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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】照射される光のパターンが設計露光パターンに
できるだけ近づくよう、従来の解像度の限界を超えて解
像度を実効的に高くすることができるようにする。
【解決手段】ＤＭＤである空間光変調器４を備えた露光
ユニット１により露光エリアに露光パターンの光が照射
され、露光エリアを通して対象物Ｗを移動機構により移
動させながら、対象物Ｗの表面の感光層に臨界露光量以
上の光を照射して露光する。対象物Ｗの要露光点は、空
間光変調器４のオン状態である画素ミラーに対応した対
応座標に複数回位置して多重露光がされる。設計露光パ
ターンの境界までの距離が露光点ピッチ未満である露光
点における多重露光の回数は、境界までの距離に応じて
設定された最大回数よりも少ない回数である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　露光エリアに設計露光パターンに従ったパターンで光を照射する露光ユニットと、
　臨界露光量以上の露光がされることによって感光する感光層が表面に形成されている対
象物を露光エリアを通して相対的に移動させる移動機構と
を備えており、
　露光ユニットは、
　光源と、光源からの光が照射される位置に配置され、露光エリアに向けて光を指向させ
る状態であるオン状態と露光エリアに向けて光を指向させない状態であるオフ状態のいず
れかとされる多数の画素を有して露光エリアに照射される光が設計露光パターンに従った
パターンとなるように光源からの光を空間的に変調させる空間光変調器と、空間光変調器
により空間的に変調された光を露光エリアに投影する光学系とを備えているダイレクトイ
メージング露光装置であって、
　空間光変調器の各画素を制御する変調器コントローラと、
　変調器コントローラによる各画素のオンオフ制御のためのデータである露光制御データ
を記憶した記憶部と
が設けられており、
　露光エリアには、空間光変調器の各画素に対応した対応座標が設定されており、
　対象物の表面には、露光されるべき箇所を示すものとして要露光点が設定されており、
各要露光点は露光点ピッチの距離で互いに隔てられた点であり、
　光学系は、空間光変調器のオン状態である各画素に対応した各対応座標上に当該画素に
よる画素パターンを投影するものであり、
　移動機構は、対象物の一つの要露光点の箇所が移動方向に沿ったスキャンライン上の画
素パターンによって露光されるとともに隣りのスキャンライン上の画素パターンの周辺部
によっても重畳的に露光されるように対象物を移動させる機構であって、各画素パターン
における照度分布は、中央部において高く周辺部において低くなる分布であり、
　露光制御データは、移動機構による対象物の移動に伴って、画素パターンが投影されて
いる対応座標に対象物の表面の同一の要露光点が１回及び２回以上を含む所定回数位置し
て露光がされるようにするものであり、
　前記露光制御データにおける所定回数は、設計露光パターンの境界までの距離が露光点
ピッチ以上である要露光点であるにおいては最大回数であり、設計露光パターンの境界ま
での距離が露光点ピッチ未満である要露光点においては境界までの距離に応じて設定され
た最大回数よりも少ない回数であることを特徴とするダイレクトイメージング露光装置。
【請求項２】
　前記空間光変調器は、デジタルミラーデバイスであることを特徴とする請求項１記載の
ダイレクトイメージング露光装置。
【請求項３】
　露光エリアに向けて光を指向させる状態であるオン状態と露光エリアに向けて光を指向
させない状態であるオフ状態のいずれかとされる多数の画素を有する空間光変調器に光源
からの光を照射する変調器照射ステップと、
　空間光変調器を制御して、露光エリアに照射される光が設計露光パターンに従ったパタ
ーンとなるように空間光変調器を制御する変調器制御ステップと、
　空間光変調器からの光を光学系により露光エリアに投影する投影ステップと、
　臨界露光量以上の露光がされることによって感光する感光層が表面に形成されている対
象物を露光エリアを通して相対的に移動させる移動ステップと
を備えたダイレクトイメージング露光方法であって、
　露光エリアには、空間光変調器の各画素に対応した対応座標が設定されており、
　対象物の表面には、露光されるべき箇所を示すものとして要露光点が設定されており、
各要露光点は露光点ピッチの距離で互いに隔てられた点であり、
