34は、ほぼ平坦であり、X 平面とほぼ平行である。計測テ

ーブル32の上面34は、終端光学素子 の下面 及びノズル部材8の下面8 と

対向可能である。

００3０ 第2駆動システム5は、某板ステージ2及び計測ステージ3のそれぞれを移動可能

である。第2駆動システム5は、べ一ス部材 上で各ステージ本体2 3 を移動す

る粗動システム 3と、各ステージ本体2 3 上で各テーブル22 32を移動する微

動システム 4とを備えている。

００3 1 粗動システム 3は、リニアモータ等のアクチュエータを含み、べ一ス部材 上の各

ステージ本体2 3 を、X軸、 軸、及び z方向に移動可能である。粗動システム

3によって各ステージ本体2 3 がX軸、 軸、及び z方向に移動することによっ
て、その各ステージ本体2 3 上に搭載されている各テーブル22 32も、各ステー

ジ本体2 3 と一緒に、X軸、 軸、及び z方向に移動する。

００32 微動システム 4は、各ステージ本体2 3 と各テーブル22 32との間に介在され

た、例えばボイスコイルモータ等のアクチュエータ 4 と、各アクチュエータ 4 の駆

動呈を計測する不図示の計測装置 (エンコーダなど) とを含み、各ステージ本体2

3 上の各テーブル22 32を、少なくともz軸、 x、及び 方向に移動可能である

。また、微動システム 4は、各ステージ本体2 3 上の各テーブル22 32を、X軸

、 軸、及び z方向に移動 (微動) 可能である。

００33 粗動システム 3及び微動システム 4を含む第2駆動システム5によって、某板テー

ブル22は、保持部23に某板Pを保持した状態で、X軸、 軸、z軸、 0 、及び

z方向の6つの方向に移動可能である。同様に、第2駆動システム5によって、計測

テーブル32は、計測器を搭載した状態で、X軸、 軸、z軸、 0 、及び z方

向の6つの方向に移動可能である。

００34 某板テーブル22 (某板P)の位置情報、及び計測テーブル32の位置情報は、干渉

計システム6のレーザ干渉計6 によって計測される。レーザ干渉計6 は、各テーブ

ル22 32それぞれの計測ミラー22 2 を用いて、各テーブル22 32のX軸、

軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。また、某板テーブル22の保持部2



3に保持されている某板Pの表面の面位置情報 (Z軸、 x、及び 方向に関する

位置情報 ) 、及び計測テーブル32の上面の所定領城の面位置情報は、フオーカス・

レベリング検出システム (不図示) によって検出される。制御装置7は、干渉計システ

ム6のレーザ干渉計6 の計測結果及びフオーカス・レベリング検出システムの検出

結果に某づいて、第2駆動システム5を用いて、某板テーブル22 (某板P)の位置制

御、及び計測テーブル32の位置制御を行ぅ。

００35 図2ほ、某板テーブル22及びノズル部材 8の近傍を示す側断面図、図3ほ、本実施

形態に係る某板テーブル22を示す斜視図である。図 、図2、及び図3に示すよぅに

、本実施形態において、墓板テーブル22には、振動部材 5０が搭載されている。某

板テーブル22は、終端光学素子 の射出側で移動可能であり、その某板テーブル

22に搭載されている振動部材 5０も、終端光学素子 の射出側で移動可能である

。振動部材 5０は、ロッド状の部材である。本実施形態においては、振動部材 5０は

、石英で形成されている。某板テーブル22は、第 凹部22 とは別の第2凹部 5０

を有し、振動部材 5０は、第2凹部 5０ に配置されている。第2凹部 5０ の上端

の周囲には、某板テーブル22の上面24が配置されている。

００36 振動部材 5０は、終端光学素子 の下面 及びノズル部材8の下面8 と対向

可能な上面 5 を有する。本実施形態においては、振動部材 5０の上面 5 は、平

坦である。本実施形態においては、振動部材 5０は、上面 5 とX 平面とがほぼ平

行となるよぅに、第2凹部 5０ に配置される。ただし、振動部材 5０の上面 5 は、

曲面であってもよレ七、X 平面に対して傾斜していてもよい。

００37 第2凹部 5０ に配置された振動部材 5０の上面 5 の周囲には、某板テーブル

22の上面24が配置される。振動部材 5０の上面 5 と某板テーブル22の上面24と

は、所定のギャッ Gを介して配置されている。すなわち、某板テーブル22の上面2

4を形成する部材と振動部材 5 との間にはギャップが形成されている。本実施形態

においては、ギャッ Gは、例えば0・ m 程度である。

００38 また、本実施形態においては、振動部材 5０の上面 5 と、某板テーブル22の上

面24とほ、同一平面内 (X 平面内) に配置されている。換吉すれば、振動部材 5０

の上面 5 と、某板テーブル22の上面24とは、ほぼ面一である。また、振動部材 5



0の上面 5 及び某板テーブル22の上面24は、某板テーブル22の保持部23に保

持された某板Pの表面とほぼ面一である。

００39 振動部材 5０には、振動発生装置 ０が接続されている。本実施形態においては、

振動発生装置 ０は、振動部材 5０の下面 52に接続されている。振動発生装置 ０

は、第2凹部 5０ の内側に配置されており、その第2凹部 5０ の内側において、

振動部材 5０の下面 52に接続されている。

００4０ 振動発生装置 ０は、振動部材 5０を振動させる。振動発生装置 ０は、超音波発

生装置を含み、振動部材 5０に超音波を与える。本実施形態において、振動発生

装置 ０は、水品振動子またはPZ (ジルコン酸チタン酸鉛 ) のよぅな圧電素子と、圧

電素子を駆動する回路を含む。上記圧電素子に代えて、フェライトコアにコイルを巻

回した磁盃型振動子を用いてもよい。振動発生装置 ０は、制御装置7によって制御

され、露光装置の Xの制御装置7は、振動発生装置 ０を用いて、振動部材 5０を

振動させる。圧電素子の駆動回路は、制御装置7に細み込まれていてもよい。以下

の説明において、振動発生装置 ０を適宜、超音波発生装置 ０と称する。

００4 1 図2に示すよぅに、ノズル部材8は、終端光学素子 の近傍に配置されている。ノズ

ル部材8は、環状の部材であって、終端光学素子 (露光光 の光路空間) の周囲

に配置されている。例えば某板P上に第 液浸空間 S を形成する場合、終端光学

素子 の下面 及びノズル部材8の下面8 と某板Pの表面との間に第 液体 Q

が保持される。

００42 ノズル部材8は、第 液体 Qを供給可能な供給 口8 と、第 液体 Qを回収可能な

回収 口8 2とを有する。回収 口8 2は、ノズル部材8の下面8 の一部に配置されてい

る。また、終端光学素子 の下面 と対向するノズル部材8の一部に開口8 が

形成されている。終端光学素子 の下面 から射出された露光光 は、開口8

を通過し、某板Pに照射される。

００43 露光装置 Xは、第 液体 Qを発生する第 液体供給装置8 6と、第2液体 Cを発

生する第2液体供給装置96と、液体を回収可能な液体回収装置8 9とを備えている。

第 液体供給装置8 6、第2液体供給装置96、及び液体回収装置8 9は、制御装置7

に制御される。第 液体供給装置8 6と供給 口8 とは、ノズル部材8の内部に形成さ



れた供給流路 84 、及び供給管8 5を介して接続されている。液体回収装置8 9と回収

口 とは、ノズル部材8の内部に形成された回収流路 8 7、及び回収管8 8を介して

接続されている。第2液体供給装置96は、流路切替機構 6０を介して、供給管8 5と

接続されている。流路切替機構 6０は、制御装置7に制御される。

００44 上述のよぅに、第 液体 は、露光用液体である。第 液体供給装置8 6は、清浄

で温度調整された第 液体 Qを、供給 口8 に向けて送出可能である。第2液体 C

は、クリーニング用液体である。第2液体供給装置96は、第2液体 Cを、供給口8

に向けて送出可能である。液体回収装置8 9は、真空システムを含み、第 液体 Q

及び第2液体 Cを回収可能である。

００45 本実施形態において、制御装置7は、流路切替機構 6０、第 液体供給装置8 6

及び第2液体供給装置9 6を制御して、第 液体供給装置8 6から送出された第 液体

Qが供給 口8 へ供給されるとき、第2液体供給装置96から供給 口8 への第2液体

Cの供給を停止することができる。また、制御装置7は、第2液体供給装置96から送

出された第2液体 Cが供給 口8 へ供給されるとき、第 液体供給装置8 6から供給

口8 への第 液体 Qの供給を停止することができる。

００46 例えば、第 液体 Qで第 液浸空間 S を形成するために、制御装置7は、第2液

体供給装置96から供給 口8 への第2液体 Cの供給を停止し、第 液体供給装置8

6から第 液体 Qを送出する。第 液体供給装置8 6から送出された第 液体 Qは、

供給管8 5、及びノズル部材8の供給流路 84を流れた後、供給 口8 に供給される。

供給 口8 は、第 液体 Qで第 液浸空間 S を形成するために、第 液体供給装

置8 6からの第 液体 Qを供給する。また、液体回収装置8 9の作動によって、回収

口8 2から回収された第 液体 Qは、ノズル部材8の回収流路 8 7を流れた後、回収

管8 8を介しで液体回収装置8 9に回収される。制御装置7は、供給 口8 を用いる第

液体 Qの供給動作と並行して、回収 口8 2を用いる第 液体 Qの回収動作を実行

することによって、第 液浸空間 S を形成する。

００47 また、第2液体 Cで第2液浸空間 S2を形成するために、制御装置7は、第 液体

供給装置86から供給口8 への第 液体 Qの供給を停止し、第2液体供給装置96

から第2液体 Cを送出する。第2液体供給装置96から送出された第2液体 Cは、



供給管8 5、及びノズル部材8の供給流路 84を流れた後、供給 口8 に供給される。

供給 口8 は、第2液体 Cで第2液浸空間 S2を形成するために、第2液体供給装

置96からの第2液体 Cを供給する。また、液体回収装置8 9の作動によって、回収

口 から回収された第2液体 Cは、ノズル部材8の回収流路 8 7を流れた後、回収

管8 8を介しで液体回収装置8 9に回収される。制御装置7は、供給 口8 を用いる第2

液体 Cの供給動作と並行して、回収 口8 2を用いる第2液体 Cの回収動作を実行

することによって、第2液浸空間 S2を形成する。

００48 このよぅに、本実施形態においては、供給 口8 は、第 液体 及び第2液体 Cの

それぞれを供給可能である。

００49 本実施形態においては、第 液体 Qとして、水 (純水 )を用いる。

００5０ また、本実施形態においては、第2液体 Cとして、第 液体 Qと典なるものを用い
る。本実施形態においてほ、第2液体 Cとして、水素ガスを水に溶解させた水素水 (

