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明 細 苫

ステージ装置、露光装置、及びデバイスの製造方法

技術分野

０００1 本発明は、ステージ装置、露光装置、及びデバイスの製造方法に関するものである

本願は、2００6年 2月 2 7 日に出願された特願 2００6 479 号に某づき優先権

を主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

０００2 半導体素子、液品表示素子、C C (Cha ge Coup ed Device) 等の撮像素子、薄膜

磁気ヘッド、その他の各種デバイスの製造工程の つとして設けられるフオトリソグラフ

ィ工程では、マスク又はレチクルにれらを総称する場合にはマスクといぅ に形成され

たパターンを、投影光学系を介してフオトレジストが塗布されたガラスプレート又はウ

ェハ等の某板に伝写する露光装置が用いられている。この露光装置では、某板を露

光位置に高い精度で位置決めする必要があるため、某板は某板ホルダ上に真空吸

着等によって保持され、この某板ホルダが某板テーブル上に固定されている。

０００3 近年においては、スループット(単位時間に露光処理することができる某板の枚数 )

を向上させるために某板をより高速に移動させることが要求されている。また、某板に

伝写するパターンの微細化により、機械的な案内面の精度等に影響されることなく高

精度に某板の位置決めを実現することも要求されている。更にはメンテナンスの機会

を少なくして露光装置の稼働時間を伸ばすために機械的な摩擦を回避して長寿命

化することも要求されている。これらの要求な満たすために、某板が載置された某板

テーブルを非接触で2次元方向に駆動することにより、某板の位置決めを行ぅステー

ジ装置が開発されている。この非接触駆動のステージ装置の駆動源としては、例え

ば可変磁気抵抗駆動方式のリニアパルスモータを2軸分結合させた構造の平面モー

タが知られている。

０００4 上記の可変磁気抵抗駆動方式の平面モータとして、現状ではソイヤモータのよぅに

可変磁気抵抗駆動方式のリニアパルスモータを2軸分結合させた構造が主流である



。この可変磁気抵抗駆動方式のリニアパルスモータは、例えは、凸凹状の曲部か長

手方向に沿って等間隔に形成された板状の磁性体にょって構成された固定子と、固

定子の凸凹状の曲部と対向し、この凸凹状曲部とは典なる位相の凸凹部を有する複

数の電機子コイルか永久磁石を介して連結された可動子とを備えており、各時点に

おける固定子との可動子との間の磁気抵抗を最小にしょぅとして発生する力を利用し

て可動子を駆動するモータてある。

また、近年ては、例えは2次元的に配列されたコイルを備える固定部と、2次元的に

配列された永久磁石を有する移動部とからなり、コイルに電流を流すことて発生する

口一レシソカを利用し、固定部に対して移動部を2次元的に駆動する平面モータ装

置か案出されている (特井文献 ～3参照 ) 。

特井文献 1 特開平 64543 号公報

特井文献2 特開2００3 号公報

特井文献3 米回特詐第5677758 号明細菩

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 しかしなから、上述したょぅな従来技術には、以下のょぅな問題か存在する。

上記の移動部は、通常レーザ干渉計等の計側装置を用いて位置 (及ひ速度等 ) か

計側されているか、移動部の移動範囲の全てに丘って位置計側か可能な状態に干

渉計を配置するとコストか大幅に増加するといぅ問題か生してしまぅ。

特に、上述した平面モータ装置における移動部は、直動方式のリニアモータを用い

た場合のょぅにリニアモータにおける可動子と固定子との相対位置をモニターてきる

構成とはなっていない。そのため、大幅なコスト増を招くことなく移動部の位置を計側

てきる方策か望まれていた。

０００6 本発明は、大幅なコスト増を招くことなく平面モータ装置の移動体の位置を、移動

範囲に丘って計側てきるステーシ装置及ひ露光装置並ひにテハイスの製造方怯を

提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００7 本発明は、実施の形態を示す図 から図 ０に対応付けした以下の構成を採用して



いる。

０００8 本発明の第 態様に従えば、所定の移動面 ( 6a) を備えた固定部 ( 6) と、移動面

( 6a) に沿って第 方向 ( 方向)を含む複数の方向に移動可能な第 移動体 ( 7)

