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の 要約 露光装置 ( E X ）は、第 露光光 ( E 」1 ) と第 2 露光光 ( E 」 ） とが入射する光学素子 ( 2 0 ）
有 し、光学素子からの第 1 露光光と第 露光光とを第 1露光領域 ( A R 1 ） と第 露光領域 ( A R 2 ） とIこ照射
る光学システム ( P 」） と、光学素子から第 及び第 2 露光領域 Iこ向 >方向とは異なる方向に向か 第 1 露光
及び第 露光光の少な とも一方を検出する検出装置 ） とを備



露光装置、露光方法及びデバイス製造方、法

技術分野

０００1 本発明は、基板を露光する露光装置、露光方法及びデバイス製造方法に関する。

本願は、2００6年2月 6 日に出願された、特願 2００6 ０39229 号、特願 2００6 ０

39833 号、及び特願 2００6 ０39927 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 フオトリソグラフィ工程で用いられる露光装置において、例えば下記特許文献に開

示されているょぅな、複数の露光光を合成光学素子 (光合成部材) で合成し、その合

成された露光光で基板を露光 (多重露光) する露光装置が案出されている。

特許文献 1 特開2００ 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 基板を良好に露光するために、合成光学素子で複数の露光光を合成する場合に

おいても、所望状態の露光光を基板上に照射する必要がある。そのため、露光光の

状態を円滑に検出可能な技術の案出が望まれる。この場合、合成光学素子から基板

に向かわない露光光が発生すると、例えば露光装置を構成する各種機器に影響を

与えたり、露光精度に影響を与える可能性もある。また、例えば半導体デバイス等の

マイクロデバイス (電子デバイス) は、回路パターンの微細ィビだけでなく生産性の向上

も重要である。

０００4 本発明は、複数の露光光を合成する場合であっても、基板を良好に露光できる露

光装置、露光方法及び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、効率良く基板を露光できる露光装置、露光方法及びデバイス製造方法を提供す

ることを目的とする。

課題を解決するための手段

０００5 本発明は実施の形態に示す各図に対応付けした以下の構成を採用している。但し



、各要素に付した括弧付き符号はその要素の例示に過ぎず、各要素を限定するもの

ではない。

０００6 本発明の第 の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光装置において、第 露光

光 ( ) と第2露光光 ( 2)とが人射する光学素子 (2０) を有し、光学素子 (2０)か

らの第 露光光 ( ) と第2露光光 ( 2)とを第 露光領域け山 と第2露光領域 (

2)とに照射する光学システム (P ) と、光学素子 (2０)から第 及び第2露光領域

( A 2) に向かぅ方向とは異なる方向に向かぅ第 露光光 ( )及び第2露光

光 ( 2)の少なくとも一方を検出する検出装置 (8) とを備えた露光装置 ( X) が提

供される。

０００7 本発明の第 の態様によれば、基板を良好に露光することができる。

０００8 本発明の第2の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光装置において、第 露光

光 ( ) と第2露光光 ( 2)とが人射する光学素子 (2０) を有し、光学素子 (2０)か

らの第 露光光 ( ) と第2露光光 ( 2)とを第 露光領域け山 と第2露光領域 (

2)とに照射する光学システム (P ) と、光学素子 (2０)から、第 及び第2露光領

域 ( A 2) に向かぅ方向とは異なる方向に向かぅ、第 露光光 ( )及び第2

露光光 ( 2)の少なくとも一方を含む光による影響を抑えるよぅに、前記異なる方向

に向かぅ光を処理する処理装置 (6) とを備えた露光装置 ( X) が提供される。

０００9 本発明の第2の態様によれば、基板を良好に露光することができる。

００1０ 本発明の第3の態様に従えば、基板を露光する露光装置において、第 及び第2

露光光 ( 2)が人射するとともに、それぞれ第 及び第2露光光 ( 2

) を含む第 及び第2分岐光を射出する光学素子 (2０) を有し、第 分岐光の第 及

び第2露光光 ( 2)をそれぞれ第 及び第2露光領域け山 、A 2) に照射

するとともに、第2分岐光の第 及び第2露光光 ( 2)をそれぞれ第3及び第

4露光領域 ( 3 4) に照射する光学システム (P )を備え、第 分岐光の第 及

び第2露光光 ( 2)で第 基板 (P ) の所定領域 (S) を多重露光し、第2分

岐光の第 及び第2露光光 ( 2)で第2基板 (P2) の所定領域 (S) を多重

露光する露光装置 ( X) が提供される。

００11 本発明の第3の態様によれば、基板を効率良く良好に露光することができる。



００12 本発明の第4の態様に従えば、基板を露光する露光装置であって、第 及び第2パ

ターンの像を第 領域に生成する第 システム ( 3など) と、第 システムと一部が共

通で、第 領域と異なる第2領域に第 及び第2パターンの像を生成する第2システム

( 4など) とを有する光学システム (P )を備え、第 領域に生成される第 及び第2パ

ターンの像で第 基板 (P ) を多重露光するとともに、第2領域に生成される第 及び

第2パターンの像で第2基板 (P2) を多重露光する露光装置 ( X) が提供される。

００13 本発明の第4の態様によれば、基板を効率良く良好に露光することができる。

００14 本発明の第5の態様に従えば、上記態様の露光装置 ( X)を用いるデバイス製造

方法が提供される。

００15 本発明の第5の態様によれば、基板を効率良く良好に露光できる露光装置を用い
てデバイスを製造することができる。

００16 本発明の第6の態様に従えば、基板 ( ) を露光する露光方法において、第 露光

) によって、第 及び第2露光光をそれぞれ第 及び第2露光領域け山 2) に

照射して基板を多重露光し、光学素子から第 及び第2露光領域に向かぅ方向とは

異なる方向に向かぅ第 及び第2露光光の少なくとも一方を検出する露光方法が提

供される。

００17 本発明の第6の態様によれば、基板を効率良く良好に露光することができる。

００18 本発明の第7の態様に従えば、基板 (P)を露光する露光方法において、第 露光

光 ( ) と第2露光光 ( 2)とが人射する光学素子 (2０) を有する光学システム (P

) によって、第 及び第2露光光をそれぞれ第 及び第2露光領域け山 2) に

照射して基板を多重露光し、光学素子から第 及び第2露光領域に向かぅ方向とは

異なる方向に向かぅ、第 及び第2露光光の少なくとも一方を含む光による影響を抑

える露光方法が提供される。

００19 本発明の第7の態様によれば、基板を効率良く良好に露光することができる。

００2０ 本発明の第8の態様に従えば、基板を露光する露光方法において、第 及び第2

露光光 ( 2)が人射するとともに、それぞれ第 及び第2露光光を含む第 及

び第2分岐光を射出する光学素子 (2 ) を有する光学システム (P ) によって、第 分



岐光の第 及び第2露光光をそれぞれ第 及び第2露光領域 ( 2) に照射

するとともに、第2分岐光の第 及び第2露光光をそれぞれ第3及び第4露光領域 (

3 4) に照射し、第 分岐光で第 基板 (P ) の所定領域 (S) を多重露光する

とともに、第2分岐光で第2基板 (P2) ｱの所定領域 ( )を多重露光する露光方法が

提供される。

００2 1 本発明の第8の態様によれば、基板を効率良く良好に露光することができる。

００2 2 本発明の第9の態様に従えば、基板を露光する露光方法であって、第 及び第2パ

ターンの像を第 領域に生成するとともに、第 領域と異なる第2領域に第 及び第2

パターンの像を生成し、第 領域に生成される第 及び第2パターンの像で第 基板 (

P ) を多重露光するとともに、第2領域に生成される第 及び第2パターンの像で第2

基板 (P2) を多重露光する露光方法が提供される。

００2 3 本発明の第9の態様によれば、基板を効率良く良好に露光することができる。

００2 4 本発明の第 ０の態様に従えば、デバイス製造方法であって、上記態様の方法によ

り基板 (P )を露光することと、露光した基板を現像することと、現像した基板を加工す

ることを含むデバイス製造方法が提供される。

００2 5 本発明の第 ０の態様によれば、基板を効率良く良好に露光できる露光方法を用

いてデバイスを製造することができる。

発明の効果

００2 6 本発明によれば、基板を良好に露光することができる。したがって、所望の性能を

有するデバイスを製造することができる。

００2 7 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 光源装置及び照明系の一例を示す概略構成図である。

図3A 第 マスクステージに保持された第 マスクの一例を示す図である。

図3 B 第2マスクステージに保持された第2マスクの一例を示す図である。

図4 第 実施形態に係る基板のショット領域と第 、第2露光領域との関係を示す模

式図である。

図5 第 実施形態に係る検出装置を示す図である。



図6 第 実施形態に係る検出装置の検出面を示す図である。

図7 露光動作の一例を説明するための基板ステージを上方から見た図である。

図8 合成光学素子の別の例を示す図である。

図9 第2実施形態に係る露光装置を示す図である。

図1０第2実施形態に係る基板のショット領域と第 、第2露光領域との関係を示す模

式図である。

図 1 第2実施形態に係る検出装置を示す図である。

図12 第2実施形態に係る検出装置の検出面を示す図である。

図13 第3実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図14 第3実施形態に係る処理装置を示す図である。

図15 合成光学素子の別の例を示す図である。

図16 第4実施形態に係る処理装置を示す図である。

図17 第5実施形態に係る処理装置を示す図である。

図18 第6実施形態に係る処理装置を示す図である。

図19 第7実施形態に係る露光装置を示す概略構成図である。

図2０A 第 マスクステージに保持された第 マスクの一例を示す図である。

図2０B 第2マスクステージに保持された第2マスクの一例を示す図である。

図 A 第7実施形態に係る第 基板のショット領域と第 、第2露光領域との関係を

示す模式図である。

図2 1B 第7実施形態に係る第2基板のショット領域と第3、第4露光領域との関係を

示す模式図である。

図22 基板ステージを上方から見た図である。

図23 第7実施形態に係る露光方法を説明するためのフローチヤート図である。

図24 第7実施形態に係る露光方法を説明するためのフローチヤート図である。

図25 パターン形成面と像面との関係を説明するための模式図である。

図26 第8実施形態に係る露光装置を示す図である。

図27A 第8実施形態に係る第 基板のショット領域と第 、第2露光領域との関係を

示す模式図である。



図2 7 B 第8実施形態に係る第2基板のショット領域と第3、第4露光領域との関係を

示す模式図である。

図2 8 第9実施形態に係る露光装置を示す図である。

図2 9 第9実施形態に係る基板ステージを示す断面図である。

図3０合成光学素子の別の例を示す図である。

図3 1 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。

符号の説明

００2 8 …第 マスクステージ、2 …第2マスクステージ、3 …計測システム、4 …基板ステー

、ジ (第 基板ステージ) 、5 …第2基板ステージ、6 …処理装置、7 …熱処理装置、8 ‥

誘導光学系、62… 集光光学系、63… ピンホール、64… ピンホール部材、65… 吸収

部材、66… 吸光面、7 …冷媒供給装置、77… 放熱部材、 ００…制御装置、 ０2

記憶装置、 ０4 …報知装置、 ０8 …検出装置、 ０9 …検出面、皿…第 光学系、

2 …第2光学系、 3 …第3光学系、2０…合成光学素子、 4 …透過部材、 4０…メ

インステージ、 4 …第 サブステージ、 42… 第2サブステージ、A …第 露光

領域、A 2…第2露光領域、A 3…第3露光領域、 4 …第4露光領域、

第 露光光、 2 …第2露光光、 X…露光装置、 …第 照明系、 2…第2照明

系、 …第 マスク、 2…第2マスク、P …基板、P …第 基板、P2… 第2基板、P

…第 パターン、P 2 …第2パターン、P …投影光学系、S …ショット領域

発明を実施するための最良の形態

００2 9 以下、本発明の実施形態にっ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っっ各部材の位置関係にっいて説明する。そして、水平面内

における所定方向を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軸方向及び 軸方向のそれぞれに直交する方向 (すなわち鉛直方向) をZ軸

方向とする。また、X軸、 軸、及びZ軸まわりの回転 (傾斜 ) 方向をそれぞれ、

、及び Z方向とする。

００3０ く第 実施形態ノ

第 実施形態にっいて説明する。図 は、第 実施形態に係る露光装置 Xを示す



概略構成図である。図 において、露光装置 Xは、第 パターンP を有する第

マスク を保持して移動可能な第 マスクステージ と、第2パターンP 2を有する

第2マスク 2を保持して移動可能な第2マスクステージ2と、基板Pを保持して移動

可能な基板ステージ4と、各ステージの位置情報を計測可能な計測システム3と、第

露光光 で第 マスク の第 パターンP を照明する第 照明系 と、第2露

光光 2で第2マスク 2の第2パターンP 2を照明する第2照明系 2と、第 露光

光 で照明された第 パターンP の像及び第2露光光 2で照明された第2パ

ターンP 2の像を基板P上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 ００とを備えている。基板ステージ4は、投影光学系P の光射出

側、すなわち投影光学系P の像面側で、べ一ス部材 P上で移動可能である。また

、制御装置 ００には、露光に関する各種情報などを記憶する記憶装置 ０2と、露光

動作の状況を報知可能な報知装置 ０4とが接続されている。報知装置 ０4は、例え

ば液晶ディスプレイ等の表示装置、音 (警報を含む)を発生する発音装置、及び光を

発する発光装置等の少なくとも つを含む。

００3 1 なお、ここでいぅ基板は、例えばシリコンウェハのよぅな半導体ウェハ等の基材上に

感光材 (フオトレジスト)を塗布したものを含み、感光膜とは別に保護膜 (トップコート膜

)などの各種の膜を塗布したものも含む。マスクは基板上に縮小投影されるデバイス

パターンが形成されたレチクルを含み、例えばガラス板等の透明板部材上にクロム等

の遮光膜を用いて所定のパターンが形成されたものである。この透過型マスクは、遮

光膜でパターンが形成されるバイナリーマスクに限られず、例えばハーフトーン型、あ

るいは空間周波数変調型などの位相シフトマスクも含む。また、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が、反射型のマスクを用いてもよい。また、本

実施形態においては、第 パターンP と第2パターンP 2とは異なるパターンであ

る。さらに、第 、第2マスク 2は種類が同一であるものとしたが、その種類が異

なっていてもよい。例えば、第 、第2マスク 2の一方がバイナリーマスクで、他

方が位相シフトレチクルでもよい。

００32 本実施形態の投影光学系P は、第 パターンP からの第 露光光 と第2パ

ターンP 2からの第2露光光 2とが人射する光学素子2０を有している。本実施形



態では、この光学素子2０は第 及び第2露光光 2を合成する合成光学素

子であり、以下では合成光学素子2０とも呼ぶ。また、本実施形態の投影光学系P

は、その投影光学系P の光射出側、すなわち投影光学系P の像面側に、第 露光

領域 と第2露光領域A 2とを所定位置関係で設定するとともに、合成光学素子

2０からの第 露光光 と第2露光光 2とを第 露光領域 と第2露光領域

2とに向けて照射可能である。また、投影光学系P は、第 パターンP の像を第

露光領域 に形成可能であり、第2パターンP 2の像を第2露光領域A 2に形

成可能である。

００33 そして、本実施形態の露光装置 Xは、投影光学系P を介して第 露光領域A

に照射される第 露光光 及び第2露光領域 2に照射される第2露光光 2で

基板P上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)する。具体的には、露光装置 Xは

、第 照明系 より射出され、第 パターンP 及び投影光学系P を介して第 露

光領域 に照射される第 露光光 によって、第 露光領域A に第 パター

ンP の像を形成可能であり、第2照明系 2より射出され、第2パターンP 2及び

投影光学系P を介して第2露光領域A 2に照射される第2露光光 2によって、第

2露光領域 2に第2パターンP 2の像を形成可能であり、それら第 パターンP

の像と第2パターンP 2の像とで、基板P上のショット領域Sを多重露光する。

００34 また、本実施形態の露光装置 Xは、第 マスク 及び第2マスク 2と基板Pとを

所定の走査方向に同期移動しつつ、第 マスク の第 パターンP の像及び第2

マスク 2の第2パターンP 2の像を基板P上に投影する走査型露光装置 (所謂スキ

ャニングステッパ)である。本実施形態においては、基板Pの走査方向 (同期移動方

向)を 軸方向とする。露光装置 Xは、基板Pのショット領域Sを第 露光領域A

及び第2露光領域 2に対して 軸方向に移動しつつ、投影光学系P を介して第

露光領域 及び第2露光領域A 2にそれぞれ第 露光光 及び第2露光光

2を照射することによって、第 露光領域 に照射される第 露光光 で形

成される第 パターンP ェの像と、第2露光領域 2に照射される第2露光光 2

で形成される第2パターンP 2の像とで、基板P上のショット領域Sを多重露光する。

また、本実施形態の露光装置 Xは、基板Pの 軸方向への移動と同期して、第 マ



スク を 軸方向に移動し、第2マスク 2をZ軸方向に移動する。すなわち、本実

施形態においては、第 マスク の走査方向 (同期移動方向)を 軸方向とし、第2

マスク 2の走査方向 (同期移動方向)をZ軸方向とする。

００35 また、本実施形態の露光装置 Xは、合成光学素子2０からの、第 露光領域

及び第2露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2露光光 2の少な

くとも一方を検出する検出装置 ０8を備えている。本実施形態の検出装置 ０8は、

合成光学素子2０に入射した第 及び第2露光光 、 2のぅち、合成光学素子2

を射出して第 及び第2露光領域 A 2のいずれにも向かわない、すなわち

第 及び第2露光領域A 2とは異なる方向または領域に向かぅ、第 及び第2

露光光 2の少なくとも一方の一部を検出する。また、本実施形態では、検出

装置 ０8はその少なくとも一部が投影光学系P の鏡筒P に設けられている。なお、

検出装置 ０8はその少なくとも一部が投影光学系P (鏡筒P ) とは別の部材、例え

ば基板上のアライメントマークを検出するアライメント系などが設けられる計測フレー

ム (不図示)などに配置してもよい。また、本実施形態では合成光学素子2０からの光

を検出装置 ０8へ導くために、合成光学素子2０と検出装置 ０8との間に少なくとも

つの光学素子が配置されているが、説明を簡略化するために、図示省略されている

。但し、例えば検出装置 ０8が配置される位置、あるいは検出装置 ０8の種類など

によっては、合成光学素子2０と検出装置 ０8との間に光学素子を配置しなくてもよ

００36 本実施形態の合成光学素子2０は、第 パターンP からの第 露光光 及び

第2パターンP 2からの第2露光光 2それぞれの光路を分岐する分岐光学素子 (

例えば、ハーフミラー)を含む。投影光学系P は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2

で分岐した第 パターンP からの第 露光光 の一部と、合成光学素子 (分岐

光学素子) 2０で分岐した第2パターンP 2からの第2露光光 2の一部とを、第 露

光領域 と第2露光領域 2とに向けて照射する。そして、合成光学素子2０から

は、第 露光領域A に向かわない第 露光光 及び第2露光領域A 2に向か

わない第2露光光 2も発生するが、検出装置 ０8は、その合成光学素子2０からの

、第 露光領域A 及び第2露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2



露光光 2の光量を検出する。

００37 まず、第 、第2照明系 2にっいて説明する。第 照明系 は、第 マスク

ステージ に保持された第 マスク 上の第 照明領域 を均一な照度分布の第

露光光 で照明する。第2照明系 2は、第2マスクステージ2に保持された第2

マスク 2上の第2照明領域 2を均一な照度分布の第2露光光 2で照明する。

第 、第2照明系 2のそれぞれから射出される第 、第2露光光 2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 93

)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、第 、第2露光光 2として、 エキシマレーザ光が用

いられる。

００38 本実施形態の露光装置 Xは、第 照明系 に対応する第 光源装置と、第2照

明系 2に対応する第2光源装置とを有している。すなわち、本実施形態の露光装

置 Xは、複数の光源装置 (レーザ光射出装置)を有している。また、第 照明系

は、ランダム偏光状態 (無偏光状態)の第 露光光 で第 マスク の第 パター

ンP を照明し、第2照明系 2も、ランダム偏光状態 (無偏光状態)の第2露光光

2で第2マスク 2の第2パターンP 2を照明する。なお、 っの光源装置から射出
された露光光を分岐光学素子で第 露光光 と第2露光光 2とに分岐し、それ

ら第 露光光 と第2露光光 2とで第 パターンP と第2パターンP 2とを照

明するよぅにしてもよい。また、第 照明系 と第2照明系 2とでその一部を兼用し

てもよい。

００39 図2は、第 光源装置4 及び第 照明系 の一部を示す概略構成図である。図2

において、第 照明系 は、第 光源装置4 より射出された第 露光光 (レーザビ

ーム) の断面形状を整形するビーム整形光学系42と、通過する第 露光光

の光量 (エネルギー)を調整するエネルギー調整器43と、反射率が小さく透過率が

大きいビームスプリッタ44と、第 マスク 上での第 露光光 の第 照明領域

を設定するブラインド装置 (マスキングシステム) 45とを備えている。また、不図示で

はあるが、第 照明系 は、第 露光光 による第 マスク の照明条件を可変



とする成形光学系、第 マスク 上での露光光 の照度分布を均一ィビする照度

均一ィロ部材 (以下では、オプテイカルインテグレータと呼び、例えば内面反射型イン

テグレータあるいはフライアイレンズなどを含む) 、リレー光学系、及びコンデンサレン

ズ等も備えている。なお、第 照明系 はその障面に配置される開口絞りを備えて

もよい。例えば、オプテイカルインテグレータがフライアイレンズである場合、開口絞り

はフライアイレンズの光射出面 (正確には射出側焦点面) に設けられる。また、オプテ

イカルインテグレータは、例えば成形光学系とビームスプリッタ44との間に配置され、

コンデンサレンズは、例えばブラインド装置45と第 マスク との間に配置される。

成形光学系は、例えばェネルギー調整器43とオプテイカルインテグレータとの間に

配置され、交換可能な回折光学素子、間隔が可変である複数のプリズム (アキシコン

など) 、及びズーム光学系 (アフォーカル系 )を有する。そして、回折光学素子の交換

、プリズムの移動 (ｱ記間隔の変更) 、及びズーム光学系の移動の少なくとも つによ

って、投影光学系P の障面と光学的に共役となる第 照明系 の障面上での第

露光光 の強度分布を変更する (換言すれば、第 照明系の障面に形成される2

次光源の形状及び 又は大きさを変更する)。これにより、第 マスク の照明条件

が変更される。従って、第 照明系 は、第 マスク の第 パターンP に対応

した照明条件を設定できるとともに、そのパターンの変更に応じて照明条件の変更も

行ぅことが可能である。なお、成形光学系は第 露光光 の偏光状態を任意に可

変とする偏光調整部材、及び 又は前述の開口絞りを含んでもよい。

第 光源装置4 は、エキシマレーザ光源装置によって構成されている。上述のよぅ

に、本実施形態においては、第 光源装置4 から射出される第 露光光 (レーザビー

ム) として、 エキシマレーザ光を用いる。第 光源装置4 から射出され、ビー

ム整形光学系42を通過した第 露光光 は、ェネルギー調整器43に入射する。

ェネルギー調整器43は、そのェネルギー調整器43から射出される第 露光光

の光量 (ェネルギー)を調整する。ェネルギー調整器43は、例えば、回転可能なレボ

ルバ上に配置され、第 露光光 に対する透過率が互いに異なる複数の減光フイ

ルタ ( フイルタとも呼ばれる を備えている。ェネルギー調整器43は、レボルバを

回転して、第 露光光 の光路上に配置される フイルタを切り換えることにより



、そのエネルギー調整器43から射出される第 露光光 の光量 (エネルギー)を複

数段階で調整することができる。なお、エネルギー調整器43は第 露光光 の光

量を連続的に調整してもよい。エネルギー調整器43の動作は制御装置 ００に制御

される。制御装置 ００は、検出装置 ０8及び計測器46 (後述 )の少なくとも一方の検

出結果に基づいて、エネルギー調整器43を用いて、第 露光光 の光量 (積算露

光量)を調整可能である。

００41 エネルギー調整器43から射出された第 露光光 は、上述の成形光学系及び

オプティカルインテグレータ等を介して、反射率が小さく透過率が大きいビームスプリ

、ソタ44によって2つに分岐される。ビームスプリッタ44を透過した第 露光光 は、

リレー光学系等を介して、ブラインド装置45に入射する。ブラインド装置45は、第 露

光光 の光路上に設けられ、第 マスク 上での第 露光光 の第 照明領

域 、及び基板P上での第 露光光 の第 露光領域 (投影領域) A を調整

可能である。ブラインド装置45は、第 露光光 を通過させるための開口45 を有

しており、その開口45 によって、第 マスク 上での第 露光光 の第 照明領

域 、及び基板P上での第 露光光 の第 露光領域A を設定する。ブライ

ンド装置45は、その少なくとも一部、例えば独立に可動な複数の遮光板 (マスキング

・ブレード) が、第 照明系 内で第1マスク の第 パターン形成面と光学的にほ

ぼ共役な面に配置され、その複数の遮光板の少なくとも つの移動によって、第1マ

スク 上の第 照明領域 、ひいては基板P上の第 露光領域A (投影光学系

P に関して第 照明領域 と共役な、第 パターンP の像の投影領域)の大きさ

(幅)などを調整できる。従って、ブラインド装置45は第 露光領域A に照射される

第 露光光 による基板の走査露光の開始及び終了を制御可能となっている。こ

れにより、 回のスキヤン動作によって多重露光すべき基板P上の つのショット領域

以外での不要な露光が防止される。なお、本実施形態では第 光源装置4 を制御し

てその不要な露光を防止してもよい。ブラインド装置45を通過した第 露光光 は

、リレー光学系、及びコンデンサレンズ等を介して、第 マスクステージ 上に保持さ

れた第 マスク 上の矩形状の第 照明領域 を均一な照度分布で照明する。

００42 一方、ビームスプリッタ44へ人射した第 露光光 のぅち、ビームスプリッタ44で



反射した第 露光光 は、集光光学系等を介して、計測器 (インテグレータセンサ

とも呼ばれる) 46で計測される。計測器46は、第 露光光 の光量 (エネルギー)

