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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を浮上支持可能な支持部と、
　第１方向に関して前記支持部と重ならない位置に設けられ、前記第１方向と交差する第
２方向に関して前記支持部と重なる位置へ移動し、浮上支持された前記基板を前記支持部
上へ移動する移送部と、を備え、
　前記移送部は、前記第１及び前記第２方向に関して前記支持部に対する前記基板の位置
を調整する搬送装置。
【請求項２】
　前記移送部は、前記基板の端部を吸着保持する吸着機構と、前記支持部に対する前記基
板の位置を検出する位置検出部と、を有し、
　前記吸着機構は、前記位置検出部の検出結果に基づいて前記基板を移動する請求項１に
記載の搬送装置。
【請求項３】
　前記吸着機構は、前記第２方向に関する前記基板の端部を吸着保持する請求項２に記載
の搬送装置。
【請求項４】
　前記基板を浮上支持可能な支持装置と、
　前記支持部と前記支持装置との少なくとも何れか一方を移動し、前記支持部と前記支持
装置とを互いに近接又は接触させて前記第２方向に配列する駆動部と、をさらに備え、
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　前記移送部は、前記第２方向に関して前記基板を前記支持部と前記支持装置の一方から
他方へ移動させる請求項１～３の何れか一項に記載の搬送装置。
【請求項５】
　前記駆動部は、前記支持部と前記支持装置との一方が支持している前記基板が前記支持
部と前記支持装置との他方よりも高い位置に配置されるように前記支持部と前記支持装置
とを前記第２方向に配列する請求項４に記載の搬送装置。
【請求項６】
　前記駆動部は、前記基板を支持している前記支持部と前記支持装置との一方の上面部が
前記支持部と前記支持装置との他方の上面部よりも高い位置に配置されるように前記支持
部と前記支持装置とを前記第２方向に配列する請求項５に記載の搬送装置。
【請求項７】
　前記駆動部は、少なくとも一部が前記支持装置と一体的に設けられる請求項４～６の何
れか一項に記載の搬送装置。
【請求項８】
　前記駆動部は、少なくとも一部が前記支持部と一体的に移動可能に設けられる請求項４
～６の何れか一項に記載の搬送装置。
【請求項９】
　前記移送部は、前記基板の下面に接触した状態で回転するコロ機構と、前記支持部又は
前記支持装置に対する前記基板の位置を規定する位置規定部と、を有し、
　前記コロ機構は、前記位置規定部に当接させるように前記基板を移動する請求項４～８
の何れか一項に記載の搬送装置。
【請求項１０】
　前記支持部と前記支持装置との相対位置を検出する位置検出部を備えることを特徴とす
る請求項４～９の何れか一項に記載の搬送装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項に記載の搬送装置と、
　前記支持部に支持された前記基板を、エネルギビームを用いて露光することにより前記
基板に所定のパターンを形成するパターン形成装置と、を備える露光装置。
【請求項１２】
　前記基板は、フラットパネルディスプレイ装置に用いられる請求項１１に記載の露光装
置。
【請求項１３】
　前記基板は、少なくとも一辺の長さが５００ｍｍ以上である請求項１１又は１２に記載
の露光装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の露光装置を用いて、感光剤が塗布された前記基板の露光を行い、該
基板にパターンを転写することと、
　前記露光によって露光された前記感光剤を現像して、前記パターンに対応する露光パタ
ーン層を形成することと、
　前記露光パターン層を介して前記基板を加工することと、を含むデバイス製造方法。
【請求項１５】
　基板を搬送する搬送方法であって、
　前記基板を浮上支持可能な支持部に支持することと、
　第１方向に関して前記支持部と重ならない位置に設けられた移送部により、前記第１方
向と交差する第２方向に関して前記支持部と重なる位置へ移動し、浮上支持された前記基
板を前記支持部上へ搬入することと、
　前記第１及び第２方向に関して前記支持部に対する前記支持部に搬入された前記基板の
位置を調整することと、を含む搬送方法。
【請求項１６】
　前記搬入することでは、前記第２方向に関する前記基板の端部を吸着保持する吸着し、
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前記支持部に対する前記基板の位置を検出する請求項１５に記載の搬送方法。
【請求項１７】
　前記搬入することでは、前記第２方向に関して前記基板を、前記基板を浮上支持可能な
支持装置と前記支持部との一方から他方へ移動する請求項１５又は１６に記載の搬送方法
。
【請求項１８】
　前記支持部と前記支持装置の少なくとも１つを移動し、前記支持部と前記支持装置とを
互いに近接又は接触させて前記第２方向に配列することと、をさらに含む請求項１７に記
載の搬送方法。
【請求項１９】
　前記配列することでは、前記支持部と前記支持装置との一方が支持している前記基板が
前記支持部と前記支持装置との他方よりも高い位置に配置されるように前記支持部と前記
支持装置とを前記第２方向に配列する請求項１８に記載の搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送装置、搬送方法、露光装置、及びデバイス製造方法に関するものである
。
　本願は、２０１０年２月１７日に出願された米国仮出願第６１／３０５，３５５号、及
び６１／３０５，４３９号に基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】
　フラットパネルディスプレイ等の電子デバイスの製造工程においては、露光装置や検査
装置等の大型基板の処理装置が用いられている。これらの処理装置を用いた露光工程、検
査工程では、大型基板（例えばガラス基板）を処理装置に搬送する下記特許文献に開示さ
れるような搬送装置が用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１００１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の大型基板の搬送装置においては、基板支持部材に支持された基板を基板保持部へ
受け渡した際に基板と基板保持部との間に空気の層が介在することで、受け渡し後の基板
に変形が生じたり、基板保持部上の載置位置に対して基板の載置ずれが生じる場合がある
。受け渡し後の基板に載置ずれや変形が生じると、例えば露光装置では、基板上の適正な
位置に所定の露光を行うことができなくなる等の露光不良の問題が生じる。基板の載置ず
れや変形が生じた場合、それを解消するために例えば基板の受け渡しをやり直すことによ
り、基板の処理が遅延するという問題が生じる。また、受け渡し後に空気の層を残留させ
ないように、例えば基板の受け渡し速度を低くすると、さらに基板の処理が遅延するとい
う問題が生じる。
【０００５】
　本発明の態様は、載置ずれや変形を生じさせることなく基板の受け渡しを行うことがで
きる搬送装置、搬送方法、露光装置、及びデバイス製造方法を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に従えば、基板の一面に対して気体を供給し、該気体を介して前記
基板を浮上支持可能な第１支持部と、前記基板の前記一面を支持可能な第２支持部と、前
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記第１及び第２支持部の少なくとも１つを移動し、該第１及び第２支持部を互いに近接又
は接触させて第１方向に配列する駆動部と、前記駆動部によって配列された前記第１及び
第２支持部の一方が支持する前記基板を、前記第１方向に沿って他方側に移動する移送部
と、を備える搬送装置が提供される。
【０００７】
　本発明の第２の態様に従えば、基板の一面に対して気体を供給し、該気体を介して前記
基板を浮上支持可能な第１支持部と、前記基板の前記一面を支持可能な第２及び第３支持
部と、前記第１及び第２支持部の少なくとも１つを移動し、該第１及び第２支持部を互い
に近接又は接触させて第１方向に配列する第１駆動部と、前記第１及び第３支持部の少な
くとも１つを移動し、該第１及び第３支持部を互いに近接又は接触させて第２方向に配列
する第２駆動部と、前記第１駆動部によって前記第１支持部に配列された前記第２支持部
が支持する前記基板を、前記第１方向に沿って前記第１支持部側へ移動する第１移送部と
、前記第２駆動部によって前記第３支持部に配列された前記第１支持部が支持する前記基
板を、前記第２方向に沿って前記第３支持部側へ移動する第２移送部と、を備える搬送装
置が提供される。
【０００８】
　本発明の第３の態様に従えば、基板を搬送する搬送方法であって、前記基板の一面に供
給する気体を介して前記基板を浮上支持可能な第１支持部及び前記基板の前記一面を支持
可能な第２支持部の少なくとも一方を移動し、該第１及び第２支持部を互いに近接又は接
触させて第１方向に配列することと、配列された前記第１及び第２支持部の一方が支持す
る前記基板を、前記第１方向に沿って他方側に移動することと、を含む搬送方法が提供さ
れる。
【０００９】
　本発明の第４の態様に従えば、基板の一面に供給する気体を介して前記基板を浮上支持
可能な第１支持部及び前記基板の前記一面を支持可能な第２支持部の少なくとも１つを移
動し、該第１及び第２支持部を互いに近接又は接触させて第１方向に配列することと、前
記第１支持部に配列された前記第２支持部が支持する前記基板を、前記第１方向に沿って
前記第１支持部側へ移動することと、前記第１支持部及び前記基板の一方の面を支持する
第３支持部の少なくとも一方を移動し、該第１及び第３支持部を互いに近接又は接触させ
て第２方向に配列することと、前記第３支持部に配列された前記第１支持部が支持する前
記基板を、前記第２方向に沿って前記第３支持部側へ移動することと、を含む搬送方法が
提供される。
【００１０】
　本発明の第５の態様に従えば、基板の一面に対して気体を供給し、該気体を介して前記
基板を浮上支持可能な第１支持部と、前記基板の前記一面を支持する第２支持部と、前記
第１及び第２支持部の少なくとも１つを移動し、該第１及び第２支持部を互いに近接又は
接触させて配列する駆動部と、前記駆動部によって配列された前記第２支持部が支持する
前記基板を、前記配列方向に沿って前記第１支持部側へ移動する移送部と、前記気体の供
給を停止することで前記第１支持部の載置部に載置された前記基板を支持し、該載置部の
上方に持ち上げる持ち上げ機構と、該持ち上げ機構により前記載置部の上方に支持される
前記基板を前記第１支持部から搬出する搬出機構と、を備える搬送装置が提供される。
【００１１】
　本発明の第６の態様に従えば、基板を搬送する搬送方法であって、前記基板の一面に供
給する気体を介して前記基板を浮上支持可能な第１支持部、及び前記基板の前記一面を支
持可能な第２支持部の少なくとも一方を移動し、該第１及び第２支持部を互いに近接又は
接触させて配列することと、配列された前記第２支持部が支持する前記基板を、前記配列
方向に沿って前記第１支持部側へ移送することと、前記気体の供給を停止することで前記
第１支持部の載置部に載置された前記基板を支持し、該載置部の上方に持ち上げることと
、前記載置部の上方に支持される前記基板を前記第１支持部から搬出することと、を含む
搬送方法が提供される。
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【００１２】
　本発明の第７の態様に従えば、露光光で基板を露光する露光装置であって、前記基板を
保持し、前記露光光の照射領域に前記基板を移動させる上記の搬送装置を備える露光装置
が提供される。
【００１３】
　本発明の第８の態様に従えば、上記の露光装置を用いて、前記基板に前記パターンを転
写することと、前記パターンが転写された前記基板を該パターンに基づいて加工すること
と、を含むデバイス製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の態様によれば、載置ずれや変形を生じさせることなく基板の受け渡しを行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】露光装置の全体概略を示す断面平面図である。
【図２】チャンバ内の具体構成を示す外観斜視図である。
【図３Ａ】プレートホルダの周辺構成を示す図である。
【図３Ｂ】プレートホルダの周辺構成を示す図である。
【図４Ａ】搬入部の要部構成を示す図である。
【図４Ｂ】搬入部の要部構成を示す図である。
【図５Ａ】搬出部の要部構成を示す図である。
【図５Ｂ】搬出部の要部構成を示す図である。
【図６】搬入用テーブルへの基板の受け渡し工程を説明する図である。
【図７Ａ】プレートホルダ及び搬出部間における基板の搬送工程の説明図である。
【図７Ｂ】プレートホルダ及び搬出部間における基板の搬送工程の説明図である。
【図８】搬入用テーブル上に基板を浮上支持した状態を示す図である。
【図９】搬入用テーブル上の基板を搬送する工程を説明する図である。
【図１０】基板がプレートホルダ側に乗り移る工程を説明する図である。
【図１１】プレートホルダ上に基板が載置された状態を示す図である。
【図１２】搬出用テーブルへの基板の受け渡し工程を説明する図である。
【図１３】プレートホルダ上に基板を浮上支持した状態を示す図である。
【図１４Ａ】プレートホルダから搬出部側への基板の搬送を説明する図である。
【図１４Ｂ】プレートホルダから搬出部側への基板の搬送を説明する図である。
【図１４Ｃ】プレートホルダから搬出部側への基板の搬送を説明する図である。
【図１５】搬出部から基板を搬出する動作を説明する図である。
【図１６Ａ】第２実施形態に係る搬入部の構成を示す図である。
【図１６Ｂ】第２実施形態に係る搬入部の構成を示す図である。
【図１７】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図１８】図１８に続く工程を説明するための図である。
【図１９】第３実施形態に係るプレートホルダの構成を示す図である。
【図２０Ａ】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図２０Ｂ】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図２１】第４実施形態に係る構成を示す図である。
【図２２Ａ】第４実施形態に係る基板の受け渡し動作を説明する図である。
【図２２Ｂ】第４実施形態に係る基板の受け渡し動作を説明する図である。
【図２２Ｃ】第４実施形態に係る基板の受け渡し動作を説明する図である。
【図２２Ｄ】第４実施形態に係る基板の受け渡し動作を説明する図である。
【図２３】第５実施形態に係るチャンバ内部の構成を示す斜視図である。
【図２４Ａ】搬出入部の概略構成を示す平面図である。
【図２４Ｂ】搬出入部の概略構成を示す平面図である。
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【図２５】第５実施形態に係る基板の搬入工程を説明する図である。
【図２６】搬出入部からプレートホルダ側への基板の受け渡しを説明する図である。
【図２７】プレートホルダから搬出入部側への基板の受け渡しを説明する図である。
【図２８】露光装置の全体概略を示す断面平面図である。
【図２９】チャンバ内の具体構成を示す外観斜視図である。
【図３０Ａ】プレートホルダの周辺構成を示す図である。
