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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザガスを封入するチャンバと、
　前記チャンバの内部に配置された一対の電極と、
　前記チャンバの内部に配置されたファンと、
　前記ファンの回転軸に接続されるモータと、
　前記一対の電極の消耗パラメータが示す前記一対の電極の消耗の進行に伴い、前記ファ
ンの回転数を上げるように制御する回転数制御部と、
を備え、
　前記消耗パラメータは、
　　前記一対の電極の間隔、
　　前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前記一対の電極間に供給
されたパルス電圧の全パルス数、
　　前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前記一対の電極間に投入
されたエネルギーの積算値、
　　前記チャンバから出力されるレーザ光のパルスエネルギーの安定性、
　　前記チャンバから出力されるレーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度、
の少なくとも１つを含む、ガスレーザ装置。
【請求項２】
　レーザガスを封入するチャンバと、
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　前記チャンバの内部に配置された一対の電極と、
　前記チャンバの内部に配置されたファンと、
　前記ファンの回転軸に接続されるモータと、
　前記一対の電極のうちの１つの電極を、もう１つの電極に近づくように移動させる電極
移動機構と、
　前記一対の電極の消耗パラメータと前記電極移動機構による前記１つの電極の移動量と
に基づいて、前記ファンの回転数を制御する回転数制御部と、
を備え、
　前記消耗パラメータは、
　　前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前記一対の電極間に供給
されたパルス電圧の全パルス数、
　　前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前記一対の電極間に投入
されたエネルギーの積算値、
の少なくとも１つを含む、ガスレーザ装置。
【請求項３】
　前記一対の電極の間隔を計測する間隔計測部をさらに備え、
　前記消耗パラメータは、前記一対の電極の間隔を含む、請求項１記載のガスレーザ装置
。
【請求項４】
　前記消耗パラメータは、前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前
記一対の電極間に供給されたパルス電圧の全パルス数である、請求項１又は請求項２記載
のガスレーザ装置。
【請求項５】
　前記消耗パラメータは、前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前
記一対の電極間に投入されたエネルギーの積算値である、請求項１又は請求項２記載のガ
スレーザ装置。
【請求項６】
　前記消耗パラメータは、前記チャンバから出力されるレーザ光のパルスエネルギーの安
定性である、請求項１記載のガスレーザ装置。
【請求項７】
　前記消耗パラメータは、前記チャンバから出力されるレーザ光のパルスエネルギーの目
標値との一致度である、請求項１記載のガスレーザ装置。
【請求項８】
　レーザガスを封入するチャンバと、
　前記チャンバの内部に配置された一対の電極と、
　前記チャンバの内部に配置されたファンと、
　前記ファンの回転軸に接続されるモータと、
　前記一対の電極のうちの１つの電極を、もう１つの電極に近づくように移動させる電極
移動機構と、
　前記電極移動機構による前記１つの電極の移動後に算出された前記一対の電極の間隔に
基づいて、前記ファンの回転数を制御する回転数制御部と、
を備える、ガスレーザ装置。
【請求項９】
　レーザガスを封入するチャンバと、前記チャンバの内部に配置された一対の電極と、前
記チャンバの内部に配置されたファンと、前記ファンの回転軸に接続されるモータと、を
備えるガスレーザ装置の制御方法であって、
　前記一対の電極の消耗パラメータに基づいて、前記一対の電極の間隔を算出し、
　算出された前記一対の電極の間隔の拡大に伴い、前記ファンの回転数を上げるように制
御する
ことを含み、
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　前記消耗パラメータは、
　　前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前記一対の電極間に供給
されたパルス電圧の全パルス数、
　　前記一対の電極が前記チャンバの内部に設置されてからの、前記一対の電極間に投入
されたエネルギーの積算値、
の少なくとも１つを含む、ガスレーザ装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ガスレーザ装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体露光装置（以下、「露光装置」という）においては、半導体集積回路の微
細化及び高集積化につれて、解像力の向上が要請されている。このため、露光用光源から
放出される光の短波長化が進められている。一般的に、露光用光源には、従来の水銀ラン
プに代わってガスレーザ装置が用いられる。例えば、露光用のガスレーザ装置としては、
波長２４８ｎｍの紫外線のレーザ光を出力するＫｒＦエキシマレーザ装置、ならびに波長
１９３ｎｍの紫外線のレーザ光を出力するＡｒＦエキシマレーザ装置が用いられる。
【概要】
【０００３】
　本開示の第１の観点に係るガスレーザ装置は、レーザガスを封入するチャンバと、チャ
ンバの内部に配置された一対の電極と、チャンバの内部に配置されたファンと、ファンの
回転軸に接続されるモータと、一対の電極の消耗パラメータが示す一対の電極の消耗の進
行に伴い、ファンの回転数を上げるように制御する回転数制御部と、を備え、消耗パラメ
ータは、一対の電極の間隔、一対の電極がチャンバの内部に設置されてからの、一対の電
極間に供給されたパルス電圧の全パルス数、一対の電極がチャンバの内部に設置されてか
らの、一対の電極間に投入されたエネルギーの積算値、チャンバから出力されるレーザ光
のパルスエネルギーの安定性、チャンバから出力されるレーザ光のパルスエネルギーの目
標値との一致度、の少なくとも１つを含んでもよい。
【０００４】
　本開示の第２の観点に係るガスレーザ装置は、レーザガスを封入するチャンバと、チャ
ンバの内部に配置された一対の電極と、チャンバの内部に配置されたファンと、ファンの
回転軸に接続されるモータと、一対の電極のうちの１つの電極を、もう１つの電極に近づ
くように移動させる電極移動機構と、一対の電極の消耗パラメータと電極移動機構による
１つの電極の移動量とに基づいて、ファンの回転数を制御する回転数制御部と、を備え、
消耗パラメータは、一対の電極がチャンバの内部に設置されてからの、一対の電極間に供
給されたパルス電圧の全パルス数、一対の電極がチャンバの内部に設置されてからの、一
対の電極間に投入されたエネルギーの積算値、の少なくとも１つを含んでもよい。
　本開示の第３の観点に係るガスレーザ装置は、レーザガスを封入するチャンバと、チャ
ンバの内部に配置された一対の電極と、チャンバの内部に配置されたファンと、ファンの
回転軸に接続されるモータと、一対の電極のうちの１つの電極を、もう１つの電極に近づ
くように移動させる電極移動機構と、電極移動機構による１つの電極の移動量に基づいて
、ファンの回転数を制御する回転数制御部と、を備えてもよい。
【０００５】
　本開示の第４の観点に係るガスレーザ装置の制御方法は、レーザガスを封入するチャン
バと、チャンバの内部に配置された一対の電極と、チャンバの内部に配置されたファンと
、ファンの回転軸に接続されるモータと、を備えるガスレーザ装置の制御方法であって、
一対の電極の消耗パラメータに基づいて、一対の電極の間隔を算出し、算出された一対の
電極の間隔の拡大に伴い、ファンの回転数を上げるように制御することを含み、消耗パラ
メータは、一対の電極がチャンバの内部に設置されてからの、一対の電極間に供給された
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パルス電圧の全パルス数、一対の電極がチャンバの内部に設置されてからの、一対の電極
間に投入されたエネルギーの積算値、の少なくとも１つを含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本開示のいくつかの実施形態を、単なる例として、添付の図面を参照して以下に説明す
る。
【図１】図１は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。
【図２】図２は、図１に示されるレーザチャンバの内部構成と、パルスパワーモジュール
の構成とを示す。
【図３】図３は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第１の制御例を示すフロー
チャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、図３に示される電極ギャップの算出処理の例を示すフローチャート
である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、イメージセンサからの出力データの一部を模式的に示す。
【図５Ａ】図５Ａは、図３に示されるファンの回転数の目標値を算出する処理の１つの例
を示すフローチャートである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図３に示されるファンの回転数の目標値を算出する処理の別の例を
示すフローチャートである。
【図５Ｃ】図５Ｃは、ファンの回転数の目標値と電極ギャップとの関係を示す。
【図６】図６は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第２の制御例を示すフロー
チャートである。
【図７Ａ】図７Ａは、図６に示される放電幅の算出処理の例を示すフローチャートである
。
【図７Ｂ】図７Ｂは、イメージセンサからの出力データの一部を模式的に示す。
【図８Ａ】図８Ａは、図６に示されるファンの回転数の目標値を算出する処理の１つの例
を示すフローチャートである。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図６に示されるファンの回転数の目標値を算出する処理の別の例を
示すフローチャートである。
【図８Ｃ】図８Ｃは、ファンの回転数の目標値と放電幅との関係を示す。
【図９】図９は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第３の制御例を示すフロー
チャートである。
【図１０Ａ】図１０Ａは、図９に示される電極ギャップを算出する処理の１つの例を示す
フローチャートである。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、当該レーザチャンバの全パルス数を算出するためのフローチャ
ートである。
【図１１Ａ】図１１Ａは、図９に示される電極ギャップを算出する処理の別の例を示すフ
ローチャートである。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値を算出するための
フローチャートである。
【図１２】図１２は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第４の制御例を示すフ
ローチャートである。
【図１３】図１３は、図１２に示されるレーザ光のパルスエネルギー安定性を算出する処
理の例を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第５の制御例を示すフ
ローチャートである。
【図１５】図１５は、図１４に示されるレーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度
を算出する処理の例を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、第２の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。
【図１７】図１７は、図１６に示されるレーザチャンバの内部構成と、パルスパワーモジ
ュールの構成とを示す。
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【図１８】図１８は、図１６に示されるコネクタの詳細な構成を示す。
【図１９】図１９は、図１６に示される電極移動機構及び絶縁部の詳細な構成を示す。
【図２０】図２０は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第６の制御例を示すフ
ローチャートである。
【図２１】図２１は、図２０に示される電極ギャップ調整発振の処理の例を示すフローチ
ャートである。
【図２２】図２２は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第７の制御例を示すフ
ローチャートである。
【図２３】図２３は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第８の制御例を示すフ
ローチャートである。
【図２４】図２４は、図２３に示される電極移動の処理の例を示すフローチャートである
。
【図２５】図２５は、当該レーザチャンバの全パルス数に応じた電極ギャップの推移を示
すグラフである。
【図２６】図２６は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第９の制御例を示すフ
ローチャートである。
【図２７】図２７は、図２６に示される電極移動の処理の例を示すフローチャートである
。
【図２８】図２８は、第３の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。
【図２９】図２９は、図２８に示されるレーザチャンバの内部構成と、パルスパワーモジ
ュールの構成とを示す。
【図３０】図３０は、第４の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。
【図３１】図３１は、第４の実施形態においてレーザ光のパルスエネルギーを制御するた
めのフローチャートである。
【図３２】図３２は、第４の実施形態においてレーザチャンバ内の圧力を制御するための
フローチャートである。
【図３３】図３３は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第１０の制御例を示す
フローチャートである。
【図３４】図３４は、一対の電極の消耗に伴うレーザチャンバ内の圧力の変化と、それに