を計測するものであって、例えば光電変換素子などによって構成されている。計測器

46の計測信号は制御装置 ００に出力される。

００43 第 光源装置4 は、パルスレーザ光源装置であって、パルス状の第 露光光 (レー

ザビーム) を射出する。また、第 光源装置4 は、射出する第 露光光 の光

量 (エネルギー を調整することができる。具体的には、第 光源装置4 は、パルス毎

の第 露光光 のエネルギーを調整することができる。また、第 光源装置4 は、

パルス発光周期 (繰り返し周波数)を調整することができる。

００44 第 光源装置4 は、レーザ共振器4 と、レーザ共振器4 から放出されたレー

ザビーム (第 露光光) が照射されるビームスプリッタ4 と、レーザ共振器4

から放出され、ビームスプリッタ4 を介したレーザビームのエネルギーを計測する

エネルギー計測器4 Cと、レーザ共振器4 から放出されるレーザビームのエネル

ギーを調整するレーザ制御器4 と、高圧電源4 とを備えている。ビームスプリッ
タ4 は、大きい透過率及び小さい反射率を有しており、レーザ共振器4 からパ

ルス発振されるレーザビームのぅち、ビームスプリッタ4 を透過したレーザビームは

外部に射出される。一方、ビームスプリッタ4 で反射したレーザビームは、例えば

光電変換素子からなるエネルギー計測器4 Cに入射し、そのエネルギー計測器4

Cに計測される。

００45 レーザ制御器4 と制御装置 ００とは接続されており、制御装置 ００は、レーザ

制御器4 に制御信号を出力可能である。本実施形態では、制御装置 ００は、検

出装置 ０8及び計測器46の少なくとも一方の検出結果に基づいて、レーザ制御器4

に制御信号を出カする。レーザ制御器4 は、制御装置 ００からの制御信号に

基づいて、高圧電源4 の電源電圧を設定することにより、レーザ共振器4 から

射出されるレーザビームの パルス当たりのエネルギーを設定する。すなわち、制御

装置 ００は、検出装置 ０8及び計測器46の少なくとも一方の検出結果に基づいて

、第 光源装置4 を制御することによっても、第 露光光 の光量 (積算露光量

を調整可能である。



００46 また、上述のように、レーザ共振器4 から放出され、ビームスプリッタ4 で反射

したレーザビームは、ェネルギー計測器4 Cで計測され、そのェネルギー計測器4

Cの計測信号はレーザ制御器4 に出力される。レーザ制御器4 は、制御装置

００からの制御信号に加えて、ェネルギー計測器4 Cからの計測信号をェネルギー

制御に用いることもできる。

００47 以上、第 照明系 及び第 光源装置4 について説明したが、第2照明系 2及

び第2光源装置も、第 照明系 及び第 光源装置4 とほぼ同じ構成を有するた

め、その説明を省略する。なお、第2照明系 2も第2露光光 2による第2マスク

2の照明条件を可変とする成形光学系を有する。従って、第 及び第2照明系 、1

2の成形光学系によって、第 マスク の第 パターンP と第2マスク 2の第2

パターンP 2とで照明条件を任意に設定可能、例えば異なる照明条件を設定可能

となっている。

００48 次に、第 マスクステージ について説明する。第 マスクステージ は、例えばリニ

アモータ等のアクチュエータを含む第 マスクステージ駆動装置 の駆動により、第

マスク を保持して、少なくともX軸、 軸、及び Z方向に移動可能である。第

マスクステージ は、第 マスク の第 パターンP が形成された第 パターン形

成面とX 平面とがほぼ平行となるように、第 マスク を保持する。第 マスクステ

ージ (ひいては第 マスク )の位置情報は、計測システム3のレーザ干渉計3 に

よって計測される。レーザ干渉計3 は、第 マスクステージ 上に設けられた移動鏡

の反射面3 を用いて第 マスクステージ の位置情報を計測する。制御装置 ００

は、レーザ干渉計3 の計測結果に基づいて第 マスクステージ駆動装置 を駆動

し、第 マスクステージ に保持されている第 マスク の位置制御を行う。

００49 次に、第2マスクステージ2について説明する。第2マスクステージ2は、例えばリニ

アモータ等のアクチュエータを含む第2マスクステージ駆動装置2 の駆動により、第

2マスク 2を保持して、少なくともZ軸、X軸、及び 方向に移動可能である。第2

マスクステージ2は、第2マスク 2の第2パターンP 2が形成された第2パターン形

成面と Z平面とがほぼ平行となるように、第2マスク 2を保持する。第2マスクステ

ージ (ひいては第2マスク 2)の位置情報は、計測システム3のレーザ干渉計32に



よって計測される。レーザ干渉計32は、第2マスクステージ2上に設けられた移動鏡

の反射面 を用いて第2マスクステージ2の位置情報を計測する。制御装置 ００

は、レーザ干渉計32の計測結果に基づいて第2マスクステージ駆動装置2 を駆動

し、第2マスクステージ2に保持されている第2マスク 2の位置制御を行ぅ。

００5０ 図3 は、第 マスクステージ に保持された第 マスク を示す平面図、図3 は、

第2マスクステージ2に保持された第2マスク 2を示す平面図である。図3 及び3

に示すよぅに、第 マスクステージ は、第 マスク の第 パターンP が形成され

た第 パターン形成面とX 平面とがほぼ平行となるよぅに、第 マスク を保持し、

第2マスクステージ2は、第2マスク 2の第2パターンP 2が形成された第2パターン

形成面と 平面とがほぼ平行となるよぅに、第2マスク 2を保持する。第 マスク

上での第 露光光 による第 照明領域 は、X軸方向を長手方向とする矩形

状 (スリット状) に設定されており、第2マスク 2上での第2露光光 2による第2照

明領域 2も、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状) に設定されている。

００5 1 第 マスクステージ は、第 パターンP を有する第 マスク を第 露光光

に対して 軸方向に移動可能である。また、第2マスクステージ2は、第2パターンP

2を有する第2マスク 2を第2露光光 2に対してZ軸方向に移動可能である。制

御装置 ００は、基板Pを露光するとき、第 マスク のぅち、少なくとも第 パターンP

が形成された第 パターン形成領域S が、第 露光光 による第 照明領域

を通過するよぅに、第 マスクステージ を制御して第 マスク を 軸方向に移

動する。また、制御装置 ００は、基板Pを露光するとき、第2マスク 2のぅち、少なくと

も第2パターンP 2が形成された第2パターン形成領域S 2が、第2露光光 2に

よる第2照明領域 2を通過するよぅに、第2マスクステージ2を制御して、第2マスク

2をZ軸方向に移動する。

００52 次に、図 を参照しながら投影光学系P について説明する。投影光学系P は、第

露光光 で照明された第 マスク の第 パターンP の像及び第2露光光

2で照明された第2マスク 2の第2パターンP 2の像を所定の投影倍率で基板P

上に投影する。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等の縮小系であり、前述の第 及び第2露光領域 、A 2に第 及び第2



パターンP P 2の縮小像を形成する。投影光学系P の複数の光学素子は鏡

筒P で保持されている。また、鏡筒P の内側の所定位置、本実施形態では合成光

学素子2０の近傍には、第 、第2露光光 2の光量を検出可能な検出装置

０8が設けられている。

００53 本実施形態の投影光学系P は、第 パターンP からの第 露光光 を合成

光学素子2０へ導く第 光学系皿と、第2パターンP 2からの第2露光光 2を合成

光学素子2０へ導く第2光学系 2と、合成光学素子2０からの第 露光光 及び第

2露光光 2をそれぞれ第 露光領域A 及び第2露光領域 2へ導く第3光学

系 3とを備えている。本実施形態では、第 露光光 と第2露光光 2とは合成

光学素子2０に対して異なる方向にこでは直交する方向)から人射する。また、合成

光学素子2０は第 光学系皿を介して人射する第 露光光 の少なくとも一部と、

第2光学系 2を介して人射する第2露光光 2の少なくとも一部とを第3光学系 3

に導く。

００54 第 マスク の第 パターンP からの第 露光光 は、第 光学系皿を介し

て合成光学素子2０に入射する。上述のよぅに、合成光学素子2０は、分岐光学素子 (

ハーフミラー)を含み、所定の反射率と透過率とを有している。第 パターンP から

の第 露光光 の一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2０ を通

過して、第3光学系 3により第 露光領域A に導かれる。一方、第 パターンP

からの第 露光光 の残りの一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面

2０ で反射して、検出装置 ０8に検出される。また、第2パターンP 2からの第2露

光光 2の一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2０ で反射して、

第3光学系 3により第2露光領域 2に導かれる。一方、第2パターンP 2からの

第2露光光 2の残りの一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2０ を

通過して、検出装置 ０8に検出される。

００55 次に、基板ステージ4にっいて説明する。基板ステージ4は、第 露光光 及び

第2露光光 2が照射される第 露光領域 及び第2露光領域A 2を含む所定

領域内で基板Pを保持して移動可能である。図 に示すよぅに、基板ステージ4は、例

えばエアベアリングによりべ一ス部材 P上で非接触支持されるとともに、基板Pを保



持する基板ホルダ4 を有している。基板ホルダ4 は、基板Pの表面とX 平面とが

ほぼ平行となるよぅに、基板Pを保持する。基板ステージ4は、例えばリニアモータ等

のアクチュエータを含む基板ステージ駆動装置4 の駆動により、基板 をX軸、 軸

、z軸、 x 0 、及び z方向の6自由度の方向に移動可能である。

００56 基板ステージ (ひいては基板P)の位置情報は、計測システム3のレーザ干渉計3

4によって計測される。レーザ干渉計34は、基板ステージ4に設けられた反射面34

を用いて基板ステージ4のX軸、 軸、及び z方向に関する位置情報を計測する。

また、基板ステージ4に保持されている基板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)は、不図示のフオーカス・レベリング検出系によって検

出される。制御装置 ００は、レーザ干渉計34の計測結果及びフオーカス・レベリング

検出系の検出結果に基づいて基板ステージ駆動装置4 を駆動し、基板ステージ4

に保持されている基板Pの位置制御を行ぅ。

００57 また、フオーカス・レベリング検出系は、例えば米国特許第6，6０8 68 号などに開

示されるよぅに、その複数の計測点でそれぞれ基板 のz軸方向の位置情報を計測

することで、基板Pの面位置情報を検出するものである。本実施形態では、この複数

の計測点はその少なくとも一部が第 、第2露光領域A A 2内に設定されるが、

全ての計測点が第 、第2露光領域A 、A 2 (または液浸領域)の外側に設定さ

れてもよい。また、レーザ干渉計34は基板ステージ4のz軸、 x及び 方向の位

置情報をも計測可能としてよく、その詳細は、例えば特表2００ ０577号公報 (

対応国際公開第 999 2879０号パンフレソト)に開示されている。この場合、基板

Pの露光動作中にそのz軸方向の位置情報が計測可能となるよぅにフオーカス・レベ
リング検出系を設けなくてもよく、少なくとも露光動作中はレーザ干渉計34の計測結

果を用いてz軸、 x及び 方向に関する基板Pの位置制御を行ぅよぅにしてもよい

００58 図4は、基板P上のショット領域sと第 、第2露光領域A 、 2との位置関係を

示す模式図である。図4に示すよぅに、基板P上での第 露光光 による第 露光

領域 は、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状)に設定されており、基板

P上での第2露光光 2による第2露光領域A 2も、X軸方向を長手方向とする矩



形状 (スリット状) に設定されている。なお、本実施形態においては、第 露光光

が照射される第 露光領域A 、及び第2露光光 2が照射される第2露光領域

2は、投影光学系P の投影領域である。そして、本実施形態においては、第 露光

領域 と第2露光領域 2とは重複 (一致)している。なお、図4には、基板P上の

ショット領域Sの位置情報を検出するためのアライメントマーク も示されている。本

実施形態では、ショット領域Sの 軸方向の両側にそれぞれアライメントマーク が

形成されているが、アライメントマーク の個数や位置はこれに限定されるものでは

ない。

００59 基板ステージ4は、基板P上のショット領域Sを第 露光領域 及び第2露光領域

2に対して 軸方向に移動可能である。制御装置 ００は、基板Pを露光するとき、基

板P上のショット領域Sが第 、第2露光光 2による第 、第2露光領域A

2を通過するよぅに、基板ステージ4を制御して基板Pを 軸方向に移動する。

００6０ 図5は、検出装置 ０8を説明するための図である。検出装置 ０8は、合成光学素

子2０からの、第 露光領域A 及び第2露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光

及び第2露光光 2を検出するものである。上述のよぅに、本実施形態において

は、合成光学素子2０からの第 、第2露光光 2の一部は、基板P上の第 、第

2露光領域 2に向かぅが、残りの一部は第 、第2露光領域 A 2に

向かわない。検出装置 ０8は、合成光学素子2０からの、第 露光領域A 及び第2

露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2露光光 2の少なくとも一方

の光量 (エネルギー、積算露光量)を検出可能である。検出装置 ０8の検出結果は

制御装置 ００に出力される。

００6 1 以下の説明においては、合成光学素子2０からの、第 露光領域 に向かぅ以外

の第 露光光 を適宜、第 分岐光 と称し、合成光学素子2０からの、第2露

光領域 2に向かぅ以外の第2露光光 2を適宜、第2分岐光 2 と称する。

００62 図5に示すよぅに、検出装置 ０8は、第 、第2分岐光 、 2 を検出可能 (受

光可能)な位置に配置されている。検出装置 ０8は、例えば光電変換素子などを含

み、第 、第2分岐光 、 2 の光量 (エネルギー、積算露光量 を検出可能で

ある。



００63 検出装置 ０8は、第 、第2分岐光 、 2 を検出可能 (受光可能)な検出面

(受光面) 9を備えている。検出装置 ０8の検出面9は、投影光学系P の物体面、及

び像面と光学的に共役な位置 (又はその近傍) 、すなわち基板Pの表面、及び第 、

第2マスク 2の第 、第2パターン形成面と光学的に共役な位置 (又はその近

傍) に配置されている。したがって、検出装置 ０8の検出面9のぅち、投影光学系P

の像面側に設定される第 露光領域A と第2露光領域A 2との位置関係に応じた

位置に、第 露光光 と第2露光光 2とが人射する。

００64 図6は、検出装置 ０8の検出面9を示す図である。第 、第2照明系 2より第

、第2露光光 2を射出し、投影光学系P に入射させた場合、図6に示すよ

ぅに、検出装置 ０8の検出面9のぅち、第 露光領域 と第2露光領域A との位

置関係に応じた位置に、第 露光光 (第 分岐光 ) と第2露光光 2 (第2

分岐光 2 ) とが人射する。図4に示したよぅに、本実施形態においては、投影光学

系P は、第 露光領域A と第2露光領域A 2とが重複するよぅに、それら第 露

光領域 と第2露光領域 2とを基板P上に設定する。したがって、基板Pの表面

と光学的に共役な位置に配置されている検出装置 ０8の検出面9には、第 分岐光

が照射される領域A と、第2分岐光 2 が照射される領域A 2 とが重複

(一致)するよぅに形成される。

００65 ここで、以下の説明において、検出装置 ０8の検出面9のぅち、第 分岐光 が

照射される領域A を適宜、第 分岐光領域A と称し、第2分岐光 2 が照

射される領域A 2 を適宜、第2分岐光領域A 2 と称する。

００66 そして、例えば第 照明系 から第 露光光 を射出し、第2照明系 2からの

第2露光光 2の射出を停止しているときには、換言すれば、投影光学系P に第

露光光 のみを人射させているときには、検出装置 ０8の検出面9の第 分岐光

領域 には、第 分岐光 (第 露光光 )のみが照射される。この場合、

検出装置 ０8は、第 分岐光 の光量を検出することができる。また、第2照明系

2から第2露光光 2を射出し、第 照明系 からの第 露光光 の射出を停

止しているときには、換言すれば、投影光学系P に第2露光光 2のみを人射させ

ているときには、検出装置 ０8の検出面9の第2分岐光領域A 2 には、第2分岐光



2 (第2露光光 2)のみが照射される。この場合、検出装置 ０8は、第2分岐光

2 の光量を検出することができる。また、第 、第2照明系 2の両方から第

、第2露光光 、 2を射出しているときには、換言すれば、投影光学系P に第

、第2露光光 2の両方を人射させているときには、検出装置 ０8の検出面

9の第 、第2分岐光領域 、A 2 にそれぞれ第 、第2分岐光 、 2 (

第 、第2露光光 2)が照射される。この場合、検出装置 ０8は、第 分岐光

の光量と第2分岐光 2 の光量との和を検出することができる。

００67 また、記憶装置 ０2には、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の反射率及び透過率

に関する情報など、合成光学素子2０の光学特性に関する情報が予め記憶されてい
る。したがって、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶

情報とに基づいて、第 、第2照明系 2から投影光学系P に入射する第 、

第2露光光 2の光量を求めることができる。すなわち、検出装置 ０8の検出

面9に第 分岐光 のみが人射している場合には、制御装置 ００は、検出装置

０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶情報 (合成光学素子2０の光学特性に関する

情報など) とに基づいて、第 照明系 から投影光学系P (第 光学系 ) に入射

する第 露光光 の光量を求めることができる。同様に、検出装置 ０8の検出面9

に第2分岐光 2 のみが人射している場合には、制御装置 ００は、検出装置 ０8

の検出結果と記憶装置 ０2の記憶情報とに基づいて、第2照明系 2から投影光学

系P (第2光学系 2) に入射する第2露光光 2の光量を求めることができる。また

、検出装置 ０8の検出面9に第 、第2分岐光 、 2 のそれぞれが人射して

いる場合には、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶

情報とに基づいて、第 、第2照明系 2から投影光学系P に入射する第 、

第2露光光 2の光量の和を求めることができる。

００68 また、第 マスクステージ で第 マスク を保持し、第 露光光 の光路上に第

パターンP を配置した状態で、検出装置 ０8の検出面9に第 分岐光 のみ
が人射している場合には、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置

０2の記憶情報 (合成光学素子2０の光学特性に関する情報など) とに基づいて、第

照明系 から第 パターンP を介して投影光学系P (第 光学系 ) に入射す



る第 露光光 の光量を求めることができる。同様に、第2マスクステージ2で第2

マスク 2を保持し、第2露光光 2の光路上に第2パターンP 2を配置した状態で

、検出装置 ０8の検出面9に第2分岐光 2 のみが人射している場合には、制御

装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶情報とに基づいて、

第2照明系 2から第2パターンP 2を介して投影光学系P (第2光学系 2) に入

射する第2露光光 2の光量を求めることができる。また、第 、第2マスクステージ

、2のそれぞれで第 、第2マスク 2を保持し、第 、第2露光光 2の

それぞれの光路上に第 、第2パターンP P 2を配置した状態で、検出装置 ０

8の検出面9に第 、第2分岐光 、 2 のそれぞれが人射している場合には、

制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶情報とに基づい
て、第 、第2照明系 2から第 、第2パターンP P 2を介して投影光学

系P に入射する第 、第2露光光 2の光量の和を求めることができる。

００69 また、第 マスクステージ に第 マスク を保持し、第 露光光 の光路上に第

パターンP を配置した状態で、第 照明系 より第 露光光 を射出してい
るときの、第 照明系 に設けられている計測器46の計測結果と、投影光学系P

に設けられている検出装置 ０8の検出結果とに基づいて、制御装置 ００は、第 マ

スク に形成されている第 パターンP のパターン密度 (あるいは、第 パターン

P の第 露光光 に対する透過率)を求めることができる。同様に、第2マスクス

テージ2に第2マスク 2を保持し、第2露光光 2の光路上に第2パターンP 2を

配置した状態で、第2照明系 2より第2露光光 2を射出しているときの、第2照明

系 2に設けられている計測器46の計測結果と、投影光学系P に設けられている

検出装置 ０8の検出結果とに基づいて、制御装置 ００は、第2マスク 2に形成され

ている第2パターンP 2のパターン密度 (あるいは、第2パターンP 2の第2露光光

2に対する透過率)を求めることができる。

００7０ また、記憶装置 ０2には、合成光学素子2０の反射率及び透過率に関する情報等

、合成光学素子2０の光学特性に関する情報が予め記憶されている。したがって、制

御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶情報とに基づいて

、合成光学素子2０から第 、第2露光領域A 2に向かぅ第 、第2露光光



2の光量を求めることができる。すなわち、検出装置 ０8の検出面9に第 分岐

光 のみが人射している場合には、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果

と記憶装置 ０2の記憶情報 (合成光学素子2０の光学特性に関する情報など) とに基

づいて、合成光学素子2０から第 露光領域A に向かぅ第 露光光 の光量を

求めることができる。同様に、検出装置 ０8の検出面9に第2分岐光 2 のみが人

射している場合には、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果と記憶装置 ０2の

記憶情報とに基づいて、合成光学素子2０から第2露光領域A 2に向かぅ第2露光

光 2の光量を求めることができる。また、検出装置 ０8の検出面9に第 、第2分岐

光 、 2 のそれぞれが人射している場合には、制御装置 ００は、検出装置

０8の検出結果と記憶装置 ０2の記憶情報とに基づいて、合成光学素子2０から第

、第2露光領域A 2に向かぅ第 、第2露光光 2の光量の和を求める

ことができる。

００7 1 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法にっいて

説明する。

００72 第 マスク の第 パターンP と、第2マスク 2の第2パターンP 2と、基板P

上のショット領域Sとの位置関係の調整等、所定の処理が完了した後、制御装置 ００

は、基板Pのショット領域Sに対する露光を開始する。

００73 本実施形態においては、制御装置 ００は、第 マスクステージ 及び第2マスクステ

ージ2による第 マスク 及び第2マスク 2の各走査方向 ( 軸方向、Z軸方向)へ

の移動と、基板ステージ4による基板Pの走査方向 ( 軸方向)への移動とを同期して

行いっっ、第 露光光 及び第2露光光 2で、第 マスク の第 パターンP

及び第2マスク 2の第2パターンP 2をそれぞれ照明し、基板P上の第 露光領

域 及び第2露光領域A 2にそれぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照

射して、基板Pのショット領域Sを多重露光する。

００74 制御装置 ００は、第 、第2露光領域A 2に対する基板Pの 軸方向への

移動と、第 照明領域 に対する第 マスク の 軸方向への移動、及び第2照

明領域 2に対する第2マスク 2のZ軸方向への移動とを同期して行いっっ、第

露光光 及び第2露光光 2を第 露光領域A 及び第2露光領域A 2にそれ



ぞれ照射して、基板P上のショット領域Sを多重露光する。本実施形態においては、

基板Pの露光中に、例えば第 マスク が 方向に移動される場合、第2マスク

2は z方向に移動され、基板Pは 方向に移動される。

００75 図7は、基板Pを保持した基板ステージ4の平面図である。図7に示すよぅに、基板P

上には、露光対象領域である複数のショット領域 ～S 2 がマトリクス状に設定され

ているとともに、ショット領域 ～S 2 のそれぞれに対応して複数のアライメントマー

ク が設けられている。基板Pのショット領域 ～S 2 のそれぞれを露光するとき、

制御装置 ００は、図7中、例えば矢 で示すよぅに、第 、第2露光領域A 、

2と基板Pとを相対的に移動しつつ、第 、第2露光領域A 2に第 、第2露

光光 2を照射することによって、基板P上に第 、第2露光光 2を

照射する。制御装置 ００は、第 、第2露光領域 2が基板Pに対して矢印

に沿って移動するよぅに、基板ステージ4の動作を制御する。制御装置 ００は、ステ

、ソプ・アントスキャン方式にて、基板Pの 方向へのスキャン動作と 方向への

スキャン動作とを繰り返すことによって、基板P上の複数のショット領域 ～S 2 を順

次多重露光する。

００76 本実施形態においては、 回のスキャン動作で、基板P上の つのショット領域 を

第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (二重露光)することが

できる。基板P上のショット領域Sの感光材層は、現像工程等を介さずに、第 露光領

域 に照射された第 露光光 と、第2露光領域A 2に照射された第2露光光

2とで多重露光 (二重露光) される。

００77 本実施形態においては、制御装置 ００は、基板Pに対する露光動作と並行して、

検出装置 ０8による第 分岐光 及び第2分岐光 2 の検出動作を実行する。

すなわち、制御装置 ００は、基板Pの露光中に、検出装置 ０8を用いて、第 、第2

分岐光 、 2 の光量、ひいては、投影光学系P に第 、第2パターンP

P 2を介して人射する第 、第2露光光 2の光量 (第 、第2露光光 、

2の光量の和)を検出する。

００78 記憶装置 ０2には、投影光学系P に第 、第2パターンP P 2を介して人射

する第 、第2露光光 2の光量の許容値 (許容範囲) に関する情報が予め記



憶されている。すなわち、所望状態で基板Pを露光するため、基板P上に塗布された

フォトレジストの特性等から定まる第 、第2露光光 2の光量に関する許容値

(許容範囲) が記憶されている。なお、この光量の許容値 (許容範囲) は、例えば実験

又はシミュレーションによって予め求めることができる。

００79 制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果に基づいて、基板Pの露光中に、第

露光光 及び第2露光光 2の少なくとも一方の照射状態を制御することができ

る。具体的には、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果に基づいて、第 、第2

露光光 2の光量が許容範囲に収まるよぅに、基板Pの露光中に、第 露光

光 及び第2露光光 2の少なくとも一方の光量を調整することができる。

００8０ 投影光学系P に入射する第 露光光 の光量を調整するためには、制御装置

００は、図2を参照して説明したよぅに、例えば第 照明系 に設けられているエネ、

ルギー調整器43を制御することで、第 照明系 から射出される第 露光光 の

光量、ひいては投影光学系P に入射する第 露光光 の光量を調整することが

できる。同様に、投影光学系P に入射する第2露光光 2の光量を調整するために

は、制御装置 ００は、第2照明系 2に設けられているエネルギー調整器43を制御

することで、第2照明系 2から射出される第2露光光 2の光量、ひいては投影光

学系P に入射する第2露光光 2の光量を調整することができる。

００8 1 また、基板Pの露光中に、検出装置 ０8の検出結果に基づいて、第 、第2露光光

2の光量が異常であると判断した場合、制御装置 ００は、報知装置 ０4を

用いて、例えば警報を発することができる。上述のよぅに、報知装置 ０4は、表示装

置、発音装置、及び発光装置等を含み、所定の手法によって警報を発する。これに

より、報知装置 ０4は、その警報によってオペレータ等に適切な処置の実行を促すこ

とができる。また、検出装置 ０8の検出結果に基づいて、第 、第2露光光

2の光量が異常であると判断した場合、制御装置 ００は、第 、第2露光光

2の照射を停止してもよい。これにより、異常な光量によって露光動作を続けてしまぅ

状態を回避することができる。

００82 また、上述のよぅに、露光装置 Xは、基板P上に設定された複数のショット領域

～S 2 のそれぞれを順次露光するが、制御装置 ００は、基板Pの露光中に、検出装



置 ０8の検出結果をショット領域 ～S 2 に対応付けて記憶装置 ０2に記憶するこ

とができる。こぅすることにより、例えば基板Pの露光後に、ショット領域 ～S 2 上で

発生した不具合の発生原因を記憶装置 ０2の記憶情報を用いて解析することができ

る。すなわち、第 、第2露光光 2の光量が異常なときに露光されたショット

領域S においては、そのショット領域Sの露光精度が劣ィビしている等の不具合が発生

しているおそれがあるが、その場合には、上述の記憶情報を用いて不具合の発生原

因を特定することができる。そして、特定された不具合の発生原因に応じた適切な処

置を迅速に施すことができる。また、記憶装置 ０2の記憶情報を用いた解析結果に

基づいて、制御装置 ００は、第 、第2露光光 2の光量の異常に起因して

パターン転写不良が生じている可能性のあるショット領域Sを、取り除いたり、あるい
は次の重ね合わせ露光のときは露光しないよぅにする等の処置を施すことができる。

また、ショット領域Sを検査し、形成されたパターンに異常がない場合には、ショット領

域Sを取り除くことなく、そのショット領域Sを使ったデバイス形成を継続する。あるい
は、制御装置 ００は、そのショット領域Sに対応付けて、そのショット領域Sを露光した