　投影ステップは、空間光変調器のオン状態である各画素に対応した各対応座標上に当該
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画素による画素パターンを投影するステップであり、
　投影ステップ及び移動ステップは、対象物の一つの要露光点の箇所が移動方向に沿った
スキャンライン上の画素パターンによって露光されるとともに隣りのスキャンライン上の
画素パターンの周辺部によっても重畳的に露光されるように対象物を移動させるステップ
であり、各画素パターンにおける照度分布は、中央部において高く周辺部において低くな
る分布であり、
　変調器制御ステップ及び移動ステップは、移動機構による対象物の移動に伴って、画素
パターンが投影されている対応座標に対象物の表面の同一の要露光点が１回及び２回以上
を含む所定回数位置して露光がされるようにするステップであり、
　前記露光制御データにおける所定回数は、設計露光パターンの境界までの距離が露光点
ピッチ以上である要露光点においては最大回数であり、設計露光パターンの境界までの距
離が露光点ピッチ未満である要露光点においては境界までの距離に応じて設定された最大
回数よりも少ない回数であることを特徴とするダイレクトイメージング露光方法。
【請求項４】
　前記空間光変調器は、デジタルミラーデバイスであることを特徴とする請求項３記載の
ダイレクトイメージング露光方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願の発明は、ダイレクトイメージング露光の技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　表面に感光層が形成されている対象物を露光して感光層を感光させる露光技術は、フォ
トリソグラフィの主要技術として各種微細回路や微細構造の形成等に盛んに利用されてい
る。代表的な露光技術では、露光パターンと同様のパターンが形成されたマスクに光を照
射し、マスクの像を対象物の表面に投影することで露光パターンの光が対象物に照射され
るようにする。
【０００３】
　このようなマスクを使用した露光技術とは別に、空間光変調器を使用して対象物の表面
に直接的に像を形成して露光する技術が知られている。以下、この技術を、本明細書にお
いて、ダイレクトイメージング露光と呼び、ＤＩ露光と略称する。
　ＤＩ露光において、典型的な空間光変調器はＤＭＤ(Digital Mirror Device）である。
ＤＭＤは、微小な方形のミラーが直角格子状に配設された構造を有する。各ミラーは、光
軸に対する角度が独立に制御されるようになっており、光源からの光を反射して対象物に
到達させる姿勢と、光源からの光を対象物に到達させない姿勢とを取り得るようになって
いる。ＤＭＤは、各ミラーを制御するコントローラを備えており、コントローラは、露光
パターンに従って各ミラーを制御し、対象物の表面に露光パターンの光が照射されるよう
にする。
【０００４】
　ＤＩ露光の場合、マスクを使用しないので、多品種少量生産において優位性が発揮され
る。マスクを使用した露光の場合、品種毎にマスクを用意する必要があり、マスクの保管
等のコストも含めて大きなコストがかかる。また、異品種の生産のためにマスクを交換す
る際には、装置の稼働を停止する必要があり、再開までに手間と時間を要する。このため
、生産性が低下する要因となる。一方、ＤＩ露光の場合、品種毎に各ミラーの制御データ
を用意しておくだけで良く、異品種の製造の際には制御データの変更のみで対応できるの
で、コスト上、生産性上の優位性は著しい。また、必要に応じてワーク（露光対象物）毎
に露光パターンを微調整することも可能であり、プロセスの柔軟性においても優れている
。
【０００５】
　空間光変調器としては、反射型である上記ＤＭＤの他、透過型のものも検討されている
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。透過型の空間光変調器の典型的なものは、透過型の液晶表示素子を応用したもので、各
セルの液晶の配列により光の透過・遮断を制御して対象物に露光パターンの光が照射され
るようにするものである。
　尚、以下の説明において、空間光変調器のうち、光を反射又は透過させて対象物に到達
させる各部分を画素と呼ぶ。画素は、反射型の空間光変調器の場合には各ミラーというこ
とになるし、透過型の空間光変調器の場合、各セルということになる。また、各画素につ
いて、光を反射又は透過させて対象物に到達させる状態をオン状態といい、光を対象物に