応じたファンの回転数の目標値の設定例を示すグラフである。
【図３５】図３５は、エキシマレーザ装置におけるファンの回転数と、レーザ光のパルス
エネルギー安定性との関係を模式的に示す。
【図３６】図３６は、制御部の概略構成を示すブロック図である。
【実施形態】
【０００７】
＜内容＞
１．概要
２．エキシマレーザ装置の構成（第１の実施形態）
　２．１　レーザチャンバ
　２．２　光共振器
　２．３　各種センサ
　２．４　レーザ制御部
　２．５　熱交換器
　２．６　パルスパワーモジュールの構成
　２．７　電極の消耗による放電幅の拡大
３．ファンの回転数の制御
　３．１　第１の制御例
　３．２　第２の制御例
　３．３　第３の制御例
　３．４　第４の制御例
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　３．５　第５の制御例
４．電極移動機構を備えたエキシマレーザ装置（第２の実施形態）
　４．１　構成
　４．２　第６の制御例
　４．３　第７の制御例
　４．４　第８の制御例
　４．５　第９の制御例
５．電極移動機構を備えたエキシマレーザ装置（第３の実施形態）
６．ガス供給及び排気装置を備えたエキシマレーザ装置（第４の実施形態）
　６．１　構成
　６．２　充電電圧によるパルスエネルギー制御
　６．３　ガス圧制御
　６．４　第１０の制御例
７．音響波の影響について
８．制御部の構成
【０００８】
　以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。以下に説明さ
れる実施形態は、本開示のいくつかの例を示すものであって、本開示の内容を限定するも
のではない。また、各実施形態で説明される構成及び動作の全てが本開示の構成及び動作
として必須であるとは限らない。なお、同一の構成要素には同一の参照符号を付して、重
複する説明を省略する。
【０００９】
１．概要
　露光装置用のエキシマレーザ装置においては、チャンバの内部に一対の電極が配置され
ていてもよい。チャンバの内部にはレーザガスが封入されてもよく、チャンバの内部でフ
ァンによりレーザガスが循環されてもよい。このエキシマレーザ装置は、一対の電極に高
電圧を印加して放電させることによって、レーザガスを励起し、レーザ発振するようにし
てもよい。
【００１０】
　しかしながら、エキシマレーザ装置において放電を繰り返すと、放電の回数に応じて一
対の電極の表面が消耗し、一対の電極の間隔が広がる場合がある。一対の電極の間隔が広
がると、電界分布が変化し、放電幅が広がり得る。放電幅が広がると、ファンの回転数が
一定の場合には、以下の式で定義されるＣＲ値が小さくなり得る。
　　　ＣＲ＝ｖｔ／Ｗ
但し、ｖは一対の電極間におけるレーザガスの流速であり、ｔは放電間隔であり、Ｗは放
電幅であり得る。放電幅は、一対の電極間に形成される放電領域の、レーザガスの流れ方
向に沿った長さであり得る。
【００１１】
　上述のＣＲ値が小さくなると、放電によって生成された物質が放電領域から十分に排出
される前に次の放電が始まってしまうことがあり得る。その結果、放電が不安定となり、
エネルギー安定性が悪化し得る。
【００１２】
　そこで、一対の電極が消耗する前に、あらかじめファンの回転数を高く設定しておき、
放電が不安定とならないようにすることも考えられる。しかしながら、一対の電極が消耗
する前からファンの回転数を高くすると、ファンによる消費電力が必要以上に高くなり得
る。
【００１３】
　本開示の１つの観点によれば、一対の電極の消耗パラメータに基づいて、ファンの回転
数が制御されてもよい。また、一対の電極を近づけるように移動させる移動機構を備え、
移動機構による移動量に基づいて、ファンの回転数が制御されてもよい。
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【００１４】
２．エキシマレーザ装置の構成（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。図１に示さ
れるエキシマレーザ装置は、レーザチャンバ１０と、一対の電極１１ａ及び１１ｂと、充
電器１２と、パルスパワーモジュール（ＰＰＭ）１３と、を含んでもよい。図１において
は、レーザ光の進行方向に略垂直な方向からみたレーザチャンバ１０の内部構成が示され
ている。
【００１５】
　エキシマレーザ装置は、さらに、クロスフローファン２１と、モータ２２と、回転数制
御部３１と、を含んでもよい。本開示において、クロスフローファン２１のことを単にフ
ァンと称することがある。エキシマレーザ装置は、さらに、狭帯域化モジュール１４と、
出力結合ミラー１５と、パルスエネルギー計測部１７と、ビームプロファイル計測部１８
と、レーザ制御部３０と、を含んでもよい。ビームプロファイル計測部１８は、本開示に
おける間隔計測部を構成し得る。図１に示されるエキシマレーザ装置は、エキシマレーザ
装置から出力されるレーザ光を用いて露光を行う露光装置１００に接続されてもよい。
【００１６】
　２．１　レーザチャンバ
　レーザチャンバ１０は、例えばアルゴン、ネオン及びフッ素等を含むレーザ媒質として
のレーザガスが封入されるチャンバでもよい。一対の電極１１ａ及び１１ｂは、レーザ媒
質を放電により励起するための電極として、レーザチャンバ１０内に配置され得る。レー
ザチャンバ１０には開口が形成され、この開口を電気絶縁部２０が塞いでいてもよい。電
極１１ａは電気絶縁部２０に支持され、電極１１ｂはレーザチャンバ１０の内部仕切板１
０ｃに支持されていてもよい。電気絶縁部２０には、導電部２０ａが埋め込まれていても
よい。導電部２０ａは、パルスパワーモジュール１３から供給される高電圧を電極１１ａ
に印加するものであってもよい。
【００１７】
　クロスフローファン２１の回転軸は、レーザチャンバ１０の外部に配置されたモータ２
２に接続されていてもよい。モータ２２がクロスフローファン２１を回転させることによ
り、レーザガスがレーザチャンバ１０の内部で循環してもよい。回転数制御部３１は、モ
ータ２２の回転速度又はトルクを制御することによって、クロスフローファン２１の回転
速度を制御してもよい。モータ２２が交流モータである場合には、回転数制御部３１は、
交流電源とインバータとを含んでもよい。インバータは、交流電源からモータ２２に供給
される交流電流の周波数を変更可能であってもよい。モータ２２が直流モータである場合
には、回転数制御部３１は、モータ２２に供給される直流電圧を変更可能な電源装置であ
ってもよい。
【００１８】
　充電器１２は、例えば電源装置に接続されたコンデンサによって構成されてもよく、一
対の電極１１ａ及び１１ｂ間に高電圧を印加するための電気エネルギーを保持し得る。パ
ルスパワーモジュール１３は、レーザ制御部３０によって制御されるスイッチ１３ａを含
んでもよい。スイッチ１３ａがＯＦＦからＯＮになると、パルスパワーモジュール１３は
、充電器１２に保持されていた電気エネルギーからパルス状の高電圧を生成し、この高電
圧を一対の電極１１ａ及び１１ｂ間に印加してもよい。
【００１９】
　一対の電極１１ａ及び１１ｂ間に高電圧が印加されると、一対の電極１１ａ及び１１ｂ
間に放電が起こり得る。この放電のエネルギーにより、レーザチャンバ１０内のレーザ媒
質が励起されて高エネルギー準位に移行し得る。励起されたレーザ媒質が、その後低エネ
ルギー準位に移行するとき、そのエネルギー準位差に応じた光を放出し得る。
【００２０】
　レーザチャンバ１０の両端にはウインドウ１０ａ及び１０ｂが設けられてもよい。レー
ザチャンバ１０内で発生した光は、ウインドウ１０ａ及び１０ｂを介してレーザチャンバ
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１０の外部に出射し得る。
【００２１】
　２．２　光共振器
　狭帯域化モジュール１４は、プリズム１４ａと、グレーティング１４ｂとを含んでもよ
い。プリズム１４ａは、レーザチャンバ１０のウインドウ１０ａから出射された光のビー
ム幅を拡大させるとともに、その光をグレーティング１４ｂ側に透過させ得る。また、プ
リズム１４ａは、グレーティング１４ｂからの反射光のビーム幅を縮小させるとともに、
その光をレーザチャンバ１０側に透過させ得る。また、プリズム１４ａは、光を透過させ
るとき、光の波長に応じて異なった角度で光を屈折させ得る。従って、プリズム１４ａは
波長分散素子としても機能し得る。
【００２２】
　グレーティング１４ｂは、高反射率の材料によって構成され、表面に多数の溝が所定間
隔で形成されていてもよい。各溝は例えば三角溝であってもよい。プリズム１４ａからグ
レーティング１４ｂに入射した光は、各溝の斜面において、各溝の方向（図１における上
下方向）に対して垂直な多方向に反射し得る。１つの溝において反射した反射光と、他の
１つの溝において反射した反射光とが重なり合うとき、それらの反射光の間の光路長の差
は、それらの反射光の反射角度に依存し得る。そして、当該光路長の差に対応する波長の
光は、それらの反射光どうしで位相が一致して強め合うことができ、当該光路長の差に対
応しない波長の光は、それらの反射光どうしで位相が一致せずに弱め合うことができる。
この干渉作用の結果、反射角度に応じて特定の波長付近の光を取り出すことができ、当該
特定の波長の光を多く含む光がプリズム１４ａを介してレーザチャンバ１０に戻され得る
。従って、グレーティング１４ｂは波長分散素子として機能し得る。
【００２３】
　このように、プリズム１４ａとグレーティング１４ｂとによって、レーザ光のスペクト
ル幅を狭くする狭帯域化モジュール１４が構成され得る。
【００２４】
　出力結合ミラー１５の表面には、部分反射膜がコーティングされていてもよい。従って
、出力結合ミラー１５は、レーザチャンバ１０のウインドウ１０ｂから出力される光のう
ちの一部を透過させて出力し、他の一部を反射させてレーザチャンバ１０内に戻してもよ
い。
【００２５】
　出力結合ミラー１５とグレーティング１４ｂとの間の距離は、狭帯域化モジュール１４
によって選択される上記特定の波長の光が定常波を形成する距離に設定され得る。従って
、狭帯域化モジュール１４と出力結合ミラー１５とで、光共振器が構成され得る。レーザ
チャンバ１０から出射した光は、狭帯域化モジュール１４と出力結合ミラー１５との間で
往復し、電極１１ａと電極１１ｂとの間のレーザゲイン空間を通過する度に増幅され得る
。増幅された光の一部が、出力結合ミラー１５を介して、レーザ光として出力され得る。
【００２６】
　２．３　各種センサ
　パルスエネルギー計測部１７は、ビームスプリッタ１７ａと、集光光学系１７ｂと、光
センサ１７ｃとを含んでもよい。ビームスプリッタ１７ａは、出力結合ミラー１５を透過
したレーザ光を高い透過率で露光装置１００に向けて透過させるとともに、レーザ光の一
部を集光光学系１７ｂに向けて反射してもよい。集光光学系１７ｂは、ビームスプリッタ
１７ａによって反射された光を光センサ１７ｃの感光面に集光してもよい。光センサ１７
ｃは、感光面に集光されたレーザ光のパルスエネルギーを検出し、検出されたパルスエネ
ルギーのデータをレーザ制御部３０に出力してもよい。
【００２７】
　ビームプロファイル計測部１８は、ビームスプリッタ１８ａと、転写光学系１８ｂと、
イメージセンサ１８ｃとを含んでもよい。ビームスプリッタ１８ａは、出力結合ミラー１
５及びビームスプリッタ１７ａを透過したレーザ光を高い透過率で露光装置１００に向け
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て透過させるとともに、レーザ光の一部を転写光学系１８ｂに向けて反射してもよい。転
写光学系１８ｂは、ビームスプリッタ１８ａによって反射された光の断面の像を、レーザ
光のビームプロファイルとしてイメージセンサ１８ｃの感光面に転写してもよい。イメー
ジセンサ１８ｃは、感光面に転写されたレーザ光のビームプロファイルを検出し、検出し
たビームプロファイルのデータをレーザ制御部３０に出力してもよい。
【００２８】
　２．４　レーザ制御部
　レーザ制御部３０は、露光装置１００に設けられた露光装置制御部１１０との間で各種
信号を送受信してもよい。例えば、露光装置制御部１１０からパルスレーザ光出力開始信
号を受信してもよい。また、レーザ制御部３０は、充電器１２に対して充電電圧の設定信
号を送信したり、パルスパワーモジュール１３に対してスイッチＯＮ又はＯＦＦの指令信
号を送信したりしてもよい。
【００２９】
　レーザ制御部３０は、パルスエネルギー計測部１７からパルスエネルギーのデータを受
信してもよく、このパルスエネルギーのデータを参照して充電器１２の充電電圧を制御し
てもよい。充電器１２の充電電圧を制御することにより、レーザ光のパルスエネルギーが
制御されてもよい。
【００３０】
　また、レーザ制御部３０は、パルスエネルギー計測部１７から受信したデータに基づい
て、エキシマレーザ装置の発振パルス数を計数してもよい。また、レーザ制御部３０は、
クロスフローファン２１の回転数の目標値に従って、回転数制御部３１に回転数制御信号
を送信してもよい。
【００３１】
　２．５　熱交換器
　図２は、図１に示されるレーザチャンバ１０の内部構成と、パルスパワーモジュール１
３の構成とを示す。図２においては、レーザ光の進行方向に略平行な方向からみたレーザ
チャンバ１０の内部構成が示されている。レーザチャンバ１０の内部仕切板１０ｃを含む
導電性部材は、接地電位に接続されてもよい。電極１１ｂは内部仕切板１０ｃを介して接
地電位に接続されていてもよい。
【００３２】
　レーザチャンバ１０の内部には、一対の電極１１ａ及び１１ｂと、クロスフローファン
２１との他に、熱交換器２６が配置されてもよい。クロスフローファン２１が回転するこ
とにより、レーザガスは、矢印Ａで示されるようにレーザチャンバ１０の内部で循環して
もよい。熱交換器２６は、放電によって高温となったレーザガスの熱エネルギーをレーザ
チャンバ１０の外部に排出してもよい。
【００３３】
　２．６　パルスパワーモジュールの構成
　パルスパワーモジュール１３は、主コンデンサＣ０と、固体スイッチＳＷと、昇圧トラ
ンスＴｒと、複数の磁気スイッチＳｒ１～Ｓｒ３と、複数のコンデンサＣ１～Ｃ３と、を
備えてもよい。
【００３４】
　磁気スイッチＳｒ１～Ｓｒ３は、いずれも、可飽和リアクトルを含み得る。磁気スイッ
チＳｒ１～Ｓｒ３の各々は、その両端に印加された電圧の時間積分値が、各磁気スイッチ
の特性で決まる所定の値になると、低インピーダンスとなり得る。
【００３５】
　主コンデンサＣ０は、充電器１２から所定の充電電圧Ｖを印加されて、充電されてもよ
い。このとき、固体スイッチＳＷは絶縁状態となっていてもよい。
　固体スイッチＳＷは、半導体スイッチを含んでもよく、図１を参照しながら説明したス
イッチ１３ａに相当してもよい。固体スイッチＳＷは、レーザ制御部３０からの信号に基
づいて短絡し得る。
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【００３６】
　固体スイッチＳＷが短絡状態になると、充電電圧Ｖにより主コンデンサＣ０に蓄えられ