ときに、第 、第2露光光 2の光量が異常である旨を報知装置 ０4で報知す

るよぅにしてもよい。また、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果をモニタ情報と

してリアルタイムに報知装置 ０4の表示装置で表示することもできる。また、ショット領

域S に対応付けて記憶した検出装置 ０8の検出結果を報知装置 ０4の表示装置で

表示することもできる。

以上説明したよぅに、本実施形態では、第 露光領域 及び第2露光領域A 2

にそれぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照射するとともに、基板P上のショ

、ソト領域Sが第 露光領域A と第2露光領域 2とを通過するよぅに基板Pを 軸

方向に移動することで、基板Pのショット領域Sを効率良く多重露光することができる。

本実施形態においては、基板P上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)するときに

、 回のスキヤン動作で、ェつのショット領域Sを第 パターンP の像と第2パターン

P 2の像とで露光することができ、スループットを向上できる。また、基板Pの 方

向へのスキヤン動作と 方向へのスキヤン動作とを繰り返すことによって、基板P上

の複数のショット領域Sを効率良く多重露光することができる。また、図7に示したよぅ



に、 回のスキャン動作で つのショット領域Sを多重露光することができるので、各シ

ョット領域S内に第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とを所望の位置関係

で形成することができる。

００84 また、本実施形態において、合成光学素子2０からの第 、第2分岐光 、 2

の光量を検出装置 ０8で検出することにより、第 、第2照明系 2から投影

光学系P に入射する第 、第2露光光 2の光量に関する情報、合成光学

素子2０から第 、第2露光領域 A 2に向かぅ第 、第2露光光 2の光

量、あるいは基板P上に照射される第 、第2露光光 2の光量変動 (照射量

変動)を求めることができる。そして、その検出装置 ０8の検出結果に基づいて、基

板Pを良好に露光するための適切な処置を講ずることができる。

００85 また、基板Pの露光中に、検出装置 ０8を用いて第 、第2露光光 2の光

量を検出することで、例えばその検出装置 ０8の検出結果に基づいて、基板Pの露

光中に、第 、第2露光光 2の光量調整を行ぅことができ、所望の光量で基

板Pを露光することができる。また、基板P上のショット領域 ～S 2 に対応付けて検

出装置 ０8の検出結果を記憶することで、基板Pの露光後に、その記憶装置 ０2の

記憶情報を用いて解析することができる。

００86 本実施形態においては、合成光学素子2０として、第 露光光 及び第2露光光

2それぞれの光路を分岐する分岐光学素子 (ハーフミラー)を用いている。分岐光

学素子は、例えば使用する露光光がランダム偏光であっても、その露光光を良好に

分岐することができる。

００87 なお、図8に示す模式図のよぅに、合成光学素子2０として、第 露光光 及び

第2露光光 2をそれぞれ、第 偏光状態 (例えばP偏光)の露光光と第2偏光状態

(例えば 偏光)の露光光とに分離する偏光分離光学素子 (例えば、偏光ビームスプ

リッタ)を用いてもよい。例えば、第 照明系 がP偏光状態の第 露光光 で第

パターンP を照明し、第2照明系 2がS偏光状態の第2露光光 2で第2パタ

ーンP 2を照明する場合、合成光学素子 (偏光ビームスプリッタ) 2０に対して、第

パターンP からのP偏光状態の第 露光光 が人射するとともに、第2パターン

P 2からはS偏光状態の第2露光光 2が人射する。合成光学素子2０の所定面 (



偏光分離面) 2０ が、S偏光状態の露光光を反射し、P偏光状態の露光光を通過さ

せるよぅに形成されている場合には、合成光学素子2０からの大部分の第 、第2露

光光 2は、基板P上の第 、第2露光領域A 2に照射されるが、一部

の第 、第2露光光 2が第 、第2分岐光 となる可能性がある。

この場合も、例えば合成光学素子 (偏光ビームスプリッタ) 2０の偏光度等の光学特

性が予め分かっている場合には、制御装置 ００は、検出装置 ０8の検出結果に基

づいて、第 、第2露光光 2の光量を求めることができる。

００88 なお、本実施形態においては、制御装置 ００は、基板Pの露光中に、検出装置 ０

8の検出結果に基づいて、第 、第2露光光 2の光量の調整を行っているが

、もちろん、制御装置 ００は、基板Pの露光を行っていないときに、検出装置 ０8を

用いて、第 、第2露光光 2の光量を検出する、あるいはその検出結果に基

づいて、第 、第2照明系 2から射出される第 、第2露光光 2の光

量を調整してもよい。例えば、基板Pの露光を開始する前に、第2照明系 2からの

第2露光光 2の射出を停止した状態で、第 照明系 より第 露光光 を射出

させ、第 露光光 (第 分岐光 )の光量を検出する。そして、制御装置 ００

は、その検出装置 ０8の検出結果に基づいて、所望の光量の第 露光光 が得

られるよぅに、第 照明系 のエネルギー調整器43等を用いて、第 露光光 の

光量を調整する。同様に、制御装置 ００は、基板Pの露光を開始する前に、第 照明

系 からの第 露光光 の射出を停止した状態で、第2照明系 2より第2露光

光 2を射出させ、第2露光光 2 (第2分岐光 2 )の光量を検出する。制御装

置 ００は、その検出装置 ０8の検出結果に基づいて、所望の光量の第2露光光

2が得られるよぅに、第2照明系 2のエネルギー調整器43等を用いて、第2露光光

2の光量を調整することができる。こぅすることにより、最適ィビされた光量を有する

第 、第2露光光 2で基板Pを露光することができる。また、本実施形態では

基板P上で第 、第2露光領域A 2が重複 (一致)するよぅに配置されるものと

したが、第 露光領域 と第2露光領域A 2とをその一部のみが重複するよぅに

配置してもよい。

００89 く第2実施形態ノ



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

００9０ 図9 は、第2実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図、図 ０は、第2実施形

態に係る基板P 上のショット領域S と第 、第2露光領域A 2との位置関係を示

す模式図である。図9 に示すよぅに、本実施形態の露光装置 Xは、第 マスク 上

の第 照明領域 と第 光学系皿の光軸 ひとがずれているとともに、第2マスク

2上の第2照明領域 2と第2光学系 2の光軸A 2とがずれている。この場合、図

０に示すよぅに、投影光学系P の視野内で第 露光領域A と第2露光領域A 2

とは異なる位置に設定される。具体的には、第 露光領域A と第2露光領域A 2

とが、例えば 軸方向 (基板P の走査方向) に関して、離れて配置される。また、第

露光領域 と第2露光領域 2とは、 つのショット領域S に同時に配置可能とな

っている。すなわち、本実施形態においては、第 露光領域A (第 露光領域A

の中心 ) と第2露光領域A 2 (第2露光領域A 2の中心 ) との 軸方向の距離は、

基板P 上の つのショット領域S の 軸方向の幅よりも 、さい。

００9 1 図 、第2実施形態に係る検出装置 ０8 の近傍を示す図、図 2 は、検出装置

０8 の検出面を示す図である。図皿に示すよぅに、本実施形態においては、合成光

学素子2０と検出面9 との間に結像光学系 2 が配置されている。本実施形態におい
ても、検出装置 ０8 の検出面9 は、基板P の表面と光学的に共役な位置 (又はその近

傍) に配置されている。したがって、検出装置 ０8 の検出面9のぅち、投影光学系P

の像面側に設定される第 露光領域A と第2露光領域A 2との位置関係に応じた

位置に、第 露光光 と第2露光光 2とが人射する。図 ０に示したよぅに、本実

施形態においては、投影光学系P は、第 露光領域A と第2露光領域A 2とが

軸方向に離れるよぅに、それら第 露光領域A と第2露光領域A 2とを基板P 上

に設定する。したがって、基板P の表面と光学的に共役な位置に配置されている検

出装置 ０8 の検出面9のぅち、第 露光領域A と第2露光領域A 2との位置関係

に応じた互いに異なる2つの位置に設定される第 分岐光領域A 及び第2分岐

光領域 2 にそれぞれ、第 分岐光 と第2分岐光 2 が人射する。



００92 なお、 つの検出装置 ０8の検出面9に2つの分岐光領域を形成することに限らず

、第 分岐光領域A と第2分岐光領域A 2 との各々がそれぞれ2つの検出装置

の検出面に形成されてもよい。

００93 本実施形態においては、第 分岐光領域A と第2分岐光領域 2 とは検出

面9上で互いに異なる位置に設定されるため、検出装置 ０8は、第 露光光 (第

分岐光 )の光量と第2露光光 2 (第2分岐光 2 )の光量とをそれぞれ個

別に検出することができる。すなわち、上述の第 実施形態においては、第 分岐光

領域 と第2分岐光領域 2 とは重複しているため、第 露光光 (第 分

岐光 )の光量を検出するためには、第2露光光 2の照射を停止し、第2露光

光 2 (第2分岐光 2 )の光量を検出するためには、第 露光光 の照射を停

止する必要があったが、本実施形態においては、第 露光光 (第 分岐光

)の光量の検出と、第2露光光 2 (第2分岐光 2 )の光量の検出とをほぼ同時に

行ぅことができる。

００94 そして、制御装置 ００は、例えば基板Pの露光中に、検出装置 ０8の検出結果に

基づいて、第 露光光 の光量の調整と、第2露光光 2の光量の調整とを実行

することができる。もちろん、制御装置 ００は、基板Pの露光前に、検出装置 ０8の

検出結果に基づいて、第 露光光 の光量の調整と、第2露光光 2の光量の調

整とを実行することもできる。

００95 なお、第2実施形態において、第 露光光 と第2露光光 2とが投影光学系P

の障面の異なる位置を通過する場合、その障面上での第 露光光 と第2露光

光 2との光量を検出するよぅにしてもよい。

００96 なお、上述の第 、第2実施形態において、 つの光源装置から射出された露光光

を分岐光学素子で第 露光光 と第2露光光 2とに分岐し、それら第 露光光

と第2露光光 2とで第 パターンP と第2パターンP 2とを照明するよぅにし

てもよい。この場合、第 、第2露光光 2のそれぞれの光路に、光量を調整

可能な光量調整部材、例えば減光フィルタ ( フィルタ)を配置することにより、第

、第2露光光 2それぞれの光量を調整することができる。

００97 また、上述の第 、第2実施形態では検出装置 ０8の検出結果に基づき、光源装



置とエネルギー調整器4 3との少なくとも一方によって露光光 ( 2)の光量調

整を行ぅものとしたが、露光光の光量調整の代わりに、あるいはそれと組み合わせて

、他の動作、例えば基板の露光量制御、及び 又は基板上でのパターン像の結像

状態 (投影光学系P の結像特性を含む) の調整などを行ってもよい。露光量制御で

は、例えば露光領域け山 A 2) 内での露光光の強度と、検出装置 ０8で検出さ

れる露光光の強度とを対応付けておく。そして、露光動作時に、この対応付けた関係

(例えば、強度比など) と検出装置 ０8の検出結果とに基づき、光源装置、エネルギ

ー調整器4 3、ブラインド装置4 5、及び基板ステージ4の少なくとも つによって、露光

光の強度、発振周波数、露光領域の走査方向の幅、及び基板の走査速度の少なく

とも つを調整すればよい。また、パターン像の調整では、例えば、検出装置 ０8の

検出結果に基づいて投影光学系P の結像特性 (収差、倍率、フオーカス位置などを

含む) を求めて、光源装置と不図示の結像特性調整装置との少なくとも一方を制御

すればよい。この場合、光源装置は露光光の波長特性 (中心波長、スペクトル幅など

を含む) を調整する。結像特性調整装置は、例えば米国特許第6，235 438 号、米国

特許出願公開第2００5 ０2０685 ０号などに開示されているよぅに、投影光学系P

の少なくとも つの光学素子を移動して、投影光学系P の結像特性を調整する。

００98 さらに、上述の第 、第2実施形態では検出装置 ０8が露光光などの光量を検出す

るものとしたが、検出対象とする特性は光量に限られるものでなく、他の特性、例えば

露光光の偏光状態、波長特性、投影光学系P の透過率、パターン像の結像特性、

第 、第2パターンP P 2の相対位置関係、及び第 、第2パターンP P 2

の位置情報 (投影位置も含む) の少なくとも つを含むものとしてもよい。この場合、検

出装置 ０8は検出対象とする特性に対応する つまたは複数のセンサを含むことと

なる。また、検出装置 ０8の検出結果は、検出対象とする特性に応じた動作 (例えば

、アライメント動作など)で用いられる。

００99 く第3実施形態ノ

第3実施形態について図 3～図 5を参照して説明する。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。