とを有する平面モータ装置 ( 5)を備えたステージ装置であって、第 移動体 ( 7)の

移動と同期して、移動面 ( 6a) に対して第 方向に移動するザブステージ (6 6

) と、ザブステージ (6 6 ) に少なくとも一部が設けられ、ザブステージ (6

6 ) と移動面 ( 6a) との間の第 方向の相対位置に関する情報を検出する第 計

測装置 (67) と、ザブステージ (6 6 ) に少なくとも一部が設けられ、ザブステー

、ジ (6 6 ) と第 移動体 ( 7) との間の第 方向と略直交しかつ移動面 ( 6a) に

沿ぅ第2方向 (X方向) の相対位置に関する情報を検出する第2計測装置 (7 72) と

を有することを特徴とするステージ装置が提供される。

第 態様では、第 移動体の第 方向の位置については、ザブステージが第 移動

体と同期移動するので、ザブステージと第 移動体の相対位置を予めある値に設定

しておけば両者は所定の関係にあるといえる。したがって、第 計測装置によりザブス

テージと移動面との相対位置に関する情報を検出することにより、第 移動体と移動

面との第 方向に関する相対位置情報を得ることができる。また、第 移動体の第2方

向の位置については、ザブステージと移動面の相対位置は予め所定の関係にある。

したがって、第2計測装置によりザブステージと移動面との相対位置に関する情報を

検出することにより、第 移動体と移動面との第2方向に関する相対位置情報と０，方
向の相対位置情報を得ることができる。さらに、第2計測装置がザブステージと第 移

動体との間の第 方向の相対位置に関する情報も検出できるよぅにした構成にすれ

ば、第 移動体と移動面との第 方向に関する相対位置情報をより高い精度で求める

こともできる。

このよぅに、第 態様では、ザブステージと移動面との位置関係と第 計測装置及び

第2計測装置によって、第 移動体の移動範囲全体に丘ってその位置に関する情報

を得ることができ、大幅なコスト増を回避することができる。

０００9 本発明の第2態様に従えば、先に記載のステージ装置 (WS )を備える露光装置

が提供される。



第2態様では、上記のステージ装置 (ws )を備えることから大幅なコスト増を招くこ

となく、移動体 ( 7) 、すなわち移動体 ( 7) に保持される某板 (w )等の位置に関す

る情報を計測することが可能になる。

００1０ 本発明の第3態様に従えば、先に記載の露光装置 ( ０) を用いることを特徴とする

デバイスの製造方法が提供される。

第3態様では、コスト増を抑えた露光装置 ( ０) でデバイスを製造できるため、デバ

イスのコスト増を抑えることが可能になる。

００11 なお、わかりやすく説明するために、一実施例を示す図面の符号に対応付けて説

明したが、本発明が実施例に限定されるものではないことは吉うまでもない。

発明の効果

００12 本発明では、平面モータ装置の移動体の位置を、大幅なコスト増を招くことなく移

動範囲に丘って計測することが可能になる。

図面の簡単な説明

００13 図 本発明の一実施形態による露光装置の概略構成を示す図である。

図2 ウエハステージの構成を示す上面図である。

図3 ウエハステージに設けられるステージユニットの上面図である。

図4 図3中の 線に沿った断面矢視図である。

図5 コア部材の拡大図である。

図6 図4 中の 線に沿った断面矢視図である。

図7 図4 中のc 線に沿った断面矢視図である。

図8A ウエハステージの正面図である。

図8B ウエハステージの正面図である。

図9 マイクロデバイスとしての液品表示素子を製造する製造工程の一部を示すフロ

ーチヤートである。

図1０マイクロデバイスとしての半導体素子を製造する製造工程の一部を示すフロー

チヤートである。

符号の説明

００14 Ws …ウエハステージ (ステージ装置) 、 ws Ws 2…ステージユニット 某



板ステージ) 、 ０…露光装置、 4 …べ一ス部材 (固定部 ) 、 5 …駆動装置 (平

面モータ装置) 、 6 …固定部、 6a ・‥移動面、 7 …移動部 (第 移動体 ) 、 2

…第2ステージ (第2移動体 ) 、 6 6 …ザブステージ、 67… エンコーダヘッド

(第 計測装置) 、 68… ェンコーダスケール (第 の被検出部材 ) 、 7 72…エン

コーダヘッド(第2計測装置) 、 73 74 …エンコーダスケール (第2の被検出部材 ) 、

75… 配管 (用力供給部材 )

発明を実施するための最良の形態

００15 以下、本発明のステージ装置及び露光装置並びにデバイスの製造方法の実施の

形態を、図 から図 ０を参照して説明する。

図 は、本発明の一実施形態による露光装置の概略構成を示す図である。図 に

示す露光装置 ０は、半導体素子を製造するための露光装置であり、レチクル (マス

ク) とウェハ (某板 ) Wとを同期移動させつつ、レチクル に形成されたパターンを逐

次ウェハW上に伝写するステップ・アントスキャン方式の縮小投影型の露光装置で

ある。

００16 尚、以下の説明においては、必要であれば図中に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各部材の位置関係について説明する。このX Z直交