【図３０Ｂ】プレートホルダの周辺構成を示す図である。
【図３１Ａ】プレートホルダ及び搬出部間における基板の搬送工程の説明図である。
【図３１Ｂ】プレートホルダ及び搬出部間における基板の搬送工程の説明図である。
【図３２】搬入用テーブル上に基板を浮上支持した状態を示す図である。
【図３３】搬入用テーブル上の基板を搬送する工程を説明する図である。
【図３４】基板がプレートホルダ側に乗り移る工程を説明する図である。
【図３５】搬出ロボットの動作を説明するための図である。
【図３６Ａ】プレートホルダから基板を搬出する動作を説明する正面図である。
【図３６Ｂ】プレートホルダから基板を搬出する動作を説明する正面図である。
【図３７】プレートホルダから基板を搬出する動作を説明する側面図である。
【図３８】第３実施形態に係る搬入部の構成を示す図である。
【図３９Ａ】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図３９Ｂ】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図４０】第４実施形態に係る露光装置本体の構成を示す図である。
【図４１】プレートホルダの平面構成を示す図である。
【図４２Ａ】プレートホルダにおける側断面図である。
【図４２Ｂ】プレートホルダにおける側断面図である。
【図４３】上下動部の構成を示す図である。
【図４４Ａ】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図４４Ｂ】搬入部からプレートホルダ側へ基板を搬送する構成を説明する図である。
【図４５】搬入用テーブル上に基板が浮上支持される状態を示す図である。
【図４６】基板の端部に当接部が接触した状態を示す図である。
【図４７】搬入用テーブルからプレートホルダに基板が移動する工程の説明図である。
【図４８】搬出ロボットの動作を説明するための斜視図である。
【図４９Ａ】基板をプレートホルダから搬出する工程の説明図である。
【図４９Ｂ】基板をプレートホルダから搬出する工程の説明図である。
【図４９Ｃ】基板をプレートホルダから搬出する工程の説明図である。
【図５０Ａ】第５実施形態に係る吸着機構の構成を示す平面図である。
【図５０Ｂ】第５実施形態に係る吸着機構の構成を示す側面図である。
【図５１Ａ】基板をプレートホルダから搬出する動作を説明する側面図である。
【図５１Ｂ】基板をプレートホルダから搬出する動作を説明する側面図である。
【図５２Ａ】吸着機構の変形例に係る構成を示す図である。
【図５２Ｂ】吸着機構の変形例に係る構成を示す図である。
【図５３】マイクロデバイスの製造工程の一例を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、本発明はこれに限定さ
れることはない。以下では、本発明に係る搬送装置を備え、感光剤を塗布された基板に対
して液晶表示デバイス用パターンを露光する露光処理を行う露光装置について説明すると
ともに、本発明に係る搬送方法およびデバイス製造方法の一実施形態についても説明する
。
【００１７】
　（第１実施形態）
　図１は、本実施形態の露光装置の概略構成を示す断面平面図である。露光装置１は、図
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１に示すように、基板に液晶表示デバイス用パターンを露光する露光装置本体３と、搬入
部４と、搬出部５と、を備えており、これらは高度に清浄化され、且つ所定温度に調整さ
れたチャンバ２内に収められている。本実施形態において、基板は、大型のガラスプレー
トであり、その一辺のサイズは、例えば５００ｍｍ以上である。
【００１８】
　図２は、チャンバ２内の具体構成を示す外観斜視図である。露光装置本体３は、図２に
示すように、マスクＭを露光光ＩＬで照明する不図示の照明系と、液晶表示デバイス用パ
ターンが形成されたマスクＭを保持する不図示のマスクステージと、このマスクステージ
の下方に配置された投影光学系ＰＬと、投影光学系ＰＬの下方に配置されたベース部（不
図示）上を２次元的に移動可能に設けられた基板ホルダとしてのプレートホルダ９と、プ
レートホルダ９を保持するとともに該プレートホルダ９をチャンバ２内において移動させ
る第１移動機構３３とを備えている。
【００１９】
　なお、以下の説明においては、チャンバ２に設けられたベース部（不図示）に対するプ
レートホルダ９の２次元的な移動が水平面内で行われるものとし、この水平面内で互いに
直交する方向にＸ軸およびＹ軸を設定している。基板Ｐに対するプレートホルダ９の保持
面は、基準の状態（例えば、基板Ｐの受け渡しを行う時の状態）において水平面に平行と
される。また、Ｘ軸およびＹ軸と直交する方向にＺ軸を設定しており、投影光学系ＰＬの
光軸はＺ軸に平行とされている。なお、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸まわりの各方向を、それぞ
れθＸ方向、θＹ方向およびθＺ方向と呼ぶ。
【００２０】
　第１移動機構３３は、移動機構本体３５と、移動機構本体３５上に配置され、プレート
ホルダ９を保持する保持部３４とを有する。移動機構本体３５は、気体軸受によって、不
図示のガイド面（ベース部）に非接触で支持されており、ガイド面上をＸＹ方向に移動可
能となっている。このような構成に基づき、プレートホルダ９は、基板Ｐを保持した状態
で、光射出側（投影光学系ＰＬの像面側）において、ガイド面の所定領域内を移動可能と
されている。
【００２１】
　移動機構本体３５は、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含む粗動システムの作
動により、ガイド面上でＸＹ平面内を移動可能である。保持部３４は、例えばボイスコイ
ルモータ等のアクチュエータを含む微動システムの作動により、移動機構本体３５に対し
てＺ軸、θＸ、θＹ方向に移動可能である。保持部３４は、粗動システム及び微動システ
ムを含む基板ステージ駆動システムの作動により、基板Ｐを保持した状態で、Ｘ軸、Ｙ軸
、Ｚ軸、θＸ、θＹ、およびθＺ方向の６つの方向に移動可能である。
【００２２】
　露光装置１は、上記プレートホルダ９上に長方形の基板Ｐが載置された状態でステップ
・アンド・スキャン方式の露光が行われ、マスクＭに形成されたパターンが基板Ｐ上の複
数、例えば４つの露光領域（パターン転写領域）に順次転写されるようになっている。す
なわち、この露光装置１では、照明系からの露光光ＩＬにより、マスクＭ上のスリット状
の照明領域が照明された状態で、不図示のコントローラによって不図示の駆動系を介して
、マスクＭを保持するマスクステージと基板Ｐを保持するプレートホルダ９とを同期して
所定の走査方向（ここではＹ軸方向とする）に移動させることにより、基板Ｐ上の１つの
露光領域にマスクＭのパターンが転写される、すなわち走査露光が行われる。なお、本実
施形態に係る露光装置１は、投影光学系ＰＬが複数の投影光学モジュールを有し、上記照
明系が複数の投影光学モジュールに対応する複数の照明モジュールを含む、所謂マルチレ
ンズ型スキャン露光装置を構成するものである。
【００２３】
　この１つの露光領域の走査露光の終了後に、プレートホルダ９を次の露光領域の走査開
始位置まで所定量Ｘ方向に移動するステッピング動作が行われる。そして、露光装置本体
３では、このような走査露光とステッピング動作を繰り返し行うことにより、順次４つの
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露光領域にマスクＭのパターンが転写される。
【００２４】
　搬入部４は、図２に示すように露光装置１に隣接配置されたコータ・デベロッパ（不図
示）において感光剤が塗布された基板Ｐが搬入された際、該基板Ｐの一方の面（下面）を
支持する搬入用テーブル４０と、該搬入用テーブル４０を移動する第２移動機構４３と、
を備えている。なお、搬入部４は、搬入用テーブル４０に搬入された基板Ｐの温度を調整
可能となっている。
【００２５】
　第２移動機構４３は、移動機構本体４５と、移動機構本体４５上に配置され、搬入用テ
ーブル４０を保持する保持部４４とを有する。移動機構本体４５は、気体軸受によって、
不図示のガイド面に非接触で支持されており、ガイド面上をＸＹ方向に移動可能となって
いる。このような構成に基づき、搬入用テーブル４０は、基板Ｐを保持した状態で、ガイ
ド面の所定領域内を移動可能となっている。なお、不図示のガイド面に対する移動機構本
体４５の支持は、気体軸受けによる支持に限定されるものではなく、気体軸受けとは異な
る周知のガイド機構（ガイド面に対する駆動機構）を用いることもできる。
【００２６】
　移動機構本体４５は、上記移動機構本体３５と同一構成からなるものであり、ガイド面
上でＸＹ平面内を移動可能である。また、保持部４４は、上記保持部３４と同一構成から
なるものであり、移動機構本体４５に対してＺ軸、θＸ、θＹ方向に移動可能である。保
持部４４は、基板Ｐを保持した状態で、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ、θＹ、およびθＺ方向
の６つの方向に移動可能である。
【００２７】
　また、搬出部５は、図２に示すように露光装置本体３によって露光処理が施された基板
Ｐが受け渡された際、該基板Ｐの一方の面（下面）を支持する搬出用テーブル５０と、該
搬出用テーブル５０を移動する第３移動機構５３と、を備えている。
【００２８】
　第３移動機構５３は、移動機構本体５５と、移動機構本体５５上に配置され、搬出用テ
ーブル５０を保持する保持部５４とを有する。移動機構本体５５は、気体軸受によって、
不図示のガイド面に非接触で支持されており、ガイド面上をＸＹ方向に移動可能となって
いる。このような構成に基づき、搬出用テーブル５０は、基板Ｐを保持した状態で、ガイ
ド面の所定領域内を移動可能となっている。
【００２９】
　移動機構本体５５は、上記移動機構本体３５、４５と同一構成からなるものであり、ガ
イド面上でＸＹ平面内を移動可能である。また、保持部５４は、上記保持部３４、４４と
同一構成からなるものであり、移動機構本体５５に対してＺ軸、θＸ、θＹ方向に移動可
能である。保持部５４は、基板Ｐを保持した状態で、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ、θＹ、お
よびθＺ方向の６つの方向に移動可能である。
【００３０】
　次に、プレートホルダ９の周辺構成について図３Ａ及び図３Ｂを参照しながら説明する
。図３Ａはプレートホルダ９の平面構成を示す図であり、図３Ｂはプレートホルダ９の側
面構成を示す図である。図３Ａに示されるように、プレートホルダ９には、基板Ｐが載置
される基板載置部３１が形成されている。基板載置部３１の上面は、基板Ｐに対するプレ
ートホルダ９の実質的な保持面が良好な平面度を有するように仕上げられている。さらに
、基板載置部３１の上面には、基板Ｐをこの面に倣わせて密着させるための吸引孔Ｋ１が
複数設けられている。各吸引孔Ｋ１は、不図示の真空ポンプに接続されている。
【００３１】
　また、基板載置部３１の上面には、基板Ｐの下面に対してエアー等の気体を噴射するこ
とで、該気体を介して基板Ｐを浮上支持する気体噴射孔Ｋ２が複数設けられている。各気
体噴射孔Ｋ２は、不図示の気体噴射用ポンプに接続されている。なお、吸引孔Ｋ１と気体
噴射孔Ｋ２とは互いが千鳥状に配置されている。
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【００３２】
　また、プレートホルダ９の周辺部には、基板Ｐの搬入時に該基板Ｐをガイドするための
ガイド用ピン３６と、プレートホルダ９の基板載置部３１に対する基板Ｐの位置を規定す
る位置決めピン３７とが設けられている。これらガイド用ピン３６及び位置決めピン３７
は、露光装置本体３内をプレートホルダ９とともに移動可能とされている。
【００３３】
　プレートホルダ９は、図３Ｂに示されるように、その側面部９ａに、搬入用テーブル４
０及び搬出用テーブル５０との相対位置を検出する位置検出センサ１９を備えている。位
置検出センサ１９は、搬入用テーブル４０及び搬出用テーブル５０に対する相対距離を検
出するための距離検出用センサ１９ａと、搬入用テーブル４０及び搬出用テーブル５０に
対する相対高さを検出するための高さ検出用センサ１９ｂとを含んでいる。なお、搬入用
テーブル４０及び搬出用テーブル５０における位置検出センサ１９に対応する位置には凹
部が形成されており、これにより位置検出センサ１９と搬入用テーブル４０及び搬出用テ
ーブル５０とが干渉するのを防止している。
【００３４】
　次に、搬入部４の要部構成について図４Ａ及び図４Ｂを参照しながら説明する。図４Ａ
は、搬入用テーブル４０の周辺構成を示す平面図であり、図４Ｂは図４ＡのＡ－Ａ線矢視
による断面を示す図である。
【００３５】
　図４Ａ及び４Ｂに示すように、搬入部４は、基板Ｐを搬入用テーブル４０からプレート
ホルダ９へと移送する第１移送部４２が設けられている。第１移送部４２は、ガイド部４
２ａと、基板Ｐに当接する当接部４２ｂと、を含む。
【００３６】
　搬入用テーブル４０の上面には、一方向（同図で示されるＹ方向）に沿って形成される
２つの溝状の凹部４０ａが形成されている。この凹部４０ａ内には、上記ガイド部４２ａ
が設けられている。ガイド部４２ａには、搬入用テーブル４０の上面から突出した状態で
上記当接部４２ｂが取り付けられている。当接部４２ｂは、例えばゴム等の弾性部材から
構成されるものであり、当接時における基板Ｐへのダメージを低減することができる。
【００３７】
　また、搬入用テーブル４０の上面には、基板Ｐの下面に対してエアー等の気体を噴射す
ることで、該気体を介して基板Ｐを浮上支持する気体噴射孔Ｋ３が複数設けられている。
各気体噴射孔Ｋ３は、不図示の気体噴射用ポンプに接続されている。
【００３８】
　さらに、搬入用テーブル４０の上面には、基板Ｐをこの面に倣わせて密着させるための
吸引孔Ｋ４が複数設けられている。各吸引孔Ｋ４は、不図示の真空ポンプに接続されてい
る。気体噴射孔Ｋ３と吸引孔Ｋ４とは、Ｙ方向に沿って互いが千鳥状に配置されている。
なお、気体噴射孔Ｋ３と吸引孔Ｋ４とは、かかる千鳥状の配置に限定されず、種々の形態
で配置して構わない（例えばＹ方向に沿って交互に配置してもよい）。また、気体噴射孔
Ｋ３と吸引孔Ｋ４とは、互いに独立して設けることに限定されず、同一の孔を気体噴射孔
Ｋ３及び吸引孔Ｋ４として兼用してもよい。この場合、各孔を気体噴射用ポンプと真空ポ
ンプとに適宜切り換え可能に接続するとよい。
【００３９】
　また、搬入用テーブル４０には、後述するようにコータ・デベロッパ（不図示）との間
で基板Ｐの受け渡しを行うための上下動機構の基板支持ピンを挿通可能とする貫通孔４７
が形成されている。
【００４０】
　次に、搬出部５の要部構成について図５Ａ及び図５Ｂを参照しながら説明する。図５Ａ
及び５Ｂに示すように、搬出部５は、基板Ｐをプレートホルダ９から搬出用テーブル５０
へと移送する第２移送部５２が設けられている。第２移送部５２は、ガイド部５２ａと、
基板Ｐを吸着保持する吸着部５２ｂと、を含む。
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【００４１】
　搬出用テーブル５０の上面には、一方向（同図で示されるＹ方向）に沿って形成される
２つの溝状の凹部５０ａが形成されている。この凹部５０ａ内には、上記ガイド部５２ａ
が設けられている。ガイド部５２ａには、搬出用テーブル５０の上面から突出した状態で
上記吸着部５２ｂが取り付けられている。吸着部５２ｂは、例えば真空吸着により基板Ｐ