０1００ 図 3において、本実施形態の露光装置 Xは、合成光学素子2０からの、第 露光

領域 及び第2露光領域A 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2露光光

2の少なくとも一方を処理する処理装置6を備えている。本実施形態の合成光学素

子2０は、第 パターンP からの第 露光光 及び第2パターンP 2からの第2

露光光 2それぞれの光路を分岐する分岐光学素子 (例えば、ハーフミラー)を含

む。投影光学系P は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０で分岐した第 パターンP

からの第 露光光 の一部と、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０で分岐した第

2パターンP 2からの第2露光光 2の一部とを、第 露光領域A と第2露光領域

2とに向けて照射する。そして、合成光学素子2０からは、第 露光領域A に向

かわない第 露光光 及び第2露光領域A 2に向かわない第2露光光 2も発

生するが、処理装置6は、その合成光学素子2０からの、第 露光領域 及び第2

露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2露光光 2を処理する。

０1０1 第 マスク の第 パターンP からの第 露光光 は、第 光学系皿を介し

て合成光学素子2０に入射する。上述のよぅに、合成光学素子2０は、分岐光学素子 (

例えば、ハーフミラー)を含み、第 パターンP からの第 露光光 の一部は、

合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2０ を通過して、第3光学系 3により第

露光領域 に導かれる。一方、第 パターンP からの第 露光光 の残りの

一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2０ で反射して、後述の透過

部材 4を含む誘導光学系8により投影光学系P の外側へ光学的に導かれる。ま

た、第2パターンP 2からの第2露光光 2の一部は、合成光学素子 (分岐光学素

子) 2０の所定面2０ で反射して、第3光学系 3により第2露光領域A 2に導かれる

。一方、第2パターンP 2からの第2露光光 2の残りの一部は、合成光学素子 (分

岐光学素子) 2０の所定面2０ を通過して、誘導光学系8により投影光学系P の外

側へ光学的に導かれる。

０1０2 投影光学系P の鏡筒P のぅち、合成光学素子2０の近傍には、第 、第2露光光

2を透過可能な透過部材 (透過窓 ) 4が設けられている。透過部材 4

は、例えば石英で形成された平行平面板であり、第 、第2露光光 2が透過

可能である。合成光学素子2０の所定面2０ で反射した第 パターンP からの第



露光光 は、透過部材 4を含む誘導光学系8により投影光学系P の鏡筒P

の外側へ光学的に導かれる。また、合成光学素子2０の所定面2０ を通過した第2

パターンP 2からの第2露光光 2は、透過部材 4を含む誘導光学系8により投

影光学系P の鏡筒P の外側へ光学的に導かれる。

０1０3 図 4は、処理装置6を説明するための図である。処理装置6は、合成光学素子2０

からの、第 露光領域A 及び第2露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光

及び第2露光光 2を処理するものである。上述のよぅに、本実施形態においては、

合成光学素子2０からの第 、第2露光光 2の一部は、基板P上の第 、第2露

光領域 2に向かぅが、残りの一部は第 、第2露光領域 A 2に向か

わない。第 、第2露光領域 2に向かわない第 、第2露光光 2を

放置しておくと、露光精度に影響を与える可能性がある。例えば、第 、第2露光領域

2に向かわない第 、第2露光光 2が鏡筒P の所定部分に照射

されると、鏡筒P の温度変ィビをもたらし、その鏡筒P を熱変形させたり、鏡筒P に

保持されている光学素子の位置を変動させたりして、投影光学系P の光学特性を

変動させてしまぅ可能性がある。また、第 、第2露光領域A 2に向かわない
第 、第2露光光 2が、第 、第2露光領域 2に向かぅ第 、第2露

光光 2の光路の温度変ィビや屈折率変ィビをもたらして、投影光学系P の光

学特性を変動させたり、基板P上に投影されるパターンの像を劣ィビさせてしまぅ可能

性がある。また、第 、第2露光領域A A 2に向かわない第 、第2露光光

2が鏡筒P の内壁等で反射して、不要な露光光 (フレア光) として基板P上に照

射される可能性もある。また、第 、第2露光領域A 2に向かわない第 、第2

露光光 2が、例えば所定位置に配置された各種センサに照射されたり、あ

るいはそのセンサが置かれている環境の温度変ィビをもたらす可能性もある。その場

合、そのセンサの検出結果に誤差が生じる可能性があり、その検出結果に基づいて

行われる露光の精度も劣ィビする可能性もある。

０1０4 そこで、本実施形態においては、合成光学素子2０からの、第 露光領域A 及び

第2露光領域 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2露光光 2の少なくとも

一方による露光精度に対する影響を抑えるよぅに、具体的には、投影光学系P の光



学特性の変動、各種センサの検出精度の劣ィビを抑えるよぅに、処理装置6によって、

合成光学素子2０からの、第 露光領域A 及び第2露光領域 2に向かぅ以外の

第 露光光 及び第2露光光 2を処理する。

０1０5 以下の説明においては、合成光学素子2０からの、第 露光領域 及び第2露

光領域 2に向かぅ以外の第 露光光 及び第2露光光 2の少なくとも一方を

、適宜、漏れ露光光 と称する。

０1０6 図 4に示すよぅに、処理装置6は、漏れ露光光 を処理するためのものであって

、漏れ露光光 を投影光学系P の鏡筒P の外側へ光学的に導く誘導光学系8

と、投影光学系P の鏡筒P の外側に配置され、漏れ露光光 を吸収可能な吸

光部材65とを備えている。誘導光学系8は、鏡筒P のぅち、合成光学素子2０の近

傍に設けられた透過部材 4を含み、漏れ露光光 は、透過部材 4を介して、

投影光学系P の外側に導かれる。なお、誘導光学系8として、例えば合成光学素子

2０と透過部材 4との間、あるいは鏡筒P の内側の透過部材 4の近傍に所定光

学素子を配置することもできる。例えば、所定光学素子として、合成光学素子2０から

の漏れ露光光 を鏡筒P の内壁等に照射されないよぅに、且つ合成光学素子2０

から発生する漏れ露光光 を透過部材 4に良好に導く光学素子 (反射素子を

含む)を、鏡筒P の内側に配置してもよい。

０1０7 本実施形態においては、処理装置6は、誘導光学系8により投影光学系P の外側

に導いた漏れ露光光 を、投影光学系P の外側に配置された吸光部材65に導く

。吸光部材65は吸光面66を備えており、漏れ露光光 を吸光面66で吸光 (吸収

)する。吸光部材65は、例えばクロム等により形成されており、吸収した光 (漏れ露光

光 )を熱に変換し、その熱を保持する機能を有する。

０1０8 また、処理装置6は、鏡筒P の外側に設けられ、透過部材 4を透過した漏れ露

光光 を吸光部材65の吸光面66に集光する集光光学系62を有している。集光

光学系62は、吸光部材65の吸光面66と透過部材 4との間に配置されている。す

なわち、吸光部材65の吸光面66は、集光光学系62側を向いている。集光光学系6

2により、透過部材 4を介して投影光学系P の外側に導かれた漏れ露光光

は、周囲に拡散することなく、吸光部材65に効率良く吸光される。



０1０9 また、処理装置6は、集光光学系62を保持する保持部材6 を備えている。保持部

材6 の内側には空間6 が形成されており、本実施形態においては、吸光部材65

は、保持部材6 の空間6 に配置されている。すなわち、本実施形態においては、

吸光部材65は、保持部材6 に囲まれている。保持部材6 は、断熱機能を有する。

すなわち、保持部材6 の例えば外面 (あるいは内面) には断熱材が設けられている。

上述のよぅに、吸光部材65は、吸収した光 (漏れ露光光 )を熱に変換し、その熱

を保持するが、保持した熱 (熱量 により、温度上昇する可能性がある。断熱機能を有

する保持部材6 で吸光部材65を囲むことにより、たとえ吸光部材65が温度上昇して

も、その吸光部材65の熱が周囲の環境に与える影響を抑えることができる。

０11０ また、処理装置6は、集光光学系62と吸光部材65の吸光面66との間に設けられ、

漏れ露光光 を通過させるためのピンホール6 3を有するピンホール部材64を備

えている。ピンホール部材64は、保持部材6 の空間6 に配置されている。透過部

材 4を介して投影光学系P の外側に導かれた漏れ露光光 は、集光光学系6

2で集光された後、ヒンホール部材64のヒンホール63を介して吸光部材6 5の吸光

面66に照射される。集光光学系62で集光され、吸光部材65の吸光面66に照射さ

れた漏れ露光光 が、その吸光面66で反射しても、ピンホール部材64によって、

その反射した漏れ露光光 が投影光学系P 側に戻ることを抑制することができる

。なお、ヒンホール部材64を設ける代わりに、あるいはそれと組み合わせて、例えば

吸光面66に反射防止膜を形成する、あるいは吸光面66で反射した漏れ露光光

が人射する光トラップ部材などを設けてもよい。また、誘導光学系8は上記構成に限

られるものではない。さらに、例えば処理装置6の構成、配置などによっては誘導光

学系8を設けなくてもよい。また、処理装置6はその少なくとも一部が鏡筒P に設けら

れていてもよいが、本実施形態では鏡筒P とは別の部材、例えば前述した計測フレ

ームに設けられている。さらに、処理装置6は上記構成に限られるものでなく、漏れ露

光光 の光量などによっては、例えば透過部材 4の代わりに吸光部材65または

光トラップ部材などを鏡筒P に設けるだけでもよい。

０ また、処理装置6は、吸光部材65の熱を奪ぅ熱処理装置7を備えている。上述のよ

ぅに、漏れ露光光 を吸収した吸光部材65は、熱を保持して温度上昇する可能性



があるが、熱処理装置7は、その吸光部材6 5の熱を奪ぅ機能を有する。

０112 本実施形態においては、熱処理装置7は、吸光部材6 5を冷却する冷却装置の機

能を有する。熱処理装置7は、吸光部材6 5のぅち、吸光面66と反対側の面6 7に接

続する接続面76を有する吸熱部材72と、吸熱部材72の内側に形成された内部流

路 75と、内部流路 75に供給管7 3を介して冷媒を供給する冷媒供給装置7 とを備え

ている。供給管73は、内部流路 75の一部に接続されており、内部流路 75の別の一

部には、内部流路 75を流れた冷媒を回収する回収管74が接続されている。回収管

74 により回収された冷媒は、冷媒供給装置7 に戻される。

０113 熱処理装置7は、供給管73を介して内部流路 75に冷媒を供給することにより、吸

熱部材72を冷却することができる。吸熱部材72の接続面76は、吸光部材の面6 7に

接続されており、吸熱部材72は、吸光部材6 5の熱を吸光部材の面6 7及び接続面7

6を介して奪列回収)することができる。すなわち、熱処理装置7は、冷媒により冷却さ

れる吸熱部材72と、漏れ露光光 の照射により加熱される吸光部材6 5との間で面

6 7及び接続面76を介して熱交換することで、吸光部材6 5の温度上昇を抑えること

ができる。また、熱処理装置7は、供給管73、内部流路 75、及び回収管74を含む循

環系において冷媒を流すことにより、吸光部材6 5から吸熱部材72に移動した熱量を

冷媒で吸収し、冷媒供給装置7 に持ち去ることができる。すなわち、熱処理装置7は

、供給管73、内部流路 75、及び回収管74を含む循環系において冷媒を流し続ける

ことにより、吸光部材6 5の熱を常に奪って、吸光部材6 5を常に冷却し続けることがで

きる。

０114 このよぅに、熱処理装置7を用いて、吸光部材6 5を冷却することで、吸光部材6 5の

温度上昇を抑制し、吸光部材6 5の熱が周囲の環境に与える影響を抑えることができ

る。なお、熱処理装置7は上記構成に限られるものでなく、他の構成を採用してもよい
。例えば、ペルチェ素子などを備えるものとしてもよい。また、熱処理装置7はその一

部 (例えば、冷媒供給装置など) が露光装置 Xの外部に配置されていてもよい。さら

に、熱処理装置7の一部を、他の部材 (例えば、投影光学系P など) の温度調整装

置で代用してもよい。また、処理装置6を配置する位置などによっては、吸光部材6 5

の熱の影響を無視できることがあるので、この場合は熱処理装置7を設けなくてもよい



０115 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて基板Pを露光する方法について

説明する。本実施形態においても、 回のスキヤン動作で、基板P上の つのショット

領域Sを第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (二重露光)す

ることができる。基板P上のショット領域Sの感光材層は、現像工程等を介さずに、第

露光領域 に照射された第 露光光 と、第2露光領域A 2に照射された第2

露光光 2とで多重露光 (二重露光) される。

０116 本実施形態において、合成光学素子2０からの漏れ露光光 は、誘導光学系8

により投影光学系P の外側に導かれ、集光光学系6 2で集光された後、ピンホール

部材64のピンホール6 3を介して、投影光学系P から離れた位置に設けられた吸光

部材6 5の吸光面66に照射される。漏れ露光光 は、投影光学系P から離れた

位置に設けられた吸光部材6 5に吸収されるので、漏れ露光光 による露光精度

に対する影響を抑えることができる。

０117 また、本実施形態において、処理装置6の誘導光学系8によって、漏れ露光光

を投影光学系P の外側へ光学的に導くよぅにしたので、漏れ露光光 による露光

精度の劣ィビを抑制することができる。また、投影光学系P の外側に導いた漏れ露光

光 を、投影光学系P の外側の離れた位置に設けられた吸光部材6 5で吸収す

ることで、漏れ露光光 による露光精度の劣ィビを抑制することができる。

０118 本実施形態においても、合成光学素子2０として、第 露光光 及び第2露光光

2それぞれの光路を分岐する分岐光学素子 (例えば、ハーフミラー) を用いている

。分岐光学素子は、例えば使用する露光光がランダム偏光であっても、その露光光

を良好に分岐することができる。一方で、分岐光学素子 (例えば、ハーフミラー) は、

人射される第 、第2露光光 2のほぼ半分を漏れ露光光 にしてしまぅ可

能性がある。そのよぅな漏れ露光光 を放置しておくと、上述のよぅに、鏡筒P の

温度上昇や投影光学系P の光学特性の変動など、露光精度の劣化をもたらす。本

実施形態では、漏れ露光光 による影響を抑えるよぅに、その漏れ露光光 を

処理装置6で処理することで、露光精度の劣ィビを抑えることができる。

０119 なお、図 5に示す模式図のよぅに、合成光学素子2０として、第 露光光 及び



第2露光光 2をそれぞれ、第 偏光状態 (例えばP偏光) の露光光と第2偏光状態

(例えば 偏光) の露光光とに分離する偏光分離光学素子 (例えば、偏光ビームスプ

リッタ) を用いてもよい。例えば、第 照明系 がP偏光状態の第 露光光 で第

パターンP を照明し、第2照明系 2がS偏光状態の第2露光光 2で第2パタ

ーンP 2を照明する場合、合成光学素子 (例えば、偏光ビームスプリッタ) 2０に対し

て、第 パターンP からのP偏光状態の第 露光光 が人射するとともに、第2パ

ターンP 2からはS偏光状態の第2露光光 2が人射する。合成光学素子2０の所

定面2０ が、S偏光状態の露光光を反射し、P偏光状態の露光光を通過させるよぅ

に形成されている場合には、合成光学素子2０からの大部分の第 、第2露光光

、 2は、基板P上の第 、第2露光領域A 2に照射されるが、一部の第 、

第2露光光 2が漏れ露光光 となる可能性がある。このよぅな漏れ露光光

であっても、本実施形態の処理装置6によって処理することができる。この場合、

漏れ露光光 は僅かであるので、処理装置6及び 又は熱処理装置7を図 4に

比べて簡素ィヒしてもよい。例えば、熱処理装置7を設けない、あるいは吸光部材6 5

のみ設けることとしてもよい。また、例えば漏れ露光光 が射出される合成光学素

子2０の一面と対向する、鏡筒P の内面の一部を吸光面とする、あるいは鏡筒P の

内面の一部に反射防止膜を形成するだけでもよい。

０12０ く第4実施形態ノ

第4実施形態について図 6を参照して説明する。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。

０121 図 6は、第4実施形態に係る処理装置6を示す図である。図 6 に示すよぅに、第4

実施形態に係る処理装置6の吸光部材6 5の吸光面66は、集光光学系6 2の光軸

Xに対して傾斜して配置されている。こぅすることにより、集光光学系6 2で集光され、

吸光部材6 5の吸光面66に照射された漏れ露光光 が、その吸光面66で反射し

ても、その反射した漏れ露光光 が投影光学系P 側に戻ることをより一層抑制す

ることができる。なお、吸光面66への反射防止膜の形成、ヒンホール部材または光ト

ラップ部材などの設置を併用してもよい。



０122 く第5実施形態ノ

第5実施形態について図 7を参照して説明する。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。

０123 図 7は、第5実施形態に係る熱処理装置7を示す図である。図 7に示すよぅに、第

5実施形態に係る熱処理装置7は、吸光部材6 5に接続された放熱部材77を含む。

放熱部材77は、フイン (放熱フイン 79を備えている。放熱部材77は、吸光部材6 5

の面6 7に接続する接続面78を有している。放熱部材7 7は、吸光部材6 5の熱を、吸

光部材の面6 7及び接続面78を介して奪列回収するにとができる。フイン79を含む

放熱部材77は、吸光部材6 5の熱を放熱することができる。このよぅに、熱処理装置7

として、放熱部材77を用いることもできる。

０124 なお、上述の第3～第5実施形態において、吸光部材6 5を省略してもよい。すなわ

ち、誘導光学系8によって、漏れ露光光 を投影光学系P の外側に導き出すこと

のみによっても、漏れ露光光 による露光精度の劣ィビを抑制することができる。

０125 く第6実施形態ノ

第6実施形態について図 8を参照して説明する。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。

０126 上述の第3～第5実施形態においては、処理装置6は、誘導光学系8を有し、漏れ

露光光 を誘導光学系8を用いて投影光学系P の外側に導き出し、その投影光

学系P の外側に配置された吸光部材6 5で漏れ露光光 を吸光しているが、図

8に示すよぅに、本実施形態では吸光部材6 5を投影光学系P の鏡筒P に取り付け

、漏れ露光光 を投影光学系P の外側に導き出すことなく、吸光部材6 5で漏れ

露光光 を吸光するよぅにしてもよい。吸光部材6 5は漏れ露光光 を吸収する

ことで温度上昇する可能性があるが、図 8に示すよぅに、冷却装置として機能する熱

処理装置7を設けることにより、吸光部材6 5の温度上昇、ひいては投影光学系P の

温度上昇を抑えることができる。

０127 なお、上述の第3～第5実施形態においては、処理装置6が鏡筒P から離間して



配置され、上述の第6実施形態においては、処理装置6は鏡筒P に取り付けられて

いる。すなわち、いずれの実施形態においても、専ら漏れ露光光 を処理すること

を目的とする処理装置6が設けられているが、処理装置6はこれに限るものではない
。例えば、露光装置には様々なセンサや電気回路が配置されており、これらの中に

は投影光学系の近傍に配置せざるを得ないものもある。このよぅな熱源の影響によっ
ても、投影光学系の光学特性は変動し得る。そこで、これらの熱への対策として、例

えば鏡筒P を螺旋状に取り囲む冷却液の循環経路 ( 管) を設け、冷却液を循環さ

せることが考えられる。この場合に、合成光学素子からの、第 、第2露光領域に向か
ぅ以外の露光光、すなわち漏れ露光光 による影響を特に受けやすい鏡筒部分

において、冷却液の循環経路 ( 管) の配置の間隔 (螺旋のピ、ソチ) を密にすることに

よって、漏れ露光光 による影響の対策とすることも可能である。このよぅに、上述

の第3～第6実施形態のよぅに専ら漏れ露光光 を処理するための処理装置6を

特別に設ける他、投影光学系の光学特性を維持するために鏡筒全体に配置された

構成の一部を変化させて漏れ露光光 の対策としてもよい。また、漏れ露光光

による影響を特に受けやすい鏡筒P の一部を、投影光学系P とは別に冷却装置

によって冷却するだけでもよい。

０128 なお、上述の第3～第6実施形態において、図4に示したよぅに、第 露光領域

と第2露光領域A 2とは重複 (一致) しているが、第 露光領域A と第2露光領域

2とが、例えば一部のみ重複する、あるいは 軸方向 (基板Pの走査方向) に関し

て、離れて配置されていてもよい。また、第 露光領域A と第2露光領域A 2とは

、必ずしも つのショット領域S に同時に配置可能でなくてもよく、第 露光領域A

及び第2露光領域 2は任意に設定可能である。

０129 また、上述の第3～第6実施形態では、上述の第 、第2実施形態で説明した検出

装置 ０8も露光装置 Xに設けてもよい。例えば、合成光学素子2０からの、第 、第

2露光領域 2に向かぅ以外の第 及び第2露光光 2の一部を検出

装置 ０8で検出し、残りの一部は上述の第3～第6実施形態と同様に処理することと

してもよい。

０13０ なお、上述の各実施形態において、第 露光領域A 及び第2露光領域A 2の



大きさ及び形状の少なくとも一方が異なっていてもよい。例えば、第 露光領域A

と第2露光領域A 2とでX軸方向の幅及び 又は 軸方向の幅が異なっていてもよ

い。なお、X軸方向の幅が異なる場合には、 回のスキヤン動作によってショット領域

S 内の一部だけが多重 (二重)露光される。また、第 、第2露光領域A 、A 2 (及

び 又は第 、第2照明領域 2)はその形状が矩形に限られず、他の形状、

例えば円弧状、台形、あるいは平行四辺形などでもよい。

０131 また、上述の各実施形態においては、ショット領域Sが第 露光領域A 及び第2

露光領域 2を通過する間、第 露光領域A 及び第2露光領域 2にそれぞれ

露光光 2の照射が続けられるが、少なくとも一方の露光領域において、ショ

、ソト領域Sが通過する間の一部の期間だけで露光光が照射されるよぅにしてもよい。

すなわち、ショット領域 内の一部だけ多重 (二重)露光するよぅにしてもよい。

０132 なお、上述の各実施形態において、例えば特開平 ０ 63０99号公報、特開平

０ 4783 号公報 (対応米国特許第6，34 ００7号、第6，4００44 号、第6，549，2

69号及び第6，59０634号) 、特表2０００ ０5958 号公報 (対応米国特許第5，969

44 号)などに開示されているよぅな複数の基板ステージを備えたマルチステージ型

の露光装置にも適用できる。

０133 く第7実施形態ノ

第7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

０134 図 9は、第7実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図である。図 9におい
て、露光装置 Xは、第 パターンP を有する第 マスク を保持して移動可能な

第 マスクステージ と、第2パターンP 2を有する第2マスク 2を保持して移動可

能な第2マスクステージ2と、第 基板P を保持して移動可能な第 基板ステージ4と

、第2基板P2を保持して移動可能な第2基板ステージ5と、各ステージの位置情報を

計測可能な計測システム3と、第 露光光 で第 マスク の第 パターンP を

照明する第 照明系 と、第2露光光 2で第2マスク 2の第2パターンP 2を照

明する第2照明系 2と、第 露光光 で照明された第 パターンP の像及び第



2露光光 2で照明された第2パターンP 2の像を、第 基板P 上及び第2基板P 2

上のそれぞれに投影可能な投影光学系P と、露光装置 X全体の動作を制御する

制御装置 ００とを備えている。第 基板ステージ4及び第2基板ステージ5は、投影

光学系P の光射出側、すなわち投影光学系P の像面側で、べ一ス部材 P上で移

動可能である。また、制御装置 ００には、露光に関する各種情報を記憶する記憶装

置 ０2が接続されている。

０ 35 本実施形態の投影光学系P は、第 パターンP からの第 露光光 と第2パ

ターンP 2からの第2露光光 2とが人射する合成光学素子2０を有している。合成

光学素子2０は、第 露光光 及び第2露光光 2のそれぞれを分岐し、分岐した

第 露光光 の一方と第2露光光 2の一方とを合成し、第 露光光 の他方

と第2露光光 2の他方とを合成する。また、本実施形態の投影光学系P は、その

像面側に、第 露光領域A と第2露光領域A 2とを所定位置関係で設定するとと

もに、第3露光領域A 3と第4露光領域A 4とを所定位置関係で設定する。そして、

投影光学系P は、合成光学素子2０からの第 露光光 の一方と第2露光光 2

の一方とを第 露光領域A と第2露光領域A 2とに照射可能であるとともに、合成

光学素子2０からの第 露光光 の他方と第2露光光 2の他方とを第3露光領域

3と第4露光領域 4とに照射可能である。また、投影光学系P は、第 パター

ンP の像を第 露光領域A に形成可能であり、第2パターンP 2の像を第2露

光領域 2に形成可能であるとともに、第 パターンP の像を第3露光領域A 3

に形成可能であり、第2パターンP 2の像を第4露光領域A 4に形成可能である。

０136 そして、本実施形態の露光装置 Xは、投影光学系P を介して第 露光領域A

に照射される第 露光光 の一方と第2露光領域A 2に照射される第2露光光

2の一方とで第 基板P 上のショット領域Sを多重露光 (二重露光) し、第3露光領

域 3に照射される第 露光光 の他方と第4露光領域A 4に照射される第2露

光光 2の他方とで第2基板P 2上のショット領域Sを多重露光 (二重露光)する。

０137 具体的には、露光装置 Xは、第 照明系 より射出され、第 パターンP 及び

投影光学系P を介して第 露光領域A に照射される第 露光光 によって、第

露光領域 に第 パターンP の像を形成可能であり、第2照明系 2より射出



され、第2パターンP 2及び投影光学系P を介して第2露光領域A 2に照射される

第2露光光 2によって、第2露光領域A 2に第2パターンP 2の像を形成可能で

あり、それら第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで、第 基板P 上のショ

、ソト領域Sを多重露光する。また、露光装置 Xは、第 照明系 より射出され、第

パターンP 及び投影光学系P を介して第3露光領域A 3に照射される第 露光

光 によって、第3露光領域A 3に第 パターンP の像を形成可能であり、第2

照明系 2より射出され、第2パターンP 2及び投影光学系P を介して第4露光領

域 4に照射される第2露光光 2によって、第4露光領域A 4に第2パターンP

2の像を形成可能であり、それら第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで、

第2基板P 2上のショット領域Sを多重露光する。

０138 また、本実施形態の露光装置 Xは、第 マスク 及び第2マスク 2と第 基板P

及び第2基板P 2とを所定の走査方向に同期移動しつつ、第 マスク の第 パタ

ーンP の像及び第2マスク 2の第2パターンP 2の像を第 、第2基板P P 2上

に投影する走査型露光装置 (所謂スキャニングステッパ )である。本実施形態におい
ては、第 基板P 及び第2基板P 2の走査方向 (同期移動方向) を 軸方向とする。

０139 露光装置 Xは、第 露光領域A 及び第2露光領域 2に対して第 基板P の

ショット領域Sを 軸方向に移動しつつ、投影光学系P を介して第 露光領域A

及び第2露光領域 2にそれぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照射する

ことによって、第 露光領域A に形成された第 パターンP の像と、第2露光領

域 2に形成された第2パターンP 2の像とで、第 基板P 上のショット領域Sを多

重露光する。同様に、露光装置 Xは、第3露光領域A 3及び第4露光領域A 4に

対して第2基板P 2のショット領域Sを 軸方向に移動しつつ、投影光学系P を介し

て第3露光領域A 3及び第4露光領域 4にそれぞれ第 露光光 及び第2露

光光 2を照射することによって、第3露光領域 3に形成された第 パターンP

の像と、第4露光領域 4に形成された第2パターンP 2の像とで、第2基板P 2上

のショット領域Sを多重露光する。

０14０ また、本実施形態の露光装置 Xは、第 基板P 及び第2基板P 2の 軸方向への

移動と同期して、第 マスク を 軸方向に移動し、第2マスク 2をZ軸方向に移



動する。すなわち、本実施形態においては、第 マスク の走査方向 (同期移動方

向) を 軸方向とし、第2マスク 2の走査方向 (同期移動方向) をz軸方向とする。

０14 1 本実施形態の合成光学素子2０は、第 パターン からの第 露光光 及び

第2パターン 2からの第2露光光 2それぞれの光路を分岐する分岐光学素子 (

例えば、ハーフミラー) を含む。投影光学系 は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2

で分岐した第 パターン からの第 露光光 の一方と、合成光学素子 (分岐

光学素子 2０で分岐した第2パターン 2からの第2露光光 2の一方とを、第 露

光領域 と第2露光領域 2とに照射し、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０で分

岐した第 パターン からの第 露光光 の他方と、合成光学素子 (分岐光学

素子) 2０で分岐した第2パターン 2からの第2露光光 2の他方とを、第3露光領

域 3と第4露光領域 R4とに照射する。

０142 次に、第 マスクステージ について説明する。第 マスクステージ は、例えばリニ

アモータ等のアクチュエータを含む第 マスクステージ駆動装置 の駆動により、第

マスク を保持して、X軸、 軸、z軸、 x 0 、及び z方向の6 自由度の方

向に移動可能である。第 マスクステージ は、第 マスク の第 パターンP が

形成された第 パターン形成面とX 平面とがほぼ平行となるよぅに、第 マスク を

保持する。第 マスクステージ (ひいては第 マスク ) の位置情報は、計測システ

ム3のレーザ干渉計3 によって計測される。レーザ干渉計3 は、第 マスクステージ

上に設けられた移動鏡の反射面3 を用いて第 マスクステージ の位置情報を

計測する。制御装置 ００は、レーザ干渉計3 の計測結果に基づいて第 マスクステ

ージ駆動装置 を駆動し、第 マスクステージ に保持されている第 マスク の

位置制御を行ぅ。

０143 次に、第2マスクステージ2について説明する。第2マスクステージ2は、例えばリニ

アモータ等のアクチュエータを含む第2マスクステージ駆動装置2 の駆動により、第

2マスク 2を保持して、X軸、 軸、z軸、 x 0 、及び z方向の6 自由度の方

向に移動可能である。第2マスクステージ2は、第2マスク 2の第2パターン 2が

形成された第2パターン形成面と z平面とがほぼ平行となるよぅに、第2マスク 2を

保持する。第2マスクステージ (ひいては第2マスク 2)の位置情報は、計測システ



ム3のレーザ干渉計3 2によって計測される。レーザ干渉計3 2は、第2マスクステージ

2上に設けられた移動鏡の反射面 を用いて第2マスクステージ2の位置情報を

計測する。制御装置 ００は、レーザ干渉計3 2の計測結果に基づいて第2マスクステ

ージ駆動装置2 を駆動し、第2マスクステージ2に保持されている第2マスク 2の

位置制御を行ぅ。

０144 図2０ は、第 マスクステージ に保持された第 マスク を示す平面図、図2０

は、第2マスクステージ2に保持された第2マスク 2を示す平面図である。図2０ 及

び2０ に示すよぅに、第 マスクステージ は、第 マスク の第 パターン形成面と

X 平面とがほぼ平行となるよぅに、第 マスク を保持し、第2マスクステージ2は、

第2マスク 2の第2パターン形成面と Z平面とがほぼ平行となるよぅに、第2マスク

2を保持する。第 マスク 上での第 露光光 による第 照明領域 は、X

軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状) に設定されており、第2マスク 2上での

第2露光光 2による第2照明領域 2も、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリッ
ト状) に設定されている。

０145 第 マスクステージ は、第 パターンP を有する第 マスク を第 露光光

に対して 軸方向に移動可能である。また、第2マスクステージ2は、第2パターンP

2を有する第2マスク 2を第2露光光 2に対してZ軸方向に移動可能である。制

御装置 ００は、第 、第2基板P P 2を露光するとき、第 マスク のぅち、少なくと

も第 パターンP が形成された第 パターン形成領域S が第 露光光 によ

る第 照明領域 を通過するよぅに、第 マスクステージ を制御して第 マスク

を 軸方向に移動する。また、制御装置 ００は、第 、第2基板P P 2を露光すると

き、第2マスク 2のぅち、少なくとも第2パターンP 2が形成された第2パターン形成

領域S 2が、第2露光光 2による第2照明領域 2を通過するよぅに、第2マスクス

テージ2を制御して、第2マスク 2をZ軸方向に移動する。

０146 また、第 マスク 、第 パターンP と所定位置関係で形成された第 アライメ

ントマーク を備えており、第2マスク 2は、第2パターンP 2と所定位置関係で

形成された第2アライメントマーク 2を備えている。本実施形態では、第 、第2ア

ライメントマーク 、 2はそれぞれ2次元マーク、例えば十字状マークを含む。



図2０ 2 では、第 、第2アライメントマーク 2は第 、第2マスク

2上で第 、第2パターン形成領域S S 2の外側に形成されているが、第 、

第2アライメントマーク 2を第 、第2パターン形成領域S S 2の内側

に形成してもよい。以下では、第 、第2アライメントマーク 2が第 、第2パ

ターン形成領域S S 2の内側に形成されているものとして説明を行ぅ。本実施

形態では、第 、第2アライメントマーク 2は第 、第2マスクステージ 、2に

より第 、第2照明領域 2内に配置され、かつ第 、第2照明系 2によ

って第 、第2露光光 2で照明されるとともに、アライメントマーク R

2の像は第 、第2基板ステージ4、5の光センサ 7０(図22) で検出される。なお、第

、第2アライメントマーク 2はその数や配置が図2０ 2０ に限定される

ものでなく、例えば第 、第2アライメントマーク 2を第 、第2マスク 、

2上で 軸方向に複数並べて設けてもよい。

０147 次に、図 9を参照しながら投影光学系P について説明する。投影光学系P は、

第 露光光 で照明された第 マスク の第 パターンP の像及び第2露光光

2で照明された第2マスク 2の第2パターンP 2の像を所定の投影倍率で第 基

板P 上及び第2基板P 2上のそれぞれに投影するものである。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。投影光