座標系は、X軸及びZ軸が紙面に対して平行となるよぅ設定され、 軸が紙面に対し

て垂直となる方向に設定されている。図中のX Z座標系は、実際にはX 平面が水

平面に平行な面に設定され、Z軸が鉛直上方向に設定される。また、露光時におけ

るウェハW及びレチクル の同期移動方向 (走査方向) は 方向に設定されているも

のとする。

００17 図 に示す通り、露光装置 ０は、照明光学系 Sと、マスクとしてのレチクル を保

持するレチクルステージ S と、投影光学系P と、某板としてのウェハWをX 平面

内でX方向及び 方向の2次元方向に移動させるステージュニットWS WS 2を

備えるステージ装置としてのウェハステージWS と、これらを制御する主制御装置

S とを含んで構成される。尚、図示を省略しているが、ウェハステージWS には、ス

テージュニットWS WS 2に加えて、露光装置 ０の性能を測定する各種測定機

器が設けられたステージユニットを設けてもよい。



００18 照明光学系 Sは、不図示の光源ユ二外 (例えは、超高圧ハロケンランプ又はエ

キシマレーザ等のレーザ光源 )から射出された露光光の整形及ひ照度分布の均一

化を行ってレチクル 上の矩形 ( は円弧状 ) の照明領城 に均一な照度て照射

する。レチクルステーシ S は、不図示のレチクルヘ一ス上にステーシ可動部 を

設けた構成てあり、露光時にはステーシ可動部 かレチクルヘ一ス上を所定の走査

速度て所定の走査方向に沿って移動する。

００19 また、ステーシ可動部 の上面にはレチクル か、例えは真空吸着により保持され

る。このステーシ可動部 のレチクル の下方には、露光光通過穴 (図示省略) か形

成されている。このステーシ可動部 の端部には反射鏡 2か配置されている。この

反射鏡 2の位置をレーザ干渉計 3か側定することにより、ステーシ可動部 の位

置か検出される。レーザ干渉計 3の検出結果はステーシ制御系 CSへ出力される

。ステーシ制御系 CSは、レーザ干渉計 3の検出結果と、ステーシ可動部 の移

動位置に某つく主制御装置 CSからの制御信号に某ついて、ステーシ可動部 を

駆動する。尚、図 においては図示を省略しているか、レチクルステーシ S の上方

にはレチクル に形成されたマーク (レチクルマーク) とウエハステーシWS の某準

位置を定める某準部材に形成された某準マークとを同時に観察してこれらの相対的

な位置関係を側定するレチクルアライメントセンザか設けられている。

００2０ 投影光学系P は、例えは縮小倍率か ( は、例えは4又は5)てある縮小光学系

てあり、レチクルステーシ S の下方に配置され、その光軸 Xの方向かZ軸方向に

設定されている。ここてはテレセントリノクな光学配置となるように、光軸 X方向に沿

って所定間隔て配置された複数枚のレンスエレメントから成る屈折光学系か使用さ

れている。尚、レンスエレメントは、光源ユ二外から射出される光の波長に応して適

切なものか選択される。上記照明光学系 Sによりレチクル の照明領城 か照明

されると、レチクル の照明領城 内のパターンの縮小像 (部分倒立像 ) か、ウエハ

W上の照明領城 に共役な露光領城 に形成される。

００2 1 図2は、ウエハステーシWS の構成を示す上面図てある。図 ，図2に示す通り、ウ

エハステーシWS は、へ一ス部材 4と、このへ一ス部材 4の上面の上方に数 は

程度のクリアランスを介して後述するェアスライタによって存上文持されたステーシユ



二ットWS ～WS 2と、これらのステージユニットWS WS 2の各々をX 面内

で2次元方向に駆動する駆動装置 5と、ステージユニットWS WS 2のX 平面

における位置を検出する検出装置6０ 6０ とを備えている。ステージユニットWS

、WS 2はウエハWを保持・搬送するために設けられている。

ステージユニットWS WS 2の各々に設けられた駆動装置 5を個別に駆動す

ることで、ステージユニットWS WS 2の各々を個別にX 面内の任意の方向に

移動させることができる。

００22 図2に示す例において、べ一ス部材 4の 側端部の位置がウエハWの口一デイ

ングポジションである。露光処理を終えたウエハWをアンロードする場合、及び末露

光処理のウエハWをロードする場合にステージユニットWS WS 2の何れか一

方がこの位置に配置される。また、図2に示す例において、ステージユニットWS

が配置されている位置が露光ポジションである。露光処理を行うウエハWを保持して

いるステージユニットWS WS 2の何れか一方が露光時にこの位置に配置され

る。上述の通り、ステージユニットWS WS 2は、個別にX 面内の任意の方向

に移動することができるため、ローデイングポジションと露光ポジションとを交互に入れ

替わることができる。また、ローデイングポジションにおいてウエハのフオーカシング 吉

報を検出しておくように構成しても良い。

００23 ここで、駆動装置 5は、べ一ス部材 4の上部に設けられた(埋め込まれた) 固定部

6と、ステージユニットWS WS 2の底部 (べ一ス対向面側) に固定され、固定

部 6上の移動面 6aに沿って移動する移動部 (第 移動体 ) 7とを含んで構成され

る平面モータを備えている。また、移動部 7、べ一ス部材 4、及び駆動装置 5によ

って平面モータ装置が構成されている。尚、以下の説明においては、上記の駆動装

置 5を、便宜上、平面モータ装置 5と呼ぶものとする。

００24 ウエハWは、例えば真空吸着によってステージユニットWS WS 2上に固定さ

れている。ステージユニットWS WS 2 (第2ステージ28 後述 ) の側面はレーザ

干渉計 8からのレーザビームを反射する反射面とされている。外部に配置されたレ

ーザ干渉計 8により、ステージユニットWS WS 2のX 面内での位置が例えば

0・5～ 程度の分解能で常時検出されている。



００25 なお、図 では、代表的にレーザ干渉計 8を図示しているが、実際には図2に示す

ように、べ一ス部材 4の 側に位置するステージユニットWS WS 2のX方向

の位置を検出するレーザ干渉計 X、及び 方向の位置を検出するレーザ干歩

き十 、べ一ス部材 4の 側に位置するステージユニットWS WS 2のX

方向の位置を検出するレーザ干渉計 8 X、及び 方向の位置を検出するレーザ干

渉計 8 から構成される。

００26 ステージユニットWS WS 2の位置情報 ( は速度情報 ) はステージ制御系 S

S及びこれを介して主制御装置 CSに送られる。ステージ制御系 CSでは主制

御装置 CSからの指示に応じてステージユニットWS WS 2の各々の位置 吉

報 ( は速度情報 ) に某づいて平面モータ装置 5を介してステージユニットWS

WS 2のX 面内の移動をそれぞれ制御する。

００27 ここで、ウエハステージWS の構成について説明する。図3はウエハステージWS

に設けられるステージユニットWS の上面図であり、図4は図3中の 線に 仙

った断面矢視図である。尚、図3及び図4においては図 及び図2に示した部材と同