を吸着保持する真空吸着パッドを含む。
【００４２】
　また、吸着部５２ｂには、基板搬出時にプレートホルダ９から押し出された基板Ｐに当
接する当接部５８が設けられている。この当接部５８は、例えばゴム等の弾性部材から構
成されている。
【００４３】
　また、搬出用テーブル５０の上面には、基板Ｐの下面に対してエアー等の気体を噴射す
ることで、該気体を介して基板Ｐを浮上支持する気体噴射孔Ｋ５が複数設けられている。
各気体噴射孔Ｋ５は、不図示の気体噴射用ポンプに接続されている。
【００４４】
　さらに、搬出用テーブル５０の上面には、基板Ｐをこの面に倣わせて密着させるための
吸引孔Ｋ６が複数設けられている。各吸引孔Ｋ６は、不図示の真空ポンプに接続されてい
る。なお、気体噴射孔Ｋ５と吸引孔Ｋ６とは互いが千鳥状に配置されている。
【００４５】
　また、搬出用テーブル５０には、後述するようにコータ・デベロッパ（不図示）との間
で基板Ｐの受け渡しを行うための上下動機構の基板支持ピンを挿通可能とする貫通孔５７
が形成されている。
【００４６】
　次に、露光装置１の動作について図６～図１５を参照にしながら説明する。具体的には
搬入部４とプレートホルダ９との間における基板Ｐの受け渡し動作、及びプレートホルダ
９と搬出部５との間における基板Ｐの受け渡し動作を主に説明する。なお、本実施形態に
おいては、搬入部４の搬入用テーブル４０と、搬出部５の搬出用テーブル５０とが同一水
平面内における異なる位置に配置されている。すなわち、搬入用テーブル４０と搬出用テ
ーブル５０とは、平面視した状態（図２に示される+Ｚ方向から視た状態）で相互に重な
らない位置に配置されている。
【００４７】
　まず、搬入部４にコータ・デベロッパ（不図示）において感光剤が塗布された基板Ｐを
搬入する。このとき、搬入用テーブル４０の下方に位置する上下動機構４９は、貫通孔４
７を介して基板支持ピン４９ａを搬入用テーブル４０の上方に配置しておく。続いて、コ
ータ・デベロッパ（不図示）のアーム部４８は、図６に示すように基板支持ピン４９ａの
間に挿入される。アーム部４８は降下することで基板Ｐを基板支持ピン４９ａへと受け渡
した後、搬入部４から退避する。上下動機構４９は、基板Ｐを支持した基板支持ピン４９
ａを降下することで搬入用テーブル４０への基板Ｐの搬入動作が終了する。その後、真空
ポンプが駆動されることにより、基板Ｐは、搬入用テーブル４０の上面に吸引孔Ｋ４を介
して吸着保持される。
【００４８】
　続いて、プレートホルダ９は、図７Ａに示すように、搬入部４の搬入用テーブル４０に
近接するように移動する。具体的に、第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬入用
テーブル４０をＹ方向に沿って近接させた状態で配列する。ここで、プレートホルダ９及
び搬入用テーブル４０が近接した状態とは、後述する基板Ｐの受け渡し時に基板Ｐの移動
が円滑に行われる距離だけ離間した状態を意味する。
【００４９】
　また、搬入用テーブル４０とプレートホルダ９とを配列する際、第２移動機構４３を駆
動することもできる。このようにすれば、搬入用テーブル４０及びプレートホルダ９を基
板Ｐの受け渡し位置に短時間で移動させることができ、基板Ｐの搬入動作に要する時間を
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短縮することができる。この場合、搬出用テーブル５０は、搬入用テーブル４０に干渉し
ない位置に退避する。
【００５０】
　また、基板Ｐは、吸引孔Ｋ４を介して搬入用テーブル４０の上面に吸着保持されている
ので、第２移動機構４３の駆動時に基板Ｐが搬入用テーブル４０上において動いてしまう
のを防止することができる。
【００５１】
　本実施形態では、図７Ｂに示されるように、プレートホルダ９及び搬入用テーブル４０
を近接させる際、基板Ｐがプレートホルダ９よりも高く配置している。すなわち、第１移
動機構３３は、基板Ｐを支持している搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上
面よりも高くなるようにプレートホルダ９を搬入用テーブル４０に近接させる。なお、第
２移動機構４３により搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くな
るように搬入用テーブル４０を上昇させることもできる。
【００５２】
　なお、第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬入用テーブル４０を接触させた状
態で配列することもできる。このようにすれば、後述するプレートホルダ９及び搬入用テ
ーブル４０間における基板Ｐの受け渡しをスムーズに行うことができる。
【００５３】
　続いて、搬入用テーブル４０は、図８に示すように、上面に形成された複数の気体噴射
孔Ｋ３から気体を噴射し、該気体を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。一方、プ
レートホルダ９は、基板Ｐを受けとるに際し、上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２か
ら気体を噴射しておく。
【００５４】
　搬入部４は、搬入用テーブル４０上に基板Ｐを浮上支持した状態で、図９に示されるよ
うに、当接部４２ｂを基板Ｐの一端部に当接させる。当接部４２ｂは、凹部４０ａ内のガ
イド部４２ａに沿って移動することで基板Ｐをプレートホルダ９側へと移動する。
【００５５】
　基板Ｐは搬入用テーブル４０上に浮上した状態となっているので、当接部４２ｂは基板
Ｐをプレートホルダ９側にスムーズにスライドさせることができる。なお、プレートホル
ダ９の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するようになっている。ここで、気体噴射
孔Ｋ３，Ｋ２から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【００５６】
　当接部４２ｂにより搬入用テーブル４０の上面をスライドする基板Ｐは、図１０に示さ
れるように、プレートホルダ９の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。本実施形態で
は、搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くなっているので、基
板Ｐはプレートホルダ９の側面に接触することなく、スムーズにプレートホルダ９上へと
乗り移ることができる。
【００５７】
　基板Ｐは、図９に示したように、プレートホルダ９の周辺部に設けられたガイド用ピン
３６により同図中Ｘ方向における位置が規定された状態でスライドする。当接部４２ｂは
、プレートホルダ９における基板搬送方向の下流側に設けられた位置決めピン３７に当接
させるまで基板Ｐを移動する。基板Ｐは、ガイド用ピン３６により同図中Ｘ方向における
位置が規定されるとともに、位置決めピン３７及び当接部４２ｂに挟まれることで同図中
Ｙ方向における位置が規定された状態となる。プレートホルダ９は、気体噴射孔Ｋ２から
の気体噴射を停止する。基板Ｐは、図１１に示すように、基板載置部３１に対して位置合
わせされた状態で載置される。
【００５８】
　ところで、従来基板をプレートホルダに載置する場合、基板の載置ずれ（所定の載置位
置からの位置ずれ）や基板の変形が生じる可能性があった。この載置ずれが生じる原因の
一つとして、例えば基板の載置直前に基板とプレートホルダとの間に生じる薄い空気層に
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よって基板が浮遊状態となることが考えられる。また、基板の変形を生じさせる原因の一
つとして、例えば基板を載置した後に基板とプレートホルダとの間に空気溜りが介在する
ことで基板が膨らんだ状態となることが考えられる。
【００５９】
　これに対し、本実施形態においては、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上し
た状態で搬送されるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡され
る。また、基板Ｐは浮上支持されていた高さから基板載置部３１へと載置されるため、基
板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、基
板Ｐが膨らんだ状態となることが抑制され、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止するこ
とができる。よって、プレートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で基板Ｐ
を載置することができる。その後、真空ポンプが駆動されることにより、基板Ｐは、基板
載置部３１の上面に吸引孔Ｋ１を介して吸着保持される。
【００６０】
　プレートホルダ９に基板Ｐを載置した後、マスクＭは照明系からの露光光ＩＬで照明さ
れる。露光光ＩＬで照明されたマスクＭのパターンは、プレートホルダ９に載置されてい
る基板Ｐに投影光学系ＰＬを介して投影露光される。
　露光装置１では、上述のようにプレートホルダ９上に良好に基板Ｐを載置することがで
きるため、基板Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の高い
露光処理を実現できる。
【００６１】
　本実施形態では、基板Ｐに露光処理を行っている最中、或いは後述するように露光処理
済みの基板Ｐを搬出部５に搬送している間、コータ・デベロッパ（不図示）によって感光
剤が塗布された次の基板Ｐが搬入部４の搬入用テーブル４０上に載置することができる。
【００６２】
　次に、露光処理終了後のプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出動作について説明する。
　露光処理が終了すると、プレートホルダ９は、図１２に示されるように搬出部５の搬出
用テーブル５０に近接するように移動する。具体的に、第１移動機構３３は、プレートホ
ルダ９及び搬出用テーブル５０をＹ方向に沿って近接させた状態で配列する。このとき、
基板Ｐは、吸引孔Ｋ１を介して吸着保持されているので、第１移動機構３３の駆動時に基
板Ｐが基板載置部３１上において動いてしまうのを防止することができる。
【００６３】
　また、搬出用テーブル５０とプレートホルダ９とを配列する際、第３移動機構５３を駆
動することもできる。このようにすれば、搬入用テーブル４０及びプレートホルダ９を基
板Ｐの受け渡し位置に短時間で移動させることができ、基板Ｐの搬出動作に要する時間を
短縮することができる。この場合、搬入用テーブル４０は、搬出用テーブル５０に干渉し
ない位置に退避する。
【００６４】
　本実施形態では、プレートホルダ９及び搬出用テーブル５０を近接させる際、プレート
ホルダ９及び搬入用テーブル４０を近接させる際同様、基板Ｐの搬送先に相当するプレー
トホルダ９よりも基板Ｐを高く配置している。すなわち、第１移動機構３３は、基板Ｐを
支持しているプレートホルダ９の上面が搬出用テーブル５０の上面よりも高くなるように
プレートホルダ９を搬出用テーブル５０に近接させる。なお、第３移動機構５３により搬
出用テーブル５０の上面がプレートホルダ９の上面よりも低くなるように搬出用テーブル
５０を下降させることもできる。
【００６５】
　第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬出用テーブル５０を接触させた状態で配
列することもできる。このようにすれば、後述するプレートホルダ９及び搬出用テーブル
５０間における基板Ｐの受け渡しをスムーズに行うことができる。
【００６６】
　プレートホルダ９は、真空ポンプの駆動を停止し、吸引孔Ｋ１を介した基板Ｐの基板載
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置部３１に対する吸着保持を解除する。続いて、プレートホルダ９は、図１３に示すよう
に、基板載置部３１の上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２から気体を噴射し、該気体
を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。一方、搬出部５は、基板Ｐを受けとるに際
し、搬出用テーブル５０の上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ５から気体を噴射してお
く。
【００６７】
　搬出部５は、プレートホルダ９の基板載置部３１上に浮上支持される基板Ｐ側に第２移
送部５２の吸着部５２ｂをガイド部５２ａに沿って移動する。位置決めピン３７は、図１
４Ａに示すように基板載置部３１上に浮上する基板Ｐの端部を押圧する。これにより、基
板載置部３１上に浮上する基板Ｐは搬出用テーブル５０側へとスライドし、図１４Ｂに示
すように吸着部５２ｂに取り付けられた当接部５８に接触する。このように位置決めピン
３７を用いて基板Ｐを当接部５８側にスライドさせることで、プレートホルダ９上の基板
Ｐに対向する位置まで吸着部５２ｂをガイド部５２ａに沿って移動させる必要が無い。当
接部５８に基板Ｐの端部が接触した後、吸着部５２ｂは基板Ｐを吸着保持し、図１４Ｃに
示すようにガイド部５２ａに沿って同図中Ｙ方向に沿って移動する。
【００６８】
　このとき、基板Ｐはプレートホルダ９上に浮上した状態で支持されているので、吸着部
５２ｂは基板Ｐを搬出用テーブル５０側にスムーズにスライドさせることができる。また
、搬出用テーブル５０の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するようになっている。
ここで、気体噴射孔Ｋ２，Ｋ５から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【００６９】
　吸着部５２ｂの移動により基板載置部３１の上面をスライドする基板Ｐは、搬出用テー
ブル５０の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。本実施形態では、プレートホルダ９
の上面が搬出用テーブル５０の上面よりも高くなっているので、基板Ｐは搬出用テーブル
５０の側面に接触することなく、スムーズに搬出用テーブル５０上へと乗り移ることがで
きる。
【００７０】
　吸着部５２ｂによる基板Ｐの移動が終了した後、搬出用テーブル５０は、気体噴射孔Ｋ
５からの気体噴射を停止するとともに、吸引孔Ｋ６を介して基板Ｐを吸着保持する。搬出
部５は、基板Ｐを吸着保持した状態で、第３移動機構５３を駆動し、搬出用テーブル５０
を基板Ｐの搬出位置へと移動する。
【００７１】
　露光装置１は、プレートホルダ９から基板Ｐを搬出部５へと受け渡した後、搬入部４の
搬入用テーブル４０にプレートホルダ９を近接するように移動する。そして、同様に、搬
入用テーブル４０とプレートホルダ９との間で基板Ｐの受け渡しを行い、プレートホルダ
９に載置された基板Ｐに対して露光処理を行うことができる。
【００７２】
　本実施形態では、次の基板Ｐを搬入部４からプレートホルダ９に搬入している間、或い
は該次の基板Ｐに対して露光処理を行っている間に、搬出用テーブル５０に載置される露
光処理済みの基板Ｐを搬出する。このとき、搬出用テーブル５０の下方に位置する上下動
機構６０は、貫通孔５７を介して、基板支持ピン６０ａを搬出用テーブル５０の上方に配
置する。これにより、基板Ｐは、基板支持ピン６０ａに支持されることで搬出用テーブル