水素溶解水 )を用いる。

００5 1 なお、第2液体 Cとして、オゾンガスを水に溶解させたオゾン水 (オゾン溶解水 ) 、

空素ガスを力くに溶解させた空素水 (空素溶解水 ) 、アルゴンガスを水に溶解させたア

ルゴン水 (アルゴン溶解水 ) 、二酸化炭素ガスを水に溶解させた二酸化炭素水 (二酸

化炭素溶解水 )等、所定のガスを水に溶解させた溶解ガス制御水を用いてもよい。ま

た、大気圧下の溶解度以上にガスを溶解させたガス過飽和水でもよい。また、第2液

体 Cとして、過酸化水素を力くに添加した過酸ィヒ水素水、塩酸 (次亜塩素酸 )を水に

添加した塩素添加水、アンモニアを水に添加したアンモニア水、コリンを溶解させた

コリン水、及び硫酸を水に添加した硫酸添加水等、所定の薬液を水に添加した薬液

添加水を用いてもよい。また、第2液体 Cとして、エタノール、及びメタノール等のア

ルコール類、ェ一テル類、ガンマブチロラクトン、シンナー類、界面活性剤、 等

のフッ素系溶剤を用いてもよい。

００5 2 本実施形態において、振動部材 5０の上面 5 は、第 液体 Q及び第2液体 C

に対して機液性を有する。第 液体 Q及び第2液体 Cに対する振動部材 5０の上

面 5 の接触角は、9０度以上である。本実施形態においては、振動部材 5０の上

面 5 は、例えばフッ素系樹脂 (P など)等、機液性を有する材料の膜で



形成されている。なお、振動部材 5０の側面も、第 液体 及び第2液体 Cに対し

て機液性を有することが望ま 、。

００5 3 同様に、某板テーブル22の上面24は、第 液体 Q及び第2液体 Cに対して機

液性を有する。第 液体 Q及び第2液体 Cに対する某板テーブル22の上面24の

接触角は、9０度以上である。本実施形態においては、某板テーブル22の上面24は

、例えばフッ素系樹脂 (P など)等、機液性を有する材料の膜で形成され

ている。なお、某板テーブル22の第2凹部 5０ の内側面 (振動部材 5０の側面と

対向する面)も、第 液体 Q及び第2液体 Cに対して機液性を有することが望まし

００54 同様に、計測テーブル32の上面34は、第 液体 Q及び第2液体 Cに対して機

液性を有する。第 液体 Q及び第2液体 Cに対する計測テーブル32の上面34の

接触角は、9０度以上である。本実施形態においては、計測テーブル32の上面34は

、例えばフッ素系樹脂 (P など)等、機液性を有する材料の膜で形成され

ている。なお、振動部材 5０、某板テーブル22、計測テーブル32で使用される機液

性の膜は、それぞれ同じ材料 (物質)で構成されていてもよレ七、典なる材料 (物質)

で構成されていてもよい。

００5 5 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて某板Pを露光する方法にっいて

説明する。

００56 例えば、制御装置7は、第2駆動システム5を用いて、ノズル部材8と対向する位置

に計測テーブル32を配置し、ノズル部材8と計測テーブル32との間に、第 液体 Q

で第 液浸空間 S を形成する。そして、制御装置7は、第 液浸空間 S の第 液

体 Qを介して、計測テーブル32に配置された各種計測器による計測を実行する。

そして、制御装置7は、その計測器の計測結果に某づいて、例えば投影光学系P

の結像特性等、某板Pを露光するときの露光条件を調整し、某板Pの露光動作を開

始する。某板Pを露光するときには、制御装置7は、第2駆動システム5を用いて、ノズ

ル部材8と対向する位置に、某板Pを保持した某板ステージ2を配置し、ノズル部材8

と某板テーブル22 (某板P)との間に、第 液浸空間 S を形成する。

００5 7 本実施形態においては、例えば欧州特許出願公開第 ，7 3 3号公報、米回



特許公開第2００6 ００23 8 6号公報等に開示されているよぅに、制御装置7は、某

板テーブル22及び計測テーブル32の少なくとも一方が終端光学素子 及びノズル

部材8との間で第 液体 を保持可能な空間を形成し続けるよぅに、某板テーブル

22の上面24と計測テーブル32の上面34とを接近又は接触させた状態で、某板テ

ーブル22の上面24及び計測テーブル32の上面34の少なくとも一方と終端光学素

子 の下面 及びノズル部材8の下面8 とを対向させつつ、終端光学素子

及びノズル部材8に対して、某板テーブル22と計測テーブル32とをX 方向に同期

移動させる。これにより、制御装置7は、第 液体 の洞出を抑制しつつ、某板テー

ブル22の上面24と計測テーブル32の上面34との間で第 液体 Qの第 液浸空間

S を移動可能である。なお、某板テーブル22の上面24と計測テーブル32の上面

34との間で第 液体 の第 液浸空間 S を移動するときに、某板テーブル22の

上面24と計測テーブル32の上面34とはほぼ同じ高さ (面一) となるよぅに調整される

００58 そして、制御装置7は、第 液浸空間 S の第 液体 Qを介して、マスク からの

露光光 を某板Pに照射する。これにより、マスク のパターンの像が某板Pに投影

され、某板Pが露光される。

００59 制御装置7は、某板Pの露光が終了した後、第 液浸空間 S を計測テーブル32

上に移動する。そして、制御装置7は、露光が終了した某板Pを保持した某板テーブ

ル22を、所定の某板交換位置に移動し、露光が終了した某板Pを某板テーブル22

から搬出(アンロード)するとともに、露光すべき某板Pを某板テーブル22に搬入伸
一ド)する。また、某板交換位置における某板交換中、制御装置7は、必要に応じて、

計測テーブル32を用いた計測動作を第 液浸空間 S の第 液体 Qを介して実行

する。某板テーブル22に対する某板Pの搬入が終了した後、上述同様、制御装置7

は、第 液浸空間 S を某板テーブル22 (某板P)上に移動し、第 液浸空間 S の

第 液体 Qを介して某板Pを露光する。そして、制御装置7は、上述の動作を繰り返

して、複数の某板Pを順次露光する。

００6０ 某板Pを露光するとき、第 液浸空間 S の第 液体 Qは、某板Pの表面、終端光

学素子 の下面 、及びノズル部材8の下面8 のそれぞれに接触する。某板P



と接触した第 液体 に、例えば某板Pの一部の物質 (例えば感光材の一部 ) が溶

出する可能性がある。その液体 が、終端光学素子 の下面 、ノズル部材8

の下面8 に接触すると、某板Pから溶出した物質によって、下面 8 が汚染さ

れる可能性がある。また、某板Pから溶出した物質に限られず、例えば、露光装置 X

が置かれている空間中を浮遊する物質 (典物) によっても、それらの典物が直接、下

面 8 に付着したり、第 液体 Qに混入することにより、下面 8 が汚染

される可能性がある。

００6 1 そこで、本実施形態においては、第2液体 Cを用いて、終端光学素子 及びノズ

ル部材8の少なくとも一方をクリーニングする。本実施形態においては、終端光学素

子 及びノズル部材8と、振動部材 5０の上面 5 との間に第2液体 Cで第2液浸

空間 S2を形成し、その形成された第2液浸空間 S2の第2液体 Cに振動を与える

ことによって、終端光学素子 及びノズル部材8の少なくとも一方をクリーニングする

００62 次に、第2液体 Cを用いて終端光学素子 及びノズル部材8をクリーニングする

方法について説明する。

００63 第2液体 Cを用いて終端光学素子 及びノズル部材8をクリーニングするために

、制御装置7は、振動部材 5０が終端光学素子 と対向するよぅに某板テーブル22

を移動し、終端光学素子 及びノズル部材8と振動部材 5０との間に第2液体 Cで

第2液浸空間 S2を形成する。第2液体 Cで第2液浸空間 S2を形成するために、

制御装置7は、供給 口8 からの第 液体 Qの供給を停止し、供給 口8 から第2液

体 Cを供給する。供給 口8 から供給される第2液体 Cによって、図4に示すよぅに

、終端光学素子 及びノズル部材8と振動部材 5０との間に第2液浸空間 S2が形

成される。ノズル部材8は、供給 口8 を用いる第2液体 Cの供給動作と並行して、回

収 口8 2を用いる第2液体 Cの回収動作を実行することによって、第2液浸空間 S2

を形成する。図4に示すよぅに、本実施形態においては、X 平面内における第2液

浸空間 S2の大きさは、振動部材 5０の上面 5 よりも大きく、第2液浸空間 S2は

、終端光学素子 及びノズル部材8と振動部材 5０及び某板テーブル22との間に

形成される。



００64 制御装置7は、第2液浸空間 S2を形成した状態で、超音波発生装置 ０で振動部

材 5０を振動させる。超音波発生装置 ０は、振動部材 5０を振動させることによっ
て、その振動部材 5０上に形成されている第2液浸空間 S2の第2液体 C2に超音