一の部材については同一の符号を付してある。また、ステージユニットWS とステ

ージユニットWS 2とは同一構成であるため、ここではステージユニットWS を代表

させて説明する。

００28 図3及び図4に示す通り、ステージユニットWS の一部をなす第 ステージ25は、

べ一ス部材 4の上部に設けられた固定部 6上において、固定部 6と所定の間隔 (

数 は 程度 )をもって浮上支持される。ウエハステージWS の一部をなす固定部 6

は、周囲にコイル2 が巻回されており、X 面内において所定のピッチで配列された

コア部材22を備える。このコア部材22は、例えばS S 4００相当の低炭素鋼、ステンレ

ス等の磁性体により形成されており、頭部22a と支柱部22b とからなる。頭部22a はX

面内における断面形状が矩形形状であり、支柱部22b のX 面内における断面形

状は円形形状である。頭部22a と支柱部22b は一体ィヒされており、支柱部22b の周

囲にコイル2 が巻回されている。

００29 図5は、コア部材22の拡大図である。図5に示す通り、コイル2 は断熱材 を介し

てコア部材22の支柱部22b の周囲に巻回されている。これは、コイル2 に電流を流



したときに発生する熱がコア部材22に伝わることにより生ずるステージユニットWS

WS 2の位置決め誤差を防止するためである。尚、断熱材 としては、断熱性及

び耐熱性に優れた樹脂を用いることができる。

００3０ コア部材22は、頭部22a の先端部が略一面に含まれるようにべ一ス部材 4上に配

列されている。このとき、コア部材22は、支柱部22b がべ一ス部材 4と磁気的に接続

される。コア部材22の頭部22a の間には、非磁性体からなるセパレータ23が設けら

れている。このセパレータ23ほ、例えば S、セラミックスから形成されており、隣接

するコア部材22の間で磁気回路が形成されないようにするためのものである。

００3 1 セパレータ23の上部の商さ位置は、コア部材22の頭部22a の先端部の高さ位置と

同一になるように設定されているため、固定部 6の上面 (移動面) はほぼ平坦面にな

る。また、セパレータ23はコア部材22の頭部22a の間に設けられており、べ一ス部材

4とコア部材22の頭部22a 及びセパレータ23によって上下方向が挟まれた空間が

形成されることになる。この空間に冷媒を導入することで、コイル2 を冷却することが

可能になる。

００32 固定部 6の上面にはガイド部材24が設けられている。このガイド部材24は、ステ

ージユニットWS WS 2をX 面内で移動させる案内板の役割を果たすものであ

り非磁性体から形成されている。このガイド部材24は、例えばアルミナ ( )を平

坦面な固定部 6の上面に溶射し、高圧ガスで金属の表面に吹き付けて形成される。

００33 固定部 6に設けられるコイル2 には、 相、 相、及びW相からなる三相交流が

供給される。X 面内で配列されたコイル2 の各々に各相の電流を所定の順序で所

定のタイミングで印加することにより、ステージユニットWS WS 2を所望の方向

に所望の速度で移動させることができる。図6は、図4中の 線に沿った断面矢視

図である。図6に示す通り、断面形状が矩形形状であるコア部材22の頭部22a がX

面内でマトリックス状に配列されており、頭部22a の間にセパレータ23が設けられて

いる。

００34 図6においては、各コア部材22に巻回されたコイル2 に印加される三相交流の各

相を、コア部材22の頭部22a に対応付けて図示している。図6を参照すると、 相、

相、及びW相の各相がX 面内で規則的に配列されていることが分かる。



００35 ウエハステージWS の一部をなす移動部 7は、第 ステージ25、永久磁石26

エアパッド27、第2ステージ (第2移動体 ) 28、水平駆動機構29、及び垂直駆動機構

3０を含んで構成される。第 ステージ25の底面には永久磁石26とエアパッド27とが

規則的に配列されている。永久磁石28としては、ネオジウム・欽・コバルト磁石、アル
ミニウム・ニッケル・コバルト(アルニコ)磁石、フェライト磁石、ザマリウム・コバルト磁石

、又はネオジム・欽・ボロン磁石等の希土類磁石を用いることが可能である。

００36 図7は、図4中のC 線に沿った断面矢視図である。図7に示す通り、永久磁石2

6は隣接するものが互いに典なる極となるよぅX 面内に所定の間隔で配列されてい

る。かかる配列によって、X方向及び 方向の両方向に交番磁界が形成される。また

、永久磁石26間には真空予圧型のエアパッド27が設けられている。このエアパッド2

7は、ガイド部材24に向かってエア (空気 )を吹き付けることにより、固定部 6に対し

て移動部 7を、例えば数ミクロン程度のクリアランスを介して俘上支持 (非接触支持 )

させる。

００37 第2ステージ28は、垂直駆動機構3０により第 ステージ25上に支持されている。こ

こで、垂直駆動機構3０は、例えばボイスコイルモータ ( C )等を含む支持機構3０

a，3０b 3０c (図3参照 )を備えており、これらの支持機構3０a 3０b 3０cによって第

2ステージ2 の典なる3点を支持している。支持機構3０a 3０b 3０cはZ方向に伸縮

自在に構成されており、これら支持機構3０a 3０b 3０。を同一の伸縮呈で駆動する

ことにより、第2ステージ2 をZ方向に移動させることができ、支持機構3０a 3０b 3０

cを独立して駆動し、又は典なる互いに伸縮呈で駆動することにより、第2ステージ28

のX軸の周りの回伝、及び 軸の周りの回伝を制御することができる。

００38 水平駆動機構29は、例えばボイスコイルモータ ( C )等を含む駆動機構29a，2

gb 2gc (図3参照 )を備えており、これらの駆動機構2ga 2gb 2gcによって第2ス

テージ28のX 面内における位置及びZ軸回りの回伝を制御する。具体的には、駆

動機構2ga 2gbを同一の伸縮呈で駆動することにより第2ステージ28の 方向の位

置を可変することができ、駆動機構29cを駆動することにより第2ステージ28のX方向

の位置を可変することができ、駆動機構2ga 2gbを互いに典なる伸縮呈で駆動する

ことにより第2ステージ28のZ軸回りの回伝を可変することができる。つまり、上述した



平面モータ 7によって駆動される第 ステージ25が粗動ステージであり、水平駆動

機構29によって駆動される第2ステージ28が微動ステージであるということができる。

尚、水平駆動機構29及び垂直駆動機構3０は、ステージ制御系 CSの制御の下で

第2ステージ28のX 面内における位置及びZ方向の位置を調整する。

００39 図 に戻り、本実施形態の露光装置 ０は、図4に示したェアパッド2 7に対して加圧

ェアを供給するための空気ポン 4０を備える。空気ポン 4０とステージユニット S

WS 2とはチューブ4 42を介してそれぞれ接続されている。空気ポン 4０か
らのェアは、チューブ4 を介してステージユニットWS に供給されるとともに、チュ
ーブ4 2を介してステージユニットWS 2に供給される。また、図4に示したコイル2 を