５０の上方に保持されたものとなる。続いて、コータ・デベロッパ（不図示）のアーム部
４８は、図１５に示すように基板支持ピン６０ａの間に挿入される。その後、基板支持ピ
ン６０ａを降下することにより、アーム部４８に基板Ｐが受け渡される。アーム部４８は
、コータ・デベロッパ（不図示）内に基板Ｐを移動し、現像処理を行う。
【００７３】
　このように、プレートホルダ９は搬入部４と搬出部５とに対して同一水平面（ＸＹ平面
）内を移動することで交互にアクセスすることで、露光装置本体３に対する基板Ｐの搬出
入動作を行うことができる。本実施形態では、搬入部４及び搬出部５の配列方向に沿って
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プレートホルダ９を移動する構成としたので、プレートホルダ９と搬入部４及び搬出部５
とを近接或いは接触させた状態に配列することを短時間で行うことができる。よって、基
板Ｐの搬出入動作に伴う処理時間（所謂、タクト）を短縮することができる。
【００７４】
　本実施形態によれば、浮上支持された基板Ｐをスライドすることで搬入部４からプレー
トホルダ９へと搬送することができるので、基板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや
空気層が生じることが防止され、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止できる。よって、
信頼性の高い露光処理を行うことができる。
【００７５】
　なお、第１実施形態において、搬入用テーブル４０からプレートホルダ９へと基板Ｐを
搬送する際、搬入用テーブル４０の上面を傾斜させることもできる。具体的には、第２移
動機構４３の保持部４４は、気体噴射孔Ｋ３からの気体噴射によって浮上した状態で基板
Ｐを支持する搬入用テーブル４０の上面をプレートホルダ９側（θＹ方向）に傾斜させる
。これにより、基板Ｐの自重を利用して該基板Ｐをプレートホルダ９側に移動させること
ができる。
【００７６】
　また、プレートホルダ９から搬出用テーブル５０へと基板Ｐを搬送する際、プレートホ
ルダ９の上面を傾斜させることもできる。具体的に、第１移動機構３３の保持部３４は、
気体噴射孔Ｋ２からの気体噴射によって浮上した状態で基板Ｐを支持するプレートホルダ
９の上面を搬出用テーブル５０側（θＹ方向）に傾斜させる。これにより、基板Ｐの自重
を利用して該基板Ｐを搬出用テーブル５０側に移動させることができる。
【００７７】
　（第２実施形態）
　続いて、本発明の第２実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第１実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省略
する。第２実施形態は、搬入部１０４における第１移送部１４９の構成が第１実施形態と
異なっている。
【００７８】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、本実施形態に係る搬入部１０４の構成を示す図であり、図１
６Ａは搬入部１０４の平面構成を示す図であり、図１６Ｂは搬入部１０４の図１６Ａ中Ａ
－Ａ線矢視による側断面を示す図である。
【００７９】
　本実施形態に係る搬入部１０４の第１移送部１４９は、図１６Ａ及び１６Ｂに示すよう
に、基板Ｐの一方の面に気体を噴射することで浮上支持する構成に代え、コロ機構１４８
を有している。
【００８０】
　搬入用テーブル１４０の一端側には、図１６Ａに示すように、複数の切欠１４１が形成
されている。この切欠１４１の各々には、上記コロ機構１４８を構成するコロ１４２が軸
１４３に回転可能に支持されており、コロ１４２は不図示の駆動機構により自転可能とな
っている。コロ機構１４８は、図１６Ｂに示すように、コロ１４２が基板Ｐに対して接触
或いは離間可能に構成されている。
【００８１】
　このような構成に基づき、コロ機構１４８は、搬入用テーブル１４０上に支持される基
板Ｐの下面に複数のコロ１４２を接触させつつ、所定方向に回転させることで、該基板Ｐ
をプレートホルダ９側に移動することができる。コロ１４２の形成材料としては、基板Ｐ
との間で大きな摩擦力を生じる、例えばゴム等の弾性部材を用いることができる。このよ
うな弾性部材を用いてコロ１４２を構成することで、基板Ｐに対するダメージ（傷など）
を防止することができる。また、搬入用テーブル１４０の上面には、上記吸引孔Ｋ４のみ
が設けられている。
【００８２】
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　次に、本実施形態における露光装置１の動作について説明する。具体的には、第１実施
形態と異なる、搬入部１０４とプレートホルダ９との間における基板Ｐの受け渡し動作に
ついて述べる。
【００８３】
　はじめに、コータ・デベロッパ（不図示）において感光剤を塗布した基板Ｐを搬入部１
０４に搬入する。基板Ｐは、搬入用テーブル１４０の上面に吸引孔Ｋ４を介して吸着保持
される。その後、プレートホルダ９は、搬入用テーブル１４０に近接するように移動する
（図７Ａ参照）。
【００８４】
　本実施形態においても、基板Ｐを支持している搬入用テーブル１４０の上面がプレート
ホルダ９の上面よりも高くなるようにプレートホルダ９を搬入用テーブル１４０に近接さ
せることが望ましい（図７Ｂ参照）。
【００８５】
　しかしながら、本実施形態では、仮に、搬入用テーブル１４０の上面がプレートホルダ
９の上面よりも低い場合でも、少なくともコロ１４２の上面がプレートホルダ９の上面よ
り高ければ、コロ１４２上に乗り上がった基板Ｐを搬入用テーブル４０側からプレートホ
ルダ９側へと確実に搬送することができる。
【００８６】
　続いて、搬入用テーブル１４０は、図１７に示すように、コロ機構１４８のコロ１４２
を基板Ｐの下面に当接させるとともに、所定方向に回転させる。一方、プレートホルダ９
は、基板Ｐを受けとるに際し、上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２から気体を噴射し
ておく。基板Ｐはコロ１４２との摩擦力によってプレートホルダ９側にスムーズにスライ
ド移動する。
【００８７】
　ここで、基板Ｐの搬送先であるプレートホルダ９は、気体噴射孔Ｋ２から気体が噴射さ
れることで基板載置部３１上に基板Ｐが浮上支持されるようになっている。
　したがって、コロ機構１４８により搬入用テーブル１４０の上面をスライドする基板Ｐ
は、プレートホルダ９の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。
【００８８】
　基板Ｐは、図１８に示されるように、プレートホルダ９の周辺部に設けられたガイド用
ピン３６により同図中Ｘ方向における位置が規定された状態でスライドする。コロ機構１
４８は、プレートホルダ９における基板搬送方向の下流側に設けられた位置決めピン３７
に当接させるまで基板Ｐを移動する。基板Ｐは、ガイド用ピン３６により同図中Ｘ方向に
おける位置が規定されるとともに、位置決めピン３７及び当接部４２ｂに挟まれることで
同図中Ｙ方向における位置が規定された状態となる。プレートホルダ９は、気体噴射孔Ｋ
３からの気体噴射を停止する。これにより、基板Ｐは基板載置部３１に対して位置合わせ
された状態で載置される。
【００８９】
　本実施形態においても、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上した状態で搬送
されるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡すことができ、基
板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、プ
レートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で基板Ｐを載置することができる
。したがって、基板Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の
高い露光処理を行うことができる。
　なお、露光処理終了後のプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出動作については第１実施
形態と同様であるため、その説明を省略するものとする。
【００９０】
　なお、上記説明では、搬入部１０４の第１移送部１４９としてコロ機構１４８を採用す
る場合について説明したが、搬出部５の第２移送部５２としてコロ機構を採用することも
できる。また、搬入用テーブル１４０において第１実施形態同様、気体噴射により基板Ｐ
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を浮上支持する構成を採用することもできる。この構成によれば、基板Ｐが浮上した状態
でコロ機構１４８によって搬送されるので、基板Ｐをプレートホルダ９側にスムーズに搬
送することができる。
【００９１】
　（第３実施形態）
　続いて、本発明の第３実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第１、２実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を
省略する。第３実施形態は、プレートホルダ９が第１移送機構を備える点が主に異なって
いる。
【００９２】
　図１９は、本実施形態に係るプレートホルダ１０９の構成を示す図である。本実施形態
に係るプレートホルダ１０９は、図１９に示すように基板Ｐを搬入用テーブル４０からプ
レートホルダ９へと移送する第１移送部２４９を備えている。この第１移送部２４９は、
基板Ｐの幅方向における両側部を吸着保持する吸着部２５０を含む。この吸着部２５０は
、基板Ｐの面方向に沿うＸＹ平面内において自由に移動可能とされている。
【００９３】
　また、本実施形態では、プレートホルダ９の周辺部に、第１移送部２４９により搬入さ
れる基板Ｐの基板載置部３１に対する位置を検出するための位置検出センサ２５２が設け
られている。この位置検出センサ２５２としては、例えばポテンショメータを例示するこ
とができ、本発明は接触方式或いは非接触方式のいずれのメータを用いることができる。
【００９４】
　吸着部２５０は、気体噴射孔Ｋ３からの気体噴射によって搬入用テーブル４０上に浮上
支持される基板Ｐの端部を吸着保持し、図２０Ａに示すように搬入用テーブル４０からプ
レートホルダ９側へと搬送する。一方、プレートホルダ９は、基板Ｐを受けとるに際し、
上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２から気体を噴射しておく。このとき、気体噴射孔
Ｋ２，Ｋ３から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【００９５】
　吸着部２５０は、図２０Ｂに示すように、基板Ｐの端部を位置検出センサ２５２に接触
させることで、露光装置１は、基板Ｐにおける基板載置部３１に対する位置ズレを検知す
ることができる。なお、吸着部２５０は、上記位置検出センサ２５２の検出結果に基づい
て駆動するように構成されている。
　したがって、露光装置１は、位置検出センサ２５２の検出結果に基づき、吸着部２５０
に保持された基板Ｐの基板載置部３１に対する位置を補正することができる。
【００９６】
　本実施形態においても、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上した状態で搬送
されるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡すことができ、基
板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、プ
レートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で基板Ｐを載置することができる
。したがって、基板Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の
高い露光処理を行うことができる。
　なお、露光処理終了後のプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出動作については第１実施
形態と同様であるため、その説明を省略するものとする。
【００９７】
　（第４実施形態）
　続いて、本発明の第４実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第１実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省略
する。第４実施形態は、図２１に示すように、搬入用テーブル４０及び搬出用テーブル５
０が平面視した状態で相互に重なる位置に配置される点が第１実施形態と主に異なってい
る。すなわち、プレートホルダ９との間で基板Ｐの受け渡しを行う際、搬入用テーブル４
０及び搬出用テーブル５０がプレートホルダ９に対して上下動作を行うようになっている
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。
【００９８】
　以下、本実施形態における基板Ｐの受け渡し動作について図２２Ａ、図２２Ｂ、及び図
２２Ｃを参照にしつつ説明する。
　プレートホルダ９に載置した基板Ｐに対する露光処理が終了した後、搬出用テーブル５
０はＹ方向に沿ってプレートホルダ９に近接した状態に配列する。本実施形態では、図２
２Ａに示すように、プレートホルダ９に対し、下方に待機している搬出用テーブル５０を
、基板Ｐを受け取り可能な位置まで上昇させる。このとき、搬出用テーブル５０の上面を
プレートホルダ９の上面よりも低く配置することもできる（図１３参照）。
【００９９】
　なお、基板Ｐに対する露光処理が行われている間、搬入用テーブル４０にはコータ・デ
ベロッパ（不図示）から次の基板Ｐが受け渡されている。これにより、搬入用テーブル４
０は、プレートホルダ９から搬出用テーブル５０に基板Ｐを搬出している間、次の基板Ｐ
を載置した状態でプレートホルダ９の上方で待機している。
【０１００】
　プレートホルダ９は、真空ポンプの駆動を停止し、吸引孔Ｋ１を介した基板Ｐの基板載
置部３１に対する吸着保持を解除する。続いて、プレートホルダ９は、気体噴射孔Ｋ２か
ら気体を噴射し、該気体を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する（図１４Ａ－１４Ｃ
参照）。一方、搬出部５は、基板Ｐを受けとるに際し、搬出用テーブル５０の上面に形成
された複数の気体噴射孔Ｋ５から気体を噴射しておく。このとき、気体噴射孔Ｋ２，Ｋ５
から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【０１０１】
　図２２Ｂに示すように、搬出部５は、第１実施形態と同様に、吸着部５２ｂが保持した
基板Ｐを同図中Ｙ方向に沿って移動する。このとき、基板Ｐはプレートホルダ９上に浮上
した状態で支持されているので、基板Ｐは搬出用テーブル５０上にスムーズにスライド移
動する。また、搬出用テーブル５０の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するように
なっている。したがって、基板Ｐは、搬出用テーブル５０の上面へとスムーズに乗り移る
こととなる。
【０１０２】
　基板Ｐの移動が終了した後、搬出用テーブル５０は気体噴射孔Ｋ５からの気体噴射を停
止するとともに、吸引孔Ｋ６を介して基板Ｐを吸着保持する。搬出用テーブル５０は、基