波 (振動)を与える。本実施形態においては、超音波発生装置 ０は、2０ ，～5００
，の振動を振動部材 5０に与えることができる。超音波発生装置 ０は、終端光

学素子 及びノズル部材8と振動部材 5０及び某板テーブル22との間に形成され

た第2液浸空間 S2の第2液体 Cに超音波 (振動)を与えることによって、終端光学

素子 及びノズル部材8の少なくとも一方に付着している典物 (汚染物)を剥離させ

、終端光学素子 及びノズル部材8の少なくとも一方をクリーニングする。例えば、第

2液体 Cに超音波 (振動)を与えることによって、第2液体 C中にキャビテーション(

微小気泡の発生とその消滅時の衝撃波の発生)を生じさせる。このキャビテーション

により終端光学素子 及びノズル部材8の少なくとも一方に付着している典物 (汚染

物)を剥離させ、終端光学素子 及びノズル部材8の少なくとも一方をクリーニング

する。

００65 なお、超音波発生装置 ０により振動部材 ０を振動させている間 (クリーニング動作

中) に、第2液体 Cの供給と回収が継続されていたが、第2液体 Cの供給と回収を

一時的又は断続的に停止してもよい。

００66 超音波発生装置 ０により振動部材 ０を振動させている間、某板テーブル22を第

2駆動システム5によりX 平面内で投影光学系P 及びノズル部材8に対して移動さ

せてもよい。こぅすること こより、振動部材 5０の上面 5 の第 液浸空間 S 及び第

2液浸空間 S2に対する大きさの相違に拘らず、ノズル部材8の下面8 及び終端光

学素子 の下面 をより均一且つ確実に洗浄することができる。なお、某板テー

ブル22の移動時に振動部材 ０の振動を停止して、某板テーブル22が所定位置で

停止しているときのみ振動部材 ０を振動させてもよい。

００67 図4に示すよぅに、本実施形態においては、第2液体 Cを用いたクリーニング動作

において、某板テーブル22の保持部23には、ダミー某板 Pが保持される。ダミー

某板 Pは、露光用の某板Pとは別の、典物を放出しにくい高い清浄度を有する (クリ

ーンな)部材である。ダミー某板 Pは、露光用の某板Pとほぼ同じ外形を有し、保持



部23に保持可能である。本実施形態においては、保持部23は、ピンチャック機構を

有し、某板P及びダミー某板 Pのそれぞれを着脱可能に保持する。ダミー某板 P

の表面は、第2液体 Cに対して機液性を有している。なお、保持部23でダミー某板

Pを保持せずに、保持部23を露出させた状態で、クリーニング用液体 Cを用いた

クリーニング動作を実行することもできる。

００68 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、終端光学素子 及びノズル部材8等、

某板テーブル22との間で液浸空間を形成可能な液浸部材を良好にクリーニングす

ることができる。したがって、終端光学素子 及びノズル部材8の汚染に起因する露

光装置 Xの性能の劣化を抑制できる。

００69 本実施形態においては、第2液浸空間 S2の第2液体 Cに超音波を与える超音

波発生装置 ０を設けたので、クリーニング効果を高めることができる。本実施形態に

おいては、クリーニングに適した第2液体 C (水素水 ) と超音波との相乗効果によっ
て、終端光学素子 及びノズル部材8を良好にクリーニングすることができる。

００7０ また、本実施形態においては、第2液浸空間 S2の第2液体 Cに超音波を与える

ために、某板テーブル22に搭裁可能な、小型の振動部材 5０を振動させている。こ

れにより、振動部材 5０を高い周波数 (振動数 )で円滑に振動させることができ、第2

液浸空間 S2の第2液体 Cに高い周波数の超音波を円滑に与えることができる。第

2液浸空間 S2の第2液体 Cに与える超音波の周波数が高いほぅが、より良好なクリ

ーニング効果が得られる場合には、某板テーブル22に搭載された振動部材 5０を、

例えば z以上の高い周波数 (振動数 )で振動させることが有効である。あるいは

、超音波発生装置 ０の圧電素子の駆動回路または制御装置7により振動部材 5０

の振動周波数を連続的に変調させながらあるいは複数の周波数に切り換えながら振

動させてもよい。こぅすることにより終端光学素子 及びノズル部材8に付着した複数

種の典物のぅち特定の単一周波数だけでは離脱しにくい典物も離脱しやすくなり、超

音波によるキャビテーションの効果が一屑有効になる。

００7 1 また、本実施形態においては、振動部材 5０の上面 5 と某板テーブル22の上面

24とは面一なので、第2液浸空間 S2を良好に形成することができる。

００72 また、振動部材 5０と某板テーブル22とは所定のギャップGを介して配置されてい



るので、振動部材 5０は円滑に振動可能である。また、振動部材 5０と某板テーブ

ル22とは、所定のギヤップGを介して配置されているので、振動部材 5０の振動が某

板テーブル22に悪影響を与えない。また、また、振動部材 ０( 面 5 ) と某板テ

ーブル22の (上面24) との間のギヤッ Gは微小 (約０・ )であり、かつ振動部材

5０の上面 5 及び某板テーブル22の上面24は、第 液体 、及び第2液体 C

に対して機液性を有しているので、上面 5 24に第 液体 Q及び第2液体 Cが

残留したり、振動部材 5０(上面 5 ) と墓板テーブル22の (上面24) との間のギヤッ

から某板テーブル22の内部に液体が浸入することを抑制することができる。

００73 なお、振動部材 5０と墓板テーブル22との間に、某板テーブル22の内部へ液体

が浸入することを抑制するシール部材を配置することができる。例えば、 リング等、

弾ャ生 (可擁性 )を有するシール部材を配置することによって、振動部材 5０の振動を

妨げることなく、某板テーブル22の内部への液体の浸入を抑制することができる。あ

るレソま、第2凹部 5０ の開口より大きい柔軟なシール膜を用意し、そのシール膜で

第2凹部 5０ の開口を覆ぅと共にシール膜の裏面を振動部材 5０の上面 5 に接

着してもよい。こぅすることで、ギヤッ Gへの液体の浸入が防止されつつ、振動部材

5０の振動が液体に伝達される。この場合、シール膜の材料は前述の機液性材料

から形成するのが好ま 、。振動部材 5０の上面 5 上に位置するシール膜の一部

を除去して振動部材 5０の上面 5 の一部を露出してもよい。

００74 また、振動部材 5０と某板テーブル22との間の液体を回収する回収 口を設けること

ができる。例えば、第2凹部 5０ の内側 (第2凹部 5０ を画成する内壁のぅち側面

又は底面) に、振動部材 5０を囲むよぅに回収 口を設けることによって、振動部材 5

0と某板テーブル22との間に浸入した液体を良好に回収することができる。

００75 なお、本実施形態においては、振動部材 5０が某板テーブル22に つだけ搭載さ

れている場合を例にして説明したが、某板テーブル22の複数の位置のそれぞれに

搭載されていてもよい。

００76 なお、本実施形態においては、ノズル部材8に形成された供給 口8 が第2液体 C

と第 液体 Qとの両方を共給可能である場合を例にして説明したが、ノズル部材 8に

、第2液体 Cを供給する供給 口と、第 液体 Qを供給する供給 口とを別々に形成し



てもよい。同様に、ノズル部材8に第 液体 を回収するための回収 口と、第2液体

Cを回収するための回収 口を別々に設けてもよい。

００77 く第2実施形態 ノ

次に、第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

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。上述の第 実施形態においては、第2液浸空間 S2を形成するための第