冷却するための冷却装置4 3が設けられている、この冷却装置4 3は、冷媒供給管44

と冷媒排出管4 5とによりべ一ス部材 4に接続されている。冷却装置4 3からの冷媒は

冷媒供給管44を介してべ一ス部材 4 (固定部 6内のコイル2 が設けられている部

位 ) に供給され、べ一ス部材 4を介した冷媒は冷媒排出管4 5を介して冷却装置4 3

に回収される。例えば、図4においては、上下をガイド部材24とべ一ス 4とに挟まれ

、内部にコイル2 、コア部材22、及びセパレータ23が配置された空間に水等の冷媒

を供給するように構成することができる。

００4０ 尚、図 においては図示を省略しているが、露光装置 ０にはウエハWに形成され

たアライメントマークの位置情報を計測するためのオフ・アクシス型のウエハアライメン

トセンザが投影光学系P の側方に設けられ、又は投影光学系P を介してウエハW

に形成されたアライメントマークの位置情報を計測する T (スルー・ザ・レンズ)型の

アライメントセンザが設けられている。また、ウエハWに対して斜め方向からスリット状

の検出光を照射し、その反射光を測定してウエハWのZ方向の位置及び姿勢 (X軸

及び 軸回りの回伝)を検出し、この検出結果に某づいてウエハWのZ方向の位置及

び姿勢を補正してウエハWの表面を投影光学系P の像面に合わせ込むオートフォ
ーカス機構及びオートレベリング機構が設けられている。

００4 1 検出装置6 6 は、 方向についてはステージユニットWS WS 2と同期

して移動するサブステージ6 6 を備えている。ここで、サブステージ6 6

は構造が同様であるため、ザブステージ6 についてはザブステージ6 の構成



要素と同一の要素については同一符号 (または適宜、符合に を付加した符合 )を付

し、以後はザブステージ6 について代表的に説明する。

００42 ザブステージ6 は、固定部 (べ一ス部材 4)の 側の端縁に沿って 方向

に移動する可動子6 2、可動子6 2の両端から固定部 6の移動面 6a上にX方向沿

って延出する支持部6 3 64を備えている。可動子6 2は、固定部 6の側面 6bに

方向に延びて設けられた固定子6 5との電磁気的相互作用により 方向に駆動される

リニアモータ を構成するものである。このリニアモータ としては、ムービングコ

イル型、ムービングマグネット型のいずれの方式でもよく、その駆動はステージ制御

系 CSにより制御される。この可動子6 2には、 方向及びZ方向に間隔をあけて真

空予圧型のェアパッド6 6が設けられている。このェアパッド6 6は、固定部 6の側面

6bに向かってェア (空気 )を吹き付けることにより、固定部 6に対して可動子6 2を、

例えば数ミクロン程度のクリアランスを維持した状態で非接触で 方向に移動自在に

支持させる。

００43 また、可動子6 2には、固定部 6に対するザブステージ6 の 方向 (第 方向) の

相対位置を検出するェンコーダヘッド(第 き十測装置) 6 7が設けられている。ェンコ

ーダヘッド6 7は、固定部 6に固定子6 5と一体的に設けられたェンコーダスケール (

第 の被検出部材 ) 6 8を読み取ることにより、固定部 6に対するザブステージ6 の

方向の位置を検出し、その検出結果をステージ制御系 CSに出力する。

００44 支持部6 3 64は、ステージユニットWS の 方向の大きさよりも数 程度大き

な間隔をあけて平行に設けられている。すなわち、ステージユニットWS は、ザブス

テージ6 に対して、 方向については数 程度の移動範囲で相対移動可能で

あり、またX方向については 方向よりも大きな移動範囲で相対移動可能となってい

る。また、支持部6 3 64のそれぞれの下面にはェアパッド6 9 7０が設けられている (

図8 及び8 ではェアパッド7０のみ図示)。ェアパッド6 9 7０は、ェアパッド27と同

様に、ガイド部材24 (移動面 6a) に向かってェア (空気 )を吹き付けることにより、固

定部 6に対して支持部6 3 64を、例えば数ミクロン程度のクリアランスを介して俘上

支持 (非接触支持 ) させる。

００45 支持部6 3 64の先端部にはステージユニットWS の 方向両側に位置するよう



に、ェンコーダヘッド(第2計測装置) 7 72が設けられている。各エンコーダヘッド7

、72は、ステージユニットWS の第 ステージ25の側面に、ェンコーダヘッド7

72に対向して設けられたX方向に延びるェンコーダスケール (第2の被検出部材 ) 73

74を読み取る。これにより、ザブステージ6 に対するステージユニットWS のX

方向の位置を検出し、その検出結果をステージ制御系 CSに出力する。

００46 支持部6 3 64の少なくとも一方 (図2では、支持部6 3 両方でもよい) には、センザ

8０が設けられており、サブステージ6 に対する第 ステージの 方向に関する位

置を検出してその結果をステージ制御系 CSに出力するようになっている。センザ8

0としては、例えば、ギヤップセンザ (静電容呈センザ等)やェンコーダ等の既知のも

のが用いられる。第2計測装置としてこのようなセンザ8０を含む構成とすることもでき

る。

００47 また、支持部64は、ステージユニットWS に各種用力を供給するためのケーブル

・チューブ類を保持する配管トレイを構成している。この種のケーブル・チューブ類と

しては、例えば、ステージユニットWS に設けられたモータ ( C 等のアクチュエ

ータ) に対して温度調整用冷媒を供給・ぢ 出する配管、ェアベアリングに用いられる

ェアを供給する配管 (例えば、上述したチューブ4 42) 、ウエハWを負圧吸引する

ための負圧 (真空)を供給する配管、各種のセンザヘ電力を供給する配線、各種制

御信号・検出信号を供給するためのシステム配線等が種々の駆動機器、制御機器に

対して配設される。本実施形態では、図8 及び8 に示すように、これらのケーブル・

チューブ類を代表的に配管 (用力供給部材 ) 7 5として図示している (図2では、図示

を省略)。この配管7 5は、支持部64 に支持されて、ステージユニットWS の第 ス

テージ25に設けられた配管保持部76を介してステージユニットWS に接続される

００48 配管7 5はX方向に対しては屈曲部が変動可能になっているため、ザブステージ6

の支持部 (例えば支持部64) と配管保持部76 (つまり第 ステージ25) との間には配

管7 5によるX方向の力がかからない。また、 方向に関しては、ザブステージ6 と第

ステージ25ほ同期して移動するため、両者の間は略所定の値に固定される。その

ため、ザブステージ6 の支持部 (例えば支持部64) と配管保持部76 (つまり第 ステ



一ジ25) との間には配管7 5による 方向の力もかからない。したがって、第 ステージ

25は、X方向に移動しても 方向に移動しても配管7 5の力 (抗力) の影響を受けない

。そのため、これらの抗力に起因する外乱を抑制することができる。

００49 以上説明した構成のステージュニットWS WS 2を移動させる場合には、三相

交流で駆動する公知のリニアモータと同様の駆動方法を用いることができる。つまり、

ステージュニットWS WS 2がX方向に移動可能に構成されたリニアモータと

方向に移動可能に構成されたリニアモータからなると考え、ステージュニットWS

WS 2をX方向に移動させる場合には、X方向に配列された各コイル2 に対してX

方向に移動可能に構成されたリニアモータと同様の三相交流を印加すれば良い。ス

テージュニットWS WS 2を 方向に移動させる場合には、 方向に配列された

各コイル2 に対して 方向に移動可能に構成されたリニアモータと同様の三相交流

を印加すれば良い。

００5０ また、走査時には、露光領城 にレチクル の一部のパターン像が投影され、投影