板Ｐを吸着保持した状態で、図２２Ｃに示されるように基板Ｐを下方へと移動する。なお
、基板Ｐのサイズが大きく、搬出用テーブル５０の上面からはみ出た状態で載置されてい
る場合においては、搬出用テーブル５０は、基板Ｐがプレートホルダ９に干渉しないよう
にプレートホルダ９から離間する同図中+Ｙ方向に退避した状態で上記下降動作を行う。
【０１０３】
　一方、搬出用テーブル５０が下降動作を開始するとともに、図２２Ｃに示すように、プ
レートホルダ９の上方で待機していた搬入用テーブル４０がプレートホルダ９に対して基
板Ｐを受け渡し可能な位置まで下降する。これにより、プレートホルダ９及び搬入用テー
ブル４０がＹ方向に沿って近接した状態で配列する。このとき、搬入用テーブル４０の上
面がプレートホルダ９の上面よりも低く配置することもできる（図８参照）。
【０１０４】
　搬入用テーブル４０は、上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ３から気体を噴射し、該
気体を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。一方、プレートホルダ９は、基板Ｐを
受けとるに際し、上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２から気体を噴射しておく。この
とき、気体噴射孔Ｋ２，Ｋ３から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【０１０５】
　搬入部４は、搬入用テーブル４０上に基板Ｐを浮上支持した状態で、当接部４２ｂを基
板Ｐの一端部に当接させる。当接部４２ｂは、凹部４０ａ内のガイド部４２ａに沿って移
動することで基板Ｐをプレートホルダ９側へと移動する（図９，１０参照）。
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【０１０６】
　基板Ｐは搬入用テーブル４０上に浮上した状態となっているので、プレートホルダ９側
にスムーズにスライド移動する。また、プレートホルダ９の上面は、上述のように基板Ｐ
を浮上支持するようになっているので、基板Ｐは、図２２Ｄに示すように搬入用テーブル
４０からプレートホルダ９へとスムーズに乗り移ることとなる。
【０１０７】
　基板Ｐは、第１実施形態と同様、ガイド用ピン３６及び位置決めピン３７によって基板
載置部３１に対して所定の位置に位置合わせされた状態で載置することができる（図９参
照）。そして、基板Ｐに対して露光処理を行う。
【０１０８】
　本実施形態では、基板Ｐを搬入部４からプレートホルダ９に搬入している間、或いは基
板Ｐに対する露光処理の間に、搬出用テーブル５０に載置される露光処理済みの基板Ｐを
搬出する。
【０１０９】
　本実施形態においては、このように搬入部４及び搬出部５をプレートホルダ９に対して
高さ方向（Ｚ方向）に移動して交互にアクセスすることで、露光装置本体３に対する基板
Ｐの搬出入動作を行うことができる。また、搬入部４及び搬出部５は、非使用時にプレー
トホルダ９の上方に待機しており、それぞれが上下動作することでプレートホルダ９に対
してアクセスできるので、基板Ｐの搬出入動作に伴う処理時間（所謂、タクト）を短縮す
ることができる。
【０１１０】
　なお、上述の実施形態においては、搬入用テーブル４０及びプレートホルダ９が配列さ
れる第１方向と、搬出用テーブル５０及びプレートホルダ９が配列される第２方向とが、
平行となる場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、上記第１方向と第２方
向とが異なる方向（例えば、直交する）となる場合についても本発明は適応可能である。
【０１１１】
　（第５実施形態）
　続いて、本発明の第５実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第１実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省略
する。第５実施形態は、搬入部或いは搬出部として機能する搬出入部を備える点が主に異
なっている。
【０１１２】
　図２３は、チャンバ内部の構成を示す斜視図であり、図２４Ａ及び図２４Ｂは搬出入部
４００の概略構成を示す平面図である。
　図２３に示されるように、搬出入部４００は、基板載置テーブル４０１と、該基板載置
テーブル４０１を移動する移動機構４０２と、を備えている。なお、移動機構４０２は、
第１実施形態の第１、第２移動機構３３，４３と同一の構成からなるものである。このよ
うな構成に基づき、基板載置テーブル４０１は、基板Ｐを保持した状態で、光射出側（投
影光学系ＰＬの像面側）において、ガイド面の所定領域内を移動可能となっている。また
、基板載置テーブル４０１はＺ軸方向に沿っても移動可能となっている。したがって、基
板載置テーブル４０１は、搬入用テーブル及び搬出用テーブルとして機能している。
【０１１３】
　図２４Ａ及び２４Ｂに示すように、搬出入部４００は、基板Ｐを基板載置テーブル４０
１からプレートホルダ９へと移送する移送部４０５を備えている。移送部４０５は、ガイ
ド部４０６と、基板Ｐに吸着保持する吸着部４０８と、を含む。
【０１１４】
　基板載置テーブル４０１の上面には、一方向（同図で示されるＹ方向）に沿って形成さ
れる２つの溝状の凹部４０１ａが形成されている。この凹部４０１ａ内には、上記ガイド
部４０６が設けられている。ガイド部４０６には、基板載置テーブル４０１の上面から突
出した状態で上記吸着部４０８が取り付けられている。吸着部４０８は、例えば真空吸着
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により基板Ｐを吸着保持する真空吸着パッドを含む。
【０１１５】
　また、基板載置テーブル４０１の上面には、基板Ｐの下面に対してエアー等の気体を噴
射することで、該気体を介して基板Ｐを浮上支持する気体噴射孔Ｋ７が複数設けられてい
る。各気体噴射孔Ｋ７は、不図示の気体噴射用ポンプに接続されている。さらに、基板載
置テーブル４０１の上面には、基板Ｐをこの面に倣わせて密着させるための吸引孔Ｋ８が
複数設けられている。各吸引孔Ｋ８は、不図示の真空ポンプに接続されている。なお、気
体噴射孔Ｋ７と吸引孔Ｋ８とは互いが千鳥状に配置されている。
【０１１６】
　また、基板載置テーブル４０１には、後述するようにコータ・デベロッパ（不図示）と
の間で基板Ｐの受け渡しを行うための上下動機構の基板支持ピンを挿通可能とする貫通孔
４０７が形成されている。
【０１１７】
　プレートホルダ９は、上述の実施形態と同様、その側面部に、基板載置テーブル４０１
との相対位置を検出する上記位置検出センサ１９を備えている。位置検出センサ１９は、
基板載置テーブル４０１に対する相対距離を検出するための距離検出用センサ１９ａと、
基板載置テーブル４０１に対する相対高さを検出するための高さ検出用センサ１９ｂとを
含んでいる（図３Ｂ参照）。
【０１１８】
　次に、搬出入部４００とプレートホルダ９との間における基板Ｐの受け渡し動作につい
て図面を参照にしながら説明する。まず、搬出入部４００にコータ・デベロッパ（不図示
）において感光剤が塗布された基板Ｐを搬入する。このとき、基板載置テーブル４０１の
下方に位置する上下動機構４０９は、貫通孔４０７を介して基板支持ピン４１０を基板載
置テーブル４０１の上方に配置しておく。続いて、コータ・デベロッパ（不図示）のアー
ム部４８は、図２５に示すように基板支持ピン４１０の間に挿入される。アーム部４８は
降下することで基板Ｐを基板支持ピン４１０へと受け渡した後、搬出入部４００から退避
する。上下動機構４０９は、基板Ｐを支持した基板支持ピン４１０を降下することで基板
載置テーブル４０１への基板Ｐの搬入動作が終了する。その後、真空ポンプが駆動される
ことにより、基板Ｐは、基板載置テーブル４０１の上面に吸引孔Ｋ８を介して吸着保持さ
れる。
【０１１９】
　続いて、プレートホルダ９は、搬出入部４００の基板載置テーブル４０１に近接するよ
うに移動する。なお、基板載置テーブル４０１とプレートホルダ９とを配列する際、移送
部４０５を駆動することで基板載置テーブル４０１及びプレートホルダ９を基板Ｐの受け
渡し位置に短時間で移動させ、基板Ｐの搬入動作に要する時間を短縮するようにしてもよ
い。この場合、基板Ｐは吸引孔Ｋ８を介して基板載置テーブル４０１の上面に吸着保持さ
れているので、移送部４０５の駆動時に基板Ｐが基板載置テーブル４０１上において動い
てしまうことが防止される。
【０１２０】
　本実施形態では、図２６に示すように、基板Ｐを支持している基板載置テーブル４０１
の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くなるように、プレートホルダ９が基板載置テ
ーブル４０１に近接する。なお、プレートホルダ９及び基板載置テーブル４０１を接触さ
せた状態で配列することで基板Ｐの移動距離を短くして受け渡しをよりスムーズに行うよ
うにしてもよい。
【０１２１】
　続いて、基板載置テーブル４０１は、図２６に示したように、上面に形成された複数の
気体噴射孔Ｋ７から気体を噴射し、該気体を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。
一方、プレートホルダ９は、基板Ｐを受けとるに際し、上面に形成された複数の気体噴射
孔Ｋ２から気体を噴射しておく。このとき、気体噴射孔Ｋ２，Ｋ７から噴射する気体に指
向性を持たせるようにしてもよい。
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【０１２２】
　搬出入部４００は、基板載置テーブル４０１上に基板Ｐを浮上支持した状態で、吸着部
４０８により基板Ｐの一端部を吸着保持する。吸着部４０８は、凹部４０１ａ内のガイド
部４０６に沿って移動することで基板Ｐをプレートホルダ９側へと移動する（図２４Ａ及
び２４Ｂ参照）。
【０１２３】
　基板Ｐは基板載置テーブル４０１上に浮上した状態となっているので、吸着部４０８は
基板Ｐをプレートホルダ９側にスムーズにスライドさせることができる。また、プレート
ホルダ９の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するようになっている。
【０１２４】
　したがって、吸着部４０８により基板載置テーブル４０１の上面をスライドする基板Ｐ
は、プレートホルダ９の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。本実施形態では、図２
６に示したように基板載置テーブル４０１の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くな
っているので、基板Ｐはプレートホルダ９の側面に接触することなく、スムーズにプレー
トホルダ９上へと乗り移ることができる。
【０１２５】
　基板Ｐは、プレートホルダ９の周辺部に設けられたガイド用ピン３６及び位置決めピン
３７に当接することで基板載置部３１に対して所定の位置に位置合わせされた状態とされ
る（図９参照）。
【０１２６】
　本実施形態においても、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上した状態で搬送
されるので、基板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止され
、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止できる。よって、プレートホルダ９に対する所定
の位置に平面度が高い状態で基板Ｐを載置することができる。その後、真空ポンプが駆動
されることにより、基板Ｐは、基板載置部３１の上面に吸引孔Ｋ１を介して吸着保持され
る。そして、プレートホルダ９に基板Ｐを載置した後、基板Ｐに対し、露光処理を行う。
【０１２７】
　露光処理が終了すると、プレートホルダ９は、搬出入部４００の基板載置テーブル４０
１に近接するように移動する。本実施形態では、プレートホルダ９の上面が基板載置テー
ブル４０１の上面よりも高くなるようにプレートホルダ９及び基板載置テーブル４０１を
近接させる。
【０１２８】
　なお、基板載置テーブル４０１とプレートホルダ９とを配列する際、基板載置テーブル
４０１を移動することで基板Ｐの搬出動作に要する時間を短縮することができる。また、
プレートホルダ９及び基板載置テーブル４０１を接触させた状態で配列することもできる
。このようにすれば、プレートホルダ９及び基板載置テーブル４０１間に隙間が形成され
ないため、基板Ｐの受け渡しをスムーズに行うことができる。
【０１２９】
　プレートホルダ９は、真空ポンプの駆動を停止し、吸引孔Ｋ１を介した基板Ｐの基板載
置部３１に対する吸着保持を解除する。続いて、プレートホルダ９は、図２７に示すよう
に、基板載置部３１の上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２から気体を噴射し、該気体
を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。一方、搬出部５は、基板Ｐを受けとるに際
し、基板載置テーブル４０１の上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ７から気体を噴射し
ておく。このとき、気体噴射孔Ｋ２，Ｋ７から噴射する気体に指向性を持たせるようにし
てもよい。
【０１３０】
　搬出入部４００は、プレートホルダ９の基板載置部３１上に浮上支持される基板Ｐ側に
移送部４０５の吸着部４０８をガイド部４０６に沿って移動する。吸着部４０８は基板Ｐ
を吸着保持し、同図中＋Ｙ方向に沿って基板Ｐを移動する（図２４Ａ及び２４Ｂ参照）。
【０１３１】
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　このとき、基板Ｐはプレートホルダ９上に浮上した状態で支持されているので、吸着部
４０８は基板Ｐを基板載置テーブル４０１側にスムーズにスライドさせることができる。
また、基板載置テーブル４０１の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するようになっ
ている。
【０１３２】
　したがって、基板載置部３１の上面をスライドする基板Ｐは、基板載置テーブル４０１
の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。本実施形態では、プレートホルダ９の上面が
基板載置テーブル４０１の上面よりも高くなっているので、基板Ｐは基板載置テーブル４
０１の側面に接触することなく、スムーズに基板載置テーブル４０１上へと乗り移ること
ができる。
【０１３３】
　吸着部４０８による基板Ｐの移動が終了した後、基板載置テーブル４０１は、気体噴射
孔Ｋ７からの気体噴射を停止するとともに、吸引孔Ｋ８を介して基板Ｐを吸着保持する。
搬出入部４００は、基板Ｐを吸着保持した状態で、移送部４０５を駆動し、基板載置テー
ブル４０１を基板Ｐの搬出位置へと移動する。
【０１３４】
　続いて、基板載置テーブル４０１に載置される露光処理済みの基板Ｐを搬出する。この
とき、基板載置テーブル４０１の下方に位置する上下動機構４０９は、貫通孔４０７を介
して、基板支持ピン４１０を基板載置テーブル４０１の上方に配置する。これにより、基
板Ｐは、基板支持ピン４１０に支持されることで基板載置テーブル４０１の上方に保持さ
れたものとなる（図２５参照）。続いて、コータ・デベロッパ（不図示）のアーム部４８