2液体 Cを供給する供給 口8 がノズル部材8に配置されている場合を例にして説明

したが、第2実施形態の特徴的な部分は、第2液浸空間 S2を形成するための第2

液体 Cを供給する供給 口8 が、某板テーブル22に配置されている点にある。

００78 図5は、第2実施形態に係る某板テーブル22の近傍を示す断面図、図6は、第2実

施形態に係る某板テーブル22を示す斜視図である。図5及び図6に示すよぅに、第2

実施形態に係る露光装置 Xは、第2液体 Cを供給するための某板テーブル22に

配置された供給 口8 を備える。供給 口8 は、第2液体 Cで第2液浸空間 S2を

形成するために、第2液体 Cを供給する。

００79 本実施形態においては、供給 口8 は、第2凹部 5０ の周囲に複数配置されて

いる。供給 口8 のそれぞれは、第2液体 Cを送出可能な第2液体供給装置96と

流路を介して接続されている。某板テーブル22に配置された供給 口8 から供給さ

れた第2液体 Cによっても、終端光学素子 及びノズル部材8と振動部材 5０及び

某板テーブル22との間に第2液浸空間 S2を良好に形成することができる。

００8０ なお、某板テーブル22 (例えば第2凹部 5０ の周囲) に、第2液体 Cを回収する

回収 口を設けることができる。回収 口は、第2凹部 5０ に対して供給 口8 のさら

に外側に、一つまたはそれ以上設けることができる。

００8 1 なお、某板テーブル22に設けられる第2液体 C用の供給 口、及び回収 口の少なく

とも一方を、第2凹部 5０ の周囲に連続的に形成してもよい。

００82 また、某板テーブル22に第2液体 C用の供給 口、及び回収 口の少なくとも一方が

設けられている場合、第2液体 Cを用いるクリーニング時にノズル部材8に設けられ

ている供給 口8 、回収 口8 2の少なくとも一方を使って第2液体 Cを供給及び ま

たは回収してもよレ七、使わなくてもよい。また、第2液体 Cによるクリーニング終了



時に、供給 口8 、回収 口 を使って第 液体 Qを供給及び回収することにより、某

板テーブル22、終端光学素子 及びノズル部材8に付着した第2液体 Cを洗い流

００83 く第3実施形態 ノ

次に、第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と

同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは

省略する。上述の第 、第2実施形態においては、振動部材 5０が某板テーブル22

に搭載されている場合を例にして説明したが、第3実施形態の特徴的な部分は、振

動部材 5０が、計測テーブル32に搭載されている点にある。

００84 図7は、第3実施形態に係る計測テーブル32を示す斜視図である。図7において、

計測テーブル32に、振動部材 5０Cが搭載されている。計測テーブル32は、振動

部材 5０Cを配置可能な凹部 53を有する。凹部 53は、終端光学素子 の下面

及びノズル部材8の下面8 と対向可能な計測テーブル32の上面34の一部に形

成されている。計測テーブル32の上面34は、凹部 5 3に配置された振動部材 5０

Cの上面 5 Cの周囲に配置される。振動部材 5０Cと計測テーブル32との間には

ギャップが形成されている。振動部材 5０Cの上面 5 Cと計測テーブル32の上面3

4とは、それらの間にギャッ G2が形成されるよぅに配置されている。ギャップG2は、

例えば0・ 程度である。振動部材 5０ を振動させるための超音波発生装置 ０

Cは、凹部 53の内側において、振動部材 5０ に接続されている。

００85 計測テーブル32の上面34は、平坦であり、X 平面とほぼ平行である。本実施形

態においては、振動部材 5０ の上面 5 と、計測テーブル32の上面34とは、ほ

ぼ面一である。

００86 また、振動部材 5０ の上面 5 及び計測テーブル3 2の上面34は、計測テー

ブル32に搭載されている計測器3０ ０2の表面3０ 3０2 とほぼ面一である。

計測器3０ ０2は、計測テーブル32に配置されたガラス板等の光学部材と、その

光学部材を介した光 (露光光 )を受光可能な受光素子とを備えている。表面3０

、3０2 は、計測テーブル32に配置された光学部材の表面を含む。また、計測器3

０3は、計測部材を含み、振動部材 5０ の上面 5 及び計測テーブル32の上面



34は、計測部材3０3の表面3０3 とほぼ面一である。

００87 本実施形態においても、振動部材 5０Cの上面 5 Cは、第 液体 及び第2液

体 Cに対して機液性を有する。第 液体 Q及び第2液体 Cに対する振動部材 5

Cの上面 5 Cの接触角は、9０度以上である。本実施形態においても、振動部材

5０Cの上面 5 Cは、例えばフッ素系樹脂 (P など)等、機液性を有する

材料の膜で形成されている。なお、振動部材 5０Cの側面も、第 液体 Q及び第2

液体 Cに対して機液性を有することが望ま 、。

００88 また上述したよぅに、計測テーブル32の上面34は、第 液体 Q及び第2液体 C

に対して機液性を有する。なお、振動部材 5０C、計測テーブル32で使用される機

液性の膜は、それぞれ同じ材料 (物質)で構成されていてもよレ七、典なる材料 (物質

)で構成されていてもよい。

００89 クリーニング動作を実行する場合、制御装置7は、終端光学素子 及びノズル部

材8と振動部材 5０C及び計測テーブル32とを対向させて第2液浸空間 S2を形成

した状態で、計測テーブル32に搭載されている振動部材 5０Cを、その振動部材 5

Cに接続されている超音波発生装置 Cで振動させる。これにより、第2液浸空間

S 2の第2液体 Cに超音波を与えることができ、終端光学素子 、ノズル部材8を良

好にクリーニングできる。なお、クリーニング動作中に、第2液体 Cの供給と回収が

継続されていたが、第2液体 Cの供給と回収を一時的又は断続的に停止してもよい

００9０ 超音波発生装置 Cにより振動部材 5０Cを振動させている間、計測テーブル32

を第2駆動システム5によりX 平面内で投影光学系P 及びノズル部材8に対して移

動させてもよい。こぅすることにより、振動部材 5０Cの上面 5 の第 液浸空間 S

及び第2液浸空間 S2に対する大きさの相違に拘らず、ノズル部材8の下面8 及び

終端光学素子 の下面 をより均一且っ確実に洗浄することができる。なお、計

測テーブル32の移動時に振動部材 5０Cの振動を停止して、計測テーブル32が所

定位置で停止しているときのみ振動部材 ０を振動させてもよい。

００9 1 また、振動部材 5０Cと計測テーブル32とはギャッ 2を介して配置されているの
。

で、振動部材 5０Cは円滑に振動可能である。また、振動部材 5０Cと計測テ一フ



ル22とは、ギヤッ G2を介して配置されているので、振動部材 5０ の振動が計測

テーブル22に悪影響を与えない。なお、振動部材 5０ の振動が計測器3０ ０2

が伝わらないよぅに、計測テーブル32に防振機構を設けてもよい。また、振動部材

5０( 面 5 ) と某板テーブル22の (上面24) との間のギヤップG2は微小 (約０・

)であり、かつ振動部材 5０ の上面 5 C及び計測テーブル32の上面34は、第

液体 Q、及び第2液体 Cに対して機液性を有しているので、上面 5 C 4に第

液体 Q及び第2液体 Cが残留したり、振動部材 5 C (上面 5 C) と計測テーブ

ル32の (上面34) との間のギヤップG2から計測テーブル3 2の内部に液体が浸入す

ることを抑制することができる。

００92 第2液浸空間 S2を形成するための第2液体 Cの供給は、第 実施形態と同様に

ノズル部材8に配置されている供給 口8 から供給することができる。また、計測テー

ブル32 (例えば凹部 53の周囲) に、第2液体 Cを供給する供給 口を設け、その供

給 口から供給された第2液体 Cで第2液浸空間 S2を形成することもできる。また、

計測テーブル32 (例えば凹部 53の周囲) に、第2液体 Cを回収する回収 口を設け

ることができる。回収 口は、第2凹部 5０ に対して供給 口8 のさらに外側に、一つ

またはそれ以上分散してあるいは連続して形成することができる。なお、計測テーブ

ル32に第2液体 C用の供給 口、及び回収 口の少なくとも一方が設けられている場

合、第2液体 Cを用いるクリーニング時にノズル部材8に設けられている供給 口8

回収 口 の少なくとも一方を使って第2液体 Cを供給及び または回収してもよい

し、使わなくてもよい。第2液体 Cによるクリーニング終了時に、供給 口8 、回収 口8

2を使って第 液体 Qを供給及び回収することにより、計測テーブル32、終端光学

素子 及びノズル部材8に付着した第2液体 Cを洗い流し(リンス )てもよい。

００93 なお、振動部材 5０Cと計測テーブル32との間に、 リング等、計測テーブル32の

内部へ液体が浸入することを抑制するための坤ャ生 (可擁性 )を有するシール部材を

配置することができる。あるレソま、凹部 53の開口より大きく、柔軟で且つ機液性のシ

ール膜を用意し、そのシール膜で凹部 53の開口を覆ぅと共にシール膜の裏面を振

動部材 5 Cの上面 5 に接着してもよい。この場合、振動部材 5 Cの上面 5

上に位置するシール膜の一部を除去して振動部材 5０Cの上面 5 の一部を露出



００94 また、例えば凹部 53の内側に、振動部材 5０Cの囲むよぅに回収 口を設け、振動

部材 5０Cと計測テーブル32との間の液体を回収してもよい。

００95 なお、本実施形態においては、振動部材 5０Cが計測テーブル32に つだけ搭載

されている場合を例にして説明したが、計測テーブル32の複数の位置のそれぞれに

搭載されていてもよい。

００96 く第4実施形態 ノ

なお、上述の第 ～第3実施形態において、超音波発生装置 ( C)の発熱呈

が大きい場合には、超音波発生装置 ( C)の温度を調整する温度調整装置を

設けたり、超音波発生装置 ( C)の熱が、その周囲の部材 (某板テーブル22

計測テーブル32) に伝わらないよぅに、超音波発生装置 ( C)の周囲に、超音波

発生装置 ( C)の熱の発散を抑える断熱部材、あるいは吸熱部材を配置しても

よい。特に、第3実施形態のよぅに、超音波発生装置 Cを計測テーブル32に搭載

する場合には、その熱が計測器3０ ０2に伝わらないよぅに、上述の温度調整装

置及び 又は断熱部材 (吸熱部材 )を配置することが望ま 、。

００97 以下、第4実施形態として、超音波発生装置 ( C) が発生する熱の発散を抑制

する抑制装置の一例について説明する。以下の説明においては、抑制装置が、某

板テーブル22に搭載されている超音波発生装置 ０が発生する熱の発散を抑制す

る場合を例にして説明する。なお、上述の第 ～第3実施形態と同様、超音波発生装

置 ０は、圧電素子を含み、振動部材 5０に接続される。制御装置7は、超音波発生

装置 ０を用いて振動部材 5０を振動 (超音波振動) させて、振動部材 5０上のクリ

ーニング用液体 Cに振動 (超音波 )を与えることによって、終端光学素子 及びノ

ズル部材8の少なくとも一方をクリーニングすることができる。

００98 図8は、抑制装置3００ の一例を模式的に示す断面図である。図8において、抑制

装置3００ は、凹部 5０R内に配置され、超音波発生装置 ０の周囲に配置された

第 部材3０ を有する。第 部材3０ は、筒状の部材である。第 部材3０ は、

超音波発生装置 ０と某板テーブル22との間に配置されている。第 部材3０ は、

例えばアルミニウム等の金属、あるいは断熱性 (吸熱性 )を有する合成樹脂で形成さ



れている。

００99 第 部材3０ を設けることにより、超音波発生装置 ０が発生する熱の発散 (拡散 )

を抑制でき、超音波発生装置 ０が発生する熱が、その周囲に部材 (某板テーブル2

2) に伝わることを抑制できる。

０1００ 図9は、抑制装置3００ の他の例を模式的に示す断面図である。図9において、抑

制装置3００ は、凹部 5０ 内にそれぞれ配置され、超音波発生装置 ０の周囲に

配置された第 部材3０ と、振動部材 5０の周囲に配置された第2部材3０2 とを

有する。図9において、第 部材3０ 及び第2部材3０2 のそれぞれは、筒状の部

材である。第 部材3０ は、超音波発生装置 ０と某板テーブル22との間に配置さ

れ、第2部材3０2 は、振動部材 5０と某板テーブル22との間に配置されている。図

9では、第 部材3０ と第2部材3０2 は、凹部 5０ に嵌め合わせられているが、

凹部 5０ の壁面を第 部材3０ と第2部材3０2 で一体的に形成してもよい。な

お、図9において、第 部材3０ 、及び第2部材3０2 の周囲は、某板テーブル22

を構成する部材で囲まれているが、第 部材3０ 及び第2部材3０2 の少なくとも

一方の周囲が、気体空間であってもよい。すなわち、第 部材3０ の外周及び ま

たは第2部材3０2 の外周と、凹部 5０ を画定する周壁面との間に、空間 (例えば、

筒状空間) が設けられてもよい。そのよぅな空間を介して一屑の断熱効果が期待でき

る。

０1０1 振動部材 5０と第2部材3０2 とは所定のギャップを介して配置されている。これに

より、振動部材 5０は円滑に振動可能である。また、振動部材 5０と第2部材3０2

との間のギャップは所定値 (約０・ )に調整されており、振動部材 5０と第2部材

3０2 との間に液体が浸入することが抑制されている。

０1０2 第 部材3０ 及び第2部材3０2 のそれぞれは、例えばアルミニウム等の金属、あ

るいは断熱性 (または吸熱性 )を有する部材 (合成樹脂 )で形成されている。図9に示

す例においては、第 部材3０ と第2部材3０2 とは接続されており、一体である。

なお、第 部材3０ と第2部材3０2 とは、離れていてもよい。また、第 部材3０

と第2部材3０2 とは典なる材料で形成されていてもよい。

０1０3 第 部材3０ を設けることにより、超音波発生装置 ０が発生する熱の発散を抑制



でき、超音波発生装置 ０が発生する熱が某板テーブル22に伝わることを抑制できる

。また、第2部材3０2 を設けることにより、超音波発生装置 ０の熱が振動部材 5０

を介して某板テーブル22に伝わることを抑制できる。この点で、前述のよぅに振動部

材 5０(C) は石英のよぅな断熱材料から形成されるのが望ま 、。振動部材 5０(C)