光学系P に対して、レチクル が 方向 ( は x方向) に速度 で移動するのに

同期して、ウェハWが x方向 ( は 方向) に速度 は ・ ( ぽ は投影倍率)で移動

する。 つのショット領城に対する露光処理が終了すると、主制御装置 CSはステー

ジュニットWS をステッピング移動させて次のショット領城を走査開始位置に移動さ

せる。以下同様にステップ・アンド・スキヤン方式で各ショット領城に対する露光処理

が順次行われる。

００5 1 ここで、上記ステージュニットWS WS 2がべ一ス部材 4 (固定部 6上)で

移動した際、ステージュニットWS WS 2の位置 (及び速度等) は、レーザ干渉

計 8 ( 8 X 8 X 8 ) により第2ステージ28の位置 (及び速度等) と

して検出される。また、ステージュニットWS が、例えば露光処理が終了してウェハ

交換のための口一ディングポジションヘ移動する場合等には、第2ステージ28がレー

ザ干渉計 8の計測可能範囲から外れることがある。例えば、ステージュニットWS

WS 2が露光処理とウェハ交換処理とを交代する場合、図8 に示すよぅに、X方

向に関して固定部 6上でレーザ干渉計 8 8 を挟んだ位置に移動した際

には、少なくともステージュニットWS WS 2の 方向の位置がレーザ干渉計 8



8 ては計側不能となる。

００52 そこて、ェンコータヘノト67によるェンコータスケール68の計側とセンザ8０の計側

とにより、ステーシユニノトWS の 方向の位置を、例えはミクロンオーターの栢度

て計側する。つまり、ステーシユニノトWS かへ一ス部材 4 (固定部 6)上を移動

する際、ステーシユニノトWS とザフステーシ6 は同期して移動する。このとき、

ザフステーシ6 の位置は、ェンコータヘノト67によりェンコータスケール68を計側

することて大められる。さらに、サフステーシ6 とステーシユニノトWS (第 ステ

ーシ25) の相対位置かセンザ8０による計側て大められる。これら両計側値によって

へ一ス部材 (固定部 6) とステーシユニノトWS 間の 方向に関する位置を大

めることかてきる。また、センザ8０により、例えは、ザフステーシ6 とステーシユニノ

トWS 間のキヤノプを管理して両者か衝突しないようにリニアモータ または平面

モータ 7の駆動力を制御するようにしてもよい。本実施形態ては、このセンザ8０をェ
ンコータ (エンコータヘノト7 72とェンコータスケール73 74の細み合わせ)とは別

に設けた構成としたか、両者を同一の装置 (第2計側装置)て兼用するようにしてもよ

００53 ステーシユニノトWS かへ一ス部材 4 (固定部 6)上をX方向に移動する際には

、支持部63 64間の隙間に沿って移動するか、このときェンコータヘノト7 72か

ェンコータスケール73 74をそれそれ計側することにより、ザフステーシ6 (エン

コータヘノト7 72) に対するステーシユニノトWS のX方向の位置か検出される

。また、ェンコータヘノト7 72による計側結果の差分を大めることにより、Z軸周り

の回伝方向の位置も検出される。

００54 ここて、ザフステーシ6 は、X方向については固定部 6に対してほほ一定の位

置を保持しており、また、ザフステーシ6 におけるェンコータヘノト7 72の位置

も一定てある。そのため、ェンコータヘノト7 72の計側結果に某ついて、固定部

6に対するステーシユニノトWS のX方向の位置及ひZ軸周りの回伝方向の位置か

検出される。従って、ステーシユニノトWS かレーザ干渉計 8の計側範囲から外

れた場合ても、エンコータヘソ、67 7 2の計側結果に墓ついて、ステーシユニノ

トWS のX方向、 方向、Z軸周りの回伝方向の位置か検出される。



００5 5 以上脱明したように、本実施の形態ては、ステーシユニノトWS WS 2と 方向

に同期移動するザフステーシ6 6 を設け、このザフステーシ6 6 にステ

ーシユニノトWS WS 2の位置清報を検出可能とするェンコータヘノト

72を設けたのて、ステーシユニノトWS WS 2の駆動に平面モータ装置 5を用

い、レーザ干渉計 8による移動範囲の全てに丘る位置計側か困難な場合ても、レー

ザ干渉計等を別途設ける場合と比較して大幅なコスト増を招くことなく、容易にステー

シユニノトWS WS 2の位置を計側することか可能になる。特に、本実施形態て

は、設置か容易なェンコータヘノト6 7 7 72及ひェンコータスケール6 8 73 74

を用いて位置計側を行うため、コスト増防止及ひ作業性の向上に大幅に寄与てきる。

また、本実施形態ては、ステーシユニノトWS の両側に複数設けたェンコータヘノ

ト7 72によりステーシユニノトWS のX方向の位置のみならす、Z軸周りの回伝

方向の位置も計側可能となっている。

００56 また、本実施の形態ては、ザフステーシ6 6 か配管7 5を支持する配管トレイ

機能も有しているため、配管を支持してステーシユニノトWS WS 2と同期移動

するステーシを別途設ける必要かなくなり、装置の小型ィヒ及ひ低価格ィヒに寄与てき

る。また、本実施形態ては、このようにザフステーシ6 6 か配管7 5を支持して

ステーシユニノトWS WS 2と同期移動することから、この配管7 5を介して微振

動や配管の変形に伴う抗力等の外乱を逆断てき、ステーシユニノトWS WS 2

に対する位置制御性か向上する。従って、上記のウエハステーシWS を備えた露光

装置 ０ては、ウエハWに対する位置決め制御や、走査露光時の速度制御を、効果

的に制振した状態、且つ高い安全性の下て実行することか可能になり、重ね合わせ

栢度等、露光処理に係る栢度を確実に維持することかてきる。

００5 7 以上、添付図面を参昭しなから本発明に係る好適な実施形態について脱明したか

、本発明は係る例に限定されないことは吉うまてもない。上述した例において示した

各構成部材の賭形状や細み合わせ等は一例てあって、本発明の主旨から逸脱しな

い範囲において設計要大等に某つき種々変更可能てある。

００58 例えは、上記実施形態ては、ステーシユニノトWS の移動部 7に水久磁石26か

設けられ、固定部 6にコイル2 か設けられた所哨ム一ヒンクマクネノト型のウエハス



テーシWS を例に挙けて脱明した。しかしなから、ステーシユ二外の移動部にコイ

ルか設けられ、固定部に水久磁石か設けられた所哨ム一ヒンクコイル型のウエハス

テーシにも本発明を適用することかてきる。また、上記実施形態てはウエハステーシ

WS に本発明を適用した場合について脱明したか、レチクルステーシ S にも適用

することかてき、更にはレチクルステーシ S とウエハステーシWS の両ステーシに

適用することも可能てある。

００59 露光装置 ０としてほ、レチクル とウエハWとを同期移動してレチクル のパターン

を走査露光するステノプ・アント・スキヤン方式の走査型露光装置 (スキヤニンクステノ

パ )の他に、レチクル とウエハWとを静止した状態てレチクル のパターンを一括露

光し、ウエハWを順吹ステノプ移動させるステノプ・アント・リピート方式の投影露光装

置 (ステノパ )にも適用することかてきる。また、本発明はウエハW て少なくとも2つ

のパターンを部分的に重ねて伝写するステノプ・アントスティノチ方式の露光装置に

も適用てきる。

００6０ また、上記実施形態の墓板としては、半導体テハイス製造用の半導体ウエハのみ

ならす、ティスプレイテハイス用のカラス某板や、薄膜磁気へ外用のセラミノクウエハ

、あるいは露光装置て用いられるマスクまたはレチクルの原版 (合成石英、シリコンウ

エハ)、またはフィルム部材等か適用される。また、某板はその形状か円形に限られ

す、矩形なと他の形状てもよい。

００61 また、本発明か適用される露光装置の光源には、 エキシマレーザ (248 )