学系P の複数の光学素子は不図示の鏡筒で保持されている。

０148 本実施形態の投影光学系P は、第 パターンP からの第 露光光 を合成

光学素子2０へ導く第 光学系皿と、第2パターンP 2からの第2露光光 2を合成

光学素子2０へ導く第2光学系 2と、合成光学素子2０からの第 露光光 及び第

2露光光 2をそれぞれ第 露光領域A 及び第2露光領域 2へ導く第3光学

系 3と、合成光学素子2０からの第 露光光 及び第2露光光 2をそれぞれ第

3露光領域 3及び第4露光領域A 4へ導く第4光学系 4とを備えている。

０149 合成光学素子2０には、第 マスク 及び第 光学系皿を介した第 露光光

と、第2マスク 2及び第2光学系 2を介した第2露光光 2とが人射する。上述の

よぅに、合成光学素子2０は、分岐光学素子 (例えば、ハーフミラー) を含み、所定の

反射率と透過率とを有している。合成光学素子2０は、第 マスク 及び第 光学系



皿を介して人射された第 露光光 の一部を通過させるとともに残りの一部を反射

し、第2マスク 2及び第2光学系 2を介して人射された第2露光光 2の一部を反

射するとともに残りの一部を通過させ、通過する第 露光光 と反射する第2露光

光 2とを合成するとともに、反射する第 露光光 と通過する第2露光光 2と

を合成する。

０15０ 具体的には、第 パターンP からの第 露光光 の一部は、合成光学素子 (

分岐光学素子 2０の所定面2０ を通過して、第3光学系 3により第 露光領域

に導かれる。一方、第 パターンP からの第 露光光 の残りの一部は、合成光

学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2 で反射して、反射部材の反射面 5で反射

した後、第4光学系 4により第3露光領域A 3に導かれる。また、第2パターンP 2

からの第2露光光 2の一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所定面2０

で反射して、第3光学系 3により第2露光領域A 2に導かれる。一方、第2パターン

P 2からの第2露光光 2の残りの一部は、合成光学素子 (分岐光学素子) 2０の所

定面2 を通過して、反射部材の反射面 5で反射した後、第4光学系 4により第4

露光領域 4に導かれる。

０151 そして、投影光学系P は、第 パターンP を介した第 露光光 と第2パター

ンP 2を介した第2露光光 2とを第 露光領域A と第2露光領域 2とに照射

することによって、それら第 露光領域 と第2露光領域A 2とに第 パターンP

の像と第2パターンP 2の像とを形成可能であり、第 パターンP を介した第 露

光光 と第2パターンP 2を介した第2露光光 2とを第3露光領域A 3と第4露

光領域 4とに照射することによって、それら第3露光領域A 3と第4露光領域

4とに第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とを形成可能である。

０152 また、本実施形態の投影光学系P には、投影光学系P による第 パターンP

の像及び第2パターンP 2の像の結像特性 (結像状態) をそれぞれ独立に調整可能

な第 結像特性調整装置 C 及び第2結像特性調整装置 C2が設けられている。

第 、第2結像特性調整装置 C C2は、投影光学系P の複数の光学素子の少

なくとも つを移動可能な光学素子駆動機構を含む。

０153 第 結像特性調整装置 C は、第 光学系皿の少なくとも一つの特定の光学素子



を、第 光学系 の光軸と平行なZ軸方向、及び光軸に垂直な方向 (X軸、 軸方向

) に移動可能であるとともに、光軸と直交するX 平面に対して傾斜可能 (すなわち、

x 0 方向に回転可能)である。第 パターンP からの第 露光光 は、第

光学系皿、光学素子2０、及び第3光学系 3を介して第 露光領域A に照射され

、第 光学系皿、光学素子2０、及び第4光学系 4を介して第3露光領域 3に照

射される。第 結像特性調整装置 C は、第 光学系皿の特定の光学素子を駆動

することによって、第 露光領域A 及び第3露光領域 3に形成される第 パター

ンP の像の結像特性を調整可能である。

０154 第2結像特性調整装置 は、第2光学系 2の少なくとも一つの特定の光学素子

を、第2光学系 2の光軸と平行な 軸方向、及び光軸に垂直な方向 (X軸、Z軸方向

) に移動可能であるとともに、光軸と直交するX 平面に対して傾斜可能 (すなわち、

0 方向に回転可能)である。第2パターンP 2からの第2露光光 2は、第2

光学系 2、光学素子2０、及び第3光学系 3を介して第2露光領域A 2に照射され

、第2光学系 2、光学素子2０、及び第4光学系 4を介して第4露光領域 4に照

射される。第2結像特性調整装置 C2は、第2光学系 2の特定の光学素子を駆動

することによって、第2露光領域A 2及び第4露光領域 4に形成される第2パター

ンP 2の像の結像特性を調整可能である。

０155 第 、第2結像特性調整装置 C C2は、制御装置 ００によって制御される。制

御装置 ００は、第 、第2結像特性調整装置 C C2を用いて、投影光学系P (

第 、第2光学系皿、 2)の特定の光学素子を駆動することで、投影光学系P の各

種収差 (例えば、ディストーション、非点収差、球面収差、波面収差等) 、投影倍率及

び像面位置 (焦点位置)等を含む結像特性を調整することができる。

０156 また、制御装置 ００は、第 、第2結像特性調整装置 C C2を用いて、第 、第

2パターンP P 2の像のX 方向、及び 又は Z方向の位置調整 (すなわち、

シフト調整、及び 又はローテーション調整) を行ぅこともできる。

０157 すなわち、制御装置 ００は、第 、第2結像特性調整装置 C C2を用いて、第

、第2パターンP P 2それぞれの像の状態 (大きさ、歪み等) の調整、第 、第2

パターンP P 2それぞれの像が形成される投影光学系P の像面のZ軸方向の



位置調整、及び 6 方向の傾斜調整、並びに第 、第2パターン P 2そ

れぞれの像のX軸方向、 軸方向、 z 方向の位置調整を行ぅことができる。

０15 8 なお、本実施形態では第 、第2 結像特性調整装置 c c 2によってそれぞれ

移動する第 、第2 光学系皿、 2 の少なくとも つの光学素子は、レンズに限られるも

のでなく他の光学素子、例えば平行平面板、あるいは反射素子などでもよい。また、

本実施形態では2 つの結像特性調整装置 ( c c 2)を設けるものとしたが、 つ
の結像特性調整装置を設けるだけでもよいし、あるいは3 つ以上の結像特性調整装

置を設けてもよい。例えば、第3 光学系 3 の少なくとも つの光学素子を、第3 光学系

3 の光軸と平行なz 軸方向、及びX軸、 軸方向に移動可能、かつ 6 方向

に回転可能とする結像特性調整装置、及び 又は、第4 光学系 4 の少なくとも つ

の光学素子を、第4 光学系 4 の光軸と平行なz 軸方向、及びX軸、 軸方向に移動

可能、かつ x 0 方向に回転可能とする結像特性調整装置を設けてもよい。さら

に、本実施形態では、第 結像特性調整装置 c がX軸、 軸、z 軸、 x及び

方向の5 自由度の方向に、第2 結像特性調整装置 c 2がX軸、 軸、z 軸、 x及び

z 方向の5 自由度の方向にそれぞれ光学素子を移動するものとしたが、光学素子

の移動方向はこの5 自由度の方向に限定されるものではない。また、本実施形態で

は結像特性調整装置が光学素子を移動する方式を採用するものとしたが、他の方式

を代用あるいは併用してもよい。例えば、第 、第2 結像特性調整装置 c c 2と

して、鏡筒の内部に保持されている一部の光学素子どぅしの間の空間の気体の圧力

を調整する圧力調整機構を用いてもよい。

０15 9 なお、投影光学系によるパターンの像の結像特性を調整可能な結像特性調整装

置を備えた露光装置については、例えば特開昭6 ０ 号公報 (対応米国特許

第4 ，666 273 号) 、特開平 956 ０2 号公報 (対応米国特許第6 ，235 438 号) 、

国際公開第０3 6 54 2 8号パンフレソト(対応米国特許出願公開第2００5 ０2０685

０号) 等に開示されている。

０16０ 次に、第 基板ステージ4 について説明する。第 基板ステージ4 は、第 露光光

及び第2 露光光 2が照射される第 露光領域 及び第2露光領域A 2を含

む所定領域内で第 基板P を保持して移動可能である。第 基板ステージ4 は、ステ



一ジ本体4 と、ステージ本体4 上に搭載された第 基板テーブル4 と、第 基板テ

ーブル4 に設けられ、第 基板P を保持する基板ホルダ4 とを備えている。基板

ホルダ4 は、第 基板P の表面とX 平面とがほぼ平行となるよぅに、第 基板P を

保持する。

０161 露光装置 Xは、第 基板ステージ4を駆動する第 基板ステージ駆動装置4 を備

えている。第 基板ステージ駆動装置4 は、ステージ本体4 を、べ一ス部材 上

でX軸方向、 軸方向、及び z方向に移動することによって、そのステージ本体4

上に搭載されている第 基板テーブル4 をX軸方向、 軸方向、及び z方向に移

動可能な第 駆動系4 と、ステージ本体4 に対して第 基板テーブル4 をz軸

方向、 x方向、及び 方向に移動可能な第2駆動系4 とを備えている。図 9

に示すよぅに、第 基板ステージ4のステージ本体4 は、エアベアリング4 により、べ

一ス部材 の上面 (ガイド面) に対して非接触支持されている。べ一ス部材 の上

面はX 平面とほぼ平行であり、第 基板ステージ4は、べ一ス部材 上をX 平面

に沿って移動可能である。

０162 第 基板ステージ駆動装置4 の第 駆動系4 は、例えばリニアモータ等のアク

チュエータを含み、ステージ本体4 をX軸方向、 軸方向、及び z方向に駆動可

能である。また、第 基板ステージ駆動装置4 の第2駆動系4 は、ステージ本体

4 と第 基板テーブル4 との間に設けられた、例えばボイスコイルモータ等のアクチ

ュエータ4 と、各アクチュエータの駆動量を計測する不図示の計測装置 (ェンコーダ

など) とを含む。図 9に示すよぅに、第 基板テーブル4 は、少なくとも3つのアクチ

ュエータ4 によってステージ本体4 上に支持されている。アクチュエータ4 のそれ

ぞれは、ステージ本体4 に対して第 基板テーブル4 をz軸方向に独立して駆動

可能であり、制御装置 ００は、3つのアクチュエータ4 それぞれの駆動量を調整す

ることによって、ステージ本体4 に対して第 基板テーブル4 を、z軸方向、 x方

向、及び 方向に駆動する。

０163 このよぅに、第 、第2駆動系4 4 を含む第 基板ステージ駆動装置4 は、

第 基板ステージ4の第 基板テーブル4 を、X軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z

方向の6 自由度の方向に移動可能である。制御装置 ００は、第 基板ステージ駆動



装置4 を制御することにより、第 基板テーブル4 の基板ホルダ4 に保持された

第 基板P の表面のX軸、 軸、z軸、 6 、及び z方向の6 自由度の方向に

関する位置を制御可能である。

０164 次に、第2基板ステージ5について説明する。第2基板ステージ5は、第 基板ステ

ージ4とほぼ同等の構成を有し、ステージ本体5 と、ステージ本体5 上に搭載され

た第2基板テーブル5 と、第2基板テーブル5 に設けられ、第2基板 2を保持する

基板ホルダ5 とを備えている。ステージ本体5 は、エアベアリング5 により、べ一

ス部材 の上面 (ガイド面) に対して非接触支持されている。基板ホルダ5 は、第2

基板 2の表面とX 平面とがほぼ平行となるよぅに、第2基板 2を保持する。第2基

板ステージ5は、第 露光光 及び第2露光光 2が照射される第3露光領域A

3及び第4露光領域A 4を含む所定領域内で第2基板 2を保持して移動可能であ

る。

０165 第2基板ステージ5は、第2基板ステージ駆動装置5 によって駆動される。第2基

板ステージ駆動装置5 は、第 基板ステージ駆動装置4 とほぼ同等の構成を有し

、ステージ本体5 をX軸方向、 軸方向、及び z方向に移動可能な第 駆動系 5

と、ステージ本体5 に対して第2基板テーブル5 をz軸方向、 x方向、及び

方向に移動可能な第2駆動系 5 とを備えている。第2基板ステージ駆動装置5

の第2駆動系 5 は、ステージ本体5 と第2基板テーブル5 との間に設けられた、

例えばボイスコイルモータ等のアクチュエータ5 と、各アクチュエータの駆動量を計

測する不図示の計測装置 (ェンコーダなど) とを含む。

０166 第 、第2駆動系 5 5 を含む第2基板ステージ駆動装置5 は、第2基板ス

テージ5の第2基板テーブル5 を、X軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自

由度の方向に移動可能である。制御装置 ００は、第2基板ステージ駆動装置5 を

制御することにより、第2基板テーブル5 の基板ホルダ5 に保持された第2基板 2

の表面のX軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由度の方向に関する位置

を制御可能である。

０167 第 基板ステージ4 (ひいては第 基板P )及び第2基板ステージ (ひいては第2

基板 2)の位置情報は、計測システム3のレーザ干渉計34 36 35 37によって計



測される。計測システム3は、第 、第2基板ステージ4、5の第 、第2基板テーブル4

、5 の所定位置に設けられた反射面34 36 35 37 を用いて、第 、第2

基板テーブル4 5 のX軸、 軸、z軸、 x 0 、及び z方向の6 自由度の方

向に関する位置情報を計測可能である。

０168 計測システム3のレーザ干渉計34 36は、第 基板ステージ (第 基板テーブル4

)の位置情報を計測し、レーザ干渉計3 5 37は、第2基板ステージ (第2基板テー

ブル5 )の位置情報を計測する。

０169 レーザ干渉計34は、X軸方向を計測軸とする複数の計測光と、 軸方向を計測軸

とする複数の計測光とを反射面34 に照射可能であり、第 基板テーブル4 のX軸

、 軸、及び z方向に関する位置を計測する。

０17０ レーザ干渉計36は、 軸方向を計測軸とする複数の計測光を反射面36 に照射

可能であり、第 基板テーブル4 のz軸、 x、及び 方向に関する位置を計測す

る。反射面36 は、X 平面に対して所定角度 (例えば4 5度)傾斜しており、レーザ

干渉計36から射出され、第 基板テーブル4 の反射面36 に照射された計測光は

、反射面36 で反射し、所定の支持部材 (例えば、前述の計測フレームなど) に設け

られた反射面38 に照射される。そして、その反射面38 で反射した計測光は、第

基板テーブル4 の反射面36 を介して、レーザ干渉計36 に受光される。レーザ干

渉計36 は、その受光した計測光を用いて、第 基板テーブル4 のz軸、 x、及び

方向に関する位置情報を計測可能である。

０171 また、レーザ干渉計3 5は、X軸方向を計測軸とする複数の計測光と、 軸方向を計

測軸とする複数の計測光とを反射面 に照射可能であり、第2基板テーブル5 の

X軸、 軸、及び z方向に関する位置を計測する。

０172 レーザ干渉計3 7は、z軸方向を計測軸とする複数の計測光を反射面 に照射

可能であり、第2基板テーブル5 のz軸、 X、及び 方向に関する位置を計測す

る。反射面 は、X 平面に対して所定角度 (例えば4 5度)傾斜しており、レーザ

干渉計3 7から射出され、第2基板テーブル5 の反射面 に照射された計測光は

、反射面 で反射し、所定の支持部材 (例えば、前述の計測フレームなど) に設け

られた反射面 に照射される。そして、その反射面 で反射した計測光は、第2



基板テーブル5 の反射面 を介して、レーザ干渉計3 7 に受光される。レーザ干

渉計3 7 は、その受光した計測光を用いて、第2基板テーブル5 のZ軸、 X、及び

方向に関する位置情報を計測可能である。

０17 3 なお、基板テーブル (基板ステージ) の 軸方向の位置情報を計測可能なレーザ干

渉計 ( 干渉計) に関する技術は、例えば特開2０００ ０4 号公報 (対応米国特

許第7 ， 6 4 ０号) 、特表 2００ 3267 号公報 (対応米国特許第6 ，2０8 4 ０7 号

) などに開示されている。

０174 そして、制御装置 ００は、計測システム3 の計測結果に基づいて、第 、第2基板ス

テージ駆動装置4 5 を駆動し、第 、第2基板ステージ4 、5 の第 、第2基板テー

ブル4 T 、5 の位置制御、ひいては第 、第2基板テーブル4 T 、5 の基板ホルダ4

、5 に保持されている第 、第2基板P P 2の位置制御を行ぅ。

０17 5 図2 は、第 基板P 上のショット領域S と第 、第2露光領域A 2との位置

関係を示す模式図、図2 は、第2基板P 2上のショット領域S と第3 、第4 露光領域

3 4 との位置関係を示す模式図である。なお、図2 及び2 には、第 、第

2基板P P 2上のショット領域S の位置情報を検出するためのアライメントマーク

も示されている。本実施形態では、ショット領域S の 軸方向の両側にそれぞれアライ

メントマーク が形成されているが、アライメントマーク の個数や位置はこれに

限定されるものではない。

０17 6 図2 に示すよぅに、第 基板P 上での第 露光光 による第 露光領域A

は、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状) に設定されており、第 基板P 上

での第2露光光 2による第2露光領域A 2も、X軸方向を長手方向とする矩形状 (

スリット状) に設定されている。なお、本実施形態においては、第 露光光 が照射

される第 露光領域A 、及び第2露光光 2が照射される第2露光領域A 2 は、

投影光学系P の投影領域である。そして、本実施形態においては、第 露光領域

と第2露光領域A 2 とは重複 (一致) している。

０17 7 また、図2 に示すよぅに、第2 基板P 2 上での第 露光光 による第3 露光領域

3は、X軸方向を長手方向とする矩形状 (スリット状) に設定されており、第2基板P

2 上での第2露光光 2による第4 露光領域 4も、X軸方向を長手方向とする矩形



状 (スリット状) に設定されている。第 露光光 が照射される第3露光領域A 3

及び第2露光光 2が照射される第4露光領域 4は、投影光学系P の投影領域

である。そして、本実施形態においては、第3露光領域A 3と第4露光領域A 4とは

重複 (一致) している。

０178 第 基板ステージ4は、第 基板P 上のショット領域Sを第 露光領域A 及び第2

露光領域 2に対して 軸方向に移動可能である。制御装置 ００は、第 基板P

を露光するとき、第 基板P 上のショット領域S が第 、第2露光光 2による

第 、第2露光領域A 2を通過するよぅに、第 基板ステージ4を制御して第

基板P を 軸方向に移動する。

０179 同様に、第2基板ステージ5は、第2基板P 2上のショット領域Sを第3露光領域 3

及び第4露光領域 4に対して 軸方向に移動可能である。制御装置 ００は、第2

基板P 2を露光するとき、第2基板P 2上のショット領域S が第 、第2露光光

2による第3、第4露光領域A 3 4を通過するよぅに、第2基板ステージ5を制御

して第2基板P 2を 軸方向に移動する。

０18０ 図22は、第 基板P を保持した第 基板ステージ (第 基板テーブル4 )を上方

から見た平面図である。図22に示すよぅに、第 基板P 上には、露光対象領域であ

る複数のショット領域 ～S 2 がマトリクス状に設定されているとともに、ショット領域

～S 2 のそれぞれに対応して複数のアライメントマーク が設けられている。第

基板P のショット領域 ～S 2 のそれぞれを露光するとき、制御装置 ００は、図2

2中、例えば矢 で示すよぅに、第 、第2露光領域A A 2と第 基板P とを

相対的に移動しつつ、第 、第2露光領域 A 2に第 、第2露光光 2

を照射することによって、第 基板P 上に第 、第2露光光 2を照射する。

制御装置 ００は、第 、第2露光領域A 2が第 基板P に対して矢 に

沿って移動するよぅに、第 基板ステージ4の動作を制御する。制御装置 ００は、ステ

、ソプ・アントスキャン方式にて、第 基板P の 方向へのスキャン動作と 方向

へのスキャン動作とを繰り返すことによって、第 基板P 上の複数のショット領域

～S 2 を順次多重露光する。

０181 また、図22に示すよぅに、第 基板ステージ4の第 基板テーブル4 には、投影光



学系P の第3光学系 3と対向可能な、露光に関する計測を行ぅ計測領域 74が設

けられている。計測領域 74は、第 基板ステージ4の第 基板テーブル4 上の所

定位置に設けられている。第 基板テーブル4 上の計測領域 74には、基準面 7

、基準マーク 72、及び開口 73が設けられており、開口 73の下 (第 基板テーブ

ル4 の内部) には、開口 73を通過した光を受光可能な光センサ 7０が設けられて

いる。光センサ 7０は、例えば特開2００2 4００5号公報 (対応する米国特許出願

公開第2００2 ００4 377 号明細書)等に開示されているよぅな空間像計測器を含み

、制御装置 ００は、光センサ 7０を用いて、第 露光領域A に形成される第 パタ

ーンP の像の位置情報、及び第2露光領域A 2に形成される第2パターンP 2

の像の位置情報の少なくとも一方を取得することができる。また、制御装置 ００は、

光センサ 7０を用いて、投影光学系P により第 パターンP の像が形成される像

面の位置情報、及び第2パターンP 2の像が形成される像面の位置情報の少なくと

も一方を取得することができる。

以上、図22を参照して、第 基板ステージ4 (第 基板テーブル4 )及びその第 基

板ステージ4上の第 基板P について説明したが、第2基板ステージ5 (第2基板テ

ーブル5 )及びその第2基板ステージ5上の第2基板P2もほぼ同等の構成を有する

。そして、第2基板テーブル5 上にも、投影光学系P の第4光学系 4と対向可能な

計測領域 74が形成されており、その計測領域 74には、基準面 7 、基準マーク

72、及び開口 73が設けられており、開口 73の下 (第2基板テーブル5 の内部)

には、開口 73を通過した光を受光可能な光センサ 7０が設けられている。制御装

置 ００は、光センサ 7０を用いて、第3露光領域A 3に形成される第 パターンP

の像の位置情報、及び第4露光領域A 4に形成される第2パターンP 2の像の位

置情報の少なくとも一方を取得することができる。また、制御装置 ００は、光センサ

7０を用いて、投影光学系P により第 パターンP の像が形成される像面の位置

情報、及び第2パターンP 2の像が形成される像面の位置情報の少なくとも一方を

取得することができる。本実施形態では、第 、第2基板テーブル4T、5 の光センサ

7０によって、第 及び第3露光領域A 3に形成される第 マスク の第 ア

ライメントマーク の像、及び第2及び第4露光領域に形成される第2マスク 2の



第2 アライメントマーク 2の像の少なくとも一方を検出するので、第 、第2 パターン

P P 2 のX軸、 軸方向の投影位置の少なくとも一方も求めることができる。なお

、光センサ 7 ０は受光素子のみで構成されてもよいし、あるいは受光素子を含む複

数の光学部材で構成されてもよい。後者では、複数の光学部材を全て基板テーブル
(基板ステージ) 内に設けなくてもよい。本実施形態では、光センサ 7 ０は空間像計

測器を含むので、例えば一部が基板テーブル (4 5 ) に設けられ、少なくとも受光

素子を含む残りの一部が基板ステージの外部に配置される複数の光学部材を備え

ている。

０1 8 3 また、図 9 に示すよぅに、本実施形態の露光装置 Xは、第 、第2 基板ステージ4

、5 に保持されている第 、第2 基板P P 2 の表面の面位置情報 ( Z 軸、 x 、及び

方向に関する面位置情報 ) を検出する第 、第2 フォーカス・レベリング検出系 8

8 2 を備えている。第 フォーカス・レベリング検出系 8 は、第 基板P の表面に斜め

方向より検出光を照射する投射系 8 と、第 基板P の表面に照射され、その第

基板P の表面で反射した検出光を受光可能な受光系 8 とを備えている。同様に

、第2 フォーカス・レベリング検出系 8 2 は、第2 基板P 2 の表面に斜め方向より検出光

を照射する投射系 と、第2 基板P 2 の表面に照射され、その第2 基板P 2 の表面

で反射した検出光を受光可能な受光系 8 2 とを備えている。なお、第 、第2 フォー

カス・レベリング検出系 8 8 2 として、例えば米国特許第6 ，6 ０8 6 8 号などに開示さ

れるよぅに、複数の計測点でそれぞれ基板のZ 軸方向の位置情報を計測する多点位

置検出系を用いることができる。

０1 8 4 また、露光装置 X は、第 基板テーブル4 上に設けられた基準マーク 7 2 、及び

第 基板P 上に設けられたアライメントマーク を検出するための第 アライメント

系 9 と、第2 基板テーブル5 上に設けられた基準マーク 7 2 、及び第2 基板P 2 上

に設けられたアライメントマーク を検出するための第2 アライメント系 9 2 とを備えて

いる。第 、第2 アライメント系 9 9 2 のそれぞれは、投影光学系P の第3 、第4 光学

系 3 4 それぞれの近傍に設けられたオフアクシス方式のアライメント系であって、

例えば特開平4 ０3 号 (対応米国特許第5 ，493 4 ０3 号 、米国特許第5 ，646 ，4

3 号などに開示されているよぅな、第 、第2 基板P P 2 上の感光材を感光させない



ブロードバンドな検出光束を対象マーク (アライメントマーク 、及び基準マーク 7

2等) に照射し、その対象マークからの反射光により受光面に結像された対象マーク

の像と、指標 (アライメント系内に設けられた指標板上の指標マーク) の像とを撮像素

子 (CC 等) を用いて撮像し、それらの撮像信号を画像処理することでマークの位置

を計測する ( e d mage A gnmen )方式のアライメント系である。この指標は、計

測システム3で規定されるX Z座標系内における第 、第2アライメント系 9 9 2のX

軸、 軸方向の検出基準位置を規定するものである。制御装置 ００は、アライメント

系 (9 92) で検出される検出対象マークの像と指標像との位置関係 (位置ずれ) と、

アライメント系によるマーク検出時に計測システム3から得られる基板ステージ (4 5)

の位置情報とに基づいて、検出対象マークのX軸、 軸方向の位置 (座標値) を検出

する。なお、アライメント系 (9 92) のべ一スライン量、すなわちアライメント系 (9 、9

2)の検出基準位置と、第 、第2パターン P 2の少なくとも一方の投影位置と

のX軸、 軸方向の距離は、光センサ 7０による第 、第2マスク 2の第 、第

2アライメントマーク 2の像の少なくとも一方の検出と、アライメント系 (9

92) による基準マーク 72の検出とによって求められ、記憶装置 ０2に記憶されてい
る。本実施形態では、基板のアライメントマーク 及び基準マーク 7 2がそれぞれ

2次元マーク、例えばX軸、 軸方向にそれぞれ周期的に配列される2つの周期マー

クを含む。なお、本実施形態では、計測システム3のレーザ干渉計34 36によって規

定されるX Z座標系内で第 基板ステージ4及び第 基板テーブル4 が移動され、

計測システム3のレーザ干渉計3 5 3 7によって規定されるX Z座標系内で第2基板

ステージ5及び第2基板テーブル5 が移動される。

０185 次に、上述の構成を有する露光装置 Xを用いて第 、第2基板P P 2を露光する

方法について、図2 3及び図24のフローチヤート図を参照して説明する。

０186 制御装置 ００は、第 マスク を第 マスクステージ に口一ドするとともに、第2マ

スク 2を第2マスクステージ2に口一ドした後、光センサ 7０を用いて、第 露光領域

において第 パターンの像が形成される像面の位置 (Z軸、 0 方向の位

置) を計測する (ステップS )。ここで、以下の説明においては、第 露光領域A

において第 パターンP の像が形成される像面を適宜、第 像面と称する。



０187 第 像面の位置 (Z軸、 x 6 方向の位置) を計測する場合、制御装置 ００は、

計測システム3のレーザ干渉計34により、第 基板ステージ4の位置情報を計測しつ

つ、第 基板ステージ駆動装置4 を用いて第 基板ステージ4のX 方向の位置を

調整し、第 露光領域A に開口 73を配置する。そして、制御装置 ００は、第 マ

スク の第 パターンP が第 露光光 の光路上に配置されるよぅに、第 マス

クステージ の位置を調整する。また、制御装置 ００は、第 マスク のパターン形

成面がZ軸方向に関して所定位置に配置されるよぅに、第 マスクステージ を制御す

る。そして、制御装置 ００は、第 照明系 により、第 マスク に第 露光光

を照射する。なおこのとき、第2露光光 2の照射は停止されている。第 マスク

の下面 (第 パターン形成面) には計測マークが形成されており、第 マスク に第

露光光 を照射することによって、投影光学系P を介して、第 露光領域A

に計測マークの空間像 (投影像) が形成される。ここで、計測マークは、その空間像が

第 露光領域 内で像面位置を計測すべき複数の計測点の つに形成されるよぅ

に、その つの計測点に対応する第 照明領域 内の位置に配置される。第 露光

領域 には開口 73が配置されており、制御装置 ００は、第 基板ステージ4をX

軸又は 軸方向に移動して、その つの計測点に形成される計測マークの空間像と

開口 7 3とを相対走査する。この相対走査時に開口 73を通過した第 露光光

は、光センサ 7０に受光される。すなわち、計測マークの空間像が光センサ 7０で計

測される。制御装置 ００は、光センサ 7０の受光結果に基づいて、第 像面の位置

情報 (フオーカス情報) を求めることが可能となっている。

０188 光センサ 7０を用いて第 像面の位置の計測を行ぅ際、制御装置 ００は、第 基板

ステージ駆動装置4 の第2駆動系4 を用いて、第 基板テーブル4 (開口 73

が配置された基準面 7 ) を所定のピ、ソチでZ軸方向に動かしつつ、計測マークの空

間像の計測を複数回繰り返して行い、各回の光強度信号 (光電変換信号) を記憶す

る。そして、制御装置 ００は、この複数の計測により得られた複数の光強度信号のそ

れぞれのコントラストを求める。そして、制御装置 ００は、そのコントラストが最大となる

光強度信号に対応する第 基板テーブル4 (基準面 7 ) のZ軸方向の位置を求め

、その位置を、第 像面が形成される位置、すなわち第 露光領域 内の計測点



における投影光学系 のべストフオーカス位置として決定する。ここで、制御装置 ０

は、レーザ干渉計36を用いて、第 基板テーブル4 の位置を計測しつつ、第 基

板テーブル4 を所定のピ、ソチでz軸方向に動かして空間像の計測を行ぅ。これにより

、制御装置 ００は、レーザ干渉計36の計測結果に基づいて、第 基板テーブル4 (

基準面 7 ) のz軸方向の位置を求めることができる。したがって、制御装置 ００は、

光センサ 7０の計測結果と、レーザ干渉計36の計測結果とに基づいて、第 像面の

z軸方向の位置を求めることができる。また、第 マスク の第 パターン形成面に

は複数の計測マークを設けられており、この複数の計測マークはそれぞれ、第 露光

領域 内の複数の計測点に対応する第 照明領域 内の複数の位置に配置さ

れる。そこで、制御装置 ００は上記と同様に、各計測マークの空間像を光センサ 7０

で検出することによって、第 露光領域A 内の複数の計測点でそれぞれ第 像面

のz軸方向の位置を求めることができる。従って、第 像面の x 6 方向の位置 (

傾斜 ) を計測することができる。

０189 次に、制御装置 ００は、第2露光領域A 2において第2パターン 2の像が形成

される像面の位置 (z軸、 x 6 方向の位置) を計測する (ステップs 2)。ここで、

以下の説明においては、第2露光領域A 2において第2パターン 2の像が形成

される像面を適宜、第2像面と称する。

０19０ 第2像面の位置 (z軸、 x 9 方向の位置) を計測する場合には、制御装置 ００

は、計測システム3のレーザ干渉計34により、第 基板ステージ4の位置情報を計測

しつつ、第 基板ステージ駆動装置4 を用いて第 基板ステージ4のX 方向の位

置を調整し、第2露光領域 2に開口 7 3を配置する。そして、制御装置 ００は、第

2マスク 2の第2パターン 2が第2露光光 2の光路上に配置されるよぅに、第2

マスクステージ2の位置を調整する。また、制御装置 ００は、第2マスク 2のパター

ン形成面が 軸方向に関して所定位置に配置されるよぅに、第2マスクステージ2を制

御する。そして、制御装置 ００は、第2照明系 2により、第2マスク 2に第2露光光

2を照射する。なおこのとき、第 露光光 の照射は停止されている。第2マスク

2の下面 (第2パターン形成面 には計測マークが形成されており、第2マスク 2

に第2露光光 2を照射することによって、投影光学系 を介して、第2露光領域



2に計測マークの空間像が形成される。ここで、計測マークは、その空間像が第2露

光領域 2内で像面位置を計測すべき複数の計測点の つに形成されるよぅに、そ

の つの計測点に対応する第2照明領域 2内の位置に配置される。第2露光領域

2には開口 73が配置されており、制御装置 ００は、第 基板ステージ4をX軸又

は 軸方向に移動して、その つの計測点に形成される計測マークの空間像と開口

73とを相対走査する。この相対走査時に開口 73を通過した第2露光光 2は、光

センサ 7０に受光される。すなわち、第2露光光 2で形成された計測マークの空

間像が光センサ 7０で計測される。制御装置 ００は、光センサ 7０の受光結果に基

づいて、第2像面の位置情報 (フオーカス情報) を求めることが可能となっている。制

御装置 ００は、上述のステップS と同様、第 基板テーブル4 (開口 73が配置

された基準面 7 ) を所定のピ、ソチでZ軸方向に動かしつつ、計測マークの空間像の

計測を複数回繰り返して行ぅ。制御装置 ００は、光センサ 7０の計測結果と、レーザ

干渉計36の計測結果とに基づいて、第2像面の 軸方向の位置情報を求めることが

できる。また、第2マスク 2の第2パターン形成面には複数の計測マークを設けられ

ており、この複数の計測マークはそれぞれ、第2露光領域 2内の複数の計測点に

対応する第2照明領域 2内の複数の位置に配置される。そこで、制御装置 ００は

上記と同様に、各計測マークの空間像を光センサ 7０で検出することによって、第2

露光領域 2内の複数の計測点でそれぞれ第2像面のZ軸方向の位置 (すなわち、

投影光学系P のべストフオーカス位置) を求めることができる。従って、第2像面の

X、 方向の位置 (傾斜 ) を計測することができる。

０191 次に、制御装置 ００は、第3露光領域A 3において第 パターンP の像が形成

される像面の位置 (Z軸、 6 方向の位置) を計測する (ステップS 3)。ここで、

以下の説明においては、第3露光領域A 3において第 パターンP の像が形成

される像面を適宜、第3像面と称する。

０192 第3像面の位置 (Z軸、 0 方向の位置) を計測する場合には、制御装置 ００

は、計測システム3のレーザ干渉計3 5により、第2基板ステージ5の位置情報を計測

しつつ、第2基板ステージ駆動装置5 を用いて第2基板ステージ5の 方向の位

置を調整し、第3露光領域 3に開口 7 3を配置する。そして、制御装置 ００は、第



マスク の第 パターンP が第 露光光 の光路上に配置されるよぅに、第

マスクステージ の位置を調整する。また、制御装置 ００は、第 マスク のパター

ン形成面がZ軸方向に関して所定位置に配置されるよぅに、第 マスクステージ を制

御する。そして、制御装置 ００は、第 照明系 により、第 マスク に第 露光光

を照射する。なおこのとき、第2露光光 2の照射は停止されている。第 マスク

の下面 (第 パターン形成面) には、計測マークが形成されており、第 マスク

に第 露光光 を照射することによって、投影光学系P を介して、第3露光領域

3に計測マークの空間像が形成される。第3露光領域A 3には開口 73が配置さ

れており、制御装置 ００は、第2基板ステージ5をX軸又は 軸方向に移動して、第3

露光領域 3内で像面位置を計測すべき複数の計測点の つに形成される計測マ

ークの空間像と開口 73とを相対走査する。この相対走査時に開口 73を通過した

第 露光光 は、光センサ 7０に受光される。すなわち、計測マークの空間像が

光センサ 7０で計測される。制御装置 ００は、光センサ 7０の受光結果に基づいて

、第3像面の位置情報 (フオーカス情報)を求めることが可能となっている。制御装置

００は、上述のステップSA S 2等と同様、第2基板テーブル5 (開口 73が配

置された基準面 7 )を所定のピ、ソチでZ軸方向に動かしつつ、計測マークの空間像

の計測を複数回繰り返して実行し、光センサ 7０の計測結果と、レーザ干渉計37の

計測結果とに基づいて、第3像面のZ軸方向の位置情報を求めることができる。また、

制御装置 ００は上記と同様に、第3露光領域A 3内の複数の計測点でそれぞれ計

測マークの空間像を光センサ 7０で検出することによって、その複数の計測点でそ

れぞれ第3像面のZ軸方向の位置 (すなわち、投影光学系P のべストフオーカス位

置)を求めることができる。従って、第3像面の x 6 方向の位置 (傾斜)を計測す

ることができる。なお、上述の第 像面の計測動作 (ステップS ) において、第 露

光光 で第 マスク の計測マークを照明すると、その計測マークの像が第 露

光領域 だけでなく第3露光領域A 3にも形成される。そこで、第3像面の計測

動作 (ステップS 3)の少なくとも一部を、第 像面の計測動作 (ステップS ) と並行

して行ってもよい。

次に、制御装置 ００は、第4露光領域A 4において第2パターンP 2の像が形成



される像面の位置 (Z軸、 x 6 方向の位置)を計測する (ステップS 4)。ここで、

以下の説明においては、第4露光領域A 4において第2パターンP 2の像が形成

される像面を適宜、第4像面と称する。

第4像面の位置 (Z軸、 x 6 方向の位置)を計測する場合には、制御装置 ００

は、計測システム3のレーザ干渉計35により、第2基板ステージ5の位置情報を計測

しつつ、第2基板ステージ駆動装置5 を用いて第2基板ステージ5のX 方向の位

置を調整し、第4露光領域 4に開口 73を配置する。そして、制御装置 ００は、第

2マスク 2の第2パターンP 2が第2露光光 2の光路上に配置されるよぅに、第2

マスクステージ2の位置を調整する。また、制御装置 ００は、第2マスク 2のパター

ン形成面が 軸方向に関して所定位置に配置されるよぅに、第2マスクステージ2を制

御する。そして、制御装置 ００は、第2照明系 2により、第2マスク 2に第2露光光

2を照射する。なおこのとき、第 露光光 の照射は停止されている。第2マスク

2の下面 (第2パターン形成面) には、計測マークが形成されており、第2マスク 2

に第2露光光 2を照射することによって、投影光学系P を介して、第4露光領域

4に計測マークの空間像が形成される。第4露光領域A 4には開口 73が配置さ

れており、制御装置 ００は、第2基板ステージ5をX軸又は 軸方向に移動して、第4

露光領域 4内で像面位置を計測すべき複数の計測点の つに形成される計測マ

ークの空間像と開口 73とを相対走査する。この相対走査時に開口 73を通過した

第2露光光 2は光センサ 7０に受光される。すなわち、計測マークの空間像が光

センサ 7０で計測される。制御装置 ００は、光センサ 7０の受光結果に基づいて、

第4像面の位置情報 (フオーカス情報)を求めることが可能となっている。制御装置 ０

は、上述のステップS ～S 3等と同様、第2基板テーブル5 (開口 73が配置

された基準面 7 )を所定のピ、ソチでZ軸方向に動かしつつ、計測マークの空間像の

計測を複数回繰り返して実行し、光センサ 7０の計測結果と、レーザ干渉計37の計

測結果とに基づいて、第4像面のZ軸方向の位置情報を求めることができる。また、制

御装置 ００は上記と同様に、第4露光領域A 4内の複数の計測点でそれぞれ計測

マークの空間像を光センサ 7０で検出することによって、その複数の計測点でそれ

ぞれ第4像面のZ軸方向の位置 (すなわち、投影光学系P のべストフオーカス位置)