の外周面及び 又は底面に、さらに、断熱材を被覆してもよい。

０1０4 なお、図8及び図9を参照して説明した実施形態において、第 部材3０ (3０

) は、筒状でなくてもよい。超音波発生装置 ０の周囲の少なくとも一部に、熱の発散

を抑制できる抑制部材を配置することによって、超音波発生装置 ０が発生する熱が

某板テーブル22に伝わることを抑制できる。同様に、第2部材3０2 (3０2 )も、筒

状でなくてもよく、振動部材 5０の周囲の少なくとも一部に、熱の発散を抑制できる抑

制部材を配置するよぅにしてもよい。

０1０5 図 ０は、抑制装置3００Cの他の例を模式的に示す断面図である。図 ０において、

抑制装置3００Cは、超音波発生装置 ０の周囲に配置された第 部材3０ Cと、温度

調整用の流体を供給する流体供給装置3０3とを有する。第 部材3０ Cは、筒状の

部材である。第 部材3０ Cは、例えばアルミニウムのよぅな金属等、熱伝導率が高い

材料で形成されている。

０1０6 本実施形態において、流体供給装置3０3は、第 部材3０ Cに、所定の温度に調

整された流体を供給する。抑制装置3００Cは、流体供給装置3０3から供給された流

体を使って、第 部材3０ Cの温度を調整する。抑制装置3００Cは、第 部材3０ C

の温度を調整することによって、超音波発生装置 ０が発生する熱が某板テーブル2

2に伝わることを抑制できる。

０1０7 また、抑制装置3００Cは、超音波発生装置 ０の周囲に配置された第 部材3０ C

の温度を調整することによって、超音波発生装置 ０の温度を調整することができる。

すなわち、抑制装置3００Cは、超音波発生装置 ０の温度を調整する温度調整装置

として機能する。

０1０8 本実施形態においては、流体供給装置3０3は、温度調整用の液体を供給する。流

体供給装置3０3から供給される液体としては、例えば水 (純水 ) 、フッ素系不活性液

体 (例えば「フロリナート」:住友スリーェム株式会社製 )等を用いることができる。



０1０9 また、本実施形態においては、第 部材3０ Cは、内部流路 3０4Cを有する。内部

流路 3０4Cは、円筒状の第 部材3０ Cに沿ってほぼ環状配置されている。なお、内

部流路 3０4Cが螺旋状に形成されていてもよい。流体供給装置3０3は、第 部材3０

Cの内部流路 3０4Cの一端は温度調整用の液体を供給する。流体供給装置3０3か

ら供給された温度調整用の液体は、第 部材3０ Cの内部流路 3０4Cを流れる。これ

により、第 部材3０ Cの温度が調整される。

０11０ 本実施形態においてほ、第 部材3０ Cの内部流路 3０4Cを流れた後の液体は、

内部流路 3０4Cの他端を介して、流体供給装置3０3に戻される。内部流路 3０4Cを

流れた後の液体は、再利用される。流体供給装置3０3は、第 部材3０ Cの内部流

路 3０4Cを流れ、流体供給装置3０3に戻された液体の温度を調整した後、再び、第

部材3０ Cの内部流路 3０4Cに供給する。なお、第 部材3０ Cの内部流路 3０4C

を流れた後の液体を、再利用せずに、所定の流体回収装置で回収してもよい。なお

、流体供給装置3０3の液体源として、第 液体供給装置8 6の液体 を利用してもよ

０111 抑制装置3００Cにより、超音波発生装置 ０が発生する熱の発散を抑制でき、超音

波発生装置 ０が発生する熱が某板テーブル22に伝わることを十分に抑制できる。

０112 図 は、抑制装置3００ の他の例を模式的に示す断面図である。図 において、

抑制装置3００ は、超音波発生装置 ０の周囲に配置された第 部材3０ と、第

部材3０ に接続され、振動部材 5０の周囲に配置された第2部材3０2 と、温度

調整用の流体を供給する流体供給装置3０3とを有する。第 部材3０ は、筒状の

部材であり、流体供給装置3０3から供給された温度調整用の液体が流れる内部流

路 3０4 を有する。第 部材3０ は、例えばアルミニウムのよぅな金属等、熱伝導率

が高い材料で形成されている。

０113 第2部材3０2 は、筒状の部材であり、例えばアルミニウムのよぅな金属等、熱伝導

率が高い材料で形成されている。振動部材 5０と第2部材3０2 とは所定のギャップ

を介して配置されており、振動部材 5０は円滑に振動可能である。また、振動部材

5０と第2部材3０2 との間のギャップは所定値 (約０・ ) に調整されており、振動

部材 5０と第2部材3０2 との間に液体が浸入することが抑制されている。



０114 流体供給装置3０3から供給された温度調整用の液体を使って第 部材3０ の温

度を調整することによって、その第 部材3０ に接続されている第2部材3０2 の

温度も調整することができる。図 に示す抑制装置3００ によっても、超音波発生装

置 ０が発生する熱の発散を抑制でき、超音波発生装置 ０が発生する熱が某板テ

ーブル22に伝わることを十分に抑制できる。

０115 図 2は、抑制装置3００ の他の例を模式的に示す断面図である。図 2において、

抑制装置3００ は、超音波発生装置 ０の周囲に配置された第 部材3０ と、第

部材3０ に接続され、振動部材 5０の周囲に配置された第2部材3０2 と、温度調

整用の流体を供給する流体供給装置3０3とを有する。

０116 第 部材3０ は、筒状の部材であり、流体供給装置3０3から供給された温度調整

用の液体が流れる内部流路 3０4 を有する。第 部材3０ は、例えばアルミニウム

のよぅな金属等、熱伝導率が高い材料で形成されている。

０117 第2部材3０2 は、筒状の部材であり、流体供給装置3０3から供給された温度調整

用の液体が流れる内部流路 3０5 を有する。第2部材3０2 は、例えばアルミニウム

のよぅな金属等、熱伝導率が高い材料で形成されている。

０118 振動部材 5０と第2部材3０2 とは所定のギャップを介して配置されており、振動部

材 5０は円滑に振動可能である。また、振動部材 5０と第2部材3０2 との間のギャ

ップは所定値 (約０・ ) に調整されており、振動部材 5０と第2部材3０2 との間

に液体が浸入することが抑制されている。

０119 第 部材3０ の内部流路 3０4 と第2部材3０2 の内部流路 3０5 とは接続され

ている。本実施形態において、流体供給装置3０3は、第 部材3０ の内部流路 3０

4 に温度調整用の液体を供給する。流体供給装置3０3から供給された液体は、第

部材3０ の内部流路 3０4 の一部を流れ、第2部材3０2 の内部流路 3０5 を流

れた後、第 部材3０ の内部流路 3０4 の一部を流れて、流体供給装置3０3に戻

される。図 2に示す抑制装置3００ によれば、流体供給装置3０3から供給されね液

体を使って、第 部材3０ 及び第2部材3０2 の両方の温度を調整することができ

る。したがって、超音波発生装置 ０が発生する熱の発散を抑制でき、超音波発生装

置 ０が発生する熱が某板テーブル22に伝わることを十分に抑制できる。



０12０ なお、図9、図 、図 2を参照して説明した実施形態においては、第 部材と第2

部材とが典なる部材であるが、一つ部材で形成してもよい。

０12 1 なお、図 ０～図 2を参照して説明した実施形態においては、第 部材3０ C ０

０ に形成された内部流路 3０4 C 3０4 3０4 に温度調整用の液体を流

しているが、例えば、第 部材をチューブ部材で巻き、そのチューブ部材の流路は液

体を流すよぅにしてもよい。その場合、第 部材の内部流路を省略することができる。
。

また、第 部材の内部流路を省略せず、第 部材に形成された内部流路とチューフ

部材の流路との両方に温度調整用の液体を流すよぅにしてもよい。同様に、第2部材

の周囲に、温度調整用の流体が流れる流路を有するチューブ部材を配置することが

できる。

０122 なお、第 部材を省略して、超音波発生装置 ０をチューブ部材で巻き、そのチュー

ブ部材の流路に温度調整用の液体を流すよぅにしてもよい。

０123 また、図 3に示すよぅに、超音波発生装置 ０の圧電素子 ０ の一部に内部流路

０ を形成し、その内部流路 に、流体供給装置3０3から供給された温度調整用

の流体を流すことができる。流体供給装置3０3は、圧電素子 の内部流路 に

温度調整用の流体を流すことによって、その圧電素子 (超音波発生装置 ０) の

温度を調整することができる。これにより、超音波発生装置 ０が熱を発散することを

抑制できる。

０124 なお、図 ０～図 3を参照して説明した実施形態においては、流体供給装置3０3

から供給される流体が液体である場合を例にして説明したが、気体であってもよい。

また、上記実施形態においては、振動部材 5０(C) は、石英で形成されていたが、

断熱性の他の材料、例えば、セラミックス、ガラスから形成してもよい。あるレ ま、振動

部材 5０(０) は、伝熱性材料、例えば、アルミニウムのよぅな金属から形成することも

可能である。振動部材 5０が振動するクリーニング時には、通常、第2液浸領城 S 2

のクリーニング用液体 Cが振動部材上に存在するので、振動部材 5０(０) は液体

Cにより冷却されることが期待できる。この目的で、第2液浸領城 S 2を形成するクリ

ーニング用液体 Cを温度制御してもよい。例えば、第2液浸領域 S2を形成するクリ

ーニング用液体 Cの温度を、第 液浸領城 S を形成する液浸液体 Qの温度より



高くすることができる。

０125 また、ペルチェ素子などの他の方式を用いて、超音波発生装置 ０が発生する熱の

発散を抑制してもよい。

０126 なお、図8～図 3を参照して説明した実施形態においては、某板テーブル22に搭

載されている超音波発生装置 ０が発生する熱の発散を抑制したり、超音波発生装

置 ０の温度を調整する場合を例にして説明したが、もちろん、図8～図 3を参照し

て説明した装置を用いて、計測テーブル3 2に搭載されている超音波発生装置 C

が発生する熱の発散を抑制したり、超音波発生装置 Cの温度を調整することがで

きる。上述したよぅに、計測テーブル3 2には各種のセンザ、計測部材などが搭載され

ているが、図9～3で説明したよぅに超音波発生装置 ０が発生する熱の発散を抑制

することによって、超音波発生装置 ０が発生する熱に起因する計測テーブル3 2の

センザ (計測部材 ) を用いる計測での誤差発生を抑えることができる。

０127 なお、上述の第 ～第4実施形態において、第 液体 で第2液浸空間を形成し

て、終端光学素子 、ノズル部材8の少なくとも一方をクリーニングしてもよい。例え

ば、使用される第 液体 Qがクリーニング能力を有するもの (例えばフッ素系液体 )