た電荷が、昇圧トランスＴｒの一次側に流れ得る。そして、昇圧トランスＴｒに発生した
磁束によって、昇圧トランスＴｒの二次側に誘導起電力が発生し得る。このとき、昇圧ト
ランスＴｒの一次側と二次側との巻数比に応じて、二次側の電圧が昇圧され得る。
【００３７】
　昇圧トランスＴｒの二次側に発生する誘導起電力により、磁気スイッチＳｒ１の両端に
印加された電圧の時間積分値が所定の値になると、磁気スイッチＳｒ１が低インピーダン
スとなり得る。その結果、昇圧トランスＴｒの二次側と、磁気スイッチＳｒ１と、コンデ
ンサＣ１とを含む第１のループに、電流が流れ得る。これにより、コンデンサＣ１が充電
され得る。
【００３８】
　コンデンサＣ１の充電により、磁気スイッチＳｒ２の両端に印加された電圧の時間積分
値が所定の値になると、磁気スイッチＳｒ２が低インピーダンスとなり得る。その結果、
コンデンサＣ１と、磁気スイッチＳｒ２と、コンデンサＣ２とを含む第２のループに、電
流が流れ得る。これにより、コンデンサＣ２が充電され得る。
【００３９】
　このとき、第２のループが、第１のループよりもインダクタンスが小さくなるように構
成されていれば、パルスの圧縮が行われ得る。すなわち、第２のループを流れる電流は、
第１のループを流れる電流よりもパルス幅が小さく、尖頭値が大きなパルス電流となり得
る。
【００４０】
　同様にして、第２のループから、コンデンサＣ２と、磁気スイッチＳｒ３と、コンデン
サＣ３とを含む第３のループに、パルス電流が転送され、さらにパルスの圧縮が行われ得
る。
【００４１】
　コンデンサＣ３の電圧がブレークダウン電圧に達すると、一対の電極１１ａ及び１１ｂ
間のレーザガスに絶縁破壊が生じ得る。これにより、レーザガスが励起され、パルスレー
ザ光が発生し得る。このような放電動作が、固体スイッチＳＷのスイッチング動作によっ
て繰り返されることにより、所定の発振周波数で、パルスレーザ光が出力され得る。ここ
で、一対の電極１１ａ及び１１ｂに投入されるエネルギーＥｉｎは以下の式で表され得る
。
　　　Ｅｉｎ＝Ｔ・Ｃ０・Ｖ２／２
ここで、Ｔは転送効率であってもよい。Ｃ０は主コンデンサＣ０の容量であってもよい。
【００４２】
　２．７　電極の消耗による放電幅の拡大
　一対の電極１１ａ及び１１ｂ間に高電圧が印加されると、図２に示される放電領域Ｄ１
において放電が発生し得る。この放電領域Ｄ１は、電極１１ａの幅又は電極１１ｂの幅よ
りも、若干広い放電幅Ｗ１を有してもよい。
【００４３】
　放電の繰り返しにより、一対の電極１１ａ及び１１ｂが消耗し、電極ギャップＧ（図１
参照）が拡大すると、放電領域も拡大し得る。一対の電極１１ａ及び１１ｂが消耗する前
の放電領域Ｄ１に比べて、一対の電極１１ａ及び１１ｂが消耗することによって拡大した
放電領域Ｄ２は、放電幅Ｗ１よりも大きい放電幅Ｗ２を有し得る。放電幅が広がると、ク
ロスフローファン２１の回転数が一定の場合には、上述のＣＲ値が小さくなり得る。
　そこで、以下に示される処理により、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗に応じてクロ
スフローファン２１の回転数を増大させる制御を行ってもよい。
【００４４】
３．ファンの回転数の制御
　３．１　第１の制御例
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　図３は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第１の制御例を示すフローチャー
トである。図３に示される処理は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置において、
レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。
【００４５】
　まず、レーザ制御部３０は、ビームプロファイル計測部１８のイメージセンサ１８ｃか
らの出力に基づいて、電極ギャップＧを算出してもよい（Ｓ４００）。この処理の詳細に
ついては、図４Ａ及び図４Ｂを参照しながら後述する。
【００４６】
　次に、レーザ制御部３０は、算出された電極ギャップＧに基づいて、ファンの回転数の
目標値Ｒを算出してもよい（Ｓ５００）。この処理の詳細については、図５Ａ～図５Ｃを
参照しながら後述する。
【００４７】
　次に、レーザ制御部３０は、ファンの回転数が目標値Ｒとなるように、回転数制御部３
１に回転数制御信号を送信してもよい。回転数制御部３１は、回転数制御信号に従い、モ
ータ２２の回転速度又はトルクを制御することにより、ファンの回転数を制御してもよい
（Ｓ６００）。
【００４８】
　次に、レーザ制御部３０は、回転数制御を停止するか否かを判定してもよい（Ｓ９００
）。例えば、露光装置制御部１１０からレーザ光の出力停止信号を受信した場合には、レ
ーザ制御部３０は、回転数制御を停止すると判定してもよい。回転数制御を停止する場合
（Ｓ９００；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終了しても
よい。回転数制御を停止しない場合（Ｓ９００；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を上
述のＳ４００に戻してそれ以降の処理を繰り返してもよい。
【００４９】
　以上のように、第１の制御例においては、電極ギャップＧの算出結果に基づいてファン
の回転数を制御してもよい。
【００５０】
　図４Ａは、図３に示される電極ギャップＧの算出処理の例を示すフローチャートである
。図４Ａに示される処理は、図３に示されるＳ４００のサブルーチンとして、レーザ制御
部３０によって行われてもよい。
【００５１】
　レーザ制御部３０は、レーザ発振が開始されたか否かを判定してもよい（Ｓ４０１）。
レーザ発振が開始されたか否かは、レーザ制御部３０が充電器１２及びパルスパワーモジ
ュール１３に対してレーザ発振のための各種信号を送信したか否かによって、判定されて
もよい。あるいは、レーザ発振が開始されたか否かは、レーザ制御部３０がパルスエネル
ギー計測部１７からパルスエネルギーＥのデータを受信したか否かによって、判定されて
もよい。
【００５２】
　レーザ制御部３０は、レーザ発振が開始されていない場合は（Ｓ４０１；ＮＯ）、レー
ザ発振が開始されるまで上記の判定を繰り返してもよい。レーザ制御部３０は、レーザ発
振が開始された場合は（Ｓ４０１；ＹＥＳ）、処理をＳ４０２に進めてもよい。
【００５３】
　Ｓ４０２において、レーザ制御部３０は、ビームプロファイル計測部１８のイメージセ
ンサ１８ｃからの出力データを読み込んでもよい。
　図４Ｂは、イメージセンサ１８ｃからの出力データの一部を模式的に示す。イメージセ
ンサ１８ｃからの出力データは、転写光学系１８ｂによって転写されたレーザ光の断面の
像を表す画像データであってもよい。画像データは、例えば、ビットマップデータとして
表現され得る。ビットマップデータは、画像を多くの画素に格子状に分割し、それらの画
素における光強度Ｉをそれぞれ数値で表現したデータであり得る。それらの画素の位置は
、電極１１ａ又は電極１１ｂの幅方向に平行なＨ軸に沿った位置と、電極１１ａから電極
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１１ｂに向かう方向に平行なＶ軸に沿った位置と、によって表されてもよい。
【００５４】
　次に、レーザ制御部３０は、イメージセンサ１８ｃからの出力データに基づいて、レー
ザ光のビームサイズＢｖを算出してもよい（Ｓ４０３）。レーザ光のビームサイズＢｖの
算出は、以下のように行われてもよい。レーザ制御部３０は、図４Ｂに示される画像デー
タにおいて、光強度Ｉが最も高い画素（ＨImax，ＶImax）を選んでもよい。レーザ制御部
３０は、図４Ｂの左側に示される画像データにおいて、ＨImaxの位置における光強度Ｉの
データを、Ｖ軸に沿って抽出してもよい。抽出された光強度Ｉのデータは、図４Ｂの右側
に示される分布を有してもよい。レーザ制御部３０は、図４Ｂの右側に示される分布から
、ビームサイズＢｖを算出してもよい。ビームサイズＢｖは、画素（ＨImax，ＶImax）に
おける光強度Ｉｍａｘに対して１／ｅ２以上の光強度を有する部分の大きさであってもよ
い。ｅはネイピア数でもよい。光強度Ｉｍａｘに対する比率は、１／ｅ２に限らず、これ
と異なる比率を用いてもよい。さらに、転写光学系１８ｂによる転写倍率が１以外の場合
には、転写倍率に基づく補正を行ってもよい。
【００５５】
　次に、レーザ制御部３０は、ビームサイズＢｖに基づいて電極ギャップＧを算出しても
よい（Ｓ４０４）。例えば、電極ギャップＧは、ビームサイズＢｖと略一致するものとし
、以下の式により算出されてもよい。
　　　Ｇ＝Ｂｖ
　電極ギャップＧを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終
了して、図３に示されるＳ５００に処理を進めてもよい。
【００５６】
　図５Ａは、図３に示されるファンの回転数の目標値Ｒを算出する処理の１つの例を示す
フローチャートである。図５Ａに示される処理は、図３に示されるＳ５００のサブルーチ
ンとして、レーザ制御部３０によって行われてもよい。
【００５７】
　レーザ制御部３０は、以下の式により、ファンの回転数の目標値Ｒを算出してもよい（
Ｓ５０１）。
　　　Ｒ＝ａ・Ｇ
　ここで、ａは、比例定数として用いられる正の数であってもよい。このように、ファン
の回転数の目標値Ｒは、電極ギャップＧに比例するものとしてもよい。
　ファンの回転数の目標値Ｒを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによ
る処理を終了して、図３に示されるＳ６００に処理を進めてもよい。
【００５８】
　図５Ｂは、図３に示されるファンの回転数の目標値Ｒを算出する処理の別の例を示すフ
ローチャートである。図５Ｂに示される処理は、図３に示されるＳ５００のサブルーチン
として、レーザ制御部３０によって行われてもよい。
【００５９】
　レーザ制御部３０は、以下の式により、ファンの回転数の目標値Ｒを算出してもよい（
Ｓ５１１）。
　　　Ｒ＝ｆ（Ｇ）
　ここで、ｆ（Ｇ）は、電極ギャップＧが大きくなるほど微分値が大きくなる関数であっ
てもよい。例えば、ｆ（Ｇ）は、２次関数や指数関数であってもよい。電極ギャップＧの
変化に応じて圧力損失が変化する場合には、ファンの回転数の目標値Ｒは電極ギャップＧ
に比例しないことが望ましい場合がある。
【００６０】
　ファンの回転数の目標値Ｒを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによ
る処理を終了して、図３に示されるＳ６００に処理を進めてもよい。
　図５Ｃに、ファンの回転数の目標値Ｒと電極ギャップＧとの関係が示されている。
【００６１】
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　３．２　第２の制御例
　図６は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第２の制御例を示すフローチャー
トである。図６に示される処理は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置において、
レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。
【００６２】
　第２の制御例は、イメージセンサ１８ｃからの出力に基づいて放電幅Ｗを算出し（Ｓ４
２０）、放電幅Ｗに基づいてファンの回転数の目標値Ｒを算出する点（Ｓ５２０）におい
て、図３に示される第１の制御例と異なってもよい。他の点については、第１の制御例と
同様でよい。
【００６３】
　図７Ａは、図６に示される放電幅Ｗの算出処理の例を示すフローチャートである。図７
Ａに示される処理は、図６に示されるＳ４２０のサブルーチンとして、レーザ制御部３０
によって行われてもよい。
【００６４】
　レーザ制御部３０は、レーザ発振が開始されたか否かを判定してもよい（Ｓ４２１）。
この処理は、図４Ａを参照しながら説明したＳ４０１の処理と同様でよい。
【００６５】
　Ｓ４２２において、レーザ制御部３０は、ビームプロファイル計測部１８のイメージセ
ンサ１８ｃからの出力データを読み込んでもよい。この処理は、図４Ａを参照しながら説
明したＳ４０２の処理と同様でよい。
【００６６】
　次に、レーザ制御部３０は、イメージセンサ１８ｃからの出力データに基づいて、レー
ザ光のビームサイズＢｈを算出してもよい（Ｓ４２３）。
　図７Ｂは、イメージセンサ１８ｃからの出力データの一部を模式的に示す。
　レーザ光のビームサイズＢｈの算出は、以下のように行われてもよい。レーザ制御部３
０は、図７Ｂに示される画像データにおいて、光強度Ｉが最も高い画素（ＨImax，ＶImax

）を選んでもよい。レーザ制御部３０は、図７Ｂの下側に示される画像データにおいて、
ＶImaxの位置における光強度Ｉのデータを、Ｈ軸に沿って抽出してもよい。抽出された光
強度Ｉのデータは、図７Ｂの上側に示される分布を有してもよい。レーザ制御部３０は、
図７Ｂの上側に示される分布から、ビームサイズＢｈを算出してもよい。ビームサイズＢ
ｈは、画素（ＨImax，ＶImax）における光強度Ｉｍａｘに対して１／ｅ２以上の光強度を
有する部分の大きさであってもよい。
【００６７】
　次に、レーザ制御部３０は、ビームサイズＢｈに基づいて放電幅Ｗを算出してもよい（
Ｓ４２４）。例えば、放電幅ＷとビームサイズＢｈとの関係式を後述のメモリに記憶して
おき、その関係式に基づいて放電幅Ｗが算出されてもよい。放電幅ＷとビームサイズＢｈ
との関係式は以下のように表されてもよい。
　　　Ｗ＝ｇ（Ｂｈ）
　放電幅Ｗを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終了して
、図６に示されるＳ５２０に処理を進めてもよい。
【００６８】
　図８Ａは、図６に示されるファンの回転数の目標値Ｒを算出する処理の１つの例を示す
フローチャートである。図８Ａに示される処理は、図６に示されるＳ５２０のサブルーチ
ンとして、レーザ制御部３０によって行われてもよい。
【００６９】
　レーザ制御部３０は、以下の式により、ファンの回転数の目標値Ｒを算出してもよい（
Ｓ５２１）。
　　　Ｒ＝ｂ・Ｗ
　ここで、ｂは、比例定数として用いられる正の数であってもよい。このように、ファン
の回転数の目標値Ｒは、放電幅Ｗに比例するものとしてもよい。
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　ファンの回転数の目標値Ｒを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによ
る処理を終了して、図６に示されるＳ６００に処理を進めてもよい。
【００７０】
　図８Ｂは、図６に示されるファンの回転数の目標値Ｒを算出する処理の別の例を示すフ
ローチャートである。図８Ｂに示される処理は、図６に示されるＳ５２０のサブルーチン