が基板支持ピン４１０の間に挿入され、基板支持ピン４１０を降下することにより、アー
ム部４８に基板Ｐが受け渡される。アーム部４８は、コータ・デベロッパ（不図示）内に
基板Ｐを移動し、現像処理を行う。
【０１３５】
　本実施形態によれば、浮上支持された基板Ｐをスライドすることで搬出入部４００から
プレートホルダ９へと搬送することができるので、基板Ｐと基板載置部３１との間に空気
溜りや空気層が生じることが防止され、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止できる。よ
って、信頼性の高い露光処理を行うことができる。また、搬出入部４００が上記第１～第
３実施形態における搬入部４及び搬出部５を兼ねているので、装置構成を簡略化すること
ができる。
【０１３６】
　なお、第５実施形態においては、基板載置テーブル４０１からプレートホルダ９へと基
板Ｐを搬送する際、基板載置テーブル４０１の上面を傾斜させることもできる。具体的に
は、移動機構４０２は、気体噴射孔Ｋ７からの気体噴射によって浮上した状態で基板Ｐを
支持する基板載置テーブル４０１の上面をプレートホルダ９側（θＹ方向）に傾斜させる
。これにより、基板Ｐの自重を利用して該基板Ｐをプレートホルダ９側に移動させること
ができる。
【０１３７】
　また、プレートホルダ９から基板載置テーブル４０１へと基板Ｐを搬送する際、プレー
トホルダ９の上面を傾斜させることもできる。具体的に、第１移動機構３３（保持部３４
）は、気体噴射孔Ｋ２からの気体噴射によって浮上した状態で基板Ｐを支持するプレート
ホルダ９の上面を基板載置テーブル４０１側（θＹ方向）に傾斜させる。これにより、基
板Ｐの自重を利用して該基板Ｐを基板載置テーブル４０１側に移動させることができる。
【０１３８】
　なお、本実施形態において、移送部４０５として、第２実施形態に示したようなコロ機
構１４８を採用することもできる。また、移送部４０５として、第３実施形態に示したよ
うに移送部４０５を構成する吸着部４０８をプレートホルダ９側に設けることもできる。
【０１３９】
　（第６実施形態）
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　次に、本発明の第６実施形態に係る構成について説明する。なお、以下の説明において
、上述の実施形態の構成要素と同一または同様の要素については同一符号を付し、その説
明を簡略または省略する。　　
【０１４０】
　図２８は、本実施形態の露光装置の概略構成を示す断面平面図であり、図２９は、チャ
ンバ内の装置構成の概略を示す斜視図である。
　上述した実施形態と同様に、露光装置１は、図２８に示すように、露光装置本体３と、
搬入部４と、を備えている。また、本実施形態において、露光装置１は、搬出ロボット２
０５を備えている。これらは高度に清浄化され、且つ所定温度に調整されたチャンバ２内
に収められている。
【０１４１】
　図２９に示すように、搬出ロボット２０５は、例えば水平関節型構造を有するものであ
り、垂直な関節軸を介して連結された複数部分からなるアーム部１０と、このアーム部１
０の先端に連結されるフォーク部１２と、駆動装置１３と、を備えている。アーム部１０
は、駆動装置１３により例えば上下方向（Ｚ軸方向）に移動可能となっている。駆動装置
１３は、不図示の制御装置により、その駆動が制御されている。これにより搬出ロボット
２０５は基板Ｐをプレートホルダ９から受け取るようになっている。なお、搬出ロボット
２０５は、水平関節型構造のロボットに限定されるものではなく、公知のロボット（一般
には搬送機構）を適宜採用もしくは組み合わせて実現可能なものである。
【０１４２】
　図３０Ａはプレートホルダ９の平面構成を示す図であり、図３０Ｂはプレートホルダ９
の側面構成を示す図である。本実施形態において、図３０Ａに示されるように、プレート
ホルダ９には、基板Ｐが載置される基板載置部３１が形成されている。
【０１４３】
　また、本実施形態において、プレートホルダ９には、基板Ｐの搬出時において、搬出ロ
ボット２０５のフォーク部１２を収容するための溝部３０が形成されている。この溝部３
０は、フォーク部１２の移動方向（同図Ｙ方向）に沿って形成されている。プレートホル
ダ９の上面における溝部３０以外の領域は上記基板載置部３１を構成している。
【０１４４】
　なお、フォーク部１２の厚さは、溝部３０の深さよりも小さくなっている。これにより
、後述するようにフォーク部１２を溝部３０内に収容した後、上昇させることで基板載置
部３１上に載置された基板Ｐがフォーク部１２に受け渡されて載置されるようになってい
る。
【０１４５】
　図３Ｂと同様に、プレートホルダ９は、図３０Ｂに示されるように、その側面部９ａに
、搬入用テーブル４０との相対位置を検出する位置検出センサ１９を備えている。位置検
出センサ１９は、搬入用テーブル４０に対する相対距離を検出するための距離検出用セン
サ１９ａと、搬入用テーブル４０に対する相対高さを検出するための高さ検出用センサ１
９ｂとを含んでいる。なお、搬入用テーブル４０における位置検出センサ１９に対応する
位置には凹部が形成されており、これにより位置検出センサ１９と搬入用テーブル４０と
が干渉するのを防止している。
【０１４６】
　次に、本実施形態における露光装置１の動作について図６、図１１、３１Ａ～図３４を
参照にしながら説明する。具体的には搬入部４とプレートホルダ９との間における基板Ｐ
の受け渡し動作、及びプレートホルダ９と搬出ロボット２０５との間における基板Ｐの受
け渡し動作を主に説明する。
【０１４７】
　まず、搬入部４にコータ・デベロッパ（不図示）において感光剤が塗布された基板Ｐを
搬入する。このとき、搬入用テーブル４０の下方に位置する上下動機構４９は、貫通孔４
７を介して基板支持ピン４９ａを搬入用テーブル４０の上方に配置しておく。続いて、コ
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ータ・デベロッパ（不図示）のアーム部４８は、図６に示すように基板支持ピン４９ａの
間に挿入される。アーム部４８は降下することで基板Ｐを基板支持ピン４９ａへと受け渡
した後、搬入部４から退避する。上下動機構４９は、基板Ｐを支持した基板支持ピン４９
ａを降下することで搬入用テーブル４０への基板Ｐの搬入動作が終了する。その後、真空
ポンプが駆動されることにより、基板Ｐは、搬入用テーブル４０の上面に吸引孔Ｋ４を介
して吸着保持される。
【０１４８】
　続いて、プレートホルダ９は、図３１Ａに示すように、搬入部４の搬入用テーブル４０
に近接するように移動する。なお、図３１Ａ及び３１Ｂにおいては搬出ロボットの図示を
省略している。
　具体的に、第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬入用テーブル４０をＹ方向に
沿って近接させた状態で配列する。ここで、プレートホルダ９及び搬入用テーブル４０が
近接した状態とは、後述する基板Ｐの受け渡し時に基板Ｐの移動が円滑に行われる距離だ
け離間した状態を意味する。
【０１４９】
　また、搬入用テーブル４０とプレートホルダ９とを配列する際、第２移動機構４３を駆
動することもできる。このようにすれば、搬入用テーブル４０及びプレートホルダ９を基
板Ｐの受け渡し位置に短時間で移動させることができ、基板Ｐの搬入動作に要する時間を
短縮することができる。このとき、基板Ｐは、吸引孔Ｋ４を介して搬入用テーブル４０の
上面に吸着保持されているので、第２移動機構４３の駆動時に基板Ｐが搬入用テーブル４
０上において動いてしまうのを防止することができる。
【０１５０】
　本実施形態では、図３１Ｂに示されるように、プレートホルダ９及び搬入用テーブル４
０を近接させる際、基板Ｐがプレートホルダ９よりも高く配置している。すなわち、第１
移動機構３３は、基板Ｐを支持している搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の
上面よりも高くなるようにプレートホルダ９を搬入用テーブル４０に近接させる。なお、
第２移動機構４３により搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高く
なるように搬入用テーブル４０を上昇させることもできる。
【０１５１】
　また、第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬入用テーブル４０を接触させた状
態で配列することもできる。このようにすれば、後述するプレートホルダ９及び搬入用テ
ーブル４０間における基板Ｐの受け渡しをスムーズに行うことができる。
【０１５２】
　続いて、搬入用テーブル４０は、図３２に示すように、上面に形成された複数の気体噴
射孔Ｋ３から気体を噴射し、該気体を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。一方、
プレートホルダ９は、基板Ｐを受けとるに際し、上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２
から気体を噴射しておく。
【０１５３】
　搬入部４は、搬入用テーブル４０上に基板Ｐを浮上支持した状態で、図３３に示される
ように、当接部４２ｂを基板Ｐの一端部に当接させる。当接部４２ｂは、凹部４０ａ内の
ガイド部４２ａに沿って移動することで基板Ｐをプレートホルダ９側へと移動する。
【０１５４】
　基板Ｐは搬入用テーブル４０上に浮上した状態となっているので、当接部４２ｂは基板
Ｐをプレートホルダ９側にスムーズにスライドさせることができる。なお、プレートホル
ダ９の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するようになっている。ここで、気体噴射
孔Ｋ３，Ｋ２から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【０１５５】
　当接部４２ｂにより搬入用テーブル４０の上面をスライドする基板Ｐは、図３４に示さ
れるように、プレートホルダ９の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。本実施形態で
は、搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くなっているので、基
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板Ｐはプレートホルダ９の側面に接触することなく、スムーズにプレートホルダ９上へと
乗り移ることができる。
【０１５６】
　基板Ｐは、図３３に示したように、プレートホルダ９の周辺部に設けられたガイド用ピ
ン３６により同図中Ｘ方向における位置が規定された状態でスライドする。当接部４２ｂ
は、プレートホルダ９における基板搬送方向の下流側に設けられた位置決めピン３７に当
接させるまで基板Ｐを移動する。基板Ｐは、ガイド用ピン３６により同図中Ｘ方向におけ
る位置が規定されるとともに、位置決めピン３７及び当接部４２ｂに挟まれることで同図
中Ｙ方向における位置が規定された状態となる。プレートホルダ９は、気体噴射孔Ｋ２か
らの気体噴射を停止する。基板Ｐは、図１１に示すように、基板載置部３１に対して位置
合わせされた状態で載置される。
【０１５７】
　ところで、従来基板をプレートホルダに載置する場合、基板の載置ずれ（所定の載置位
置からの位置ずれ）や基板の変形が生じる可能性があった。この載置ずれが生じる原因の
一つとして、例えば基板の載置直前に基板とプレートホルダとの間に生じる薄い空気層に
よって基板が浮遊状態となることが考えられる。また、基板の変形を生じさせる原因の一
つとして、例えば基板を載置した後に基板とプレートホルダとの間に空気溜りが介在する
ことで基板が膨らんだ状態となることが考えられる。
【０１５８】
　これに対し、本実施形態においては、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上し
た状態で搬送されるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡され
る。また、基板Ｐは浮上支持されていた高さから基板載置部３１へと載置されるため、基
板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、基
板Ｐが膨らんだ状態となることが抑制され、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止するこ
とができる。よって、プレートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で基板Ｐ
を載置することができる。その後、真空ポンプが駆動されることにより、基板Ｐは、基板
載置部３１の上面に吸引孔Ｋ１を介して吸着保持される。
【０１５９】
　プレートホルダ９に基板Ｐを載置した後、マスクＭは照明系からの露光光ＩＬで照明さ
れる。露光光ＩＬで照明されたマスクＭのパターンは、プレートホルダ９に載置されてい
る基板Ｐに投影光学系ＰＬを介して投影露光される。
【０１６０】
　上述のようにプレートホルダ９上に良好に基板Ｐが載置されるため、露光装置１は基板
Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の高い露光処理を実現
できる。
【０１６１】
　本実施形態では、基板Ｐに露光処理を行っている最中、或いは後述するように露光処理
済みの基板Ｐを搬出ロボット２０５が搬送している間、コータ・デベロッパ（不図示）に
よって感光剤が塗布された次の基板Ｐが搬入部４の搬入用テーブル４０上に載置すること
ができる。
【０１６２】
　次に、露光処理終了後のプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出動作について説明する。
　具体的には搬出ロボット２０５により基板Ｐを搬出する方法について説明する。図３５
は搬出ロボット２０５の動作を説明するための斜視図であり、図３６Ａ及び３６Ｂは基板
Ｐをプレートホルダ９から搬出する際にＹ軸方向から視た際の断面構成図であり、図３７
は基板Ｐをプレートホルダ９から搬出する動作をＸ軸方向から視た際の側面図である。な
お、図３５においてはフォーク部１２のみを図示しており、搬出ロボット２０５の全体構
成は省略している。また、図３６Ａ及び３６Ｂにおいては、便宜上、基板Ｐを支持するフ
ォーク部１２の図示を簡略化している。
【０１６３】
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　露光処理が終了すると、真空ポンプによる吸引孔Ｋ１の吸着が解除され、プレートホル
ダ９による基板Ｐの吸着が解除される。続いて、搬出ロボット２０５は、図３５に示すよ
うにプレートホルダ９に形成された溝部３０にフォーク部１２を－Ｙ方向側から挿入する
。
【０１６４】
　そして、駆動装置１３はフォーク部１２を所定量上方に移動することで、図３６Ａに示
すように基板Ｐの下面にフォーク部１２を当接させる。また、図３６Ｂに示されるように
、フォーク部１２はさらに上方に移動することで基板Ｐをプレートホルダ９の上方に持ち
上げて基板載置部３１から離間させる。
【０１６５】
　また、搬出ロボット２０５は、感光剤が塗布された次の基板Ｐを載置した搬入部４の搬
入用テーブル４０に接触しない高さまでフォーク部１２を上昇（退避）させる。フォーク
部１２が搬入用テーブル４０上の基板Ｐに接触しない位置まで上昇した後、図３７に示す
ように搬入部４の搬入用テーブル４０はプレートホルダ９に近接するように移動し、上述
のようにして基板Ｐをプレートホルダ９側へと搬送する。