であったり、あるいは発生した汚染が第 液体 Qで良好に除去可能 (クリーニング可

能 ) である場合には、第 液体 Qで良好にクリーニングできる。

０128 なお、上述の第 ～第4実施形態において、ノズル部材8と某板テーブル2 2 ( は

計測テーブル32) との間に第2液浸空間 S2を形成するために、第 液体 Qと、第

液体 Qと典なる第2液体 Cとを時系列的に使用してもよい。例えば第 液体 Qが

水 (純水 ) であり、第2液体 Cが所定の気体を水に溶解させた溶解ガス制御水 (水素

水、空素水等 ) である場合には、第2液体 Cを用いたクリーニング動作後、第 液体

Qを用いたクリーニング動作を実行することができる。クリーニング動作終了後に第

液体 Qに置換する処理の時間を短くすることができる。

０129 また、振動部材 5０(C)及び超音波発生装置 (C)は上述の実施形態において

用いたものは一例にすぎず、種々の構造のものを用い得る。例えば、振動部材 5０(

C)を用いる代わりに、超音波発生装置 (C)の圧電素子の表面に機液性のコーテ

ィングを施し、圧電素子のコーティングされた面が某板テーブル22の上面24または



計測テーブル3 2の上面34と面一になるよぅに圧電素子を設けてもよい。この場合、

機液性のコーティング膜が本発明における「振動部材」または「所定部材」となる。

０13０ また、上述の各実施形態において、ノズル部材8を振動させて第2液浸空間 52の

液体に超音波 (振動) を与えるよぅにしてもよい。

０13 1 また、上述の各実施形態においては、終端光学素子 及びノズル部材8のクリー

ニングを促進するために、液体 ( Q又は C) に2０ ，以上の振動 (超音波 ) を与え

るよぅにしているが、液体 ( Q又は C) に2０ z未満の振動を与えるよぅにしてもよ

い。あるレソま、前述のよぅに、周波数を適宜変調して、2０ ，以上の周波数f と2０

z未満の周波数f2と周期的に切り替えたり、連続的に と 2の間を変更させてもよ

０132 なお、上述の第 ～第4実施形態において、終端光学素子 及びノズル部材8に

対するクリーニング動作は、例えば所定枚数の某板Pを露光する毎に、あるレソまロット

毎に、あるいは所定時間間隔毎に実行することができる。図 4に、第 ～第4実施形

態におけるクリーニング動作を含む液浸露光のシーケンスの一例を示す。制御装置

7の制御により計測テーブル3 2がノズル部材8と対向する位置に位置づけられ、ノズ

ル部材8と計測テーブル3 2との間に第 液浸空間 S を形成され、第 液体 Qを介

して計測テーブル3 2の各種計測器による計測が実行される ( ) 。ついで、計測テ

ーブル3 2がノズル部材8下方から離れつつ某板テーブル22がノズル部材8下方に

移動することによって、液体 Qが計測テーブル3 2から某板テーブル22に受け渡さ

れ、第 液浸空間 S が某板テーブル22上の某板Pとノズル部材8及び投影光学系

P の間に形成される (S 2)。制御装置7は、計測テーブル3 2での計測結果に某づい

て某板Pの露光条件を調整し、某板Pの液浸露光を行ぅ(S3) 。液浸露光が終わると、

某板テーブル22は所定の某板交換位置に移動し、そこで某板の交換が行われる (S

4 )。この某板の交換の後あるいは某板の交換と並行して、前述のクリーニング動作が

実行される (S ) 。例えば、第 実施形態のよぅに、クリーニング動作が某板テーブル

22上で行われる場合は、所定枚数の某板の露光が終了した後に、某板の交換ステ

ップ5 4の後でクリーニング動作を行ぅことができる。第3実施形態のよぅに、クリーニン

グ動作が計測テーブル3 2上で行われる場合は、所定枚数の某板の露光が終了した



後に、某板ステージ22での某板の交換ステップS 4と並行してあるいはその前後でク

リーニング動作を行ぅことができる。

０133 上記実施形態において、終端光学素子 及びノズル部材8の少なくとも一方の汚

染状態を検出可能な検出装置を設け、その検出装置の検出結果に某づいて、終端

光学素子 及びノズル部材8の少なくとも一方が汚染されていると判断したときに、

クリーニング動作を実行するよぅにしてもよい。例えば、計測テーブル3 2に光呈検出

器を配置し、終端光学素子 の下面 から射出される露光光 の光呈を、計測

テーブル3 2に配置されている光呈検出器で検出し、その検出結果に某づいて、クリ

ーニング動作を実行するかどぅかを判断することができる。終端光学素子 の下面

が汚染されている状態と汚染されていない状態とでは、光呈検出器に照射される

露光光 の光呈が変化する可能性が高い。したがって、光呈検出器の検出結果に

某づいて、終端光学素子 の下面 の汚染状態を求めることができる。

０134 また、マスク 及び投影光学系P を介した露光光 で某板Pを露光し、現像処理

を行った後、その某板P上に形成されたパターンの形状を所定の計測装置で計測し

、その計測結果に某づいて、クリーニング動作を実行するかどぅかを判断するよぅにし

てもよい。例えば、パターンの形状の計測結果に某づいて、パターンの欠陥が許容

範囲でないと判断した場合、終端光学素子 の下面 の汚染状態も許容範囲で

ないと判断し、クリーニング動作を実行する。

０135 また、終端光学素子 の下面 、ノズル部材8の下面8 等の画像 (光学像 ) 情

報を取得可能な撮像装置 (カメラ) を設け、その撮像装置の撮像結果に某づいて、終

端光学素子 の下面 、ノズル部材8の下面8 等が汚染されているかどぅかを

判断し、その判断の結果に某づいて、クリーニング動作を実行するかどぅかを判断す

るよぅにしてもよい。

０136 上記実施形態において、超音波発生装置 (C) により振動部材 5０(C)を介して

発生する超音波を検出する検出器を設けてもよい。例えば、PZ からなる超音波受

信素子を、ノズル部材8や計測テーブル3 2に埋設などして設けることができる。こぅす

ることで、超音波が第2液浸空間 S2に有効に伝搬していることを確認することがで

き、また超音波の周波数や第2液体 Cの供給及び回収 (流呈、媒質、温度など) が



超音波の伝搬に及ぼす影響を観測することができる。これらの観測結果に某づいて

超音波発生装置 ０(C) の圧電素子駆動回路を最良に設定することができる。

０137 なお、上述の各実施形態においては、振動部材 5０( 5０C ) の上面 5 5 C )

、某板テーブル2 2の上面24 、計測テーブル3 2の上面3 4などは、第 液体 及び

第2液体 Cの両方に対して機液性を有しているが、どちらか一方、例えば露光用の

第 液体 Qのみに対して機液性であってもよい。

０138 なお、上述の各実施形態 (及び種々の改変 ) で説明したクリーニング動作、クリーニ

ング機構を適宜細み合わせて使用できることは吉ぅまでもない。上記実施形態では、

クリーニング用液体 Cが、振動部材 ０(C ) に存在するときに超音波発生装置

0から発生する超音波を用いて終端光学素子 の下面 やノズル部材 8の下面8

などの液体 Qと接触する部位を洗浄したが、クリーニング用液体 Cが振動部材

5０(C ) のみならず、某板テーブル2 2及び または計測テーブル3 2上の振動部

材 5０(０) とは典なる部位 (位置) に存在させることによって、それらの部位を洗浄す

ることもできる。この際、クリーニング用液体 Cが某板テーブル2 2または計測テーブ

ル3 2 とノズル部材 8の下面8 との間に存在するときに、某板テーブル2 2または計測

テーブル3 2をノズル部材 8 に対して移動させてもよい。

０139 なお、上述の各実施形態の露光用液体 Q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 の光源が レーザである場合、この レーザ光は水を透

過しないので、液体 Qとしては レーザ光を透過可能な例えば、過フッィヒポリエー

テル (P P )やフッ素系オイル等のフッ素系流体であってもよい。また、液体 Qとし

ては、その他にも、露光光 に対する透過性があってできるだけ屈折率が高く、投

影光学系P や某板P表面に塗布されているフォトレジストに対して安定なもの (例え

ばセダ一油 ) を用いることも可能である。また、液体 Qとしては、屈折率が ・6～・

8程度のものを使用してもよい。ここで、純水よりも屈折率が高い(例えば ・5以上) の

液体 としては、例えば、屈折率が約 ・5０のイソプロパノール、屈折率が約 ・6 の

グリセロール (グリセリン) といったC 結合あるいは 結合を持つ所定液体、ヘ

キザン、ヘプタン、デカン等の所定液体 (有機溶剤) 、あるいは屈折率が約 ・6０の

デカリン(Deca n : Decahyd onaph ha ene)などが挙げられる。また、液体 は、これら



。純水にこれら液体の

少なくとも つを添加 (混合 ) したものでもよい。さらに、液体 は、純水に "、Cs"、・、 S 等の塩某又は酸を添加 (混合 ) したものでもよレ七、純水に

酸化物等の微粒子を添加 (混合 ) したものでもよい。なお、液体 としては、光の吸収

係数が 、さく、温度依存性が少なく、投影光学系P 、及び 又は某板Pの表面に塗

布されている感光材 ( はトップコート膜あるいは反射防止膜など) に対して安定なも

のであることが好ま 、。史に、投影光学系P の光学素子 (最終光学素子 など)を

、石英、蛍石以外に、フッィヒバリウム、フッ化ストロンチウム、フッ化リチウム、及びフッ

化ナトリウム等のフッ化ィヒ合物の単結品材料で形成されたものを用いてもよい。さらに

、石英及び蛍石よりも屈折率が高い(例えば ・6以上)材料で、液体 と接触する

投影光学系P の光学素子 (最終光学素子 など)を形成してもよい。屈折率が ・6

以上の材料としては、例えば、国際公開第2００5 ０596 7号パンフレソトに開示さ

れる、ザファイア、二酸化ゲルマニウム等、あるレソま、国際公開第2００5 ０596 8号

パンフレソトに開示される、塩化カリウム (屈折率は約 ・75) 等を用いることができる。

液体 Qとして、種々の流体、例えば、超臨界流体を用いることも可能である。

0140 なお、上述の各実施形態においては、投影光学系の終端光学素子の射出側 (像

面側) の光路空間を液体で満たしているが、国際公開第2００4 ０ 9 28号パンフレ

ット(対応米国特許公開第2００5 ０248856 号) に開示されているよぅに、終端光学

素子の光人射側 (物体面側) 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。

0141 なお、上述の各実施形態においては、投影光学系P と某板Pとの間に局所的に液

体な満たす露光装置を採用しているが、米国特許第5，825 ０43号などに開示され

ているよぅな、露光対象の某板の表面全体が液体中に浸かっている状態で露光を行

ぅ液浸露光装置を採用可能である。

0142 なお、上述の各実施形態の某板Pとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウェ
ディスプレイデバイス用のガラス某板、薄膜磁気ヘッド用のセラミック