を求めることができる。従って、第4像面の 6 方向の位置 (傾斜 ) を計測するこ

とができる。なお、上述の第2像面の計測動作 (ステップS 2)において、第2露光光

2で第2マスク 2の計測マークを照明すると、その計測マークの像が第2露光領

域 2だけでなく第4露光領域A 4にも形成される。そこで、第4像面の計測動作 (

ステップS 4)の少なくとも一部を、第2像面の計測動作 (ステップS 2)と並行して行

ってもよい。

０ 95 次に、制御装置 ００は、上述のステップS ～S 4で求めた結果に基づいて、第

像面と第2像面との位置関係を調整するとともに、第3像面と第4像面との位置関係

を調整する (ステップS 5)

０196 制御装置 ００は、第 マスクステージ 及び第2マスクステージ2の少なくとも一方を

用いて、第 マスク の第 パターン形成面、及び第2マスク 2の第2パターン形

成面の少なくとも一方の位置を制御して、第 像面と第2像面との位置関係、及び第

3像面と第4像面との位置関係を調整する。ここで、第 マスク の第 パターン形成

面の位置調整は、Z軸方向 (第 光学系皿の光軸A と平行な方向) 、及び X、

方向 (光軸 X と直交する平面、例えば投影光学系P の物体面に対する傾斜方

向) に関する位置調整であり、第2マスク 2の第2パターン形成面の位置調整は、

軸方向 (第2光学系 2の光軸A 2と平行な方向) 、及び 6 方向 (光軸A 2と

直交する平面、例えば投影光学系P の物体面に対する傾斜方向) に関する位置調

整である。

０197 図25は、第 マスク の第 パターン形成面 の位置と、投影光学系P により第

パターンP の像が形成される第 像面 S 及び第3像面1S3 の位置との関係の一

例を説明するための模式図である。図25によぅに、第 マスク の第 パターン形成

面 がZ軸方向に関して第 の位置 に配置され、その第 パターン形成面 の

第 パターンP の像が形成される第 像面 S 及び第3像面1S3 がZ軸方向に関し

て第2の位置Z2に形成される場合において、第 パターン形成面 が第 の位置Z

から 方向に だけ変位して第3の位置Z3に配置された場合、第 像面 S

及び第3像面 S 3も、 AZ に応じた値 だけ 方向に変位して第4の位置Z4

に形成される。このよぅに、第 パターン形成面 が 方向に移動すると、第 像面



s 及び第3像面1s 3も z方向に移動する。また、第 パターン形成面 が z方

向に移動すると、第 像面 s 及び第3像面1s 3も z方向に移動する。また、第 パ

ターン形成面 が x方向に傾斜すると、第 像面 s 及び第3像面1s 3も x方向

に傾斜し、第 パターン形成面 が 方向に傾斜すると、第 像面 s 及び第3像

面1s 3も 方向に傾斜する。

０198 上述のよぅに、本実施形態においては、第 マスクステージ は、第 マスク のz

軸、 g 方向の位置、ひいては第 パターン形成面 のz軸、 x 6 方向

の位置を調整可能である。したがって、制御装置 ００は、第 マスクステージ駆動装

置 を用いて第 マスクステージ を駆動して、第 マスク の第 パターン形成面

の位置を調整することによって、第 像面 s 及び第3像面1s 3の位置を調整する

ことができる。

０199 第 パターン形成面 の位置と第 像面 s 及び第3像面1s 3の位置との関係 (例

えば、第 パターン形成面 の移動量と第 像面 s 及び第3像面1s 3の変ィロ量と

の関係など) は、上述の光センサ (空間像計測器) 7０を用いて予め求められ、記憶

装置 ０2に記憶されている。例えば、制御装置 ００は、第 マスク の第 パターン

形成面 のz軸方向の位置を所定のトソチで変ィビさせつつ、第 マスク の計測

マークの空間像を光センサ 7０を用いて計測することにより、第 パターン形成面

のz軸方向の各位置に対応する第 像面 s 及び第3像面1s 3のz軸方向の位置を

予め求めておくことができる。

０2００ 同様に、第2パターン形成面 2が 軸方向に移動すると、第2像面及び第4像面も

z軸方向に移動する。また、第2パターン形成面 2が傾斜すると、第2像面及び第4

像面も傾斜する。第2マスクステージ2は、第2マスク 2の 軸、 X、及び z方向

の位置、ひいては第2パターン形成面 2の 軸、 x、及び z方向の位置を調整

可能である。したがって、制御装置 ００は、第2マスクステージ駆動装置2 を用いて

第2マスクステージ2を駆動して、第2マスク 2の第2パターン形成面 2の位置を調

整することによって、第2像面及び第4像面の位置を調整することができる。また、第2

パターン形成面 2の位置と第2像面及び第4像面の位置との関係 (例えば、第2パ

ターン形成面 2の移動量と第2像面及び第4像面の変ィロ量との関係など)も、光セ



ンサ (空間像計測器) 7０を用いて予め求められており、記憶装置 ０2に記憶されて

いる。例えば、制御装置 ００は、第2マスク 2の第2パターン形成面 2の 軸方向

の位置を所定のピ、ソチで変ィビさせっっ、第2マスク 2の計測マークの空間像を光セ

ンサ 7０を用いて計測することにより、第2パターン形成面 2の 軸方向の各位置

に対応する第2像面及び第4像面のZ軸方向の位置を予め求めておくことができる。

なお、例えば投影光学系P の光学特性 (結像特性) に基づいて、シミュレーション等

を用いて、第 パターン形成面 と第 、第3像面 S S 3との位置関係、及び第2

パターン形成面 2と第2、第4像面1S 2 S 4との位置関係を予め求めることもできる

０2０1 制御装置 ００は、記憶装置 ０2に記憶されている情報に基づいて、第 マスクステ

ージ 及び第2マスクステージ2の少なくとも一方を制御して、第 マスク 及び第2

マスク 2の少なくとも一方の位置を調整することにより、第 像面と第2像面との位置

関係、及び第3像面と第4像面との位置関係を調整することができる。

０2０2 本実施形態においては、制御装置 ００は、第 像面と第2像面とがX 平面とほぼ

平行になるよぅに、且っZ軸方向の位置がほぼ一致するよぅに、第 像面の位置及び

第2像面の位置の少なくとも一方を調整するとともに、第3像面と第4像面とがX 平

面とほぼ平行になるよぅに、且っZ軸方向の位置がほぼ一致するよぅに、第3像面の

位置及び第4像面の位置の少なくとも一方を調整する。すなわち、本実施形態にお

いては、制御装置 ００は、第 像面と第2像面とが合致するよぅに、且っ第3像面と第

4像面とが合致するよぅに、第 マスク 及び第2マスク 2の位置を制御する。

０2０3 なお、制御装置 ００は、第 、第2マスクステージ駆動装置 2 に替えて、ある

いは第 、第2マスクステージ駆動装置 2 とともに、例えば第 、第2結像特性

調整装置 C C2の少なくとも一方を用いて、第 像面と第2像面との位置関係、

及び第3像面と第4像面との位置関係を調整してもよい。

０2０4 そして、制御装置 ００は、調整後の第 像面、第2像面、第3像面、及び第4像面の

位置 (Z軸、 6 方向の位置)を、記憶装置 ０2に記憶する。

０2０5 次に、制御装置 ００は、第 基板ステージ4を 方向に移動し、第 アライメント系

9 の検出領域に、第 基板ステージ4上の計測領域 74を配置する。そして、制御



装置 ００は、レーザ干渉計34で、第 基板ステージ4のX軸方向及び 軸方向の位

置情報を計測しっっ、第 アライメント系 9 を用いて、第 基板ステージ4上の計測領

域 74に設けられた基準マーク 72を検出する (ステップS 6)。これにより、制御装

置 ００は、第 アライメント系 9 の検出結果とレーザ干渉計34の計測結果とに基づ

いて、第 アライメント系 9 の検出基準位置 (すなわち、検出中心のX軸方向及び

軸方向に関する位置情報)を求めることができる。この求めた検出基準位置は記憶

装置 ０2に記憶される。

０2０6 また、制御装置 ００は、レーザ干渉計36で、第 基板ステージ4の 軸方向の位置

情報を計測しっっ、第 フオーカス・レベリング検出系8 を用いて、第 基板ステージ

4上の計測領域 74に設けられた基準面 7 を検出する (ステップS 7)。これにより

、制御装置 ００は、計測領域 74 の基準面 7 のZ軸、 X、及び 方向に関

する面位置情報を求めることができる。なお、基準面 7 の面位置情報は予め計測

して記憶装置 ０2に記憶しておいてもよい。この場合、ステップS 7は省略できる。

０2０7 また、制御装置 ００は、レーザ干渉計34で、第 基板P を保持した第 基板ステ

ージ4のX軸方向及び 軸方向の位置情報を計測しっっ、第 アライメント系 9 を用

いて、第 基板P 上の複数のショット領域 ～S 2 の少なくとも一部に対応して設け

られたアライメントマーク を検出する (ステップS 8)。これにより、制御装置 ００

は、各アライメントマーク のX軸方向及び 軸方向に関する位置情報を求めること

ができる。

０2０8 また、制御装置 ００は、レーザ干渉計36で、第 基板ステージ4の 軸方向の位置

情報を計測しっっ、第 フオーカス・レベリング検出系8 を用いて、第 基板ステージ

4に保持されている第 基板P の表面の面位置情報を検出する (ステップS g)

０2０9 本実施形態では、制御装置 ００は、レーザ干渉計34を用いて第 基板ステージ4

の移動を制御し、第 基板P を保持した第 基板ステージ4をX 平面内で移動しっ
っ、第 基板P の表面の複数の検出点でのZ軸方向の位置を、第 フオーカス・レベ
リング検出系8 を用いて検出する。これにより、制御装置 ００は、第 基板P の表面

の面位置情報を求めることができる。第 フオーカス・レベリング検出系8 の検出結

果は、第 基板P のX 平面内での位置に対応させて、記憶装置 ０2に記憶される



０2 1０ 制御装置 ００は、ステップS 8で求めた第 基板P 上の各アライメントマーク

の位置情報に基づいて、ステップS 6で求めた第 アライメント系 9 の検出基準位

置に対する、第 基板P 上の複数のショット領域 ～S 2 のそれぞれの位置情報を

演算処理によって求める (ステップS )。本実施形態では、例えば特開昭6

4429 号公報 (対応米国特許第4，78０6 7号)などに開示される G (ェンハンスド

・グローバル・アライメント)方式を用いて、第 基板P 上の各ショット領域の位置情報

(X軸、 軸方向の座標値) を決定することができる。

０2 11 また、制御装置 ００は、ステップS gで検出した、第 基板P の表面の複数の検

出点の位置情報に基づいて、マップデータを作成し、そのマップデータに基づいて、

基準面 7 を基準とした、第 基板P の表面の各ショット領域の近似平面 (近似表面

) を求める (ステップS )。そして、制御装置 ００は、第 基板P の表面の近似平

面を記憶装置 ０2に記憶する。

０2 12 制御装置 ００は、第 基板ステージ4を移動し、投影光学系P の第 、第2露光領

域 、A 2の一方、例えば第 露光領域A 内に開口 73が位置付けされるよぅ

に、第 基板ステージ4上の計測領域 74を配置する。

０2 13 このとき、制御装置 ００は、ステップS 5で調整した後の第 、第2像面と基準面 7

とがほぼ一致するよぅに、レーザ干渉計36の出力を用いて第 基板テーブル4 の

位置及び姿勢を制御する。これにより、制御装置 ００は、レーザ干渉計36の計測値

と、第 、第2像面と、基準面 7 との関係を規定することができ、ステップS で求

めた第 基板P の表面の近似平面と、レーザ干渉計36の計測値と、第 、第2像面

との関係を決定することができる (ステップS 2)

０2 14 制御装置 ００は、計測システム3で、第 基板ステージ4の位置情報を計測しつつ
、光センサ 7０を用いて、第 マスク に設けられている第 アライメントマーク

の空間像を検出する (ステップS 3)

０2 15 すなわち、制御装置 ００は、投影光学系P の第3光学系 3と第 基板ステージ4

上の計測領域 74とを対向させ、第 マスク の第 アライメントマーク を第

露光光 で照明する。これにより、第 アライメントマーク の空間像は、投影



光学系P を介して計測領域 74に投影され、光センサ 7０は計測領域 74内の開

口 73を介して第 アライメントマーク の空間像を検出する。制御装置 ００は、

光センサ 7０の検出結果と計測システム3の計測結果に基づいて、第 アライメントマ

ーク の像のX軸、 軸方向の位置情報 (投影位置)を求める。第 マスク 上

の第 パターンP と第 アライメントマーク とは所定の位置関係で形成され、

その位置関係は既知であるので、制御装置 ００は、その既知の位置関係と第 アラ

イメントマーク の投影位置とに基づいて、第 パターンP の像のX軸、 軸方

向の位置情報 (投影位置)を求めることができる。

０2 16 また、計測領域 74における基準マーク 72と開口 73 (光センサ 7０) との位置関

係も既知である。制御装置 ００は、その既知の位置関係、ステップS 6で求めた第

アライメント系 9 の検出基準位置、及びステップS 3で求めた第 パターンP の

投影位置に基づいて、第 アライメント系 9 の検出基準位置と第 マスク の第 パ

ターンP の像の投影位置との関係を導出する (ステップS 4)。すなわち、制御

装置 ００は、第 アライメント系 9 のべ一スライン量を決定できる。

０2 17 制御装置 ００は、ステップS ０で求めた第 アライメント系 9 の検出基準位置と

第 基板P 上の各ショット領域との位置関係 (すなわち、検出基準位置に対するショ

、ソト領域の配列情報) 、及びステップS 4で求めた第 アライメント系 9 の検出基準

位置と第 パターンP の像の投影位置との関係 (前述のべ一スライン量) に基づい
て、第 基板P 上の各ショット領域 ～S 2 と第 パターンP の像の投影位置と

の関係を導出する (ステップS 5)。すなわち、第 パターンP の像による露光が

行われる第 基板P 上の各ショット領域の位置情報 (X軸、 軸方向の配列座標 )を

決定する。

０2 18 また、制御装置 ００は、計測システム3で、第 基板ステージ4の位置情報を計測し

つつ、光センサ 7０を用いて、第2マスク 2に設けられている第2アライメントマーク

2の空間像を検出する (ステップS 6)

０2 19 すなわち、制御装置 ００は、投影光学系P の第3光学系 3と第 基板ステージ4

上の計測領域 74とを対向させ、第2マスク 2の第2アライメントマーク 2を第2

露光光 2で照明する。これにより、第2アライメントマーク 2の空間像は、投影



光学系P を介して計測領域 74に投影され、光センサ 7０は計測領域 74内の開

口 73を介して第2アライメントマーク 2の空間像を検出する。制御装置 ００は、

光センサ 7０の検出結果と計測システム3の計測結果に基づいて、第2アライメントマ

ーク 2の像のX軸、 軸方向の位置情報 (投影位置)を求める。第2マスク 2上

の第2パターンP 2と第2アライメントマーク 2とは所定の位置関係で形成され、

その位置関係は既知であるので、制御装置 ００は、その既知の位置関係と第2アラ

イメントマーク 2の投影位置とに基づいて、第2パターンP 2の像のX軸、 軸方

向の位置情報 (投影位置)を求めることができる。

０22０ また、計測領域 74における基準マーク 72と開口 73 (光センサ 7０) との位置関

係も既知である。制御装置 ００は、その既知の位置関係、ステップS 6で求めた第

アライメント系 9 の検出基準位置、及びステップS 6で求めた第2パターンの投影

位置に基づいて、第 アライメント系 9 の検出基準位置と第2マスク 2の第2パター

ンP 2の像の投影位置との関係を導出する (ステップS 7)

０22 1 制御装置 ００は、ステップS ０で求めた第 アライメント系 9 の検出基準位置と

第 基板P 上の各ショット領域との位置関係 (すなわち、検出基準位置に対するショ

、ソト領域の配列情報) 、及びステップS 7で求めた第 アライメント系 9 の検出基準

位置と第2パターンP 2の像の投影位置との関係に基づいて、計測システム3によっ
て規定される座標系内での第 基板P 上の各ショット領域 ～S 2 と第2パターンP

2の像の投影位置との関係を導出する (ステップS 8)。すなわち、第2パターンP

2の像による露光が行われる第 基板P 上の各ショット領域の位置情報 (X軸、 軸

方向の配列座標 )を決定する。

０222 制御装置 ００は、ステップS 5 S 8で得られた結果に基づいて、第 パター

ンP の像と、第2パターンP 2の像と、第 基板P 上のショット領域Sとの位置関

係を調整する (ステップS g)。すなわち、制御装置 ００は、基板P上のショット領域

Sの所望の位置に、第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とが形成されるよ

ぅに、第 マスクステージ 及び第2マスクステージ2の位置を調整して、第 マスク

と第2マスク 2との位置関係を調整する。具体的には、制御装置 ００は、第 マスク

の第 パターンP の 軸方向 (走査方向)の位置と、第2マスク 2の第2パタ



一ンP 2のZ軸方向 (走査方向)の位置とを調整し、第 基板P 上における第 パタ

ーンP の像及び第2パターンP 2の像が形成される位置を調整する。なお、第 、

第2結像特性調整装置 C C2の少なくとも一方を用いて、基板P上のショット領

域Sと第 パターンP の像と第2パターンP 2の像との位置関係を調整してもよい

０223 また、制御装置 ００は、ステップS で求めた、第 基板P の表面の近似平面、

及び第 、第2像面に関連付けされているレーザ干渉計36の計測値に基づいて、第

2駆動系4 を制御して、第 基板P の表面 (露光面)の位置を調整しっっ、ステッ
プS 5 S 8で求めた、第 基板P 上の各ショット領域 ～S 2 と第 パターン

P の像の投影位置と第2パターンP 2の像の投影位置との関係に基づいて、第

駆動系4 を制御して、第 基板P のX軸方向、 軸方向、 Z方向の位置を制御

し、第 基板 上の複数のショット領域 ～S 2 を順次露光する (ステップS 2０)

０224 なお、本実施形態では露光動作 (ステップS 2０) に先立ち、ステップS gで第

、第2パターンP P 2の像と第 基板P 上のショット領域Sとの位置関係を調整

するものとしたが、ステップS を省略し、ステップS 2０においてその位置関係を

調整してもよい。すなわち、制御装置 ００は、ステップS 5で求めた第 基板P 上

の各ショット領域の位置情報と、ステップS 3 S 6で求めた第 、第2パターンP

、P 2の投影位置から得られるその位置関係とに基づいて、第 、第2マスクステ

ージ 、2による、第 、第2照明領域 2に対する第 、第2マスク 2の

移動と、第 基板ステージ4による、第 、第2露光領域A A 2に対する第 基板

P の移動及び第2基板ステージ5による、第3、第4露光領域A 3、A 4に対する第

2基板P2の移動とを同期して行ぅ。これにより、第 基板P 上の各ショット領域に、所

望の位置関係で第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とが形成される。この

場合、ステップS 7 SA 8も省略できる。また、本実施形態ではステップS 4に

おいて第 パターンP の投影位置を用いて第 アライメント系 9 のべ一スライン量

を決定するものとしたが、ステップS 6で求めた第2パターンP 2の投影位置を代

用あるいは併用してべ一スライン量を決定してもよい。第2パターンP 2の投影位置

のみを用いて第 アライメント系 9 のべ一スライン量を決定する場合、ステップS 7



S 8を実行することで、ステップS 4 S 5を省略することができる。

０225 また、上述のステップS 6～S 2 の処理、すなわち第 基板P を保持した第 基

板ステージ4を用いた処理の少なくとも一部と並行して、第2基板P2を保持した第2

基板ステージ5を用いた処理が実行される。すなわち、上述のステップS 6と同様、

制御装置 ００は、レーザ干渉計35で、第2基板ステージ5のX軸方向及び 軸方向

の位置情報を計測しつつ、第2アライメント系 92を用いて、第2基板ステージ5上の計

測領域 74に設けられた基準マーク 72を検出する (ステップS 6 )。これにより、

第2アライメント系 92の検出基準位置が求められる。また、制御装置 ００は、レーザ

干渉計37で、第2基板ステージ5の 軸方向の位置情報を計測しつつ、第2フオーカ

ス・レベリング検出系82を用いて、第2基板ステージ5上の計測領域 74に設けられ

た基準面 7 を検出する (ステップS 7 )

０226 また、制御装置 ００は、レーザ干渉計35で、第2基板ステージ2のX軸方向及び

軸方向の位置情報を計測しつつ、第2アライメント系 92を用いて、第2基板P2上の複

数のショット領域 ～S 2 の少なくとも一部に対応して設けられているアライメントマ

ーク を検出する (ステップS 8 )。また、制御装置 ００は、レーザ干渉計37で、

第2基板ステージ5のZ軸方向の位置情報を計測しつつ、第2フオーカス・レベリング

検出系82を用いて、第2基板P2の表面の面位置情報を検出する (ステップS g )

制御装置 ００は、 G 方式によって、ステップS 8 で求めた第2基板P2上の各ア

ライメントマーク の位置情報に基づいて、ステップS 6 で求めた第2アライメント

系 92の検出基準位置に対する、第2基板P2上の複数のショット領域のそれぞれの

位置情報を求める (ステップS ０)。また、制御装置 ００は、ステップS g で検出

した、第2基板P2の表面の複数の検出点の位置情報に基づいて、マップデータを作

成し、そのマップデータに基づいて、基準面 7 を基準とした、第2基板P2の表面の

各ショット領域の近似平面 (近似表面)を求める (ステップS )

０227 制御装置 ００は、第2基板ステージ5を移動し、投影光学系P の第3、第4投影領

域 3、A 4の一方、例えば第3露光領域A 3内に開口 73が位置付けされるよぅ

に、第2基板ステージ5上の計測領域 74を配置する。このとき、制御装置 ００は、ス

テップS 5で調整した後の第3、第4像面と基準面 7 とがほぼ一致するよぅに、レ一



ザ干渉計3 7の出力を用いて第2基板テーブル5 の位置及び姿勢を制御する。これ

により、制御装置 ００は、レーザ干渉計37の計測値と、第3、第4像面と、基準面 7

との関係を規定することができ、ステッ で求めた第2基板P2の表面の近

似平面と、レーザ干渉計3 7の計測値と、第3、第4像面との関係を決定することがで

きる (ステップS 2 )

０228 そして、制御装置 ００は、計測システム3で、第2基板ステージ5の位置情報を計測

しつつ、光センサ 7０を用いて、第 マスク の第 アライメントマーク の空間

像を検出する (ステップS 3 )。これにより、第 マスク の第 パターンP の投

影位置が求められる。制御装置 ００は、ステップS 6 で求めた第2アライメント系 92

の検出基準位置と、ステップS 3 で求めた第 パターンP の像の投影位置との

関係を導出する (ステップS 4 )。これにより、第2アライメント系 92のべ一スライン

量が決定される。制御装置 ００は、ステップS ０で求めた第2アライメント系 92の

検出基準位置と第2基板P2上の各ショット領域との位置関係 (すなわち、検出基準

位置に対するショット領域の配列情報) 、及びステップS 4 で求めた第2アライメン

ト系 92の検出基準位置と第 パターンP の像の投影位置との関係に基づいて、第

2基板P2上の各ショット領域 ～S 2 と第 パターンP の像の投影位置との関係

を導出する (ステップS 5 )。これにより、第 パターンP の像による露光が行わ

れる第2基板P2上の各ショット領域の位置情報 (X軸、 軸方向の配列座標 ) が決定

される。

０229 また、制御装置 ００は、計測システム3で、第2基板ステージ5の位置情報を計測し

つつ、光センサ 7０を用いて、第2マスク 2の第2アライメントマーク 2の空間像

を検出する (ステップS 6 )。これにより、第2パターンP 2の投影位置が求められ

る。制御装置 ００は、ステップS 6 の計測結果に基づいて、第2アライメント系 92

の検出基準位置と第2マスク 2の第2パターンP 2の像の投影位置との関係を導

出する (ステップS 7 )。制御装置 ００は、ステップS ０で求めた第2アライメン

ト系 92の検出基準位置と第2基板P2上の各ショット領域との位置関係 (すなわち、検

出基準位置に対するショット領域の配列情報) 、及びステップS で求めた第2ア

ライメント系 92の検出基準位置と第2パターンP 2の像の投影位置との関係に基づ



いて、第2基板P2上の各ショット領域 ～S 2 と第2パターンP 2の像の投影位置

との関係を導出する (ステップS 8 )。これにより、第2パターンP 2の像による露

光が行われる第2基板P2上の各ショット領域の位置情報 (X軸、 軸方向の配列座標

)を決定する。

０23０ 制御装置 ００は、ステップS 5 、S 8 で得られた結果に基づいて、第 パタ

ーンP の像と、第2パターンP 2の像と、第2基板P2上のショット領域Sとの位置

関係を調整する (ステップS g )。また、制御装置 ００は、ステップS で求め

た、第2基板P2の表面の近似平面、及び第3、第4像面に関連付けされているレー

ザ干渉計3 7の計測値に基づいて、第2駆動系 5 を制御して、第2基板P2の表面

(露光面)の位置を調整しっっ、ステップS 5 、S 8 で求めた、第2基板P2上

の各ショット領域 ～S 2 と第 パターンP の像の投影位置と第2パターンP 2の

像の投影位置との関係に基づいて、第 駆動系 5 を制御して、第2基板P2のX軸

方向、 軸方向、 Z方向の位置を制御し、第2基板P2上の複数のショット領域 ～
S 2 を順次露光する (ステップS 2０)。なお、ステップS と同様にステップS