として、レーザ制御部３０によって行われてもよい。
【００７１】
　レーザ制御部３０は、以下の式により、ファンの回転数の目標値Ｒを算出してもよい（
Ｓ５３１）。
　　　Ｒ＝ｈ（Ｗ）
　ここで、ｈ（Ｗ）は、放電幅Ｗが大きくなるほど微分値が大きくなる関数であってもよ
い。例えば、ｈ（Ｗ）は、２次関数や指数関数であってもよい。電極ギャップＧの変化に
応じて圧力損失が変化する場合には、ファンの回転数の目標値Ｒは放電幅Ｗに比例しない
ことが望ましい場合がある。
【００７２】
　ファンの回転数の目標値Ｒを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによ
る処理を終了して、図６に示されるＳ６００に処理を進めてもよい。
　図８Ｃに、ファンの回転数の目標値Ｒと放電幅Ｗとの関係が示されている。
【００７３】
　３．３　第３の制御例
　図９は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第３の制御例を示すフローチャー
トである。図９に示される処理は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置において、
レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。
【００７４】
　第３の制御例は、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗パラメータに基づいて、電極ギャ
ップＧを算出する点（Ｓ４４０）において、図３に示される第１の制御例と異なってもよ
い。他の点については、第１の制御例と同様でよい。
　消耗パラメータは、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗度合いと相関するパラメータで
あってもよい。消耗パラメータは、例えば、図１０Ａ及び図１０Ｂを参照しながら後述さ
れる当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈであってもよい。また、消耗パラメータは、
例えば、図１１Ａ及び図１１Ｂを参照しながら後述される当該レーザチャンバの投入エネ
ルギー積算値であってもよい。また、消耗パラメータは、例えば、第１の制御例における
電極ギャップＧであってもよく、第２の制御例における放電幅Ｗであってもよい。
　
【００７５】
　図１０Ａは、図９に示される電極ギャップＧを算出する処理の１つの例を示すフローチ
ャートである。図１０Ａに示される処理は、図９に示されるＳ４４０のサブルーチンとし
て、レーザ制御部３０によって行われてもよい。
【００７６】
　レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈのデータを後述のメモリ
から読み込んでもよい（Ｓ４４１）。当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈを算出する
処理については、図１０Ｂを参照しながら後述する。
【００７７】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈに基づいて、以下
の式により電極ギャップＧを算出してもよい（Ｓ４４２）。
　　　Ｇ＝Ｇ０＋ｋ１・Ｎｃｈ
但し、Ｇ０は、電極ギャップの初期値であってもよい。ｋ１は、比例定数として用いられ
る正の数であってもよい。このように、電極ギャップＧは、初期値Ｇ０を出発点として、
当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈの増加に比例して増加するものとしてもよい。
【００７８】
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　電極ギャップＧを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終
了して、図９に示されるＳ５００に処理を進めてもよい。
【００７９】
　図１０Ｂは、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈを算出するためのフローチャート
である。図１０Ｂに示される処理は、図９に示される電極ギャップＧの算出やファンの回
転数制御とは独立に、レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。当該レーザチ
ャンバの全パルス数Ｎｃｈは、当該レーザチャンバの内部に一対の電極１１ａ及び１１ｂ
が設置されてからの、当該電極間に供給されたパルス電圧の全パルス数であってもよい。
【００８０】
　まず、レーザ制御部３０は、レーザチャンバ１０が配置されたときに、当該レーザチャ
ンバ１０が配置されるまでの全パルス数Ｎｃｈ０のデータを読み込んでもよい（Ｓ１１）
。当該レーザチャンバ１０が配置される前に、当該レーザチャンバ１０が別の場所で使用
されていた場合や、当該レーザチャンバ１０の動作試験が行われていた場合には、当該レ
ーザチャンバ１０が配置されるまでの全パルス数Ｎｃｈ０は０より大きい数でもよい。当
該レーザチャンバ１０が配置されるまでの全パルス数Ｎｃｈ０のデータは、レーザチャン
バを識別するためのコードとともに後述のメモリに記憶されていたデータでもよいし、ユ
ーザが入力したデータでもよい。
【００８１】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数ＮｃｈをＮｃｈ０にセッ
トしてもよい（Ｓ１２）。
【００８２】
　次に、レーザ制御部３０は、パルスレーザ光が出力されたか否かを判定してもよい（Ｓ
１３）。パルスレーザ光は１パルスのレーザ光であってよい。パルスレーザ光が出力され
たか否かは、例えば、パルスエネルギー計測部１７からパルスエネルギーＥのデータを受
信したか否かによって判定されてもよい。パルスレーザ光が出力されない場合（Ｓ１３：
ＮＯ）、レーザ制御部３０は、パルスレーザ光が出力されるまでこの判定を繰り返しても
よい。
【００８３】
　パルスレーザ光が出力された場合（Ｓ１３：ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、当該レー
ザチャンバの全パルス数Ｎｃｈに１を加えることにより、Ｎｃｈの値を更新してもよい（
Ｓ１４）。
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈのデータを後述の
メモリに書き込んでもよい（Ｓ１５）。当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈにより、
一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗度合いが判断されてもよい。
【００８４】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈの算出を中止する
か否かを判定してもよい（Ｓ１６）。中止する場合は、レーザ制御部３０は、本フローチ
ャートによる処理を終了してもよい。例えば、レーザチャンバ１０が寿命となって、レー
ザチャンバを交換する場合に、算出を中止してもよい。中止しない場合は、レーザ制御部
３０は、処理を上述のＳ１３に戻して、それ以降の処理を繰り返してもよい。
【００８５】
　図１１Ａは、図９に示される電極ギャップＧを算出する処理の別の例を示すフローチャ
ートである。図１１Ａに示される処理は、図９に示されるＳ４４０のサブルーチンとして
、レーザ制御部３０によって行われてもよい。
【００８６】
　レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍのデー
タを後述のメモリから読み込んでもよい（Ｓ４５１）。当該レーザチャンバの投入エネル
ギー積算値Ｅｉｎｓｕｍを算出する処理については、図１１Ｂを参照しながら後述する。
【００８７】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
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に基づいて、以下の式により電極ギャップＧを算出してもよい（Ｓ４５２）。
　　　Ｇ＝Ｇ０＋ｋ２・Ｅｉｎｓｕｍ
但し、Ｇ０は、電極ギャップの初期値であってもよい。ｋ２は、比例定数として用いられ
る正の数であってもよい。このように、電極ギャップＧは、初期値Ｇ０を出発点として、
当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍの増加に比例して増加するもの
としてもよい。
【００８８】
　電極ギャップＧを算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終
了して、図９に示されるＳ５００に処理を進めてもよい。
【００８９】
　図１１Ｂは、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍを算出するため
のフローチャートである。図１１Ｂに示される処理は、図９に示される電極ギャップＧの
算出やファンの回転数制御とは独立に、レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよ
い。当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍは、当該レーザチャンバの
内部に一対の電極１１ａ及び１１ｂが設置されてからの、当該電極間に投入されたエネル
ギーの積算値であってもよい。
【００９０】
　まず、レーザ制御部３０は、レーザチャンバ１０が配置されたときに、当該レーザチャ
ンバ１０が配置されるまでの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ０のデータを読み込んで
もよい（Ｓ２１）。当該レーザチャンバ１０が配置される前に、当該レーザチャンバが別
の場所で使用されていた場合や、当該レーザチャンバの動作試験が行われていた場合には
、当該レーザチャンバ１０が配置されるまでの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ０は０
より大きくてもよい。当該レーザチャンバ１０が配置されるまでの投入エネルギー積算値
Ｅｉｎｓｕｍ０のデータは、レーザチャンバを識別するためのコードとともに後述のメモ
リに記憶されていたデータでもよいし、ユーザが入力したデータでもよい。
【００９１】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
をＥｉｎｓｕｍ０にセットしてもよい（Ｓ２２）。
【００９２】
　次に、レーザ制御部３０は、充電器１２の充電電圧Ｖを読み込んでもよい（Ｓ２３）。
充電器１２の充電電圧Ｖは、レーザ制御部３０によって設定された充電電圧であってもよ
い。
【００９３】
　次に、レーザ制御部３０は、パルスレーザ光が出力されたか否かを判定してもよい（Ｓ
２４）。パルスレーザ光は１パルスのレーザ光であってよい。パルスレーザ光が出力され
たか否かは、例えば、パルスエネルギー計測部１７からパルスエネルギーＥのデータを受
信したか否かによって判定されてもよい。パルスレーザ光が出力されない場合（Ｓ２４：
ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を上述のＳ２３に戻してもよい。
【００９４】
　パルスレーザ光が出力された場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、パルスご
との投入エネルギーＥｉｎを算出してもよい（Ｓ２５）。パルスごとの投入エネルギーＥ
ｉｎは、以下の式により算出されてもよい。
　　　Ｅｉｎ＝ＣＶ２／２
ここで、Ｖは、充電器１２の充電電圧であってもよい。Ｃは、図２を参照しながら説明し
た主コンデンサＣ０の容量をＣ０とし、パルスパワーモジュール１３におけるエネルギー
の転送効率をｔとした場合に、Ｃ＝ｔ・Ｃ０で与えられる値であってもよい。
【００９５】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバのエネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍにパ
ルスごとの投入エネルギーＥｉｎを加えることにより、Ｅｉｎｓｕｍの値を更新してもよ
い（Ｓ２６）。
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　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
のデータを後述のメモリに書き込んでもよい（Ｓ２７）。当該レーザチャンバの投入エネ
ルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍにより、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗度合いが判断され
てもよい。
【００９６】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
の算出を中止するか否かを判定してもよい（Ｓ２８）。中止する場合は、レーザ制御部３
０は、本フローチャートによる処理を終了してもよい。例えば、レーザチャンバ１０が寿
命となって、レーザチャンバを交換する場合に、算出を中止してもよい。中止しない場合
は、レーザ制御部３０は、処理を上述のＳ２３に戻して、それ以降の処理を繰り返しても
よい。
【００９７】
　３．４　第４の制御例
　図１２は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第４の制御例を示すフローチャ
ートである。図１２に示される処理は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置におい
て、レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。
【００９８】
　第４の制御例は、放電が不安定になったらファンの回転数を上げる処理を繰り返す点（
Ｓ７００、Ｓ８００、Ｓ８６０）において、図３に示される第１の制御例と異なってもよ
い。図３に示される、電極ギャップＧを算出して、電極ギャップＧからファンの回転数の
目標値Ｒを算出する処理（Ｓ４００、Ｓ５００）は、なくてもよい。
【００９９】
　まず、レーザ制御部３０は、ファンの回転数の目標値Ｒを初期値Ｒ０に設定してもよい
（Ｓ１００）。初期値Ｒ０は、一対の電極１１ａ及び１１ｂが新しいうちは放電が安定し
ているが、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗が進めば放電が不安定になり得る程度の値
であってもよい。
【０１００】
　次に、レーザ制御部３０は、ファンの回転数が目標値Ｒとなるように、回転数制御部３
１に回転数制御信号を送信してもよい（Ｓ６００）。この処理は、図３を参照しながら説