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

コンウェハ )等が適用される。



０143 露光装置 Xとしては、マスク と某板Pとを同期移動してマスク のパターンを走

査露光するステップ・アントスキヤン方式の走査型露光装置 (スキヤニングステッパ )

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

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 )を採用することができる。

０144 さらに、露光装置 Xとして、ステップ・アンド・リピート方式の露光において、第 パ

ターンと某板Pとをほぼ静止した状態で、投影光学系を用いて第 パターンの縮小像

を某板P上に伝写した後、第2パターンと某板Pとをほぼ静止した状態で、投影光学

系を用いて第2パターンの縮小像を第 パターンと部分的に重ねて某板P上に一括

露光するスティッチ方式の一括露光装置を採用してもよい。また、スティッチ方式の露

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

板Pを順次移動させるステップ・アントスティッチ方式の露光装置を採用することもで

きる。

０145 また、露光装置 Xとして、例えば米国特許第6，6 3 6号に開示されているよぅ

に、2つのマスクのパターンを、投影光学系を介して某板上で合成し、 回の走査露

光によって某板上の つのショット領城をほぼ同時に二重露光する露光装置などを採

用することができる。また、露光装置 Xとして、プロキシミティ方式の露光装置、ミラー

プロジェクション・アライナーなどを採用することができる。

０146 また、露光装置 Xとして、米国特許6，34 ００7号、米国特許6，4００ 44 号、

米国特許6，549 269 号、及び米国特許6，59０6 34号、米国特許6，2０8 4０7

号、米国特許6，262 796 号等に開示されているよぅな複数の某板ステージを備え

たソインステージ型の露光装置を採用することもできる。また、複数の某板ステージと

計測ステージとを備えた露光装置を採用することができる。これらの複数のステージ

を備える露光装置では、いずれのステージに振動部材及び振動発生装置が設けら

れていてもよい。また、上記実施形態では、某板テーブル及び または計測テーブ

ルに振動部材 5０(C)及び超音波発生装置 ０(０)を設けたが、それらのテーブル
とは別の可動テーブル、例えば、振動部材及び超音波発生装置が設けられたクリー

ニング専用テーブルを設けてもよい。



０147 露光装置 Xの種類としては、某板P に半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られす、被品表示素子製造用又はティスプレイ製造用の

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

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

きる。

０148 なお、上述の各実施形態においては、レーザ干渉計を含む干渉計システムを用い
てマスクステーシ、某板ステーシ、及ひ計側ステーシの各位置盾報を計側するものと

したか、これに限らす、例えは各ステーシに設けられるスケール (回折格子) を検出す

るェンコータシステムを用いてもよい。この場合、干渉計システムとェンコータシステ

ムとの両方を備えるハイフリノトシステムとし、干渉計システムの計側結果を用いてェ
ンコータシステムの計側結果の較 E(キヤリフレーション) を行うことか好ま 、。また、

干渉計システムとェンコータシステムとを切り換えて用いる、あるいはその両方を用い

て、ステーシの位置制御を行うようにしてもよい。

０149 また、上述の各実施形態ては、露光光 として エキシマレーザ光を発生する

光源装置として、 エキシマレーザを用いてもよいか、例えは、米回特詐7，０2 3，6

０号に開示されているように、 半導体レーザ又はファイハーレーザなとの固体

レーザ光源、ファイハ一アンプなとを有する光増幅部、及ひ波長変換部なとを含み、

波長 のパルス光を出力する高燗波発生装置を用いてもよい。さらに、上記実

施形態ては、前述の各昭明領城と、投影領城かそれそれ矩形状てあるものとしたか

、他の形状、例えは円弧状なとてもよい。

０15０ なお、上述の実施形態においては、光透過性の某板上に所定の逆光パターン (

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

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

きパターンの電子テータに某ついて透過パターン又は反射パターン、あるいは発光

パターンを形成する可変成形マスク (電子マスク、アクティフマスク、あるレ まイメーシ

シェネレータとも呼はれる) を用いてもよい。可変成形マスクは、例えは非発光型画像

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

む。また、可変成形マスクとしては、 に限られるものてなく、 に代えて、以



下に説明する非発光型画像表示素子を用いても良い。ここで、非発光型画像表示素

子は、所定方向へ進行する光の振幅 (強度 ) 、位相あるいは偏光の状態を空間的に

変調する素子であり、透過型空間光変調器としては、透過型液品表示素子 ( C :

q C s a D sp a ) 以外に、ェレクトロクロミックディスプレイ( C )等が例として挙

げられる。また、反射型空間光変調器としては、上述の の他に、反射ミラーアレ

イ、反射型液品表示素子、電気泳動ディスプレイ( P : E ec o hone c D sp a )

電子ぺ一パー (または電子インク) 、光回折型ライトバルブ (G a ng gh Va ve) 等が

例として挙げられる。

０15 1 また、非発光型画像表示素子を備える可変成形マスクに代えて、自発光型画像表

示素子を含むパターン形成装置を備えるよぅにしても良い。この場合、照明光学系は

不要となる。ここで自発光型画像表示素子としては、例えば、C (Ca hode Ra T

be) 、無機 ディスプレイ、有機 ディスプレイ(O : O gan c gh Em ng D o

de) ディスプレイ、 ディスプレイ、電界放出ディスプレイ( : e d E s s

o n D sp a ) 、ブラズマディスプレイ(P : asma D sp a ane )等が挙げられる。ま

た、パターン形成装置が備える自発光型画像表示素子として、複数の発光点を有す

る固体光源チップ、チップを複数個アレイ状に配列した固体光源チップアレイ、また

は複数の発光点を 枚の墓板に作り込んだタイプのもの等を用い、該固体光源チッ

プを電気的に制御してパターンを形成しても良い。なお、固体光源素子は、無機、有

機を問わない。

０152 上述の各実施形態においては、投影光学系P を備えた露光装置を例に挙げて説

明してきたが、投影光学系P を用いない露光装置及び露光方法に採用することが

できる。このよぅに投影光学系P を用いない場合であっても、露光光はレンズ等の光

学部材を介して某板に照射され、そのよぅな光学部材と某板との間の所定空間ば液

浸空間が形成される。

０153 また、露光装置 Xとして、例えば国際公開第2００ ０3 5 6 8 号パンフレソトに開

示されているよぅに、干渉縞を某板P 上に形成することによって、某板P 上にライン・ア

ントスペースパターンを露光する露光装置 (リソクラフィシステム) を採用することが

できる。また、本発明は、投影光学系と某板との間の液浸領城をその周囲のエアーカ



一テンで保持する液浸型の露光装置にも適用することができる。

０154 本願実施形態の露光装置 Xは、本願請求の範囲に挙げられた各構成要素を含

む各種ザブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよぅに

、細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、この細み立ての

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。各種ザブシステムから露光装置への細み立てエ

程は、各種ザブシステム相互の、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。この各種ザブシステムから露光装置への細み立て工程の前に