9 を省略してもよい。また、ステップS 4 S 5 とステップS 7 、S 8 とのい
ずれか一方を省略することもできる。

０23 1 本実施形態においては、制御装置 ００は、第 基板P を多重露光する動作と、第

2基板P2を多重露光する動作の少なくとも一部とを並行して行ぅ。また、本実施形態

においては、制御装置 ００は、第 マスクステージ 及び第2マスクステージ2による

第 マスク 及び第2マスク 2の各走査方向 ( 軸方向、Z軸方向)への移動と、第

基板ステージ4及び第2基板ステージ5による第 基板P 及び第2基板P2の走査

方向 ( 軸方向)への移動とを同期して行いっっ、第 露光光 及び第2露光光

2で、第 マスク の第 パターンP 及び第2マスク 2の第2パターンP 2のそ

れぞれを照明し、第 基板P 上の第 露光領域 及び第2露光領域A 2にそれ

ぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照射して、第 基板P のショット領域Sを

多重露光するとともに、第2基板P2上の第3露光領域A 3及び第4露光領域A 4に

それぞれ第 露光光 及び第2露光光 2を照射して、第2基板P2のショット領

域Sを多重露光する。



０232 制御装置 ００は、第 、第2露光領域A 2に対する第 基板P の 軸方向

への移動と、第3、第4露光領域A 3 4に対する第2基板P2の 軸方向への移

動と、第 照明領域 に対する第 マスク の 軸方向への移動と、第2照明領域

2に対する第2マスク 2のZ軸方向への移動とを同期して行いっっ、第 、第2基

板P P2上のショット領域Sを多重露光する。本実施形態においては、基板Pの露

光中に、例えば第 マスク が 方向に移動される場合、第2マスク 2は z方
向に移動され、第 基板P 及び第2基板P2は 方向に移動される。

０233 本実施形態においては、制御装置 ００は、第 基板P 上の っのショット領域Sを

回のスキャン動作で第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (

二重露光)することができるとともに、第2基板P2上の っのショット領域Sを 回のス

キャン動作で第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とで多重露光 (二重露光

)することができる。第 基板P 上のショット領域Sの感光材層は、現像工程等を介さ

ずに、第 露光領域A に照射された第 露光光 と、第2露光領域A 2に照射

された第2露光光 2とで多重露光 (二重露光) され、第2基板P2上のショット領域S

の感光材層は、現像工程等を介さずに、第3露光領域A 3に照射された第 露光光

と、第4露光領域A 4に照射された第2露光光 2とで多重露光 (二重露光) さ

れる。

０234 以上説明したよぅに、第 、第3露光領域A A 3、及び第2、第4露光領域A 2

4にそれぞれに第 、第2露光光 2を照射するとともに、第 基板P 上

のショット領域Sが第 、第2露光領域A 2を通過するよぅに第 基板P を移

動し、第2基板P2上のショット領域Sが第3、第4露光領域 3 4を通過するよぅ

に第2基板P2を移動することで、第 、第2基板P P2のショット領域Sを効率良く多

重露光することができる。そして、本実施形態においては、第 基板P と第2基板P2

とをほぼ同時に多重露光することができ、効率良く複数の基板を多重露光できる。ま

た、 回のスキャン動作で っのショット領域Sを多重露光することができるので、各シ

ョット領域S内に第 パターンP の像と第2パターンP 2の像とを所望の位置関係

で形成することができる。

０235 また、合成光学素子2０で複数の露光光 2を合成する場合、合成光学素



子2０で分岐した第 露光光 の一方と他方、及び第2露光光 2の一方と他方と

を、第 、第2基板P P2の露光に有効に利用することができる。

０236 また、本実施形態においては、合成光学素子2０として、第 露光光 及び第2

露光光 2それぞれの光路を分岐する分岐光学素子 (例えば、ハーフミラー)を用

いている。分岐光学素子は、例えば露光光がランダム偏光であっても、その露光光を

良好に分岐することができる。

０237 く第8実施形態ノ

第8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

０238 図26は、第8実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図、図27 は、第8実

施形態に係る第 基板P 上のショット領域Sと第 、第2露光領域A A 2との位

置関係を示す模式図、図27 は、第8実施形態に係る第2基板P2上のショット領域S

と第3、第4露光領域A 3 A 4との位置関係を示す模式図である。図26に示すよぅ

に、本実施形態の露光装置 Xは、第 マスク 上の第 照明領域 と第 光学

系皿の光軸A とがずれているとともに、第2マスク 2上の第2照明領域 2と第2

光学系 2の光軸A 2とがずれている。この場合、図27 に示すよぅに、第 露光領

域 と第2露光領域 2とは異なる位置に設定されるとともに、図27 に示すよぅ

に、第3露光領域A 3と第4露光領域A 4とは異なる位置に設定される。具体的に

は、第 露光領域A と第2露光領域A 2とが、例えば 軸方向 (基板P の走査方

向) に関して離れて配置され、第3露光領域 3と第4露光領域A 4とが、例えば

軸方向 (基板P2の走査方向) に関して離れて配置される。また、第 露光領域 と

第2露光領域 2とは つのショット領域S に同時に配置可能となっており、第3露光

領域 3と第4露光領域 4とは つのショット領域S に同時に配置可能となってい
る。すなわち、本実施形態においては、第 露光領域 (第 露光領域A の中

心 ) と第2露光領域A 2 (第2露光領域 2の中心 ) との 軸方向の距離は、基板P

上の つのショット領域Sの 軸方向の幅よりも 、さく、第3露光領域A 3 (第3露光

領域 3の中心 ) と第4露光領域A 4 (第4露光領域 4の中心 ) との 軸方向の



，、基板P2上の つのショット領域Sの 軸方向の幅よりも 、さい。

０239 このよぅに、互いに離れた第 露光領域 と第2露光領域A 2とのそれぞれに照

射される第 露光光 と第2露光光 2とで第 基板P のショット領域Sを多重露

光し、互いに離れた第3露光領域A 3と第4露光領域A 4とのそれぞれに照射され

る第 露光光 と第2露光光 2とで第2基板P2のショット領域Sを多重露光する

よぅにしてもよい。

０24０ なお、上述の第7実施形態においては、第 露光領域 と第2露光領域A 2と

が重複 (ほぼ合致)し、第3露光領域 3と第4露光領域A 4とも重複 (ほぼ合致)し

ており、第8実施形態においては、第 露光領域A と第2露光領域A 2とが離れ、

第3露光領域 3と第4露光領域 4とが離れているが、第 露光領域A と第2

露光領域 2の一部とが重なっていてもよい。同様に、第3露光領域A 3と第4露

光領域 4の一部とが重なっていてもよい。

０241 く第9実施形態ノ

次に、第9実施形態について説明する。本実施形態の特徴的な部分は、基板ステ

ージ4 が、投影光学系P の光射出側 (像面側)で、第 基板P 及び第2基板P2を

保持してほぼ同一の走査方向へ移動可能なメインステージ 4０と、メインステージ

に対して第 基板P を移動可能な第 サブステージ 4 と、メインステージ 4０に

対して第2基板P2を移動可能な第2サブステージ 42とを有している点にある。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。

０242 図28は、本実施形態に係る露光装置 Xを示す概略構成図、図29は、本実施形

態に係る基板ステージ4 を示す断面図である。基板ステージ4 は、メインステージ

4０と、メインステージ 4０上で第 基板P を保持した状態で移動可能な第 サブステ

ージ 4 と、メインステージ 4０上で第2基板P2を保持した状態で移動可能な第2サ

ブステージ 42とを備えている。

０243 メインステージ 4０は、第 サブステージ 4 を介して第 基板P を保持し、第2サ

ブステージ 42を介して第2基板P2を保持する。メインステージ 4０は、第 サブステ

ージ 4 及び第2サブステージ 42を介して第 基板P 及び第2基板P2を保持して



同一の走査方向 ( 軸方向) 、及び走査方向と交差する方向 (X軸方向) に移動可能

である。また、メインステージ 4０は、 z方向にも移動可能である。

０244 メインステージ 4０は、例えばェアベアリング4 により、べ一ス部材 Pの上面 (ガイ

ド面) に対して非接触支持されている。べ一ス部材 の上面はX 平面とほぼ平行

であり、メインステージ 4０は、べ一ス部材 上をX 平面に沿って移動可能である

。また、露光装置 Xは、メインステージ 4０をX軸、 軸、及び z方向に移動するた

めの、例えばリニアモータ等のアクチュエータを含むメインステージ駆動装置 4０

を有している。例えば、メインステージ 4０が 軸方向に移動することにより、メインス

テージ 4０上の第 、第2サブステージ 4 42も、メインステージ 4０と一緒に

軸方向に移動する。したがって、メインステージ 4０が 軸方向に移動することにより

、第 、第2サブステージ 4 42に保持された第 、第2基板P 2も、メインステ

ージ 4０と一緒に 軸方向に移動する。同様に、メインステージ 4０がX軸方向に移

動することにより、メインステージ 4０上の第 、第2サブステージ 4 42も、メイン

ステージ 4０と一緒にX軸方向に移動する。したがって、メインステージ 4０がX軸方

向に移動することにより、第 、第2サブステージ 4 42に保持された第 、第2基

板P 2も、メインステージ 4０と一緒にX軸方向に移動する。

０245 第 サブステージ 4 は、テーブル 4 と、テーブル 4 上に搭載され、第 基

板P を保持するホルダ 4 とを有している。テーブル 4 は、メインステージ 4０

に対して、z軸、 x、及び 方向に移動可能に設けられている。ホルダ 4 は、

テーブル 4 に対して、X軸、 軸、及び z方向に移動可能に設けられている。

基板ステージ4 は、第 サブステージ 4 のテーブル 4 とホルダ 4 との間に

設けられた、例えばボイスコイルモータ等の複数のアクチュエータを含む第 駆動系

4 と、テーブル 4 とメインステージ 4０との間に設けられた、例えばボイスコ

イルモータ等の複数のアクチュエータ4 を含む第2駆動系 4 とを備えている。

制御装置 ００は、第 駆動系 4 により、テーブル 4 に対してホルダ 4

をX軸、 軸、及び z方向に微小に移動可能であり、第2駆動系 4 により、メイ

ンステージ 4０に対してテーブル 4 をz軸、 x、及び 方向に微小に移動可

能である。制御装置 ００は、第2駆動系 を制御して、テーブル 4 のz軸、



x、及び 方向に関する位置を調整することにより、テーブル 4 上のホルダ

4 に保持されている第 基板P のz軸、 x、及び 方向に関する位置を調整

可能である。また、制御装置 ００は、第 駆動系 4 を駆動することによって、テ

ーブル 4 に対して、ホルダ 4 を、X軸、 軸、及び z方向に移動可能である

。制御装置 ００は、第 駆動系4 を制御して、ホルダ 4 のX軸、 軸、及び 0

z方向に関する位置を調整することにより、ホルダ 4 に保持されている第 基板P

のX軸、 軸、及び z方向に関する位置を調整可能である。このよぅに、制御装置

００は、第 駆動系 4 及び第2駆動系 4 を含む第 サブステージ駆動装

置 4 を駆動することにより、第 サブステージ 4 のホルダ 4 に保持されてい
る第 基板P のX軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由度の方向に関す

る位置を調整可能である。

０246 第 サブステージ 4 と同様、第2サブステージ 42は、テーブル 42 と、テーブ

ル 42 上に搭載され、第2基板 2を保持するホルダ 42 とを有している。テーブ

ル 42 は、メインステージ 4０に対して、z軸、 x、及び 方向に移動可能に設

けられている。ホルダ 42 は、テーブル 42 に対して、X軸、 軸、及び z方向

に移動可能に設けられている。また、第2サブステージ 42のテーブル 42 とホル

ダ 42 との間には、第 駆動系 42 が設けられ、テーブル 42 とメインステー

、ジ 4０との間には、第2駆動系 42 が設けられている。制御装置 ００は、第 駆

動系 42 により、テーブル 42 に対してホルダ 42 をX軸、 軸、及び z方

向に微小に移動可能であり、第2駆動系 42 により、メインステージ 4０に対して

テーブル 42 をz軸、 X、及び 方向に微小に移動可能である。制御装置 ００

は、第 駆動系 42 及び第2駆動系 42 を含む第2サブステージ駆動装置

42 を駆動することにより、第2サブステージ 42のホルダ 42 に保持されている第

2基板 2のX軸、 軸、z軸、 x 6 、及び z方向の6 自由度の方向に関する位

置を調整可能である。

０247 本実施形態の計測システム3 は、メインステージ 4０、第 サブステージ 4 、及

び第2サブステージ 42の位置情報をそれぞれ計測可能である。計測システム3 は

、メインステージ 4０に設けられた反射面 3０、第 サブステージ 4 に設けられた



反射部材の反射面 3 、及び第2サブステージ 42に設けられた反射面 32と、反

射面 3０ 3 32に計測光を投射するとともに、その反射光を受光してメインステ

ージ 4０、第 サブステージ 4 、及び第2サブステージ 42のそれぞれの位置情報

を取得するレーザ干渉計 34とを含む。

０248 図29においては、レーザ干渉計 34は、メインステージ 4０の 側に配置されて

おり、 軸方向を計測軸とする複数の計測光を反射面 3０に照射可能である。レー

ザ干渉計 34は、反射面 3０に照射した計測光の反射光に基づいて、メインステー

ジ 4０の 軸方向及び Z方向に関する位置情報を取得可能である。

０249 また、メインステージ 4０の所定位置には開口が形成され、レーザ干渉計 34は、

その開口を介して、 軸方向を計測軸とする複数の計測光を反射面 3 に照射可能

であるとともに、 軸方向を計測軸とする計測光を反射面 32に照射可能である。レ

ーザ干渉計 34は、反射面 3 32に照射した計測光の反射光に基づいて、第

サブステージ 4 (ホルダ 4 )及び第2サブステージ 42 (ホルダ 42 )の 軸方

向及び Z方向に関する位置情報を取得可能である。

０25０ また、不図示ではあるが、計測システム3 は、メインステージ 4０、第 サブステー

ジ 4 、及び第2サブステージ 42のそれぞれの所定位置に設けられた反射面にX

軸方向を計測軸とする複数の計測光を照射可能なレーザ干渉計を備えており、メイ

ンステージ 4０、第 サブステージ 4 (ホルダ 4 ) 、及び第2サブステージ 42 (

ホルダ 42 )のX軸方向に関する位置情報を取得可能である。また、計測システム3

は、メインステージ 4０、第 サブステージ 4 、及び第2サブステージ 42のそれ

ぞれの所定位置に設けられた反射面にZ軸方向を計測軸とする複数の計測光を照

射可能なレーザ干渉計を備えており、メインステージ 4０、第 サブステージ 4 (ホ

ルダ 4 ) 、及び第2サブステージ 42 (ホルダ 42 )のZ軸、 X、及び 方向

に関する位置情報を取得可能である。

０25 1 制御装置 ００は、計測システム3 の計測結果に基づいて、メインステージ 4０、第

サブステージ 4 、及び第2サブステージ 42を適宜駆動し、第 、第2サブステー

ジ 4 42のホルダ 4 42 に保持されている第 、第2基板P P2の位置

制御を行ぅ。また、制御装置 ００は、メインステージ 4０に対して第 サブステージ 4



及び第2サブステージ 42の少なくとも一方を移動することによって、第 基板P と

第2基板P2との相対的な位置関係を調整することができる。

０252 第 、第2基板P P2を多重露光するときには、制御装置 ００は、第 マスクステー

ジ 及び第2マスクステージ2を用いて、第 マスク と第2マスク 2とを各走査方

向 ( 軸方向、Z軸方向) に移動しつつ、メインステージ 4０を用いて、第 基板P と

第2基板P2とを走査方向 ( 軸方向) に移動しながら、第 、第2基板P P2のそれ

ぞれに第 、第2露光光 2を照射する。制御装置 ００は、メインステージ

による 軸方向の移動中に、第 、第2サブステージ 4 42を駆動して、第 、第

2基板P P2の位置及び姿勢を調整しつつ、第 、第2基板P P2を多重露光する

ことができる。

０253 このよぅに、図28及び図29を示した基板ステージ4 を用いることによっても、第 基

板P と第2基板P2とをほぼ同時に多重露光することができ、効率良く複数の基板を

多重露光できる。

０254 なお、上述の第7～第9実施形態において、 つの光源装置から射出された露光光

を分岐光学素子で第 露光光 と第2露光光 2とに分岐し、それら第 露光光

と第2露光光 2とで第 パターンP と第2パターンP 2とを照明するよぅにし

てもよい。

０255 なお、図3０に示す模式図のよぅに、合成光学素子2０として、第 露光光 及び

第2露光光 2のそれぞれを第 偏光状態 (例えばP偏光)の露光光と第2偏光状態

(例えば 偏光)の露光光とに分離する偏光分離光学素子 (偏光ビームスプリッタ)を

用いてもよい。これにより、第 露光領域A と第2露光領域A 2とに第 偏光状態

の露光光と第2偏光状態の露光光とを照射できるとともに、第3露光領域A 3と第4

露光領域 4とに第 偏光状態の露光光と第2偏光状態の露光光とを照射できる。

０256 なお、上述の第7～第9実施形態においては、主に、ショット領域 を多重露光する

場合を例にして説明したが、第7～第9実施形態を通常の一重露光 (単露光) にも用

いることができるのはもちろんである。例えば、第2露光光 2の照射を停止した状

態で第 露光光 が第 マスク を照射すると、第 露光光 は合成光学素子

2０で分岐され、第 露光光 の分岐した一方は第 露光領域A に照射され、第



2 露光光 2の分岐した他方は第3 露光領域 3 に照射される。これにより、第 マ

スク の第 パターンP が第 露光領域 と第3 露光領域A 3 とに同時に露

光される。

０257 なお、上述の第7～第9 実施形態においては、第 露光光 と第2 露光光 2 と

の分岐及び合成が つの合成光学素子2 ０によって実現されているが、分岐の作用

を担ぅ光学素子と合成の作用を担ぅ光学素子とが別々に設けられてもよく、第 露光

光 と第2 露光光 2 とを所定の合成光学素子で合成した後、その合成された露

光光を所定の分岐光学素子で、第 基板P と第2 基板P 2 とに向けて分岐するよぅに

してもよく、また、第 露光光 及び第2 露光光 2のそれぞれを分岐した後、分

岐された第 露光光 と第2 露光光 2 とを合成してもよい。

０258 また、上述の第7～第9 実施形態では、第 、第2 パターンP P 2 の像が形成さ

れる第 、第2 像面 S S 2 は、図2 3 のステップS 5 において、ほぼ同一の平面内

に形成されるよぅに位置調整されているが、第 像面 S と第2 像面1 S 2 とが互いに異

なる面内に形成されるよぅに調整してもよいし、あるいは第 、第2 像面 S S 2 の位

置調整 (ステップS 5 ) を行わなくてもよい。すなわち、第 像面1 と第2 像面1 S 2 と

でZ 軸方向の位置を異ならせてもよい。この場合、図2 3 のステップS S 2 におい
て第 、第2 像面 S S 2 の位置情報 (傾斜情報を含む) は計測され、その位置関係

も分かっているので、第 像面 S と第2 像面1 S 2 との面位置関係を考慮して、図2 4

のステップS 2 ０ S 2 ０を実行すればよい。これは、第 、第2 パターンP P

2 の像が形成される第3 、第4 像面1S3 1 S 4 についても全く同様である。

０259 さらに、上述の第7～第9 実施形態においては、第 、第2 マスク 2 に設けら

れた計測マークの空間像を光センサ 7 ０で検出して、第 ～第4 像面 S ～1 S 4 の位

置情報を取得しているが、第 、第2 マスクステージ 、2 に設けられた基準マークを、

第 、第2 照明領域 2 に配置して、その空間像を光センサ 7 ０で検出してもよ

い。なお、基準マークが設けられたマスクステージは、例えば、特開平8 783 3 号

公報、特開平8 783 4 号公報 (いずれも対応米国特許第6 ，０ 8 3 8 4 号) 、特開平

8 227847号公報 (対応米国特許第6 ，6 9 6 ０2 号) などに開示されている。

０2 6 ０ なお、上述の第7～第9 実施形態において、例えば米国特許第6 ，5 9 ０6 3 4 号、米



国特許第5，969 44 号などに開示されているように、露光装置 Xは第 、第2基板

ステージ4、5と同一構成の2つの基板ステージ、あるいは基板ステージ4 と同一構

成の基板ステージを備えてもよい。この場合、露光動作と計測動作 (例えば、ステップ

S 7～S 2 S 7 ～S など) とを並行して行うことが可能となる。なお、第 、

第2アライメント系 9 92、及び第 、第2フオーカス・レベリング検出系8 82は、計

測動作が行われる計測ステーションに配置される。

０26 また、上述の第7～第9実施形態では、第 、第2アライメント系9 92、及び第 、

第2フオーカス・レベリング検出系8 82に計測動作を、露光動作が行われる領域内

またはその近傍で行うものとしたが、例えば基板の交換が行われる位置と露光動作

が行われる位置との間にアライメント系やフオーカス・レベリング検出系を設け、基板

交換位置から露光位置まで基板が移動される間にその計測動作を〒うようにしてもよ

０262 なお、上述の第7～第9実施形態では、第 、第2アライメント系 9 92が画像処理

方式であるものとしたが、これに限られず他の方式、例えばコヒーレントなビームの照

射によってマークから発生する回折光などを検出する方式などでもよい。また、上述

の第7～第9実施形態では、光センサ 7０として空間像計測器を用いて、第 、第2

パターンP P 2の像の位置情報を計測するものとしたが、その位置情報の計測

装置は空間像計測器に限定されず任意でよい。さらに、上述の第7～第9実施形態

では第 、第2マスク 2の第 、第2アライメントマーク R 2の像を光セ

ンサ 7０で検出するものとしたが、光センサ 7０とは別の計測装置、例えば第 、第2

マスク 2の上方にそれぞれ配置されるアライメント系を用いて、第 、第2アライ

メントマーク 2と計測領域 7 の開口 73 (あるいは別の基準マーク) とを

検出し、第 、第2パターンP P 2の像の位置情報を取得してもよい。また、上述

の第7～第9実施形態では露光光として エキシマレーザ光を用いるものとしたが

エキシマレーザ光と波長の異なる他の光、例えば 光などを用いてもよい。

０263 なお、上述の第 ～第9実施形態においては、第 マスク が 方向に移動す

るときには、第2マスク 2が z方向に移動しているが、第 マスク が 方向に

移動するときには、第2マスク 2が 方向に移動するようにしてもよい。



０264 なお、上述の第 ～第9実施形態においては、基板Pの露光中に、第 マスク が

軸方向に移動し、第2マスク 2が第 マスク の移動方向 ( 軸方向) と交差する

方向 (Z軸方向) に移動しているが、第 マスク と第2マスク 2とが同じ方向 (例え

ば 軸方向) に移動するよぅにしてもよい。例えば、第2マスク 2と第2光学系 2との

間に、第2マスク 2から第2光学系 2に向かぅ光をほぼ9０度に折り曲げるミラーを

設けることにより、第 マスク と第2マスク 2とのそれぞれを 軸方向に移動させ
ることができる。また、例えば投影光学系を双頭型とし、投影光学系の物体面側で同

一平面に第 、第2パターン形成面が配置される第 、第2マスク 2を異なるマ

スクステージでそれぞれ同一の走査方向に移動してもよ 、あるいは第 、第2マス

ク 2を同一のマスクステージに載置して同一の走査方向に移動してもよい。後

者では、例えばマスクステージ上で第 、第2マスク 2を相対移動するアクチュ

エータを設け、第 、第2パターンP P 2の像の位置関係を調整可能とすること

が好ま 、。また、第 、第2パターンP P 2を異なるマスク( 2) に形成す

るものとしたが、 つのマスク上に第 、第2パターンP P 2を形成してもよい。ま

た、上述の第 ～第9実施形態では第 、第2パターンP P 2による基板の二重

露光を行ぅものとしたが、3つ以上のパターンを用いる多重露光を行ってもよい。

０265 なお、上述の第 ～第9実施形態において、投影光学系P は、縮小系に限られず

、例えば等倍系及び拡大系のいずれであってもよい。また、投影光学系P として、

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、あるいは反射

光学素子及び屈折光学素子の両方を含む反射屈折系 (カタデ十オプトリック系 )等

であってもよい。さらに、投影光学系は双頭型の反射屈折系に限られず、例えば国

際公開第2００4 ０7０ 号パンフレソト(対応米国特許出願公開第2００6 ０ 2

364号) に開示されるよぅに、複数の反射面を有しかつ中間像を少なくとも 回形成す

る光学系 (反射系または反屈系 ) がその一部に設けられ、かつ単一の光軸を有する、

いわゆるインライン型の反射屈折系でもよい。また、投影光学系P が生成する投影

像は倒立像及び正立像のいずれでもよい。

０266 なお、上述の第 ～第9実施形態においては、露光光として エキシマレーザ光

を用いるものとしているが、上述したよぅに、 レーザ光などの各種露光光 (露光ビ一



ム を採用することができる。ここで、 エキシマレーザの代わりに、例えば国際公

開第 999 4 6 8 3 5号パンフレソト(対応米国特許7 ，０2 3 6 ０号) に開示されている

よぅに、 半導体レーザ又はファイバーレーザなどの固体レーザ光源、ファイバー

アンプなどを有する光増幅部、及び波長変換部などを含み、波長 のパルス

光を出カする高調波発生装置を用いてもよい。

０267 また、上述の各実施形態において、第 露光領域 及び第2露光領域A 2の

大きさ及び形状の少なくとも一方が異なっていてもよい。例えば、第 露光領域A

と第2露光領域A 2とでX軸方向の幅及び 又は 軸方向の幅が異なっていてもよ

い。なお、X軸方向の幅が異なる場合には、 回のスキヤン動作によってショット領域

S 内の一部だけが多重 (二重) 露光される。同様に、第2露光領域 2及び第4露光

領域 4の大きさ及び形状の少なくとも一方が異なっていてもよい。さらに、上述の

第 ～第9 実施形態では、第 、第2 照明領域と、第 、第2露光領域 (及び第3 、第4

露光領域 ) がそれぞれ矩形状であるものとしたが、他の形状、例えば円弧状、台形状

、平行四辺形状、あるいは菱形状などでもよい。

０268 また、上述の各実施形態においては、ショット領域S が第 露光領域A 及び第2

露光領域 2 (第3露光領域A 3及び第4露光領域A 4 ) を通過する間、第 露光

領域 及び第2露光領域A 2 (第3露光領域A 3及び第4露光領域 4 ) のそ

れぞれに露光光 2の照射が続けられるが、少なくとも一方の露光領域にお

いて、ショット領域S が通過する間の一部の期間だけで露光光が照射されるよぅにし

てもよい。すなわち、ショット領域 内の一部だけ多重 (二重) 露光するよぅにしてもよ

０269 なお、上述の各実施形態において、例えば国際公開第9 9 4 9 5０4 号パンフレソト

、特開2００4 2 6 号 (対応米国特許公開第2００4 ０ 6 5 5 9 号公報 ) 等に開

示されているよぅな液浸法を適用してもよい。すなわち、第 、第2露光領域A 、

2 (第3 、第4露光領域A 3 4 )を覆ぅよぅに、液浸システムを用いて液体の液浸

領域を基板P 上に形成し、その液体を介して第 、第2露光光 2を第 基板

P (第2基板P2) 上に照射するよぅにしてもよい。液浸システムは、例えば、投影光学

系の終端光学素子と基板との間の露光光の光路の近傍に設けられ、その光路に対



して液体を供給するための供給 口を有する供給部材及び液体を回収するための回

収 口を有する回収部材を有し得る。なお、液浸システムは、その一部 (例えば、液体

供給部材及び 又は液体回収部材) 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工場等の設備を代用してもよい。また、液浸システムの構造