【０１６６】
　搬入部４からプレートホルダ９へと基板Ｐが搬送されている間、搬出ロボット２０５は
、フォーク部１２に載置された基板Ｐをコータ・デベロッパ（不図示）内に移動させる。
以上のようにして、露光装置本体３からの基板Ｐの搬出動作が完了する。
【０１６７】
　このように本実施形態によれば、浮上支持された基板Ｐをスライドすることで搬入部４
からプレートホルダ９へと搬送することができるので、基板Ｐと基板載置部３１との間に
空気溜りや空気層が生じることが防止され、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止できる
。よって、信頼性の高い露光処理を行うことができる。
【０１６８】
　また、本実施形態では、気体噴射を用いて基板Ｐを搬入部４からプレートホルダ９側へ
とスライドさせて搬入するため、従来のトレイを用いたプレートホルダへの基板搬入に比
べてタクトタイムが長くなる。
【０１６９】
　これに対し、本実施形態では、搬出ロボット２０５のフォーク部１２を溝部３０に挿入
して基板Ｐを下面から持ち上げてプレートホルダ９から基板Ｐを退避させた状態で、搬入
部４が次の基板Ｐをプレートホルダ９に搬入することができるので、プレートホルダ９に
対する基板Ｐの搬出入に要する全体のタクトタイムが従来のトレイを用いた場合と略同等
にすることができる。したがって、基板Ｐの搬出入時におけるタクトタイムを増加させる
ことなく、基板Ｐを良好な状態でプレートホルダ９に搬入することができる。
【０１７０】
　なお、本実施形態において、搬入用テーブル４０からプレートホルダ９へと基板Ｐを搬
送する際、搬入用テーブル４０の上面を傾斜させることもできる。具体的には、第２移動
機構４３の保持部４４は、気体噴射孔Ｋ３からの気体噴射によって浮上した状態で基板Ｐ
を支持する搬入用テーブル４０の上面をプレートホルダ９側（θＹ方向）に傾斜させる。
これにより、基板Ｐの自重を利用して該基板Ｐをプレートホルダ９側に移動させることが
できる。
【０１７１】
　（第７実施形態）
　続いて、本発明の第７実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第６実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省略
する。第７実施形態は、搬入部の構成が第６実施形態と異なっている。
【０１７２】
　本実施形態において、搬入部１０４は、図１６Ａ及び図１６Ｂを用いて説明したものと
同様である。
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【０１７３】
　また、本実施形態における露光装置１の動作についても、図１７及び図１８を用いて説
明したものと同様である。
【０１７４】
　本実施形態において、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上した状態で搬送さ
れるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡すことができ、基板
Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、プレ
ートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で基板Ｐを載置することができる。
したがって、基板Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の高
い露光処理を行うことができる。
【０１７５】
　（第８実施形態）
　続いて、本発明の第８実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第６、７実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を
省略する。第８実施形態は、プレートホルダ９が移送部を備える点が第６及び第７実施形
態と主に異なっている。
【０１７６】
　図３８は、本実施形態に係るプレートホルダ１０９の構成を示す図である。本実施形態
に係るプレートホルダ１０９は、図３８に示すように基板Ｐを搬入用テーブル４０からプ
レートホルダ９へと移送する第１移送部２４９を備えている。この第１移送部２４９は、
基板Ｐの幅方向における両側部を吸着保持する吸着部２５０を含む。この吸着部２５０は
、基板Ｐの面方向に沿うＸＹ平面内において自由に移動可能とされている。
【０１７７】
　また、本実施形態では、プレートホルダ９の周辺部に、第１移送部２４９により搬入さ
れる基板Ｐの基板載置部３１に対する位置を検出するための位置検出センサ２５２が設け
られている。この位置検出センサ２５２としては、例えばポテンショメータを例示するこ
とができ、本発明は接触方式或いは非接触方式のいずれのメータを用いることができる。
【０１７８】
　吸着部２５０は、気体噴射孔Ｋ３からの気体噴射によって搬入用テーブル４０上に浮上
支持される基板Ｐの端部を吸着保持し、図３９Ａに示すように搬入用テーブル４０からプ
レートホルダ９側へと搬送する。一方、プレートホルダ９は、基板Ｐを受けとるに際し、
上面に形成された複数の気体噴射孔Ｋ２から気体を噴射しておく。このとき、気体噴射孔
Ｋ２，Ｋ３から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【０１７９】
　吸着部２５０は、図３９Ｂに示すように、基板Ｐの端部を位置検出センサ２５２に接触
させることで、露光装置１は、基板Ｐにおける基板載置部３１に対する位置ズレを検知す
ることができる。なお、吸着部２５０は、上記位置検出センサ２５２の検出結果に基づい
て駆動するように構成されている。
　したがって、露光装置１は、位置検出センサ２５２の検出結果に基づき、吸着部２５０
に保持された基板Ｐの基板載置部３１に対する位置を補正することができる。
【０１８０】
　本実施形態においても、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上した状態で搬送
されるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡すことができ、基
板Ｐと基板載置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、プ
レートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で基板Ｐを載置することができる
。したがって、基板Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の
高い露光処理を行うことができる。
　なお、露光処理終了後のプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出動作については第１実施
形態と同様であるため、その説明を省略するものとする。
【０１８１】
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　（第９実施形態）
　続いて、本発明の第９実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態におい
ては、第６～８実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を
省略する。第６実施形態は、露光装置本体の構成が第６～８実施形態と主に異なっている
。図４０は、本実施形態に係る露光装置本体３の概略構成を示す斜視図である。
【０１８２】
　図４０に示されるように、本実施形態の露光装置本体３は、プレートホルダ９と、該プ
レートホルダ９に設けられた基板持ち上げ機構１５０と、第１移動機構３３と、を備えて
いる。基板持ち上げ機構１５０は、基板Ｐを搬出する際に基板Ｐを上方に持ち上げるため
のものである。
【０１８３】
　図４１はプレートホルダ９の平面構成を示す図であり、図４２Ａ及び図４２Ｂはプレー
トホルダ９における側断面図であり、図４２Ａは基板の受け渡し前の状態を示す図であり
、図４２Ｂは基板の受け渡し後の状態を示す図である。
【０１８４】
　持ち上げ機構１５０は、図４１、４２Ａ、及び４２Ｂに示すように、基板Ｐを支持する
複数の基板支持部材１５１と、該基板支持部材１５１を上下動する上下動作部１５２（図
４３参照）と、を備えている。
【０１８５】
　基板支持部材１５１は、軸部（上下動部材）１５５に対して図４１中Ｘ方向（第１方向
）に架設される第１線状部材１１９と、図４１中Ｙ方向（第２方向）に架設される第２線
状部材１２０とを含んでおり、全体として略格子状に形成されている。これら第１線状部
材１１９及び第２線状部材（第２架設部）１２０は、ここでは相互に溶接され、あるいは
格子状に組み合わされている。各基板支持部材１５１は、複数（本実施形態では、例えば
６つ）の軸部１５５間に架設されている。
【０１８６】
　各基板支持部材１５１を構成する各格子形状は、いずれもが基板Ｐよりも小さい略矩形
状の複数の開口部１２１を有している。なお、基板支持部材１５１の形状は図４１に示す
形状に限定されることはなく、例えば開口部１２１が一つのみ形成された枠状の単一フレ
ームであってもよい。
【０１８７】
　本実施形態では、４つの基板支持部材１５１が、第２線状部材１２０の延在方向（図４
１に示されるＹ方向）に沿って隙間Ｓを空けた状態で配置されている。このような基板支
持部材１５１間の隙間Ｓは、後述するようにプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出時にフ
ォーク部１２が挿入される空間を構成するためのものである。
【０１８８】
　なお、基板支持部材１５１（第１線状部材１１９及び第２線状部材１２０）の形成材料
としては、基板支持部材１５１が基板Ｐを支持した際に基板Ｐの自重による撓みを抑制す
ることが可能な材料を用いることが好ましく、例えば各種合成樹脂、あるいは金属を用い
ることができる。具体的には、ナイロン、ポリプロピレン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリ
カーボネート、繊維強化プラスチック、ステンレス鋼等が挙げられる。繊維強化プラスチ
ックとしては、ＧＦＲＰ（Glass Fiber Reinforced Plastic：ガラス繊維強化熱硬化性プ
ラスチック）やＣＦＲＰ（Carbon Fiber Reinforced Plastic：炭素繊維強化熱硬化性プ
ラスチック）が挙げられる。
【０１８９】
　上下動作部１５２は、図４３に示すように軸部（上下動部材）１５５と、該軸部１５５
を上下駆動する駆動装置１５３とを有している。駆動装置１５３は各軸部１５５に対して
設けられており、これにより各軸部１５５は独立して上下動作を行う。
【０１９０】
　この構成に基づき、基板支持部材１５１は、図４２Ａ及び図４２Ｂに示すように上下動
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作部１５２（軸部１５５）の上下動に伴い、プレートホルダ９の基板載置部３１に対し、
上下動作を行うようになっている。
【０１９１】
　一方、プレートホルダ９には、基板支持部材１５１を収容するための凹部１３０が形成
されている。この凹部１３０は、基板支持部材１５１のフレーム構造に対応して格子状に
設けられている。プレートホルダ９の上面における凹部１３０以外の領域（部分載置部）
は、基板Ｐを保持する基板載置部３１を構成している。
【０１９２】
　基板支持部材１５１の厚さは、凹部１３０の深さよりも小さくなっている。これにより
、図４２Ｂに示すように、基板支持部材１５１が凹部１３０内に収容されることで基板支
持部材１５１上に載置された基板Ｐのみが基板載置部３１に受け渡されて載置されるよう
になっている。
【０１９３】
　また、基板載置部３１は、基板Ｐに対するプレートホルダ９の実質的な保持面が良好な
平面度を有するように仕上げられている。さらに、基板載置部３１の基板保持面（上面）
には、基板Ｐをこの面に倣わせて密着させるための吸引口、或いは後述の基板搬入時にエ
アー（気体）を噴射することで基板Ｐをこの面上に浮上支持する気体噴射口として機能す
る開口部Ｋ２０５が形成されている。開口部Ｋ２０５には、不図示の真空ポンプ及び気体
噴射用ポンプがそれぞれ接続されており、これらポンプの駆動を切り替えることで開口部
Ｋ２０５を上述のように吸引口或いは噴射口として機能させることができる。
【０１９４】
　プレートホルダ９の周辺部には、基板Ｐの搬入時に該基板Ｐをガイドするためのガイド
用ピン３６と、プレートホルダ９の基板載置部３１に対する基板Ｐの位置を規定する位置
決めピン３７とが設けられている（図４４Ａ及び図４４Ｂ参照）。これらガイド用ピン３
６及び位置決めピン３７は、露光装置本体３内をプレートホルダ９とともに移動可能とさ
れている。
【０１９５】
　次に、本実施形態の露光装置１の動作について図４４Ａ～図５０Ｂを参照にしながら説
明する。具体的には搬入部４とプレートホルダ９との間における基板Ｐの受け渡し動作、
及びプレートホルダ９と搬出ロボット２０５との間における基板Ｐの受け渡し動作を主に
説明する。
【０１９６】
　まず、第６実施形態と同様、搬入部４にコータ・デベロッパ（不図示）において感光剤
が塗布された基板Ｐを搬入する。このとき、基板Ｐは搬入用テーブル４０の上面に吸引孔
Ｋ４を介して吸着保持される。
【０１９７】
　続いて、プレートホルダ９は、図４４Ａに示すように、搬入部４の搬入用テーブル４０
に近接するように移動する。なお、図４４Ａ及び図４４Ｂにおいては搬出ロボットの図示
を省略している。具体的に、第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬入用テーブル
４０をＹ方向に沿って近接させた状態で配列する。このとき、第２移動機構４３を駆動す
ることで、搬入用テーブル４０及びプレートホルダ９を基板Ｐの受け渡し位置に短時間で
移動させ、基板Ｐの搬入動作に要する時間を短縮することができる。なお、基板Ｐは、吸
引孔Ｋ４を介して搬入用テーブル４０の上面に吸着保持されているので、第２移動機構４
３の駆動時に基板Ｐが搬入用テーブル４０上において動いてしまうことがない。
【０１９８】
　本実施形態では、図４４Ｂに示されるように、第１移動機構３３は、基板Ｐを支持して
いる搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くなるようにプレート
ホルダ９を搬入用テーブル４０に近接させる。なお、第２移動機構４３により搬入用テー
ブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くなるように搬入用テーブル４０を上
昇させることもできる。また、第１移動機構３３は、プレートホルダ９及び搬入用テーブ
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ル４０を接触させた状態で配列することもでき、これにより基板Ｐの受け渡しをスムーズ
に行うことができる。
【０１９９】
　続いて、搬入用テーブル４０は、図４５に示すように、上面に形成された複数の気体噴
射孔Ｋ３から気体を噴射し、該気体を介して基板Ｐを浮上させた状態で支持する。一方、
プレートホルダ９は、基板Ｐを受けとるに際し、不図示の気体噴射用ポンプを駆動し、基
板載置部３１に設けられた開口部Ｋ２０５からエアーを噴射しておく。
【０２００】
　搬入部４は、搬入用テーブル４０上に基板Ｐを浮上支持した状態で、図４６に示される
ように、当接部４２ｂを基板Ｐの一端部に当接させる。当接部４２ｂは、凹部４０ａ内の