明したＳ６００の処理と同様でよい。
【０１０１】
　次に、レーザ制御部３０は、レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％を算出してもよい
（Ｓ７００）。この処理の詳細については、図１３を参照しながら後述する。
【０１０２】
　次に、レーザ制御部３０は、レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％を、所定値Ｅ％ｍ
ａｘと比較してもよい（Ｓ８００）。所定値Ｅ％ｍａｘは、レーザ光のパルスエネルギー
安定性に関する許容範囲の閾値であってもよい。レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％
が、所定値Ｅ％ｍａｘ以下である場合（Ｓ８００；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を
上述のＳ６００に戻してもよい。レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％が、所定値Ｅ％
ｍａｘを超える場合（Ｓ８００；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、処理をＳ８６０に進め
てもよい。
【０１０３】
　Ｓ８６０において、レーザ制御部３０は、ファンの回転数の目標値Ｒを大きくしてもよ
い。例えば、現在のファンの回転数の目標値Ｒに所定値ΔＲを加えることにより、ファン
の回転数の目標値Ｒを更新してもよい。所定値ΔＲは、正の数であってもよい。
【０１０４】
　次に、レーザ制御部３０は、回転数制御を停止するか否かを判定してもよい（Ｓ９００
）。この処理は、図３を参照しながら説明したＳ９００の処理と同様でよい。但し、回転
数制御を停止しない場合（Ｓ９００；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を上述のＳ６０
０に戻してそれ以降の処理を繰り返してもよい。
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【０１０５】
　図１３は、図１２に示されるレーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％を算出する処理の
例を示すフローチャートである。図１３に示される処理は、図１２に示されるＳ７００の
サブルーチンとして、レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。レーザ光のパ
ルスエネルギー安定性Ｅ％は、パルスエネルギー計測部１７から受信したパルスエネルギ
ーＥに基づいて算出されてもよい。
【０１０６】
　まず、レーザ制御部３０は、カウンターｋを１にセットしてもよい（Ｓ７０１）。カウ
ンターｋは、自然数であってもよい。
【０１０７】
　次に、レーザ制御部３０は、パルスレーザ光が出力されたか否かを判定してもよい（Ｓ
７０２）。パルスレーザ光は１パルスのレーザ光であってよい。パルスレーザ光が出力さ
れたか否かは、例えば、パルスエネルギー計測部１７からパルスエネルギーＥのデータを
受信したか否かによって判定されてもよい。パルスレーザ光が出力されない場合（Ｓ７０
２：ＮＯ）、出力されるまでこの判定を繰り返してもよい。
【０１０８】
　パルスレーザ光が出力された場合（Ｓ７０２：ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、パルス
エネルギー計測部１７から受信したパルスエネルギーＥのデータを読み込んでもよい（Ｓ
７０３）。
　次に、レーザ制御部３０は、パルスエネルギーＥのデータをパルスエネルギーＥｋとし
て後述のメモリに記憶させてもよい（Ｓ７０４）。
【０１０９】
　次に、レーザ制御部３０は、カウンターｋの値が、一定値ｎに達したか否かを判定して
もよい（Ｓ７０５）。一定値ｎは、レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％を算出するた
めに用いられるパルスエネルギーＥの値のサンプル数であってもよい。一定値ｎは、例え
ば、３０以上、１００以下であってもよい。
　カウンターｋの値が、一定値ｎに達していない場合（Ｓ７０５；ＮＯ）、レーザ制御部
３０は、カウンターｋの値に１を加えて（Ｓ７０６）、処理を上述のＳ７０２に戻しても
よい。
　カウンターｋの値が、一定値ｎに達した場合（Ｓ７０５；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０
は、処理をＳ７０７に進めてもよい。
【０１１０】
　Ｓ７０７において、レーザ制御部３０は、サンプル数を示す一定値ｎとパルスエネルギ
ーＥｋ（ｋ＝１，２，…，ｎ）とから、パルスエネルギーの標準偏差σとパルスエネルギ
ーの平均値Ｅａｖとを算出してもよい。
　次に、レーザ制御部３０は、レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％を以下の式によっ
て算出してもよい（Ｓ７０８）。
　　　Ｅ％＝σ／Ｅａｖ
【０１１１】
　レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％により、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗度
合いが判断されてもよい。レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％を算出したら、レーザ
制御部３０は、本フローチャートによる処理を終了して、図１２に示されるＳ８００に処
理を進めてもよい。
【０１１２】
　３．５　第５の制御例
　図１４は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第５の制御例を示すフローチャ
ートである。図１４に示される処理は、第１の実施形態に係るエキシマレーザ装置におい
て、レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。
【０１１３】
　第５の制御例は、放電が不安定になったらファンの回転数を上げる処理を繰り返す点（
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Ｓ７２０、Ｓ８２０、Ｓ８６０）において、図３に示される第１の制御例と異なってもよ
い。図３に示される、電極ギャップＧを算出して、電極ギャップＧからファンの回転数の
目標値Ｒを算出する処理（Ｓ４００、Ｓ５００）は、なくてもよい。
【０１１４】
　第５の制御例は、レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度Ｄ％を算出し（Ｓ７
２０）、所定値Ｄ％ｍａｘと比較する点（Ｓ８２０）において、図１２に示される第４の
制御例と異なってもよい。
　Ｓ７２０の処理の詳細については、図１５を参照しながら後述する。
【０１１５】
　Ｓ８２０において、所定値Ｄ％ｍａｘは、レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一
致度Ｄ％に関する許容範囲の閾値であってもよい。レーザ光のパルスエネルギーの目標値
との一致度Ｄ％が、所定値Ｄ％ｍａｘ以下である場合（Ｓ８２０；ＮＯ）、レーザ制御部
３０は、処理をＳ６００に戻してもよい。レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致
度Ｄ％が、所定値Ｄ％ｍａｘを超える場合（Ｓ８２０；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、
処理をＳ８６０に進めてもよい。
　他の点については、第４の制御例と同様でよい。
【０１１６】
　図１５は、図１４に示されるレーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度Ｄ％を算
出する処理の例を示すフローチャートである。図１５に示される処理は、図１４に示され
るＳ７２０のサブルーチンとして、レーザ制御部３０（図１）によって行われてもよい。
レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度Ｄ％は、パルスエネルギー計測部１７か
ら受信したパルスエネルギーＥのデータに基づいて算出されてもよい。
【０１１７】
　まず、レーザ制御部３０は、変数Ｅｓｕｍ及び変数Ｅｔｓｕｍの値を、いずれも初期値
０に設定してもよい（Ｓ７２１）。
　次に、レーザ制御部３０は、カウンターｋを１にセットしてもよい（Ｓ７２２）。カウ
ンターｋは、自然数であってもよい。
【０１１８】
　次に、レーザ制御部３０は、レーザ光の目標パルスエネルギーＥｔの値を読み込んでも
よい（Ｓ７２３）。目標パルスエネルギーＥｔの値は、例えば露光装置制御部１１０によ
って要求される値でもよい。
【０１１９】
　次に、レーザ制御部３０は、パルスレーザ光が出力されたか否かを判定してもよい（Ｓ
７２４）。パルスレーザ光は１パルスのレーザ光であってよい。パルスレーザ光が出力さ
れたか否かは、例えば、パルスエネルギー計測部１７からパルスエネルギーＥのデータを
受信したか否かによって判定されてもよい。パルスレーザ光が出力されない場合（Ｓ７２
４：ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を上述のＳ７２３に戻してもよい。
【０１２０】
　パルスレーザ光が出力された場合（Ｓ７２４：ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、パルス
エネルギー計測部１７から受信したパルスエネルギーＥのデータを読み込んでもよい（Ｓ
７２５）。
　次に、レーザ制御部３０は、現在の変数Ｅｓｕｍの値にパルスエネルギーＥの値を加算
することにより、変数Ｅｓｕｍの値を更新してもよい。また、レーザ制御部３０は、変数
Ｅｔｓｕｍの値に目標パルスエネルギーＥｔの値を加算することにより、変数Ｅｔｓｕｍ
の値を更新してもよい（Ｓ７２６）。
【０１２１】
　次に、レーザ制御部３０は、カウンターｋの値が、一定値ｎに達したか否かを判定して
もよい（Ｓ７２７）。一定値ｎは、レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度Ｄ％
を算出するために用いられるパルスエネルギーＥの値のサンプル数であってもよい。一定
値ｎは、例えば、３０以上、１００以下であってもよい。
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　カウンターｋの値が、一定値ｎに達していない場合（Ｓ７２７；ＮＯ）、レーザ制御部
３０は、カウンターｋの値に１を加えて（Ｓ７２８）、処理を上述のＳ７２３に戻しても
よい。
　カウンターｋの値が、一定値ｎに達した場合（Ｓ７２７；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０
は、処理をＳ７２９に進めてもよい。
【０１２２】
　Ｓ７２９において、レーザ制御部３０は、変数Ｅｓｕｍの値及び変数Ｅｔｓｕｍの値に
基づいて、以下の式によりレーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度Ｄ％を算出し
てもよい。
　　　Ｄ％＝｜Ｅｔｓｕｍ－Ｅｓｕｍ｜／Ｅｔｓｕｍ×１００
【０１２３】
　レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度Ｄ％により、一対の電極１１ａ及び１
１ｂの消耗度合いが判断されてもよい。レーザ光のパルスエネルギーの目標値との一致度
Ｄ％を算出したら、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終了して、図１
４に示されるＳ８２０に処理を進めてもよい。
【０１２４】
４．電極移動機構を備えたエキシマレーザ装置（第２の実施形態）
　４．１　構成
　図１６は、第２の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。図１７は
、図１６に示されるレーザチャンバ１０の内部構成と、パルスパワーモジュール１３の構
成とを示す。図１６及び図１７に示されるエキシマレーザ装置は、複数のコネクタ６０と
、電極移動機構６１及び６２と、絶縁部６３及び６４と、ドライバ６５とを備えていても
よい。これらの構成により、一方の電極１１ａが、他方の電極１１ｂに近づくように移動
可能となっていてもよい。他の点については、図２及び図３を参照しながら説明した第１
の実施形態の構成と同様でよい。
【０１２５】
　図１６及び図１７に示される複数のコネクタ６０は、複数の導電部２０ａにそれぞれ電
気的に接続され、且つ複数の導電部２０ａにそれぞれ固定されていてもよい。
　図１６に示される電極移動機構６１及び６２は、電気絶縁部２０に固定されていてもよ
い。
【０１２６】
　図１８は、図１６に示されるコネクタ６０の詳細な構成を示す。コネクタ６０は、ロッ
ド部材６０ａと、板バネ部材６０ｂと、を含んでもよい。ロッド部材６０ａの先端には溝
６０ｃが形成されていてもよい。板バネ部材６０ｂは、溝６０ｃに挿入されて、ロッド部
材６０ａに保持されてもよい。
【０１２７】
　電極１１ａは、溝６０ｃにおいて、板バネ部材６０ｂに挟まれた状態で、板バネ部材６
０ｂに保持されてもよい。電極１１ａは、図１８における上下方向に重力以上の外力を受
けたとき、板バネ部材６０ｂ及びロッド部材６０ａに対して相対的に移動可能であっても
よい。ロッド部材６０ａ及び板バネ部材６０ｂは、いずれも電気伝導性を有し、パルスパ
ワーモジュール１３から供給される高電圧を電極１１ａに印加可能であってもよい。
【０１２８】
　図１９は、図１６に示される電極移動機構６１及び絶縁部６３の詳細な構成を示す。電
極移動機構６２及び絶縁部６４の構成も同様でよい。電極移動機構６１は、マイクロメー
タヘッド６１ａと、シリンダ６１ｂと、スピンドル６１ｃと、ピストン６１ｄと、フレキ
シブル管６１ｅと、バネ６１ｆと、シャフト６１ｇと、を含んでいてもよい。
【０１２９】
　シリンダ６１ｂは、電気絶縁部２０に固定されていてもよい。シリンダ６１ｂと電気絶
縁部２０との接触面にはＯリング６１ｈが配置され、シリンダ６１ｂと電気絶縁部２０と
の接触面が気密状態に保持されていてもよい。
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【０１３０】
　ピストン６１ｄは、シリンダ６１ｂの内部において移動可能に設けられていてもよい。
シャフト６１ｇの第１の端部は、シリンダ６１ｂの内部においてピストン６１ｄに固定さ
れていてもよい。シャフト６１ｇは、シリンダ６１ｂの開口６１ｉ及び電気絶縁部２０の
貫通孔を貫通し、且つ、電気絶縁部２０の貫通孔に沿って移動可能であってもよい。シャ
フト６１ｇの第２の端部は、電気絶縁部２０からみてシリンダ６１ｂとは反対側に位置し
、絶縁部６３に固定されていてもよい。絶縁部６３は、電極１１ａに固定されていてもよ