到達させない状態をオフ状態という。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３５５００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＤＩ露光は、上記のような優位性を有するものの、デジタル技術特有の欠点も抱えてい
る。その一つが、露光解像度の限界である。ＤＩ露光では、空間光変調器の各画素のピク
セルサイズの投影倍率より細かい露光を行うことができない。この点は、設計情報として
の露光パターン（製品の設計上対象物に露光したいパターン、以下、設計露光パターンと
いう。）の通りに忠実に露光ができないということもできる。設計露光パターンは、例え
ば製造する製品がプリント基板である場合、基板上に形成する回路の設計上のパターンで
ある。
【０００８】
　より具体的に説明すると、ＤＩ露光では、設計露光パターンに従ってラスタイメージ（
ビットマップイメージ）が作成される。設計露光パターンはベクターイメージの場合が多
いが、ベクターイメージデータでは空間光変調器の各画素のオンオフ制御ができないため
である。この場合、ラスタイメージのデータ解像度は、空間光変調器の画素サイズ×投影
倍率までしか細かくできない。それ以上データ解像度を高くしても、空間光変調器では表
現できないため、意味がないからである。
【０００９】
　その一方、設計露光パターンのデータは、ラスタイメージの解像度より高い解像度のデ
ータである場合が多い。この場合、設計露光パターンに従ってラスタイメージを生成する
際、不可避的にイメージは“粗く”なることになる。これに伴い、幾つかの問題が派生す
る。
　この点について、図１０及び図１１を使用して説明する。図１０及び図１１は、空間光
変調器の制御用のイメージデータが設計露光パターンより粗くなることによる問題につい
て示した図である。
【００１０】
　このうち、図１０には、ジャギー発生の問題が示されている。図１０（１）は設計露光
パターンの一例を示し、図１０（２）は（１）の設計露光パターンから生成したラスタイ
メージを示す。図１０（１）に示すように設計露光パターンが斜めの境界を持つとする。
「斜め」とは、空間光変調器の画素の配列方向に対して斜めということである。この場合
、設計露光パターンを二値化してラスタイメージにする際、図１０（２）に示すように、
斜めの境界においてジャギーが発生する。
　ジャギーが発生すると、例えば露光が微細回路の形成のために行われる場合、形成され
た微細回路において不要輻射（ノイズ）が生じ易くなる問題がある。また一般的に、露光
により形成されたパターンにジャギーがあると、見栄えが悪い。したがって、できるだけ
ジャギーのない滑らかな輪郭形状のパターンを形成することが、ＤＩ露光において求めら
れる。
【００１１】
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　また、ラスタイメージへの変換に関連して、露光パターンの変更の自由度が低いという
課題も存在している。これを模式的に示したのが図１１である。
　設計露光パターンは、微細回路の形成のようにしばしば線状の部分を含んでいる。この
場合、線幅は、ラスタイメージにおけるピクセルサイズの単位に丸められる。例えば、設
計露光パターンの線幅が８．４ピクセルであった場合、８．４ピクセルにはできないので
、図１１（１）に示すように、８ピクセルの線幅とされる。この場合、例えば線幅を設計
露光パターンにおいて７．４ピクセルに変更したい場合、ラスタイメージでは丸められて
７ピクセルとなる。そして、この場合、線路の中心位置（幅方向の中央位置）は変更する
べきではない場合が多いので、そうすると、図１１（２）に示すように６ピクセルの線幅
となってしまう。つまり、設計露光パターンよりも１．４ピクセル分細い線となってしま
う。
【００１２】
　このように、ＤＩ露光では、設計露光パターンからラスタイメージデータを生成する際
にどうしてもデータが粗くなるため、設計露光パターン又はそれに近い解像度で露光する
ことができず、これに起因した問題が発生する。上記以外にも、詳細は省略するが、図１
０（２）に示すような斜め４５度に延びる線路のパターンの露光において線幅を補正しよ
うとすると、補正単位が√（２）倍されるため、過剰補正が発生するといった問題もある
。
【００１３】
　本願の発明は、このようなＤＩ露光の課題を解決するために為されたものであり、設計
露光パターンに従って空間光変調器を制御して露光を行う際、照射される光のパターンが