エキシマレーザ ( 93 ) レーザ ( 7 )等のみならす、 線 (436 )及

ひ線 (365 )を用いることかてきる。さらに、投影光学系の倍卒は縮小系のみなら

す等倍又は拡大系てもよい。また、上記実施形態ては、屈折型の投影光学系を例示

したか、これに限定されるものてはない。例えは、反射屈折型や屈折型の光学系ても

よい。

００62 また、本発明の露光装置は、半導体素子の製造に用いられてテハイスパターンを

半導体某板上へ伝写する露光装置、被品表示素子の製造に用いられて回路パター

ンをカラスプレート上へ転写する露光装置、薄膜磁気ヘソ、の製造に用いられてテ

ンをセラミノクウエハ上へ伝写する露光装置、及ひCC 等の撮像素子



の製造に用いられる露光装置等にも適用することができる。

００63 また、本発明は、投影光学系と某板との間に局所的に液体な満たし、該液体を介し

て某板を露光する、所謂液浸露光装置に適用したが、液浸露光装置については、国

際公開第99 495０4号パンフレソトに開示されている。さらに、本発明は、特開平6

24873号公報、特開平 ０ ０3 4号公報、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にも適用可能である。

００64 また、上記実施形態では、ステージュニットが複数 (2某 )設けられる構成を例示し

たが、これに限定されるものではなく、単数で設けられる構成であってもよい。

００65 また、ステージュニットが複数設けられるのではなく、特開平 354００号公報 (

対応国際公開第 999 23692号パンフレソト)や特開2０００ 645０4号公報 (対

応米国特許第6，897 963号)に開示されているよぅに、某板を保持する某板ステー

ジと某準マークが形成された某準部材や各種の光電センザを搭載して、露光に関す

る情報を計測する計測ステージとをそれぞれ備えた露光装置にも本発明を適用する

ことができる。

００66 露光装置 ０としては、マスクとしてのレチクル と、某板としてのウェハW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、マスクと某板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。

００67 さらに、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上に伝写した後

、第2パターンと某板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上に一括露光してもよい(スティッチ方

式の一括露光装置)。また、スティッチ方式の露光装置としては、某板上で少なくとも

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・アンド・

スティッチ方式の露光装置にも適用できる。

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



明してきたか、投影光学系P を用いない露光装置及ひ露光方怯に本発明を適用す

ることかてきる。このよぅに投影光学系P を用いない場合てあっても、露光光はレン

ス等の光学部材を介して某板に昭射され、そのよぅな光学部材と某板との間の所定

空間に被侵空間か形成される。

００68 露光装置 ０の種類としては、某板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、薄膜磁気へ升、撮像素子 (CC ) 、マイクロマシン、 S チノフ

、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。

００69 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ぅに、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電子マスク (可変成形マスクとも呼はれ、例えは非発光型画像表

示素子 (空間光変燗器 pa a gh Modu a o (S )とも呼はれる) の一種てある

(D g a M c o m o Devlce) なとを含む を用いてもよい。なお、 を用

いた露光装置は、例えは米回特詐第6，778,257 号公報に開示されている。

００7０ また、例えは回際公開第2００ ０3 5 6 8号パンフレ外に開示されているよぅに、

干渉縞を某板上に形成することによって、某板上にライン・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) にも本発明を適用することかてきる。

００7 1 また、例えは特表2００4 985 ０号公報 (対応米回特詐第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て合成し

、 回の走査露光によって某板上の つのショノト領城をほほ同時に二重露光する露

光装置なとにも本発明を適用することかてきる。また、プロキシミティ方式の露光装置

、ミラープロシェクション・アライナーなとにも本発明を適用することかてきる。

００7 2 以上のよぅに、上記実施形態の露光装置 ０は、各構成要素を含む各種ザフシステ

ムを、所定の機械的栢度、電気的栢度、光学的栢度を保つよぅに、細み立てることて

製造される。これら各種栢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工程は、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 、刊 ぅまでもない。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 、。