い。
【０１３１】
　シリンダ６１ｂの内部に配置されたフレキシブル管６１ｅに、シャフト６１ｇが挿入さ
れていてもよい。フレキシブル管６１ｅの第１の端部は、ピストン６１ｄにシールされ、
フレキシブル管６１ｅの第２の端部は、シリンダ６１ｂの開口６１ｉの周囲にシールされ
ていてもよい。これにより、電気絶縁部２０の貫通孔は、フレキシブル管６１ｅ及びピス
トン６１ｄによって気密にシールされてもよい。
【０１３２】
　バネ６１ｆは、シリンダ６１ｂの内部に、フレキシブル管６１ｅを囲むように配置され
ていてもよい。ピストン６１ｄは、電気絶縁部２０から離れる方向に、バネ６１ｆの反発
力を受けていてもよい。
【０１３３】
　マイクロメータヘッド６１ａは、シリンダ６１ｂに固定されていてもよい。マイクロメ
ータヘッド６１ａは、図１６に示されたレーザ制御部３０により、ドライバ６５を介して
駆動されてもよい。これにより、マイクロメータヘッド６１ａは、シリンダ６１ｂの内部
に位置するスピンドル６１ｃを、電気絶縁部２０に近づく方向に移動させるように構成さ
れてもよい。スピンドル６１ｃは、バネ６１ｆの反発力に逆らってピストン６１ｄを押し
てもよい。
【０１３４】
　以上の構成により、電極移動機構６１が、電極１１ａを図１９の下方に、すなわち放電
方向と略平行な方向に、移動させてもよい。
【０１３５】
　４．２　第６の制御例
　図２０は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第６の制御例を示すフローチャ
ートである。図２０に示される処理は、第２の実施形態に係るエキシマレーザ装置におい
て、レーザ制御部３０（図１６）によって行われてもよい。
【０１３６】
　第６の制御例は、電極ギャップＧの算出結果に基づいて電極ギャップＧを調整する処理
（Ｓ１４０、Ｓ２００、Ｓ３００）を含む点において、図３に示される第１の制御例と異
なってもよい。他の点については、第１の制御例と同様でよい。
【０１３７】
　まず、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが、電極ギャップ
調整発振の基準値Ｎｃｈｔに達したか否かを判定してもよい（Ｓ１４０）。当該レーザチ
ャンバの全パルス数Ｎｃｈは、上述の図１０Ｂに示される処理によって算出されたもので
もよい。
【０１３８】
　当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが、電極ギャップ調整発振の基準値Ｎｃｈｔに
達していない場合（Ｓ１４０；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理をＳ４００に進めても
よい。当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが、電極ギャップ調整発振の基準値Ｎｃｈ
ｔに達した場合（Ｓ１４０；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、処理をＳ２００に進めても
よい。
【０１３９】
　Ｓ２００において、レーザ制御部３０は、電極ギャップ調整発振を行ってもよい。電極
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ギャップ調整発振においては、電極ギャップＧの算出結果に基づいて、電極ギャップＧを
調整してもよい。電極ギャップＧの調整は、電極の消耗による電極ギャップＧの拡大を補
償するように、電極１１ａを移動させるものでもよい。この処理の詳細については、図２
１を参照しながら後述する。
【０１４０】
　次に、レーザ制御部３０は、電極ギャップ調整発振の基準値Ｎｃｈｔを更新することに
より、次の電極ギャップ調整発振の基準値を設定してもよい（Ｓ３００）。次の電極ギャ
ップ調整発振の基準値は、現在の電極ギャップ調整発振の基準値Ｎｃｈｔに、一定値Ｎｃ
ｈｔ０を加算した値としてもよい。
　Ｓ３００の後、レーザ制御部３０は、処理をＳ４００に進めてもよい。
【０１４１】
　第６の制御例においては、第１の制御例と同様に、Ｓ４００～Ｓ６００の処理により、
電極ギャップＧの算出結果に基づいてファンの回転数が制御されてもよい。但し、当該レ
ーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが電極ギャップ調整発振の基準値Ｎｃｈｔに達するごと
に、電極ギャップＧの計測結果に基づいて電極ギャップＧが調整されてもよい。
【０１４２】
　図２１は、図２０に示される電極ギャップ調整発振の処理の例を示すフローチャートで
ある。図２１に示される処理は、図２０に示されるＳ２００のサブルーチンとして、レー
ザ制御部３０によって行われてもよい。
【０１４３】
　レーザ制御部３０は、電極ギャップの目標値Ｇｔを後述のメモリから読み込んでもよい
（Ｓ２０１）。
　次に、レーザ制御部３０は、エキシマレーザ装置が所定の繰り返し周波数でレーザ発振
するように、充電器１２及びパルスパワーモジュール１３に各種信号を送信してもよい（
Ｓ２０２）。
【０１４４】
　次に、レーザ制御部３０は、ビームプロファイル計測部１８のイメージセンサ１８ｃか
らの出力に基づいて、電極ギャップＧを算出してもよい（Ｓ２０３）。この処理は、図４
Ａ及び図４Ｂを参照しながら説明したものと同様でよい。
【０１４５】
　次に、レーザ制御部３０は、算出された電極ギャップＧと、上述の目標値Ｇｔとの差Δ
Ｇを、以下の式により算出してもよい（Ｓ２０４）。
　　　ΔＧ＝Ｇ－Ｇｔ
【０１４６】
　次に、レーザ制御部３０は、算出された差ΔＧの絶対値｜ΔＧ｜を、所定値ΔＧｔｒと
比較してもよい（Ｓ２０５）。所定値ΔＧｔｒは、電極ギャップＧと目標値Ｇｔとの差Δ
Ｇに関する許容範囲の閾値であってもよい。
【０１４７】
　上述の絶対値｜ΔＧ｜が、所定値ΔＧｔｒを超えている場合（Ｓ２０５；ＮＯ）、レー
ザ制御部３０は、ドライバ６５を介して電極移動機構６１及び６２（図１６）を制御し、
電極１１ａをΔＧ移動させてもよい（Ｓ２０６）。Ｓ２０６の後、レーザ制御部３０は、
処理を上述のＳ２０３に戻して、電極ギャップＧの算出をやり直してもよい。
【０１４８】
　上述の絶対値｜ΔＧ｜が、所定値ΔＧｔｒ以下である場合（Ｓ２０５；ＹＥＳ）、レー
ザ制御部３０は、電極移動機構６１及び６２を制御せずに、本フローチャートによる処理
を終了して、図２０に示されるＳ３００に処理を進めてもよい。
【０１４９】
　４．３　第７の制御例
　図２２は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第７の制御例を示すフローチャ
ートである。図２２に示される処理は、第２の実施形態に係るエキシマレーザ装置におい
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て、レーザ制御部３０（図１６）によって行われてもよい。
【０１５０】
　第７の制御例は、電極ギャップＧの算出結果に基づいて電極ギャップＧを調整する処理
（Ｓ１６０、Ｓ２００、Ｓ３２０）を含む点において、図３に示される第１の制御例と異
なってもよい。他の点については、第１の制御例と同様でよい。
　第７の制御例は、電極ギャップ調整発振の基準値を、当該レーザチャンバの投入エネル
ギー積算値Ｅｉｎｓｕｍに基づいて定める点（Ｓ１６０、Ｓ３２０）において、図２０に
示される第６の制御例と異なってもよい。他の点については、第６の制御例と同様でよい
。
【０１５１】
　まず、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
が、電極ギャップ調整発振の基準値Ｅｉｎｓｕｍｔに達したか否かを判定してもよい（Ｓ
１６０）。当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍは、上述の図１１Ｂ
に示される処理によって算出されたものでもよい。
【０１５２】
　当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍが、電極ギャップ調整発振の
基準値Ｅｉｎｓｕｍｔに達していない場合（Ｓ１６０；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処
理をＳ４００に進めてもよい。当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
が、電極ギャップ調整発振の基準値Ｅｉｎｓｕｍｔに達した場合（Ｓ１６０；ＹＥＳ）、
レーザ制御部３０は、処理をＳ２００に進めてもよい。
【０１５３】
　Ｓ２００において、レーザ制御部３０は、電極ギャップ調整発振を行ってもよい。この
処理は、図２０及び図２１を参照しながら説明したＳ２００の処理と同様でよい。
【０１５４】
　次に、レーザ制御部３０は、電極ギャップ調整発振の基準値Ｅｉｎｓｕｍｔを更新する
ことにより、次の電極ギャップ調整発振の基準値を設定してもよい（Ｓ３２０）。次の電
極ギャップ調整発振の基準値は、現在の電極ギャップ調整発振の基準値Ｅｉｎｓｕｍｔに
、一定値Ｅｉｎｓｕｍｔ０を加算した値としてもよい。
　Ｓ３２０の後、レーザ制御部３０は、処理をＳ４００に進めてもよい。
【０１５５】
　第７の制御例においては、第１の制御例と同様に、Ｓ４００～Ｓ６００の処理により、
電極ギャップＧの算出結果に基づいてファンの回転数が制御されてもよい。但し、当該レ
ーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍが電極ギャップ調整発振の基準値Ｅｉ
ｎｓｕｍｔに達するごとに、電極ギャップＧの算出結果に基づいて電極ギャップＧが調整
されてもよい。
【０１５６】
　４．４　第８の制御例
　図２３は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第８の制御例を示すフローチャ
ートである。図２３に示される処理は、第２の実施形態に係るエキシマレーザ装置におい
て、レーザ制御部３０（図１６）によって行われてもよい。
【０１５７】
　第８の制御例においては、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗パラメータに基づいて電
極ギャップＧを算出して、電極１１ａを移動させてもよい（Ｓ２２０）。また、第８の制
御例においては、電極移動量の積算値ΔＧｓｕｍを記憶しておいて、その後の電極ギャッ
プＧの算出に用いてもよい（Ｓ１２０、Ｓ２６０、Ｓ４６０、Ｓ４９０）。これらの点に
おいて、第８の制御例は、図２０に示される第６の制御例と異なってもよい。他の点につ
いては、第６の制御例と同様でよい。
【０１５８】
　まず、レーザ制御部３０は、電極移動量の積算値ΔＧｓｕｍの初期値を０に設定しても
よい（Ｓ１２０）。電極移動量の積算値ΔＧｓｕｍは、電極１１ａが移動される度に更新
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され（Ｓ２６０）、その後の電極ギャップＧの算出に用いられてもよい（Ｓ４９０）。
【０１５９】
　次に、レーザ制御部３０は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが、電極移動の基
準値Ｎｃｈｔに達したか否かを判定してもよい（Ｓ１４０）。当該レーザチャンバの全パ
ルス数Ｎｃｈは、上述の図１０Ｂに示される処理によって算出されたものでもよい。
【０１６０】
　当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが、電極移動の基準値Ｎｃｈｔに達していない
場合（Ｓ１４０；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理をＳ４６０に進めてもよい。当該レ
ーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが、電極移動の基準値Ｎｃｈｔに達した場合（Ｓ１４０
；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、処理をＳ２２０に進めてもよい。
【０１６１】
　Ｓ２２０において、レーザ制御部３０は、電極１１ａを移動させてもよい。電極移動量
ΔＧは、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗パラメータに基づいて算出されてもよい。こ
の処理の詳細については、図２４を参照しながら後述する。
【０１６２】
　次に、レーザ制御部３０は、電極移動量の積算値ΔＧｓｕｍを更新してもよい（Ｓ２６
０）。電極移動量の積算値は、現在の電極移動量の積算値ΔＧｓｕｍに、Ｓ２２０におけ
る電極移動量ΔＧを加算した値としてもよい。
【０１６３】
　次に、レーザ制御部３０は、電極移動の基準値Ｎｃｈｔを更新することにより、次の電
極移動の基準値を設定してもよい（Ｓ３００）。次の電極移動の基準値は、現在の電極移
動の基準値Ｎｃｈｔに、一定値Ｎｃｈｔ０を加算した値としてもよい。
　Ｓ３００の後、レーザ制御部３０は、処理をＳ４６０に進めてもよい。
【０１６４】
　Ｓ４６０において、レーザ制御部３０は、電極１１ａを移動させていない場合の電極ギ
ャップＧｃａｌｃを算出してもよい。電極１１ａを移動させていない場合の電極ギャップ
Ｇｃａｌｃは、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗パラメータに基づいて、例えば以下の
式により算出されてもよい。
　　　Ｇｃａｌｃ＝Ｇ０＋ｋ１・Ｎｃｈ
但し、Ｇ０は、電極ギャップの初期値であってもよい。ｋ１は、比例定数として用いられ
る正の数であってもよい。当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈは、上述の図１０Ｂに
示される処理によって算出されたものでもよい。
【０１６５】
　次に、レーザ制御部３０は、以下の式により、電極ギャップＧを算出してもよい（Ｓ４
９０）。
　　　Ｇ＝Ｇｃａｌｃ－ΔＧｓｕｍ
　Ｓ４９０の後、レーザ制御部３０は、処理をＳ５００に進めてもよい。
【０１６６】
　第８の制御例においては、第１の制御例と同様に、Ｓ５００及びＳ６００の処理により
、電極ギャップＧの算出結果に基づいてファンの回転数が制御されてもよい。但し、当該
レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈが電極移動の基準値Ｎｃｈｔに達するごとに、電極１
１ａがΔＧ移動されてもよい。
【０１６７】
　図２５は、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈに応じた電極ギャップＧの推移を示
すグラフである。電極１１ａを移動させていない場合の電極ギャップＧｃａｌｃは、初期
値Ｇ０を出発点として、当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈの増加に比例して増加す
るものであってもよい。但し、電極１１ａがΔＧ移動される度に、電極ギャップＧはΔＧ