ガイド部４２ａに沿って移動することで基板Ｐをプレートホルダ９側へと移動する。
【０２０１】
　基板Ｐは搬入用テーブル４０上に浮上した状態となっているので、当接部４２ｂは基板
Ｐをプレートホルダ９側にスムーズにスライドさせることができる。なお、プレートホル
ダ９の上面は、上述のように基板Ｐを浮上支持するようになっている。ここで、気体噴射
孔Ｋ３及び開口部Ｋ２０５から噴射する気体に指向性を持たせるようにしてもよい。
【０２０２】
　当接部４２ｂにより搬入用テーブル４０の上面をスライドする基板Ｐは、図４７に示さ
れるように、プレートホルダ９の上面へとスムーズに乗り移ることとなる。本実施形態で
は、搬入用テーブル４０の上面がプレートホルダ９の上面よりも高くなっているので、基
板Ｐはプレートホルダ９の側面に接触することなく、スムーズにプレートホルダ９上へと
乗り移ることができる。
【０２０３】
　基板Ｐは、ガイド用ピン３６により同図中Ｘ方向における位置が規定されるとともに、
位置決めピン３７及び当接部４２ｂに挟まれることで同図中Ｙ方向における位置が規定さ
れた状態となる。プレートホルダ９は、開口部Ｋ２０５からの気体噴射を停止する。これ
により、基板Ｐは基板載置部３１に対して位置合わせされた状態で載置される。
【０２０４】
　本実施形態においては、基板Ｐが上述のように気体の噴射によって浮上した状態で搬送
されるので、歪みが無く平面度の高い状態でプレートホルダ９に受け渡される。また、基
板Ｐは浮上支持されていた高さから基板載置部３１へと載置されるため、基板Ｐと基板載
置部３１との間に空気溜りや空気層が生じることが防止される。よって、基板Ｐが膨らん
だ状態となることが抑制され、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止することができる。
したがって、基板Ｐは、プレートホルダ９に対する所定の位置に平面度が高い状態で載置
される。その後、真空ポンプが駆動されることにより、基板Ｐは、基板載置部３１の上面
に開口部Ｋ２０５を介して吸着保持される。
【０２０５】
　プレートホルダ９に基板Ｐを載置した後、マスクＭは照明系からの露光光ＩＬで照明さ
れる。露光光ＩＬで照明されたマスクＭのパターンは、プレートホルダ９に載置されてい
る基板Ｐに投影光学系ＰＬを介して投影露光される。
【０２０６】
　本実施形態に係る露光装置１は、上述のようにプレートホルダ９上に良好に基板Ｐが載
置されるので、基板Ｐ上の適正な位置に所定の露光を高精度に行うことができ、信頼性の
高い露光処理を実現できる。
【０２０７】
　次に、露光処理終了後のプレートホルダ９からの基板Ｐの搬出動作について説明する。
　具体的には搬出ロボット２０５により基板Ｐを搬出する方法について説明する。図４８
は搬出ロボット２０５の動作を説明するための斜視図であり、図４９Ａ、図４９Ｂ、及び
図４９Ｃは基板Ｐをプレートホルダ９から搬出する際にＹ軸方向から視た際の断面構成図
である。なお、図４８においてはフォーク部１２のみを図示しており、搬出ロボット２０
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５の全体構成は省略している。本実施形態では、持ち上げ機構１５０の形状に対応し、フ
ォーク部１２における基板支持部が上記実施形態と異なっている。また、図４９Ａ、図４
９Ｂ、及び図４９Ｃにおいては、便宜上、基板Ｐを支持するフォーク部１２の図示を簡略
化している。
【０２０８】
　露光処理が終了すると、真空ポンプによる開口部Ｋ２０５を介した吸着が解除され、プ
レートホルダ９による基板Ｐの吸着が解除される。続いて、持ち上げ機構１５０は、軸部
１５５を駆動して基板支持部材１５１を上昇させる。このとき、図４９Ａに示すように、
基板支持部材１５１とともに基板載置部３１上に載置されている基板Ｐが上方へと持ち上
げられる。このとき、基板Ｐは、複数の基板支持部材１５１により支持されることで上方
へと持ち上げられるので、剥離帯電の発生を防止することができる。また、従来のように
ピンによって基板Ｐを持ち上げる場合に比べ、広い面で基板Ｐを支持することができるの
で、基板Ｐに生じる撓み量を低減することができ、基板Ｐに割れが生じるのを防止するこ
とができる。
【０２０９】
　搬出ロボット２０５はフォーク部１２を駆動し、図４８に示すように基板載置部３１の
上方に配置される基板支持部材１５１間の隙間Ｓ及びＸ軸方向両端部に向けてフォーク部
１２を－Ｙ方向側から移動し、隙間Ｓ及び両端部にフォーク部１２を挿入する（図４９Ｂ
）。
【０２１０】
　そして、駆動装置１３がフォーク部１２を所定量上方に移動すると、フォーク部１２が
基板Ｐの下面に当接する。さらにフォーク部１２を上方に移動させると、図４９Ｃに示さ
れるように、基板Ｐがプレートホルダ９の上方に持ち上げられることで持ち上げ機構１５
０から離間する。
【０２１１】
　持ち上げ機構１５０は、基板Ｐが離間した後、基板支持部材１５１を凹部１３０内に収
容する。凹部１３０内に基板支持部材１５１を収容した後、プレートホルダ９は、搬入部
４の搬入用テーブル４０に近接するように移動し、上述のようにして基板Ｐをプレートホ
ルダ９側へと搬送する。
【０２１２】
　搬入部４からプレートホルダ９へと基板Ｐが搬送されている間、搬出ロボット２０５は
、フォーク部１２に載置された基板Ｐをコータ・デベロッパ（不図示）内に移動させる。
以上のようにして、露光装置本体３からの基板Ｐの搬出動作が完了する。
【０２１３】
　このように本実施形態によれば、浮上支持された基板Ｐをスライドすることで搬入部４
からプレートホルダ９へと搬送するので、基板Ｐの載置ずれや変形の発生を防止できる。
また、本実施形態においても、プレートホルダ９に対する基板Ｐの搬出入に要する全体の
タクトタイムが従来のトレイを用いた場合と略同等とすることができる。よって、基板Ｐ
の搬出入時におけるタクトタイムを増加させることなく、基板Ｐを良好な状態でプレート
ホルダ９に搬入することができる。
【０２１４】
　なお、上記実施形態では、基板載置部３１のみに気体噴射口としての開口部Ｋ２０５を
形成する場合について説明したが、基板支持部材１５１の上面に気体噴射口を形成するこ
ともできる。このようにすれば、基板Ｐをプレートホルダ９に搬入する際、基板搬送面に
噴射される気体の量が増加するので、基板Ｐをよりスムーズに搬送することができる。
【０２１５】
　（第１０実施形態）
　続いて、本発明の第１０実施形態に係る構成について説明する。なお、本実施形態にお
いては、第６実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省
略する。第１０実施形態は、プレートホルダ９から基板Ｐを搬出する手段として非接触状
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態で基板Ｐを吸着する吸着機構を備える点が上記実施形態と主に異なっている。
【０２１６】
　吸着機構は基板Ｐを保持し、基板Ｐをプレートホルダ９の基板載置部３１から上方に持
ち上げ、コータ・デベロッパ（不図示）内に移動させるためのものである。図５０Ａは吸
着面の構成を示し、図５０Ｂは吸着機構の全体構成を示す図である。
【０２１７】
　図５０Ａ及び図５０Ｂに示されるように、吸着機構３５０は、非接触状態で基板Ｐを保
持する複数の保持部３５１と、これら保持部３５１を保持するベース部３５２と、該ベー
ス部３５２を移動可能な駆動機構３５５と、ベース部３５２を備えている。ベース部３５
２は、基板Ｐと略同等の大きさを有する板状部材である。保持部３５１は、ベース部３５
２上に規則的に配置されており、これにより基板Ｐを良好に保持できるようになっている
。
【０２１８】
　保持部３５１としては、所謂ベルヌーイチャックを用いた。保持部３５１は、圧縮空気
を基板Ｐとの間に噴射することで基板Ｐとの間に負圧を発生させる。これにより、基板Ｐ
を保持部３５１側に押し付ける押し付け力を生じさせる。一方、保持部３５１は、基板Ｐ
との隙間が小さくなると圧縮空気の流速が低下し、保持部３５１と基板Ｐとの間の圧力が
上昇する。これにより、基板Ｐを保持部３５１から離そうとする力を生じさせる。保持部
３５１は、このような２つの力の釣り合いを取るように圧縮空気を噴射することで、基板
Ｐと保持部３５１との間隔を一定に保持した状態、すなわち非接触状態で基板Ｐを保持す
ることができる。
【０２１９】
　次に、露光装置１の動作について図面を参照にしながら説明する。なお、搬入部４とプ
レートホルダ９との間における基板Ｐの受け渡し動作については、第１実施形態と同様で
あることから説明を省略する。
【０２２０】
　以下、プレートホルダ９から基板Ｐを搬出する動作について説明する。具体的に、上記
吸着機構３５０により基板Ｐをプレートホルダ９から搬出する方法について説明する。図
５１Ａ及び図５１Ｂは基板Ｐをプレートホルダ９から搬出する動作をＸ軸方向から視た際
の側面図である。
【０２２１】
　露光処理が終了すると、真空ポンプによる吸引孔Ｋ１の吸着が解除され、プレートホル
ダ９による基板Ｐの吸着が解除される。続いて、吸着機構３５０はプレートホルダ９の上
方に移動する。そして、吸着機構３５０は、図５１Ａに示されるように保持部３５１が基
板Ｐを保持可能な位置まで下降する。そして、複数の保持部３５１によって基板Ｐの上面
を非接触状態で保持する。このとき、複数の保持部３５１は同時に駆動させる、或いは順
次駆動させることで基板Ｐを保持することができる。
【０２２２】
　吸着機構３５０は、複数の保持部２５１によって基板Ｐを保持した状態で、駆動機構３
５５によって基板Ｐをプレートホルダ９の上方に持ち上げ、図５１Ｂに示すように基板載
置部３１から離間させる。このとき、保持部３５１は基板Ｐに非接触であるため、基板Ｐ
に吸着跡が残ることが無い。
【０２２３】
　吸着機構３５０が搬入用テーブル４０上の基板Ｐに接触しない位置まで上昇した後、搬
入部４の搬入用テーブル４０はプレートホルダ９に近接するように移動する。そして、上
記実施形態と同様、基板Ｐを浮上支持した状態で搬入用テーブル４０からプレートホルダ
９へと搬送する。
【０２２４】
　搬入部４からプレートホルダ９へと基板Ｐが搬送されている間、吸着機構３５０は、保
持部３５１に保持された基板Ｐをコータ・デベロッパ（不図示）内に移動させる。以上の
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ようにして、露光装置本体３からの基板Ｐの搬出動作が完了する。
【０２２５】
　なお、図５２Ａ及び図５２Ｂに示すように、ベース部３５２の周囲に基板Ｐの下面を支
持する支持部材３５３を設けることもできる。支持部材３５３は、基板Ｐの周囲を囲む枠
状部材からなり、基板Ｐの面方向に張り出した張り出し部３５４を複数有する。この張り
出し部３３４は、基板Ｐの下面に当接するようになっている。この構成によれば、基板Ｐ
のダレが生じるおそれのある大型基板を保持する場合、基板Ｐの周端部が張り出し部３５
４によって支持されるので、大型基板を保持する場合であっても、基板Ｐの端部にダレが
生じるのを防止しつつ、保持部３５１によって平面度が高い状態で基板Ｐを保持すること
ができる。
【０２２６】
　また、上述の実施形態の基板Ｐとしては、ディスプレイデバイス用のガラス基板のみな
らず、半導体デバイス製造用の半導体ウエハ、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエハ、あ
るいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版（合成石英、シリコンウエハ）
等が適用される。
【０２２７】
　また、露光装置としては、マスクＭと基板Ｐとを同期移動してマスクＭのパターンを介
した露光光ＩＬで基板Ｐ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。
【０２２８】
　また、本発明は、米国特許第６３４１００７号、米国特許第６２０８４０７号、米国特
許第６２６２７９６号等に開示されているような、複数の基板ステージを備えたツインス
テージ型の露光装置にも適用できる。
【０２２９】
　また、本発明は、米国特許第６８９７９６３号、欧州特許出願公開第１７１３１１３号
等に開示されているような、基板を保持する基板ステージと、基板を保持せずに、基準マ
ークが形成された基準部材及び／又は各種の光電センサを搭載した計測ステージとを備え
た露光装置にも適用することができる。また、複数の基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。
【０２３０】
　なお、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を用いたが、このマスクに代えて、
例えば米国特許第６７７８２５７号明細書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
る可変成形マスク（電子マスク、アクティブマスク、あるいはイメージジェネレータとも
呼ばれる）を用いてもよい。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うにしても良い。
【０２３１】
　上述の実施形態の露光装置は、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
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【０２３２】
　半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図５３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、上述の
実施形態に従って、マスクのパターンを用いて露光光で基板を露光すること、及び露光さ
れた基板（感光剤）を現像することを含む基板処理（露光処理）を含む基板処理ステップ
２０４、デバイス組み立てステップ（ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工
程などの加工プロセスを含む）２０５、検査ステップ２０６等を経て製造される。なお、
ステップ２０４では、感光剤を現像することで、マスクのパターンに対応する露光パター
ン層（現像された感光剤の層）を形成し、この露光パターン層を介して基板を加工するこ
とが含まれる。
【０２３３】
　なお、上述の実施形態及び変形例の要件は、適宜組み合わせることができる。また、一
部の構成要素を用いない場合もある。また、法令で許容される限りにおいて、上述の実施
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。
【符号の説明】
【０２３４】
Ｐ…基板、Ｋ１，Ｋ４，Ｋ６，Ｋ８…吸引孔、Ｋ２，Ｋ３，Ｋ５，Ｋ７…気体噴射孔、Ｋ
２０５…開口部、１…露光装置、４，１０４…搬入部、５…搬出部、９，１０９…プレー
トホルダ、１２…フォーク部、１９…位置検出センサ、３３…第１移動機構、４０，１４
０…搬入用テーブル、４２，１４９，２４９…第１移送部、４３…第２移動機構、５０…
搬出用テーブル、５２…第２移送部、５３…第３移動機構、１０９…プレートホルダ、１
４２…コロ、１４８…コロ機構、１４９…第１移送部、１５０…持ち上げ機構、２０５…
搬出ロボット、２５０…吸着部、２５１…保持部、２５２…位置検出センサ、３５０…吸
着機構、３５１…保持部、４０１…基板載置テーブル、４０５…移送部、４０８…吸着部
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