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 ０29559 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。

液浸法に用いる液体としては、水 (純水 ) を用いてもよいし、水以外のもの、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、あるいはセダ一

油などを用いてもよい。また、液体としては、水よりも露光光に対する屈折率が高い液

体、例えば屈折率が ・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 以ｱ) の液体 Q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、ヘキサン、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(D e c a n Decahyd onaph ha ene)などが挙

げられる。また、液体 Qは、これら液体のぅち任意の2種類以上の液体を混合したも

のでもよいし、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 Qは、純水に "、C s "、 "、 、 2 2 等の塩基又は酸を添加

(混合 ) したものでもよいし、純水に 酸ィロ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、光の吸収係数が小さく、温度依存性が少なく、投影光学

系、及び 又は基板の表面に塗布されている感光材 (又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 、。液体として、超臨界流体を

用いることも可能である。また、基板には、液体から感光材や基材を保護するトップコ

ート膜などを設けることができる。また、終端光学素子を、例えば石英 (シリカ) 、ある

いは、フッィビカルシウム (蛍石) 、フッィビバリウム、フッィビストロンチウム、フッ化リチウム



、及びフッ化ナトリウム等のフッィヒィロ合物の単結品材料で形成してもよいし、石英や

蛍石よりも屈折率が高い(例えば ・6以ｱ)材料で形成してもよい。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

るサファイア、二酸ィビゲルマニウム等、あるいは、国際公開第2００5 ０596 8号パ

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

０271 液浸法を用いる場合、例えば、国際公開第2００4 ０ 9 28号パンフレソト(対応

米国特許公開第2００5 ０248856号) に開示されているよぅに、終端光学素子の像

面側の光路に加えて、終端光学素子の物体面側の光路も液体で満たすよぅにしても

よい。さらに、終端光学素子の表面の一部 (少なくとも液体との接触面を含む)又は全

部に、親液性及び 又は溶解防止機能を有する薄膜を形成してもよい。なお、石英

は液体との親和性が高く、かつ溶解防止膜も不要であるが、蛍石は少なくとも溶解防

止膜を形成することが好ま 、。

０272 上記各実施形態では、計測システム3 (3 )として干渉計システムを用いて、マスク

ステージ及び基板ステージの位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例え

ば基板ステージの上面に設けられるスケール (回折格子)を検出するェンコーダシス

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ダシステムの両方を備える

ハイブリッドシステムとし、干渉計システムの計測結果を用いてェンコーダシステムの

計測結果の較正 (キヤリブレーション)を行ぅことが好ま 、。また、干渉計システムと

ェンコーダシステムとを切り替えて用いる、あるいはその両方を用いて、基板ステージ

の位置制御を行ぅよぅにしてもよい。

０273 なお、上記各実施形態の基板としては、半導体デバイス製造用の半導体ウェハの

みならず、ディスプレイデバイス用のガラス基板、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウェハ

、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

ェハ)、またはフィルム部材等が適用される。また、基板はその形状が円形に限られる

ものでなく、矩形など他の形状でもよい。

０274 また、上記各実施形態の露光装置 Xは、例えば特開平 354００号公報 (対

応国際公開 999/23692) 、及び特開2０００ 645０4号 (対応米国特許第6，89

7，963号)公報などに開示されているよぅに、基板を保持する基板ステージとは独立



に移動可能であるとともに、計測部材 (例えば、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を備えていてもよい。この計測

ステージを備える露光装置では、例えば前述の空間像計測器を含む複数の計測部

材を全て計測ステージに設けてもよいが、その複数の計測部材の少なくとも つを基

板ステージに設けてもよい。

上記各実施形態では、第 及び第2パターンを形成するために第 及び第2マスク

2を用いたが、これらに代えて、可変のパターンを生成する電子マスク (可変

成形マスク、アクテイブマスク、あるいはパターンジェネレータとも呼ばれる) を用いる

ことができる。電子マスクとして、例えば非発光型画像表示素子 (空間光変調器 p a

a gh Mod a o S )とも呼ばれる) の一種である (De O mab e M c o m

o Dev ce又はD g a M c o m o DeVice) を用い得る。 は、所定の電子デ

ータに基づいて駆動する複数の反射素子 (微小ミラー) を有し、複数の反射素子は、

の表面に2次元マトリックス状に配列され、かつ素子単位で駆動されて露光光

を反射、偏向する。各反射素子はその反射面の角度が調整される。 の動作は

、制御装置 ００により制御され得る。制御装置 ００は、基板上に形成すべき第 パタ

ーン及び第2パターンに応じた電子データ(パターン情報) に基づいてそれぞれの

の反射素子を駆動し、照明系により照射される露光光を反射素子でパターンィビ

する。 を使用することにより、パターンが形成されたマスク (レチクル) を用いて

露光する場合に比べて、パターンが変更されたときに、マスクの交換作業及びマスク

ステージにおけるマスクの位置合わせ操作が不要になるため、多重露光を一層効率

よく行ぅことができる。なお、電子マスクを用いる露光装置では、マスクステージを設け

ず、基板ステージによって基板をX軸及び 軸方向に移動するだけでもよい。また、

基板上での第 、第2パターンの像の相対位置を調整するため、例えばアクチュエー

タなどによって、第 、第2パターンをそれぞれ生成する2つの電子マスクの相対位置

を調整してもよいが、2つの電子マスクの少なくとも一方で、パターンを生成するタイミ

ングを調整する、あるいは電子マスクでのパターン生成位置をずらしてもよい。なお、

を用いた露光装置は、例えば特開平8 3 8 4 2号公報、特開2００4 ０4

3 5号公報、米国特許第6，778,257 号公報に開示されている。



０276 露光装置 Xの種類としては、基板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素

子製造用の露光装置に限られず、液品表示素子製造用又はディスプレイ製造用の

露光装置、薄膜磁気ヘッド、撮像素子 (CC ) 、マイクロマシン、 S チッ
プ、あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露光装置などにも広く適用で

きる。

０277 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などの開示を援用して本文の記

載の一部とする。

０278 以上のよぅに、上記実施形態の露光装置 X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ぅに、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レづまでもない。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及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 、。

０279 半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図3 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基づいたマスク(レチクル)を製

作するステッ ０2、デバイスの基材である基板を製造するステッ ０3、前述した

実施形態の露光装置 Xによりマスクのパターンを基板に露光する工程、露光した基

板を現像する工程、現像した基板の加熱 (キュア)及びェッチング工程などの基板処

理プロセスを含むステッ ０4、デバイス組み立てステップ (ダイシング工程、ボンデ

ィング工程、パッケージ工程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。



請求の範囲

基板を露光する露光装置において、

第 露光光と第2露光光とが人射する光学素子を有し、前記光学素子からの前記

第 露光光と前記第2露光光とを第 露光領域と第2露光領域とに照射する光学シス

テムと、

前記光学素子から前記第 及び第2露光領域に向かぅ方向とは異なる方向に向か
ぅ前記第 露光光及び前記第2露光光の少なくとも一方を検出する検出装置とを備え

た露光装置。

2 前記第 露光領域に照射される前記第 露光光及び前記第2露光領域に照射され

る前記第2露光光で前記基板上の所定領域を多重露光する請求項 記載の露光装

置。

3 前記検出装置は、前記第 露光領域と前記第2露光領域との位置関係に応じた位

置に、前記第 露光光と前記第2露光光とが人射する検出面を有する請求項 又は2

記載の露光装置。

4 前記第 露光領域と前記第2露光領域とは互いに異なる位置に設定され、

前記検出装置の検出面における、前記第 露光領域と前記第2露光領域との位置

関係に応じた2っの位置にそれぞれ前記第 露光光と前記第2露光光とが人射する

請求項3記載の露光装置。

5 前記検出装置の検出面は、前記基板の表面と光学的に共役な位置又はその近傍

に配置される請求項3又は4記載の露光装置。

6 前記第 露光領域と前記第2露光領域とはその少なくとも一部が重なり合ぅ請求項3

記載の露光装置。

7 前記検出装置は、前記基板に対する露光動作と並行して、前記第 露光光及び前

記第2露光光の少なくとも一方を検出する請求項 ～6のいずれか一項記載の露光

8 前記基板上に設定された複数の所定領域のそれぞれを順次露光し、

前記検出装置の検出結果を前記所定領域に対応付けて記憶する記憶装置をさら

に備えた請求項7記載の露光装置。



9 前記検出装置の検出結果に応じて、前記第 露光光及び前記第2露光光の少なく

とも一方の照射状態を制御する制御装置をさらに備えた請求項 ～8のいずれか一

項記載の露光装置。

０ 前記制御装置は、前記検出装置の検出結果に基づいて、前記第 露光光及び前

記第2露光光の少なくとも一方の光量を調整する請求項9記載の露光装置。

前記検出装置の検出結果に応じて警報を発する警報装置をさらに備えた請求項

～０のいずれか一項記載の露光装置。

2 前記検出装置は、前記異なる方向に向かぅ前記第 露光光及び前記第2露光光の

少なくとも一方の光量を検出する請求項 ～皿のいずれか一項記載の露光装置。

3 基板を露光する露光装置において、

第 露光光と第2露光光とが人射する光学素子を有し、前記光学素子からの前記

第 露光光と前記第2露光光とを第 露光領域と第2露光領域とに照射する光学シス

テムと、

前記光学素子から、前記第 及び第2露光領域に向かぅ方向とは異なる方向に向

かぅ、前記第 露光光及び前記第2露光光の少なくとも一方を含む光による影響を抑

えるよぅに、前記異なる方向に向かぅ光を処理する処理装置とを備えた露光装置。

4 前記処理装置は、前記光学システムの光学特性の変動を抑える請求項 3記載の

露光装置。

5 前記第 露光領域に照射される前記第 露光光及び前記第2露光領域に照射され

る前記第2露光光で前記基板上の所定領域を多重露光する請求項 3又は 4記載

の露光装置。

6 前記第 露光領域と前記第2露光領域とはその少なくとも一部が重なり合ぅ請求項

3～5のいずれか一項記載の露光装置。

7 前記処理装置は、前記異なる方向に向かぅ光を前記光学システムの外へ光学的に

導く誘導光学系を含む請求項 3～6のいずれか一項記載の露光装置。

8 前記処理装置は、前記異なる方向に向かぅ光を吸収可能な吸光部材を含む請求

項 3～7のいずれか一項記載の露光装置。

9 前記処理装置は、前記異なる方向に向かぅ光を前記光学システムの外へ光学的に



導く誘導光学系を含み、

前記吸光部材は、前記光学システムの外に配置されている請求項 8記載の露光

2０ 前記誘導光学系は、前記光学システムの複数の光学素子を保持する保持部材の、

前記光学素子の近傍に設けられた透過領域を含み、

前記処理装置は、前記透過領域を透過した前記異なる方向に向かぅ光を前記吸光

部材の吸光面に集光する集光光学系を有する請求項 9記載の露光装置。

2 前記集光光学系と前記吸光部材の吸光面との間に設けられ、前記異なる方向に向

かぅ光が通過するピンホールを有するピンホール部材をさらに備えた請求項2０記載

の露光装置。

22 前記吸光面は、前記集光光学系の光軸に対して傾斜して配置されている請求項2

０又は2 記載の露光装置。

23 前記吸光部材の熱を奪ぅ熱処理装置をさらに備えた請求項 8～22のいずれか一

項記載の露光装置。

24 前記熱処理装置は、前記吸光部材を冷却する冷却装置を含む請求項23記載の

露光装置。

25 前記熱処理装置は、前記吸光部材に接続された放熱部材を含む請求項23又は2

4記載の露光装置。

26 前記第 露光光で第 パターンを照明するとともに、前記第2露光光で第2パターン

を照明する照明系をさらに備え、

前記第 及び第2露光光はそれぞれ前記第 及び第2パターンを介して前記光学

素子に入射する請求項 ～25のいずれか一項記載の露光装置。

27 前記第 及び第2露光光が照射される第 及び第2照明領域に対する前記第 及

び第2パターンの移動と、前記第 及び第2露光領域に対する前記基板の移動とを

同期して行ぅ移動装置をさらに備え、前記同期移動によって前記第 及び第2露光光

で前記基板上の所定領域を多重露光する請求項26記載の露光装置。

28 第 パターンを前記第 露光光で照明する第 照明系と、

第2パターンを前記第2露光光で照明する第2照明系とをさらに備え、



前記光学システムは、

前記第 パターンからの前記第 露光光を前記光学素子へ導く第 光学系と、

前記第2パターンからの前記第2露光光を前記光学素子へ導く第2光学系と、

前記光学素子からの前記第 露光光及び前記第2露光光をそれぞれ前記第 露光

領域及び前記第2露光領域へ導く第3光学系とを備えた請求項 ～27のいずれか一

項記載の露光装置。

29 前記第 パターンを有する第 マスクを、前記第 露光光に対して相対移動する第

マスク移動装置と、

前記第2パターンを有する第2マスクを、前記第2露光光に対して相対移動する第2

マスク移動装置と、

前記基板を前記第 及び第2露光領域に対して相対移動する基板移動装置とをさ

らに備え、

前記第 マスク移動装置及び前記第2マスク移動装置による前記第 マスク及び前

記第2マスクの移動と、前記基板移動装置による前記基板の移動とを同期して行い

っっ前記基板上の所定領域を多重露光する請求項28記載の露光装置。

3０ 基板を露光する露光装置において、

第 及び第2露光光が人射するとともに、それぞれ前記第 及び第2露光光を含む

第 及び第2分岐光を射出する光学素子を有し、前記第 分岐光の第 及び第2露

光光をそれぞれ第 及び第2露光領域に照射するとともに、前記第2分岐光の第 及

び第2露光光をそれぞれ第3及び第4露光領域に照射する光学システムを備え、

前記第 分岐光の前記第 及び第2露光光で第 基板上の所定領域を多重露光し

、前記第2分岐光の前記第 及び第2露光光で第2基板上の所定領域を多重露光す
る露光装置。

3 前記光学素子は、前記第 及び第2分岐光を異なる方向に射出する請求項3０記

載の露光装置。

32 前記第 基板を多重露光する動作と、前記第2基板を多重露光する動作の少なくと

も一部とを並行して行ぅ請求項3０又は3 記載の露光装置。

33 前記光学素子は、前記第 露光光の一部を通過させるとともに残りの一部を反射し



、前記第2露光光の一部を反射するとともに残りの一部を通過させ、前記通過する第

露光光及び前記反射する第2露光光と、前記反射する第 露光光及び前記通過す

る第2露光光との一方を前記第 分岐光とし、他方を前記第2分岐光として射出する

請求項3０～32のいずれか一項記載の露光装置。

34 前記光学システムは、

前記第 露光光を前記光学素子へ導く第 光学系と、

前記第2露光光を前記光学素子へ導く第2光学系と、

前記第 分岐光の前記第 、第2露光光をそれぞれ前記第 、第2露光領域へ導く

第3光学系と、

前記第2分岐光の前記第 、第2露光光をそれぞれ前記第3、第4露光領域へ導く

第4光学系とを有する請求項3０～33のいずれか一項記載の露光装置。

35 前記第 露光領域と前記第2露光領域とはその少なくとも一部が重なり合い、前記

第3露光領域と前記第4露光領域とはその少なくとも一部が重なり合ぅ請求項3０～3

4のいずれか一項記載の露光装置。

36 前記第 、第2露光領域と前記第 基板とのを相対移動によって前記第 基板上の

所定領域を多重露光し、

前記第3、第4露光領域と前記第2基板とのを相対移動によって前記第2基板上の

所定領域を多重露光する請求項3０～35のいずれか一項記載の露光装置。

37 前記第 基板及び前記第2基板のそれぞれを移動させる基板移動システムをさらに

有する請求項36記載の露光装置。

38 前記基板移動システムは、前記光学システムの光射出側で、前記第 基板を保持

して移動可能な第 基板ステージと、前記第2基板を保持して前記第 基板ステージ

とは独立して移動可能な第2基板ステージとを含む請求項37記載の露光装置。

39 前記基板移動システムは、前記光学システムの光射出側で、前記第 基板及び前

記第2基板を保持して移動可能なメインステージと、

前記メインステージに対して前記第 基板を移動可能な第 移動装置と、

前記メインステージに対して前記第2基板を移動可能な第2移動装置とを含む請求

項37記載の露光装置。



4０ 前記第 基板及び前記第2基板のそれぞれの位置情報を計測する計測システムを

さらに備えた請求項3０～39のいずれか一項記載の露光装置。

4 前記第 露光光で第 パターンを照明するとともに、前記第2露光光で第2パターン

を照明する照明系をさらに備え、

前記第 及び第2露光光はそれぞれ前記第 及び第2パターンを介して前記光学

素子に入射する請求項3０～4０のいずれか一項記載の露光装置。

42 前記第 及び第2露光光が照射される第 及び第2照明領域に対する前記第 及

び第2パターンの移動と、前記第 及び第2露光領域に対する前記第 基板の移動

及び前記第3及び第4露光領域に対する前記第2基板の移動とを同期して行ぅ移動

装置をさらに備え、前記同期移動によって前記第 及び第2基板の多重露光を行ぅ

請求項4 記載の露光装置。

43 前記光学素子は、前記第 露光光及び前記第2露光光それぞれを分岐する分岐

光学素子を含む請求項 ～42のいずれか一項記載の露光装置。

44 前記光学システムは、前記第 及び第2露光光を異なる方向から前記光学素子に

入射させる請求項 ～43のいずれか一項記載の露光装置。

45 前記光学システムは、前記第 及び第2露光光を異なる光学素子を介して前記光

学素子に入射させる請求項 ～44のいずれか一項記載の露光装置。

46 前記光学システムは、前記光学素子からの前記第 及び第2露光光を同一の光学

素子を介して前記第 及び第2露光領域に導く請求項45記載の露光装置。

47 前記光学素子は、前記第 露光光及び 又は前記第2露光光の少なくとも一部が

透過する透過型である請求項44～46のいずれか一項記載の露光装置。

48 前記光学素子は、前記第 露光光及び 又は前記第2露光光の少なくとも一部を

偏向する請求項47記載の露光装置。

49 基板を露光する露光装置であって、

第 及び第2パターンの像を第 領域に生成する第 システムと、前記第 システム

と一部が共通で、前記第 領域と異なる第2領域に前記第 及び第2パターンの像を

生成する第2システムとを有する光学システムを備え、

前記第 領域に生成される第 及び第2パターンの像で第 基板を多重露光すると



ともに、前記第2領域に生成される第 及び第2パターンの像で第2基板を多重露光

する露光装置。

5０ 前記第 及び第2領域はそれぞれ、前記第 パターンの像が生成される第 露光領

域と前記第2パターンの像が生成される第2露光領域とを含み、前記第 及び第2露

光領域はその少なくとも一部が重なり合ぅ請求項49記載の露光装置。

5 前記第 パターンを第 露光光で照明するとともに、前記第2パターンを第2露光光

で照明する照明系をさらに備え、

前記照明系は、前記第 及び第2パターンを異なる照明条件で照明可能である請

求項49又は5０記載の露光装置。

52 前記第 及び第2露光光が照射される第 及び第2照明領域に対する前記第 及

び第2パターンの移動と、前記第 及び第2領域に対する前記第 及び第2基板の移

動とを同期して行ぅ移動装置をさらに備え、前記同期移動によって前記第 及び第2

基板の多重露光を〒ぅ請求項5 記載の露光装置。

53 前記光学素子には、第 パターンを介した前記第 露光光と第2パターンを介した

第2露光光とが人射し、

前記光学システムは、前記第 露光領域と前記第2露光領域とに前記第 パターン

の像と前記第2パターンの像とを形成可能であり、前記第3露光領域と前記第4露光

領域とに前記第 パターンの像と前記第2パターンの像とを形成可能であり、

前記第 露光領域に形成された前記第 パターンの像と前記第2露光領域に形成

された前記第2パターンの像とで前記第 基板上の所定領域を多重露光するとともに

前記第3露光領域に形成された前記第 パターンの像と前記第4露光領域に形成

された前記第2パターンの像とで前記第2基板上の所定領域を多重露光する請求項

～48のいずれか一項記載の露光装置。

54 前記第 パターンと前記第2パターンとを移動しつつ、前記第 、第2基板上の所定

領域を多重露光する請求項53記載の露光装置。

55 請求項 ～請求項54のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法



56 基板を露光する露光方法において、

第 露光光と第2露光光とが人射する光学素子を有する光学システムによって、前

記第 及び第2露光光をそれぞれ第 及び第2露光領域に照射して前記基板を多重

露光し、

前記光学素子から前記第 及び第2露光領域に向かぅ方向とは異なる方向に向か
ぅ前記第 及び第2露光光の少なくとも一方を検出する露光方法。

57 前記基板の多重露光動作と並行して、前記異なる方向に向かぅ前記第 及び第2

露光光の少なくとも一方を検出する請求項56記載の露光方法。

58 基板を露光する露光方法において、

第 露光光と第2露光光とが人射する光学素子を有する光学システムによって、前

記第 及び第2露光光をそれぞれ第 及び第2露光領域に照射して前記基板を多重

露光し、

前記光学素子から前記第 及び第2露光領域に向かぅ方向とは異なる方向に向か
ぅ、前記第 及び第2露光光の少なくとも一方を含む光による影響を抑える露光方法

59 前記異なる方向に向かぅ光による前記光学システムの光学特性の変動を抑える請

求項58記載の露光方法。

6０ 前記第 露光光で第 パターンを照明するとともに、前記第2露光光で第2パターン

を照明し、前記第 及び第2露光光はそれぞれ前記第 及び第2パターンを介して前

記光学素子に入射する請求項56～59のいずれか一項記載の露光方法。

6 前記第 及び第2露光光が照射される第 及び第2照明領域に対する前記第 及

び第2パターンの移動と、前記第 及び第2露光領域に対する前記基板の移動とを

同期して行って、前記第 及び第2露光光で前記基板を多重露光する請求項6０記

載の露光方法。

62 基板を露光する露光方法において、

第 及び第2露光光が人射するとともに、それぞれ前記第 及び第2露光光を含む

第 及び第2分岐光を射出する光学素子を有する光学システムによって、前記第 分

岐光の第 及び第2露光光をそれぞれ第 及び第2露光領域に照射するとともに、前



記第2分岐光の第 及び第2露光光をそれぞれ第3及び第4露光領域に照射し、

前記第 分岐光で第 基板上の所定領域を多重露光するとともに、前記第2分岐光

で第2基板上の所定領域を多重露光する露光方法。

63 前記第 及び第2分岐光は、前記光学素子から互いに異なる方向に射出される請

求項62記載の露光方法。

64 前記第 露光光で第 パターンを照明するとともに、前記第2露光光で第2パターン

を照明し、前記第 及び第2露光光はそれぞれ前記第 及び第2パターンを介して前

記光学素子に入射する請求項62又は63記載の露光方法。

65 前記第 及び第2露光光が照射される第 及び第2照明領域に対する前記第 及

び第2パターンの移動と、前記第 及び第2露光領域に対する前記第 基板の移動

及び前記第3及び第4露光領域に対する前記第2基板の移動とを同期して行って、

前記第 及び第2基板の多重露光を〒ぅ請求項64記載の露光方法。

66 前記第 及び第2露光光は異なる方向から前記光学素子に入射する請求項56～6

5のいずれか一項記載の露光方法。

67 前記第 及び第2露光光は異なる光学素子を介して前記光学素子に入射する請求

項56～66のいずれか一項記載の露光方法。

68 前記光学素子からの前記第 及び第2露光光は同一の光学素子を介して前記第

及び第2露光領域に照射される請求項67記載の露光方法。

69 前記第 露光光及び 又は前記第2露光光の少なくとも一部は前記光学素子を透

過する請求項66～68のいずれか一項記載の露光方法。

7０ 前記第 露光光及び 又は前記第2露光光の少なくとも一部は前記光学素子で偏

向される請求項69記載の露光方法。

7 基板を露光する露光方法であって、

第 及び第2パターンの像を第 領域に生成するとともに、前記第 領域と異なる第

2領域に前記第 及び第2パターンの像を生成し、

前記第 領域に生成される第 及び第2パターンの像で第 基板を多重露光すると

ともに、前記第2領域に生成される第 及び第2パターンの像で第2基板を多重露光

する露光方法。



72 前記第 及び第2領域はそれぞれ、前記第 パターンの像が生成される第 露光領

域と前記第2パターンの像が生成される第2露光領域とを含み、前記第 及び第2露

光領域はその少なくとも一部が重なり合ぅ請求項7 記載の露光方法。

73 前記第 パターンを第 露光光で照明するとともに、前記第2パターンを第2露光光

で照明し、前記第 露光光による前記第 パターンの照明条件と、前記第2露光光に

よる前記第2パターンの照明条件とを異ならせる請求項7 又は72記載の露光方法。

74 前記第 及び第2露光光が照射される第 及び第2照明領域に対する前記第 及

び第2パターンの移動と、前記第 及び第2領域に対する前記第 及び第2基板の移

動とを同期して行って、前記第 及び第2基板の多重露光を〒ぅ請求項73記載の露

光方法。

75 前記第 基板の多重露光動作と、前記第2基板の多重露光動作とはその少なくとも

一部が並行して行われる請求項62～65 7 ～74のいずれか一項記載の露光方法

76 デバイス製造方法であって、

請求項56～請求項75いずれか一項に記載の方法により基板を露光することと、

露光した基板を現像することと、

現像した基板を加工することを含むデバイス製造方法。
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付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 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 2 2 6 2 9 4 3 4 8 5 3 5 7 6 0 6 1 6 6 7 0
7 6

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 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。
汀 追加調査手数科の納付 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。
r 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 I の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号

C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 04-130710 A (株式会社 日立製作所 ) 1992. 05. 01, 1-3, 5, 6, 9-12
第 1 図、第 2 図 ( b ) (7 ァ V な し) , 26-29, 43-48

, 53-56, 60, 6 1

, 66-70, 76

JP 10-116778 A (キヤノ 株式会社) 1998.05.06, 8

要約 (7 ア V - な し)

JP 09-162110 A (株式会社二 ) 1997.06.20, 1-3, 5, 6, 9-12
全文全図 & EP 779558 A2 & EP 779558 A3 & US 5880817 A , 26-29, 43-48

, 53-56, 60, 6 1

, 66-70, 76
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