減少してもよい。図２５に示されるように、電極ギャップＧの推移は鋸歯状に表されても
よい。
【０１６８】
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　図２４は、図２３に示される電極移動の処理の例を示すフローチャートである。図２４
に示される処理は、図２３に示されるＳ２２０のサブルーチンとして、レーザ制御部３０
によって行われてもよい。
【０１６９】
　レーザ制御部３０は、電極ギャップの目標値Ｇｔを後述のメモリから読み込んでもよい
（Ｓ２２１）。
【０１７０】
　次に、レーザ制御部３０は、電極１１ａを移動させていない場合の電極ギャップＧｃａ
ｌｃを算出してもよい（Ｓ２２２）。電極１１ａを移動させていない場合の電極ギャップ
Ｇｃａｌｃは、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗パラメータに基づいて、例えば以下の
式により算出されてもよい。
　　　Ｇｃａｌｃ＝Ｇ０＋ｋ１・Ｎｃｈ
但し、Ｇ０は、電極ギャップの初期値であってもよい。ｋ１は、比例定数として用いられ
る正の数であってもよい。当該レーザチャンバの全パルス数Ｎｃｈは、上述の図１０Ｂに
示される処理によって算出されたものでもよい。
【０１７１】
　次に、レーザ制御部３０は、電極ギャップＧと、上述の目標値Ｇｔとの差ΔＧを、以下
の式により算出してもよい（Ｓ２２３）。
　　　ΔＧ＝Ｇ－Ｇｔ
　電極ギャップＧは、以下の式により算出され得る。
　　　Ｇ＝Ｇｃａｌｃ－ΔＧｓｕｍ
　従って、電極ギャップＧと、上述の目標値Ｇｔとの差ΔＧは、以下の式により算出され
てもよい。
　　　ΔＧ＝Ｇｃａｌｃ－ΔＧｓｕｍ－Ｇｔ
【０１７２】
　次に、レーザ制御部３０は、ドライバ６５を介して電極移動機構６１及び６２（図１６
）を制御し、電極１１ａをΔＧ移動させてもよい（Ｓ２２４）。Ｓ２２４の後、レーザ制
御部３０は、本フローチャートによる処理を終了して、図２３に示されるＳ２６０に処理
を進めてもよい。
【０１７３】
　図２５には、電極ギャップＧと目標値Ｇｔとの差がΔＧであることが示されている。目
標値Ｇｔは、電極ギャップの初期値Ｇ０と異なる値であってもよいし、同じ値であっても
よい。
【０１７４】
　４．５　第９の制御例
　図２６は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第９の制御例を示すフローチャ
ートである。図２６に示される処理は、第２の実施形態に係るエキシマレーザ装置におい
て、レーザ制御部３０（図１６）によって行われてもよい。
　図２７は、図２６に示される電極移動の処理の例を示すフローチャートである。図２６
及び図２７に示される処理は、当該レーザチャンバの投入エネルギー積算値Ｅｉｎｓｕｍ
を用いる点（Ｓ１６０、Ｓ３２０、Ｓ２４２など）で、図２３及び図２４に示される処理
と異なってもよい。他の点については、図２３及び図２４に示される処理と同様でよい。
【０１７５】
５．電極移動機構を備えたエキシマレーザ装置（第３の実施形態）
　図２８は、第３の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。図２９は
、図２８に示されるレーザチャンバ１０の内部構成と、パルスパワーモジュール１３の構
成とを示す。図２８及び図２９に示されるエキシマレーザ装置は、複数のコネクタ７０と
、電極移動機構７１及び７２と、三角ブロック７３及び７４と、ドライバ７８とを備えて
いてもよい。これらの構成により、一方の電極１１ａに、他方の電極１１ｂが近づくよう
に移動可能となっていてもよい。コネクタ６０と、電極移動機構６１及び６２と、絶縁部
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６３及び６４とは、なくてもよい。他の点については、図１６及び図１７を参照しながら
説明した第２の実施形態の構成と同様でよい。
【０１７６】
　図２８及び図２９に示されるコネクタ７０は、接続端子７０ａに電気的に接続され、且
つ接続端子７０ａに固定されていてもよい。接続端子７０ａは、レーザチャンバ１０の内
部仕切板１０ｃに電気的に接続され、且つ内部仕切板１０ｃに固定されていてもよい。コ
ネクタ７０は、第２の実施形態におけるコネクタ６０と同様の構成を有してもよい。コネ
クタ７０は、電極１１ｂと電気的に接続された状態で、電極１１ｂを保持してもよい。こ
れにより、電極１１ｂは、コネクタ７０、接続端子７０ａ及び内部仕切板１０ｃを介して
、接地電位に接続されていてもよい。
【０１７７】
　図２８及び図２９に示される電極移動機構７１及び７２は、レーザチャンバ１０に固定
されていてもよい。電極移動機構７１及び７２は、第２の実施形態における電極移動機構
６１及び６２と同様の構成を有してもよい。電極移動機構７１に含まれるシャフト７１ｇ
の先端は、レーザチャンバ１０内に位置し、三角ブロック７３に固定されていてもよい。
電極移動機構７２に含まれるシャフト７２ｇの先端は、レーザチャンバ１０内に位置し、
三角ブロック７４に固定されていてもよい。電極１１ｂが接地電位に接続されているので
、三角ブロック７３及び７４は、絶縁体で構成されていなくてもよい。
【０１７８】
　電極１１ｂにも、三角ブロック７５及び７６が固定されていてもよい。三角ブロック７
３の斜面と三角ブロック７５の斜面とは互いに滑り移動できるように接していてもよい。
三角ブロック７４の斜面と三角ブロック７６の斜面とは互いに滑り動くことができるよう
に接していてもよい。電極１１ｂには、さらに、バネ７７の一端が固定されていてもよい
。バネ７７の他端は、内部仕切板１０ｃに固定されていてもよい。電極１１ｂは、内部仕
切板１０ｃに近づく方向に、バネ７７の張力を受けていてもよい。
【０１７９】
　ドライバ７８が電極移動機構７１及び７２を駆動することにより、シャフト７１ｇ及び
シャフト７２ｇがそれぞれレーザチャンバ１０の中央に向かって移動してもよい。これに
より、三角ブロック７３及び７４がそれぞれ三角ブロック７５及び７６を押し、それぞれ
の斜面において互いに滑り移動してもよい。電極１１ｂは、三角ブロック７５及び７６に
押されて、内部仕切板１０ｃから離れる方向に、すなわち放電方向と略平行な方向に、バ
ネ７７の張力に逆らって移動してもよい。
【０１８０】
　このようにして、電極１１ｂが移動されることにより、電極ギャップが調整されてもよ
い。電極ギャップの調整動作及びファンの回転数の制御については、図２０～図２７を参
照しながら説明したものと同様でよい。
【０１８１】
６．ガス供給及び排気装置を備えたエキシマレーザ装置（第４の実施形態）
　６．１　構成
　図３０は、第４の実施形態に係るエキシマレーザ装置の構成を模式的に示す。図３０に
示されるエキシマレーザ装置は、圧力センサ１６と、レーザガス供給装置２３と、レーザ
ガス排気装置２４とを備えていてもよい。ビームプロファイル計測部１８（図１参照）は
、なくてもよい。
【０１８２】
　圧力センサ１６は、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐを検出し、レーザ制御部３０に出力
してもよい。
【０１８３】
　レーザガス供給装置２３は、図示しないバルブと、流量調節弁とを含んでもよい。レー
ザガス供給装置２３は、レーザチャンバ１０と図示しないガスボンベとの間に接続されて
いてもよい。レーザガス供給装置２３は、レーザ制御部３０からの制御信号に従って、ガ
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スボンベからレーザチャンバ１０に供給されるレーザガスの流量を調節してもよい。
【０１８４】
　レーザガス排気装置２４は、図示しないバルブと、排気ポンプとを含んでもよい。レー
ザガス排気装置２４は、レーザ制御部３０からの制御信号に従って、レーザチャンバ１０
内のガスの一部を排気してもよい。
　他の点については、図１を参照しながら説明した第１の実施形態の構成と同様でよい。
【０１８５】
　６．２　充電電圧によるパルスエネルギー制御
　図３１は、第４の実施形態においてレーザ光のパルスエネルギーを制御するためのフロ
ーチャートである。図３１に示される処理は、図３３を参照しながら後述するファンの回
転数制御とは独立に、レーザ制御部３０（図３０）によって行われてもよい。図３１に示
される処理においては、レーザ光のパルスエネルギーを所望の値に維持するために、パル
スエネルギー計測部１７から得られたデータに基づいて充電器１２の充電電圧Ｖを制御し
てもよい。図３１に示される処理は、図３３に示されるファンの回転数制御とは別個に行
われるものであるが、ファンの回転数制御の前提となり得るので以下に説明する。
【０１８６】
　まず、レーザ制御部３０は、レーザ光の目標パルスエネルギーＥｔの値を読み込んでも
よい（Ｓ３１）。目標パルスエネルギーＥｔの値は、例えば露光装置制御部１１０によっ
て要求される値であってもよい。
【０１８７】
　次に、レーザ制御部３０は、レーザ発振が開始されたか否かを判定してもよい（Ｓ３２
）。レーザ発振が開始されたか否かは、レーザ制御部３０が充電器１２及びパルスパワー
モジュール１３に対してレーザ発振のための各種信号を送信したか否かによって、判定さ
れてもよい。あるいは、レーザ発振が開始されたか否かは、レーザ制御部３０がパルスエ
ネルギー計測部１７からパルスエネルギーＥのデータを受信したか否かによって、判定さ
れてもよい。
【０１８８】
　レーザ制御部３０は、レーザ発振が開始されていない場合は（Ｓ３２；ＮＯ）、レーザ
発振が開始されるまで上記の判定を繰り返してもよい。レーザ制御部３０は、レーザ発振
が開始された場合は（Ｓ３２；ＹＥＳ）、処理をＳ３３に進めてもよい。
【０１８９】
　Ｓ３３において、レーザ制御部３０は、レーザ光のパルスエネルギーＥのデータを読み
込んでもよい。パルスエネルギーＥの値は、パルスエネルギー計測部１７から受信したも
のであってもよい。
　次に、レーザ制御部３０は、レーザ光のパルスエネルギーＥの値と目標パルスエネルギ
ーＥｔの値とを比較してもよい（Ｓ３４）。
【０１９０】
　パルスエネルギーＥの値が目標パルスエネルギーＥｔの値に等しい場合（Ｅ＝Ｅｔ）、
レーザ制御部３０は、充電器１２の充電電圧Ｖを、現在の充電電圧Ｖのまま維持してもよ
い（Ｓ３５：Ｖ＝Ｖ）。
【０１９１】
　パルスエネルギーＥの値が目標パルスエネルギーＥｔの値より小さい場合（Ｅ＜Ｅｔ）
、レーザ制御部３０は、充電器１２の充電電圧Ｖを、現在の充電電圧Ｖに所定の増減幅Δ
Ｖを加算した値に上昇させてもよい（Ｓ３６：Ｖ＝Ｖ＋ΔＶ）。これにより、パルスエネ
ルギーＥを上昇させ目標パルスエネルギーＥｔに近づけ得る。
【０１９２】
　パルスエネルギーＥの値が目標パルスエネルギーＥｔの値より大きい場合（Ｅ＞Ｅｔ）
、レーザ制御部３０は、充電器１２の充電電圧Ｖを、現在の充電電圧Ｖから所定の増減幅
ΔＶを減算した値に低下させてもよい（Ｓ３７：Ｖ＝Ｖ－ΔＶ）。これにより、パルスエ
ネルギーＥを低下させ目標パルスエネルギーＥｔに近づけ得る。
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【０１９３】
　Ｓ３５～Ｓ３７のいずれかで示される充電電圧Ｖの制御が終了したら、レーザ制御部３
０は、充電電圧Ｖのデータを後述のメモリに書き込んでもよい（Ｓ３８）。
【０１９４】
　次に、レーザ制御部３０は、充電電圧Ｖが閾値Ｖｍａｘ以上であるか否かを判定しても
よい（Ｓ３９）。充電電圧Ｖが閾値Ｖｍａｘ以上である場合（Ｓ３９；ＹＥＳ）、レーザ
光の発光効率が悪く、レーザ発振を停止させてメンテナンスすることが必要となり得るた
め、本フローチャートによる処理を終了してもよい。充電電圧Ｖが閾値Ｖｍａｘ以上でな
い場合（Ｓ３９；ＮＯ）、上述のＳ３１に戻り、引き続き充電電圧Ｖを制御してパルスエ
ネルギーＥを安定化するとともに、充電電圧Ｖのデータを後述のメモリに書き込んでもよ
い。
【０１９５】
　６．３　ガス圧制御
　図３２は、第４の実施形態においてレーザチャンバ１０内の圧力を制御するためのフロ
ーチャートである。図３２に示される処理は、図３３を参照しながら後述するファンの回
転数制御とは独立に、レーザ制御部３０（図３０）によって行われてもよい。図３２に示
される処理においては、充電器１２の充電電圧Ｖに基づいてレーザチャンバ内の圧力Ｐを
制御してもよい。図３２に示される処理は、図３３に示されるファンの回転数制御とは別
個に行われるものであるが、ファンの回転数制御の前提となり得るので以下に説明する。
【０１９６】
　まず、レーザ制御部３０は、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐのデータを読み込んでもよ
い（Ｓ４１）。圧力Ｐのデータは、圧力センサ１６から出力されたものでもよい。
　次に、レーザ制御部３０は、充電器１２の充電電圧Ｖを読み込んでもよい（Ｓ４２）。
充電電圧Ｖは、上述のＳ３８（図３１）において後述のメモリに書き込まれたものでもよ
い。
【０１９７】
　次に、レーザ制御部３０は、充電器１２の充電電圧Ｖと、第１の閾値Ｖｍｉｎ及び第２
の閾値Ｖｍａｘと、を比較してもよい（Ｓ４３）。充電器１２の充電電圧Ｖが、第１の閾
値Ｖｍｉｎ以上、第２の閾値Ｖｍａｘ以下である場合（Ｓ４３；ＹＥＳ）、レーザ制御部
３０は、圧力の目標値Ｐｔを、現在の圧力Ｐのままとしてもよい（Ｓ４４）。Ｓ４４の後
、レーザ制御部３０は、処理をＳ５１に進めてもよい。
【０１９８】
　充電器１２の充電電圧Ｖが、第１の閾値Ｖｍｉｎ未満である場合（Ｓ４３；Ｖ＜Ｖｍｉ
ｎ）、レーザ制御部３０は、現在の圧力Ｐから所定値ΔＰを減算した値を、圧力の目標値
Ｐｔとして設定してもよい（Ｓ４５）。次に、レーザ制御部３０は、設定された圧力の目
標値Ｐｔと、閾値Ｐｍｉｎとを比較してもよい（Ｓ４６）。
【０１９９】
　設定された圧力の目標値Ｐｔが、閾値Ｐｍｉｎ以上である場合（Ｓ４６；ＹＥＳ）、レ
ーザ制御部３０は、処理をＳ４７に進めてもよい。Ｓ４７において、レーザ制御部３０は
、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが目標値Ｐｔとなるように、レーザガス排気装置２４を
制御してもよい。Ｓ４７の後、レーザ制御部３０は、処理をＳ５１に進めてもよい。
【０２００】
　設定された圧力の目標値Ｐｔが、閾値Ｐｍｉｎ未満である場合（Ｓ４６；ＮＯ）、レー
ザ制御部３０は、レーザガス排気装置２４を制御することなく、処理をＳ５１に進めても
よい。
【０２０１】
　充電器１２の充電電圧Ｖが、第２の閾値Ｖｍａｘを超えている場合（Ｓ４３；Ｖ＞Ｖｍ
ａｘ）、レーザ制御部３０は、現在の圧力Ｐに所定値ΔＰを加算した値を、圧力の目標値
Ｐｔとして設定してもよい（Ｓ４８）。次に、レーザ制御部３０は、設定された圧力の目
標値Ｐｔと、閾値Ｐｍａｘとを比較してもよい（Ｓ４９）。
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【０２０２】
　設定された圧力の目標値Ｐｔが、閾値Ｐｍａｘ以下である場合（Ｓ４９；ＹＥＳ）、レ