００7 3 次に、本発明の一実施形態による露光装置を用いた液品表示素子の製造方法に

ついて説明する。図9は、マイクロデバイスとしての液品表示素子を製造する製造工

程の一部を示すフローチヤートである。図9 中のパターン形成工程 では、本実施

形態の露光装置を用いてマスクのパターンをウェハW上に伝写露光する、所謂光リ

ソグラフィー工程が実行される。この光リソグラフィー工程によって、ウェハW には

多数の電極等を含か所定パターンが形成される。その後、露光されたウェハWは、

現像工程、ェッチング工程、剥離工程等の各工程を経ることによって、ウェハW上に

所定のパターンが形成され、次のカラーフィルタ形成工程S 2に移行する。

００7 4 カラーフィルタ形成工程S 2では、 ( ed) G (G ee ) ( e)に対応した3つ

のドットの組がマトリックス状に多数配列され、又は 、G、 の3木のストライプのフィ

ルタの組を複数水平走査線方向に配列したカラーフィルタを形成する。そして、カラ

ーフィルタ形成工程S 2の後に、セル細み立て工程S 3が実行される。このセル細み

立て工程S 3では、パターン形成工程 にて得られた所定パターンを有するウェハ

W、及びカラーフィルタ形成工程S 2にて得られたカラーフィルタ等を用いて液品パネ

ル (液品セル) を細み立てる。

００7 5 セル細み立て工程S 3では、例えば、パターン形成工程 にて得られた所定パタ

ーンを有するウェハWとカラーフィルタ形成工程S 2にて得られたカラーフィルタとの

間に液品を注入して、液品パネル (液品セル) を製造する。その後、モジュール組立

工程5 4にて、細み立てられね液品パネル (液品セル) の表示動作を行わせる電気回



路、ハノクライト等の各部品を取り付けて被品表示素子として完成させる。上述の被

品表示素子の製造方怯によれは、極めて微細なパターンを有する被品表示素子を

スループオ良く得ることかてきる。

００76 吹に、本発明の実施形態による露光装置を半導体素子を製造する露光装置に適

用し、この露光装置を用いて半導体素子を製造する方怯について脱明する。図 ０

は、マイクロテハイスとしての半導体素子を製造する製造工程の一部を示すフローチ

ヤートてある。図 ０に示す通り、ます、ステノプS ０(設計ステノ ) において、半導体

素子の機能・性能設計を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引き

続き、ステノプS (マスク製作ステノ ) において、設計したパターンを形成したマス

ク (レチクル)を製作する。一方、ステノプ5 2 (ウエハ製造ステノ において、シリコ

ン等の材科を用いてウエハを製造する。

００77 吹に、ステノプS 3 (ウエハ処理ステノ において、ステノプS ０～ステノ 2て

用首したマスクとウエハを使用して、後述するように、リソクラフィ技術等によってウエ

ハ上に実際の回路等を形成する。吹いて、ステノプS 4 (テハイス組立ステノ ) に
。

おいて、ステノプS 3て処理されたウエハを用いてテハイス組立を行う。このステノフ

S 4には、タイシンク工程、ホンティンク工程、及ひパノケーシンク工程 (チノプ封入

)等の工程か必要に応して含まれる。最後に、ステノプS 5 (検査ステノ ) において

、ステノプS 4て作製されたマイクロテハイスの動作確品テスト、耐久性テスト等の検

査を行う。こうした工程を経た後にマイクロテハイスか完成し、これか出荷される。

００78 また、被品表示素子又は半導体素子等のマイクロテハイスたけてはなく、光露光装

置、 露光装置、X線露光装置、及ひ電子線露光装置等て使用されるレチクル

又はマスクを製造するために、マザーレチクルからカラス某板やシリコンウエハ等ヘ

パターンを伝写する露光装置にも本発明を適用てきる。ここて、 (深紫外 )や

(真空紫外 )光等を用いる露光装置ては、一般的に透過型レチクルか用いられ、

レチクル某板としては石英カラス、フノ素かトープされた石英カラス、蛍石、フ ィノ ヒマ

クネシウム、又は水品等か用いられる。また、プロキシミティ方式のX線露光装置や電

子線露光装置等ては、透過型マスク (ステンシルマスク、メンフレンマスク) か用いら

れ、マスク某板としてはシリコンウエハ等か用いられる。なお、このような露光装置は、



WOg9 34255 号 WOg9 5 ０7 2 号 WOg9 6637 ０号、特開平1 1

号、特開2 ０００ 号、特開2 ０００ ０2 号等に開示されている。

なお、法令で許容される限りにおいて、上記各実施形態及び変形例で引用した露

光装置など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。



請求の範囲

所定の移動面を備えた固定部と、前記移動面に沿って第 方向を含む複数の方向

に移動可能な第 移動体とを有する平面モータ装置と、

前記第 移動体の移動と同期して、前記移動面に対して前記第 方向に移動する

ザブステージと、

前記ザブステージに少なくとも一部が設けられ、前記ザブステージと前記移動面と

の間の前記第 方向の相対位置に関する情報を検出する第 計測装置と、

前記ザブステージに少なくとも一部が設けられ、前記ザブステージと前記第 移動

体との間の前記第 方向と交差しかつ前記移動面に沿ぅ第2方向の相対位置に関す

る情報を検出する第2計測装置と、を備えるステージ装置。

2 前記固定部には、前記第 方向に延びる第 の被検出部材が設けられ、

前記第 移動体には、前記第2方向に延びる第2の被検出部材が設けられ、

前記第 計測装置は、前記第 の被検出部材を読み取った結果に某づいて前記固

定部に対する前記ザブステージの前記第 方向の相対位置に関する情報を検出し、

前記第2計測装置は、前記第2の被検出部材を読み取った結果に某づいて前記第

移動体に対する前記ザブステージの前記第2方向の相対位置に関する情報を検

出する請求項 記載のステージ装置。

3 前記第2計測装置は、前記ザブステージと前記第 移動体との間の前記第 方向の

相対位置に関する情報も検出する請求項2記載のステージ装置。

4 前記ザブステージと前記移動面との間の前記第2方向の相対位置に関する情報は

、前記第 移動体の複数の位置において検出される請求項 から3のいずれかに記

載のステージ装置。

5 前記第2計測装置は、前記第 方向に関して前記第 移動体の両側に設けられる

請求項4記載のステージ装置。

6 前記ザブステージと前記第 移動体とは、前記第2方向に関しては前記第 方向に

関する相対移動範囲よりも大きい範囲で相対移動できるよぅになっている請求項 か

ら5のいずれか一項に記載のステージ装置。

7 前記第 移動体に該第 移動体に対して相対移動可能に設けられた第2移動体と



前記第2移動体の前記第 方向及ひ前記第2方向の位置を計側する第3計側装置

と、をさらに備えた請求項 から6のいすれか一項に記載されたステーシ装置。

8 前記ザフステーシは、前記第 移動体と前記第2移動体の少なくとも一方に用力を

供給する用力供給部材を支持する請求項7記載のステーシ装置。

9 前記第 移動体と前記ザフステーシは、それそれ複数設けられて互いに独立して

移動可能てある請求項 から8のいすれか一項に記載のステーシ装置。

０ 前記複数の第 移動体は前記固定部を共有してそれそれ前記固定子との間て平

面モータ装置を構成し、前記複数のザフステーシはそれそれ個別に設けられた駆動

装置によって前記第 方向に移動する請求項9に記載のステーシ装置。

請求項 から ０のいすれか一項に記載のステーシ装置を備えることを特徴とする露

光装置。

2 請求項 記載の露光装置において、

前記ステーシ装置は、パターンか露光される某板を保持して移動する某板ステー

シと、前記露光に関する情報か計側される計側ステーシとの少なくともいすれか一方

てあることを特徴とする露光装置。

3 請求項 または 2に記載の露光装置を用いるデハイスの製造方怯。
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