、各ザブシステム個々の細み立て工程があることまレぢまでもない。各種ザブシステム

の露光装置への細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ぅことが望ま 、。

０155 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図 5に示すよぅに、マイクロデバイスの機

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

作するステッ ０2、デバイスの某材である某板を製造するステッ 2０3、前述した

実施形態に従って、マスクからの露光光で某板を露光すること、及び露光した某板を

現像することを含む某板処理ステッ ０4、デバイス細み立てステップ (ダイシングエ

程、ボンディング工程、パッケージ工程などの加工プロセスを含む) 2０5、検査ステッ

０6等を経て製造される。上述の各実施形態で説明した露光装置 Xにおけるクリ

ーニング方法は、某板処理ステッ ０4に含まれ、そのクリーニング方法でクリーニン

グされた露光装置 Xを用いて、某板Pを露光することが行われる。

０156 なお、上述のよぅに本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述した全ての構

成要素を適宜細み合わせて用いることが可能であり、また、一部の構成要素を用い

ない場合もある。例えば、実施形態4及びその変形形態では、振動部材の表面が、

液浸液体 及び 又はクリーニング用液体 Cに対して機液性でなくてもよい。また

、上述の各実施形態において、第 及び第2液体供給装置8 6 96並びに液体回収

装置8 9が露光装置に設けられている必要はなく、例えば露光装置が設置されるエ



場等の設備を代用してもよい。また、液浸露光に必要な構造は、上述の構造に限ら

れず、例えば、欧州特許公開第 4 2０298 号公報、国際公開第2００4 ０558 ０3 号

パンフレソト、国際公開第2００4 ０5759 ０号パンフレソト、国際公開第2００5 ０2 9

559 号パンフレソト(対応米国特許公開第2００6 ０2 3 2０6 号) 、国際公開第2００4

０86468 号パンフレソト(対応米国特許公開第2００5 ０2 8０7 9 号) 、特開2００4

2 6号公報 (対応米国特許第6 ，952,253 号) などに記載されているものを用

いることができる。液浸露光装置の液浸機構及びその付属機器について、指定回ま

たは選択回の法令が許す範囲において上記の米国特許又は米国特許公開などの

開示を援用して本文の記載の一部とする。

０15 7 なお、上述の各実施形態及び変形例で引用した露光装置等に関する全ての公開

公報及び米国特許の開示を援用して本文の記載の一部とする。

産業上の禾 用可能，吐

０158 本発明の露光方法及びデバイス製造方法によれば、クリーニング用液体を用いて

露光装置の液体と接する部位が有効に洗浄されるために、製造されるデバイスの歩

留りが向上する。それゆえ、本発明は、半導体産業を含む精密機器産業の回際的な

発展に若しく貢献するであろぅ。



請求の範囲

露光用液体を介して露光光で某板を露光する露光装置であって、

前記露光光を射出する光学素子と、

前記光学素子の射出側で移動可能な可動部材と、

前記可動部材に搭載された所定部材と、

前記所定部材を振動させることによって前記所定部材上のクリーニング用液体に振

動を与える振動発生装置と、を備え、

前記所定部材の表面の少なくとも一部は、前記露光用液体と前記クリーニング用液

体の少なくとも一方に対して機液性である露光装置。

2 前記振動発生装置は、前記所定部材に接続されている請求項 記載の露光装置。

3 前記振動発生装置は、圧電素子を含む請求項 又は2記載の露光装置。

4 前記振動発生装置は、前記クリーニング用液体に超音波を与える請求項 ～3のい
ずれか一項記載の露光装置。

5 前記クリーニング用液体は、所定の気体を水に溶解させたクリーニング水を含む請

求項 ～4のいずれか一項記載の露光装置。

6 前記クリーニング用液体は、前記露光用液体を含む請求項 ～4のいずれか一項

記載の露光装置。

7 前記光学素子の近傍に配置された液浸部材を備え、

前記振動発生装置は、前記所定部材と前記液浸部材との間の前記クリーニング用

液体に振動を与えることによって、前記液浸部材をクリーニングする請求項 ～6のい
ずれか一項記載の露光装置。

8 前記振動発生装置は、前記所定部材と前記光学素子との間の前記クリーニング用

液体に振動を与えることによって、前記光学素子をクリーニングする請求項 ～7のい
ずれか一項記載の露光装置。

9 前記液浸部材は、前記クリーニング用液体を供給する供給 口を有する請求項7記

載の露光装置。

1０ 前記液浸部材は、前記クリーニング用液体を回収する回収 口を有する請求項7記

載の露光装置。



前記クリーニング用液体を供給する供給 口を備え、

前記供給 口は、前記可動部材に配置されている請求項7～０のいずれか一項記

載の露光装置。

2 前記所定部材は、前記液浸部材の下面と対向可能な第 面を有し、

前記可動部材は、前記液浸部材の下面と対向可能な第2面を有し、

前記第 面と前記第2面とは、所定のギャップを介して配置されている請求項7～
のいずれか一項記載の露光装置。

3 前記第2面は、前記第 面の周囲に配置されている請求項 2記載の露光装置。

4 前記第 面と前記第2面とは同一平面内に配置されている請求項 2 は 3記載

の露光装置。

5 前記某板は、前記可動部材に保持され、

前記第 面及び前記第2面は、前記可動部材に保持された前記某板の表面と面一

である請求項 4記載の露光装置。

6 前記可動部材は、前記墓板を保持せずに、計測器を搭載し、

前記第 面及び前記第2面は、前記計測器の表面と面一である請求項 4記載の

露光装置。

7 前記振動発生装置が発生する熱の発散を抑制する抑制装置をさらに備えた請求

項 ～6のいずれか一項記載の露光装置。

8 前記振動発生装置の温度を調整する温度調整装置をさらに備えた請求項 ～7

のいずれか一項記載の露光装置。

9 露光用液体を介して露光光で某板を露光する露光装置であって、

前記露光光を射出する光学素子と、

前記光学素子の射出側で移動可能な可動部材と、

前記可動部材に搭載された所定部材と、

前記所定部材を振動させることによって前記所定部材上のクリーニング用液体に振

動を与える振動発生装置と、

前記振動発生装置が発生する熱の発散を抑制する抑制装置と、を備えた露光装



2０ 前記抑制装置は、温度調整用の流体を供給する流体供給装置を含む請求項 9

記載の露光装置。

2 前記抑制装置は、前記振動発生装置の周囲の少なくとも一部に配置された第 部

材を含み、

前記流体供給装置から供給された前記流体を使って前記第 部材の温度を調整

する請求項2０記載の露光装置。

22 前記第 部材は、内部流路を有し、

前記流体は、前記内部流路を流れる請求項2 記載の露光装置。

23 前記抑制装置は、前記振動発生装置の周囲の少なくとも一部に配置された第 部

材を含む請求項 9記載の露光装置。

24 前記抑制装置は、前記所定部材の周囲の少なくとも一部に配置された第2部材を

含む請求項2 ～23のいずれか一項記載の露光装置。

25 前記振動発生装置は、圧電素子を含む請求項 9～24のいずれか一項記載の露

光装置。

26 前記振動発生装置は、前記クリーニング用液体に超音波を与える請求項 9～25

のいずれか一項記載の露光装置。

27 前記光学素子の近傍に配置された液浸部材を備え、

前記振動発生装置は、前記所定部材と前記液浸部材との間の前記クリーニング用

液体に振動を与えることによって、前記液浸部材をクリーニングする請求項 9～26

のいずれか一項記載の露光装置。

28 前記振動発生装置は、前記所定部材と前記光学素子との間の前記クリーニング用

液体に振動を与えることによって、前記光学素子をクリーニングする請求項 9～27

のいずれか一項記載の露光装置。

29 前記可動部材は、前記墓板を保持する請求項 9～2 のいずれか一項記載の露

光装置。

3０ 前記可動部材は、前記墓板を保持せずに、計測器を搭載する請求項 9～2 のい

ずれか一項記載の露光装置。

3 前記振動部材が前記可動部材に非接触で配置されている請求項 ～3０のいずれ



か一項記載の露光装置。

32 前記振動発生装置は、振動防止部材を介して可動部材に設けられている請求項

～3 のいずれか一項記載の露光装置。

33 前記振動部材のクリーニン外液と接する表面の大きさが、前記液浸部材と可動部材

との間に形成される液浸空間よりも 、さい請求項7または27に記載の露光装置。

34 請求項 ～33のいずれか一項記載の露光装置を用いて某板を露光することと、

露光された某板を現像することと、を含むデバイス製造方法。

35 露光用液体を介して露光光で某板を露光する液浸露光装置に用いられる洗浄装

置であって、

所定部材と、

前記所定部材を振動させることによって前記所定部材に接触するクリーニング用液

体に振動を与える振動発生装置と、を備え、

前記所定部材の表面の少なくとも一部は、前記露光用液体と前記クリーニング用液

体の少なくとも一方に対して機液性である洗浄装置。

36 前記振動発生装置は、前記所定部材に接続されている請求項3 5記載の洗浄装置

37 前記振動発生装置は、圧電素子を含む請求項3 5 は3 6記載の洗浄装置。

38 前記振動発生装置が発生する熱の発散を抑制する抑制装置をさらに備えた請求

項3 5～3 7のいずれか一項記載の洗浄装置。

39 前記振動発生装置の温度を調整する温度調整装置をさらに備えた請求項3 5～38

のいずれか一項記載の洗浄装置。

4０ 前記クリーニング用液体は、所定の気体を水に溶解させたクリーニング水を含む請

求項3 5～39のいずれか一項記載の洗浄装置。

4 前記クリーニング用液体は、前記露光用液体を含む請求項3 5～4０のいずれか一

項記載の洗浄装置。

42 前記振動発生装置は、前記クリーニング用液体に超音波振動を与える請求項3 5

～4 のいずれか一項記載の洗浄装置。

4 露光用液体を介して露光光で某板を露光する液浸露光装置に用いられる洗浄装



置であって、

所定部材と、

前記所定部材を振動させることによって前記所定部材に接触するクリーニング用液

体に振動を与える振動発生装置と、

前記振動発生装置が発生する熱の発散を抑制する抑制装置と、を備えた洗浄装

置。

44 前記抑制装置は、温度調整用の流体を供給する流体供給装置を含む請求項4 3

記載の洗浄装置。

45 前記抑制装置は、前記振動発生装置の周囲の少なくとも一部に配置された第 部

材を含み、

前記流体供給装置から供給された前記流体を使って前記第 部材の温度を調整

する請求項44記載の洗浄装置。

46 前記第 部材は、内部流路を有し、

前記流体は、前記内部流路を流れる請求項4 5記載の洗浄装置。

47 前記抑制装置は、前記所定部材の周囲の少なくとも一部に配置された第2部材を

含む請求項4 5又は4 6記載の洗浄装置。

48 前記振動発生装置は、圧電素子を含む請求項4 3～4 7のいずれか一項記載の洗

浄装置。

49 前記クリーニング用液体は、所定の気体を水に溶解させたクリーニング水を含む請

求項4 3～4 8のいずれか一項記載の洗浄装置。

5０ 前記クリーニング用液体は、前記露光用液体を含む請求項4 3～4 9のいずれか一

項記載の洗浄装置。

5 前記振動発生装置は、前記クリーニング用液体に超音波を与える請求項4 3～5０

のいずれか一項記載の洗浄装置。

52 前記振動発生装置から発生する振動が前記露光装置に伝達されることを防止する

振動防止部材を備える請求項4 3～5 のいずれか一項記載の洗浄装置。

53 請求項4 3～52のいずれか一項記載の洗浄装置を液浸露光装置内で用いるクリー



前記洗浄装置の所定部材上にクリーニング用液体で液浸空間を形成することと、

前記液浸空間のクリーニング用液体に超音波振動を与えることとを含むクリーニン

グ方法。

54 前記液浸露光装置の露光用液体と接する部位をクリーニング用液体で洗浄する請

求項53記載のクリーニング方法。

55 前記露光用液体と接する部位は、前記露光装置に設けられた光学素子の一部ま

たは露光用液体を供給する液体供給部材の一部である請求項54 に記載のクリー二

56 第 及び第2テーブルを有する露光装置を用いて露光光で露光液体を介して某板

を露光する液浸露光方法であって、

光学素子と、前記第1テーブルに設けられた計測器との間に置かれた露光液体を

介して露光条件を決定するための計測を実行することと

某板と前記光学素子との間の露光液体を介して露光光で前記某板を露光すること

と，

前記第 または前記第2テーブルに設けられた振動子と前記光学素子との間にクリ

ーニン久液体を置いて、前記振動子を振動させることにより前記露光装置の前記露

光液体と接する部位を洗浄することを含む液浸露光方法。

57 前記第 テーブルに設けられた振動子と前記光学素子との間にクリーニング液体を

置いて、前記振動子を振動させることによりまたは前記露光装置の前記露光液体と

接する部位を洗浄する請求項56に記載の露光方法。

58 前記第2テーブルで某板の交換を行ぅ間に、前記露光装置の前記露光液体と接す

る部位の洗浄を行ぅ請求項5 7に記載の露光方法。

59 前記クリーニン久液体と接する表面が機液性である請求項56～58のいずれか一

項に記載の露光方法。

6０ 前記振動子に、前記クリーニン久液体と接する振動部材が接続されている請求項5

6～5 9のいずれか一項に記載の露光方法。
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請求の範囲 1 - 6 0 に係 る発明の共通の事項は、液侵露光装置にお て、振動発生装置によ ク 二

ク用液体に振動を与えるこ である。

し しなから、調査の結果、上記構成は次の国際調査にあげた文献に記載されてお 、新規でな こ

か明ら な た。

結果 t して、上記構成は、 P C T 規則 1 3 ・ の第 文の意味にお て、特別な技術的特徴ではな 。

1・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

3 ・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・ 汀 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

請求の範囲 1 1 3 4 ~ 3 7 4 0 ~ 4 2

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式P C Tノ I S Aノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7午 4 月 )
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