ーザ制御部３０は、処理をＳ５０に進めてもよい。Ｓ５０において、レーザ制御部３０は
、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが目標値Ｐｔとなるように、レーザガス供給装置２３を
制御してもよい。Ｓ５０の後、レーザ制御部３０は、処理をＳ５１に進めてもよい。
【０２０３】
　設定された圧力の目標値Ｐｔが、閾値Ｐｍａｘを超えている場合（Ｓ４９；ＮＯ）、レ
ーザ制御部３０は、レーザガス供給装置２３を制御することなく、処理をＳ５１に進めて
もよい。
【０２０４】
　Ｓ５１において、レーザ制御部３０は、再び、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐを読み込
んでもよい。
　次に、レーザ制御部３０は、圧力Ｐのデータを、後述のメモリに書き込んでもよい（Ｓ
５２）。
【０２０５】
　次に、レーザ制御部３０は、ガス圧制御を停止するか否かを判定してもよい（Ｓ５３）
。例えば、露光装置制御部１１０からレーザ光の出力停止信号を受信した場合には、レー
ザ制御部３０は、ガス圧制御を停止すると判定してもよい。ガス圧制御を停止する場合（
Ｓ５３；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、本フローチャートによる処理を終了してもよい
。ガス圧制御を停止しない場合（Ｓ５３；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を上述のＳ
４２に戻して、それ以降の処理を繰り返してもよい。
【０２０６】
　以上のように、充電器１２の充電電圧Ｖが、第１の閾値Ｖｍｉｎ以上、第２の閾値Ｖｍ
ａｘ以下である場合には、図３２に示される処理によるレーザガスの供給又は排出は行わ
れなくてもよい。
【０２０７】
　充電器１２の充電電圧Ｖが第１の閾値Ｖｍｉｎ未満になった場合、図３２に示される処
理により、レーザガスの一部の排気が行われてもよい。レーザガスの一部の排気により、
レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが低下し得る。レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが低下する
と、エキシマレーザ装置の出力が低下しようとするので、エキシマレーザ装置の出力を一
定化するために、図３１に示される処理により、充電電圧Ｖが上昇し得る。
　このようにして、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐを低下させることにより、一対の電極
１１ａ及び１１ｂ間に供給される電圧の過度の低下が抑制され得る。
【０２０８】
　充電器１２の充電電圧Ｖが第２の閾値Ｖｍａｘを超えた場合、図３２に示される処理に
より、レーザガスの供給が行われてもよい。レーザガスの供給により、レーザチャンバ１
０内の圧力Ｐが上昇し得る。レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが上昇すると、エキシマレー
ザ装置の出力が上昇しようとするので、エキシマレーザ装置の出力を一定化するために、
図３１に示される処理によって充電電圧Ｖが低下し得る。
　このようにして、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐを上昇させることにより、一対の電極
１１ａ及び１１ｂ間に供給される電圧の過度の上昇が抑制され得る。
【０２０９】
　しかし、充電器１２の充電電圧Ｖが第２の閾値Ｖｍａｘを超えて、レーザガスの供給が
行われても、一対の電極１１ａ及び１１ｂが消耗した状態では、エキシマレーザ装置の出
力の上昇が鈍くなり得る。その結果、一対の電極１１ａ及び１１ｂが新しい場合に比べて
、一対の電極１１ａ及び１１ｂが消耗した状態では、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが上
昇しやすくなり得る。
【０２１０】
　６．４　第１０の制御例
　図３３は、本開示におけるファンの回転数制御に関する第１０の制御例を示すフローチ
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ャートである。図３３に示される処理は、第４の実施形態に係るエキシマレーザ装置にお
いて、レーザ制御部３０（図３０）によって行われてもよい。
【０２１１】
　第１０の制御例は、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが閾値Ｐ１を超えたらファンの回転
数を上げる点（Ｓ７４０、Ｓ８４０、Ｓ８８０）において、図３に示される第１の制御例
と異なってもよい。図３に示される、電極ギャップＧを算出して、電極ギャップＧからフ
ァンの回転数の目標値Ｒを算出する処理（Ｓ４００、Ｓ５００）は、なくてもよい。
【０２１２】
　まず、レーザ制御部３０は、ファンの回転数の目標値Ｒを初期値Ｒ０に設定してもよい
（Ｓ１００）。初期値Ｒ０は、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが閾値Ｐ１に達するまでの
間は放電が安定しているが、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗が進めば放電が不安定に
なり得る程度の回転数であってもよい。
【０２１３】
　次に、レーザ制御部３０は、ファンの回転数が目標値Ｒとなるように、回転数制御部３
１に回転数制御信号を送信してもよい（Ｓ６００）。この処理は、図３を参照しながら説
明したＳ６００の処理と同様でよい。
【０２１４】
　次に、レーザ制御部３０は、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐのデータを後述のメモリか
ら読み込んでもよい（Ｓ７４０）。
【０２１５】
　次に、レーザ制御部３０は、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐを、閾値Ｐ１と比較しても
よい（Ｓ８４０）。レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが、閾値Ｐ１以下である場合（Ｓ８４
０；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理をＳ６００に戻してもよい。レーザチャンバ１０
内の圧力Ｐが、閾値Ｐ１を超える場合（Ｓ８４０；ＹＥＳ）、レーザ制御部３０は、処理
をＳ８８０に進めてもよい。
【０２１６】
　Ｓ８８０において、レーザ制御部３０は、ファンの回転数の目標値Ｒを初期値Ｒ０から
Ｒ１に変更してもよい。Ｒ１は、初期値Ｒ０よりも大きい値であってもよい。Ｒ１は、レ
ーザチャンバ１０内の圧力ＰがＰｍａｘ（図３４参照）に達するまでの間は放電が安定し
得る程度の回転数であってもよい。Ｐｍａｘは、閾値Ｐ１より大きい値であってもよい。
【０２１７】
　次に、レーザ制御部３０は、回転数制御を停止するか否かを判定してもよい（Ｓ９００
）。この処理は、図３を参照しながら説明したＳ９００の処理と同様でよい。但し、回転
数制御を停止しない場合（Ｓ９００；ＮＯ）、レーザ制御部３０は、処理を上述のＳ６０
０に戻してそれ以降の処理を繰り返してもよい。
【０２１８】
　図３４は、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗に伴うレーザチャンバ１０内の圧力Ｐの
変化と、それに応じたファンの回転数の目標値Ｒの設定例を示すグラフである。上述のよ
うに、一対の電極１１ａ及び１１ｂの消耗に伴い、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが上昇
し得る。ファンの回転数の目標値Ｒは、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが閾値Ｐ１以下で
あるうちは初期値Ｒ０に設定され、レーザチャンバ１０内の圧力Ｐが閾値Ｐ１を超えたら
Ｒ１に設定されてもよい。
【０２１９】
　第１０の制御例においては、ファンの回転数の目標値Ｒを２段階で制御する場合につい
て説明したが、３段階以上で制御してもよい。
【０２２０】
７．音響波の影響について
　図３５は、エキシマレーザ装置におけるファンの回転数と、レーザ光のパルスエネルギ
ー安定性Ｅ％との関係を模式的に示す。図３５においては、一対の電極１１ａ及び１１ｂ
の消耗量は変化しないものとしてもよい。



(31) JP 6364476 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

【０２２１】
　上述の実施形態に係るエキシマレーザ装置においては、放電により生じた音響波が、回
転しているクロスフローファン２１のブレードによって反射され、再び放電領域に戻り得
る。音響波が放電領域に戻ってきたとき、放電領域におけるレーザガスのガス密度が揺ら
ぎ、放電の安定性に影響を与える場合がある。音響波が放電の安定性に与える影響は、放
電の繰り返し周波数と、ファンの回転数との関係に依存し得る。図３５に示されるように
、放電の繰り返し周波数を一定としたとき、ファンの回転数が特定の値の付近になると、
レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％が極端に悪化する場合がある。
【０２２２】
　そこで、上述の実施形態においては、放電の繰り返し周波数に対するファンの回転数の
禁止帯を、あらかじめ後述のメモリに記憶させておいてもよい。例えば、放電の繰り返し
周波数ごとに、レーザ光のパルスエネルギー安定性Ｅ％が所定の基準値より悪化するファ
ンの回転数の範囲を求めておき、その範囲を禁止帯としてもよい。
【０２２３】
　そして、ファンの回転数制御においては、禁止帯を避けるように、ファンの回転数の目
標値Ｒが決定されてもよい。例えば、上述の実施形態において、算出されたファンの回転
数の目標値Ｒが禁止帯に入っているか否かを判定する処理が追加されてもよい。算出され
たファンの回転数の目標値Ｒが禁止帯に入っている場合、算出されたファンの回転数の目
標値Ｒに一定値を加算することにより、新たな目標値を決定してもよい。
【０２２４】
８．制御部の構成
　図３６は、制御部の概略構成を示すブロック図である。
　上述した実施の形態におけるレーザ制御部３０等の制御部は、コンピュータやプログラ
マブルコントローラ等汎用の制御機器によって構成されてもよい。例えば、以下のように
構成されてもよい。
【０２２５】
（構成）
　制御部は、処理部１０００と、処理部１０００に接続される、ストレージメモリ１００
５と、ユーザインターフェイス１０１０と、パラレルＩ／Ｏコントローラ１０２０と、シ
リアルＩ／Ｏコントローラ１０３０と、Ａ／Ｄ、Ｄ／Ａコンバータ１０４０とによって構
成されてもよい。また、処理部１０００は、ＣＰＵ１００１と、ＣＰＵ１００１に接続さ
れた、メモリ１００２と、タイマー１００３と、ＧＰＵ１００４とから構成されてもよい
。
【０２２６】
（動作）
　処理部１０００は、ストレージメモリ１００５に記憶されたプログラムを読み出しても
よい。また、処理部１０００は、読み出したプログラムを実行したり、プログラムの実行
に従ってストレージメモリ１００５からデータを読み出したり、ストレージメモリ１００
５にデータを記憶させたりしてもよい。
【０２２７】
　パラレルＩ／Ｏコントローラ１０２０は、パラレルＩ／Ｏポートを介して通信可能な機
器１０２１～１０２ｘに接続されてもよい。パラレルＩ／Ｏコントローラ１０２０は、処
理部１０００がプログラムを実行する過程で行うパラレルＩ／Ｏポートを介した、デジタ
ル信号による通信を制御してもよい。
【０２２８】
　シリアルＩ／Ｏコントローラ１０３０は、シリアルＩ／Ｏポートを介して通信可能な機
器１０３１～１０３ｘに接続されてもよい。シリアルＩ／Ｏコントローラ１０３０は、処
理部１０００がプログラムを実行する過程で行うシリアルＩ／Ｏポートを介した、デジタ
ル信号による通信を制御してもよい。
【０２２９】
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　Ａ／Ｄ、Ｄ／Ａコンバータ１０４０は、アナログポートを介して通信可能な機器１０４
１～１０４ｘに接続されてもよい。Ａ／Ｄ、Ｄ／Ａコンバータ１０４０は、処理部１００
０がプログラムを実行する過程で行うアナログポートを介した、アナログ信号による通信
を制御してもよい。
【０２３０】
　ユーザインターフェイス１０１０は、オペレータが処理部１０００によるプログラムの
実行過程を表示したり、オペレータによるプログラム実行の中止や割り込み処理を処理部
１０００に行わせたりするよう構成されてもよい。
【０２３１】
　処理部１０００のＣＰＵ１００１はプログラムの演算処理を行ってもよい。メモリ１０
０２は、ＣＰＵ１００１がプログラムを実行する過程で、プログラムの一時記憶や、演算
過程でのデータの一時記憶を行ってもよい。タイマー１００３は、時刻や経過時間を計測
し、プログラムの実行に従ってＣＰＵ１００１に時刻や経過時間を出力してもよい。ＧＰ
Ｕ１００４は、処理部１０００に画像データが入力された際、プログラムの実行に従って
画像データを処理し、その結果をＣＰＵ１００１に出力してもよい。
【０２３２】
　パラレルＩ／Ｏコントローラ１０２０に接続される、パラレルＩ／Ｏポートを介して通
信可能な機器１０２１～１０２ｘは、露光装置制御部１１０、他の制御部等であってもよ
い。
　シリアルＩ／Ｏコントローラ１０３０に接続される、シリアルＩ／Ｏポートを介して通
信可能な機器１０３１～１０３ｘは、充電器１２、パルスパワーモジュール１３、回転数
制御部３１等であってもよい。
　Ａ／Ｄ、Ｄ／Ａコンバータ１０４０に接続される、アナログポートを介して通信可能な
機器１０４１～１０４ｘは、圧力センサ１６、パルスエネルギー計測部１７、ビームプロ
ファイル計測部１８等の各種センサであってもよい。
　以上のように構成されることで、制御部は各実施形態に示された動作を実現可能であっ
てよい。
【０２３３】
　上記の説明は、制限ではなく単なる例示を意図したものである。従って、添付の特許請
求の範囲を逸脱することなく本開示の実施形態に変更を加えることができることは、当業
者には明らかであろう。
【０２３４】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲全体で使用される用語は、「限定的でない」用語と
解釈されるべきである。例えば、「含む」又は「含まれる」という用語は、「含まれるも
のとして記載されたものに限定されない」と解釈されるべきである。「有する」という用
語は、「有するものとして記載されたものに限定されない」と解釈されるべきである。ま
た、本明細書及び添付の特許請求の範囲に記載される修飾句「１つの」は、「少なくとも
１つ」又は「１又はそれ以上」を意味すると解釈されるべきである。
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