設計露光パターンにできるだけ近づくよう、従来の解像度の限界を超えて解像度を実効的
に高くすることができる優れた技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するため、この出願の請求項１記載の発明は、露光エリアに設計露光パ
ターンに従ったパターンの光を照射する露光ユニットと、
　臨界露光量以上の露光がされることによって感光する感光層が表面に形成されている対
象物を露光エリアを通して相対的に移動させる移動機構と
を備えており、
　露光ユニットは、
　光源と、光源からの光が照射される位置に配置され、露光エリアに向けて光を指向させ
る状態であるオン状態と露光エリアに向けて光を指向させない状態であるオフ状態のいず
れかとされる多数の画素を有して露光エリアに照射される光が設計露光パターンに従った
パターンとなるように光源からの光を空間的に変調させる空間光変調器と、空間光変調器
により空間的に変調された光を露光エリアに投影する光学系とを備えているダイレクトイ
メージング露光装置であって、
　空間光変調器の各画素を制御する変調器コントローラと、
　変調器コントローラによる各画素のオンオフ制御のためのデータである露光制御データ
を記憶した記憶部とが設けられており、
　露光エリアには、空間光変調器の各画素に対応した対応座標が設定されており、
　対象物の表面には、露光されるべき箇所を示すものとして要露光点が設定されており、
各要露光点は露光点ピッチの距離で互いに隔てられた点であり、
　光学系は、空間光変調器のオン状態である各画素に対応した各対応座標上に当該画素に
よる画素パターンを投影するものであり、
　移動機構は、対象物の一つの要露光点の箇所が移動方向に沿ったスキャンライン上の画
素パターンによって露光されるとともに隣りのスキャンライン上の画素パターンの周辺部
によっても重畳的に露光されるように対象物を移動させる機構であって、各画素パターン
における照度分布は、中央部において高く周辺部において低くなる分布であり、
　露光制御データは、移動機構による対象物の移動に伴って、画素パターンが投影されて
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いる対応座標に対象物の表面の同一の要露光点が１回及び２回以上を含む所定回数位置し
て露光がされるようにするものであり、
　前記露光制御データにおける所定回数は、設計露光パターンの境界までの距離が露光点
ピッチ以上である要露光点においては最大回数であり、設計露光パターンの境界までの距
離が露光点ピッチ未満である露光点においては境界までの距離に応じて設定された最大回
数よりも少ない回数であるという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項２記載の発明は、前記請求項１の構成において
、前記空間光変調器は、デジタルミラーデバイスであるという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項３記載の発明は、露光エリアに向けて光を指向
させる状態であるオン状態と露光エリアに向けて光を指向させない状態であるオフ状態の
いずれかとされる多数の画素を有する空間光変調器に光源からの光を照射する変調器照射
ステップと、
　空間光変調器を制御して、露光エリアに照射される光が設計露光パターンに従ったパタ
ーンとなるように空間光変調器を制御する変調器制御ステップと、
　空間光変調器からの光を光学系により投影する投影ステップと、
　臨界露光量以上の露光がされることによって感光する感光層が表面に形成されている対
象物を露光エリアを通して相対的に移動させる移動ステップと
を備えたダイレクトイメージング露光方法であって、
　露光エリアには、空間光変調器の各画素に対応した対応座標が設定されており、
　対象物の表面には、露光されるべき箇所を示すものとして要露光点が設定されており、
各要露光点は露光点ピッチの距離で互いに隔てられた点であり、
　投影ステップは、空間光変調器のオン状態である各画素に対応した各対応座標上に当該
画素による画素パターンを投影するステップであり、
　投影ステップ及び移動ステップは、対象物の一つの要露光点の箇所が移動方向に沿った
スキャンライン上の画素パターンによって露光されるとともに隣りのスキャンライン上の
画素パターンの周辺部によっても重畳的に露光されるように対象物を移動させるステップ
であって、各画素パターンにおける照度分布は、中央部において高く周辺部において低く
なる分布であり、
　変調器制御ステップ及び移動ステップは、移動機構による対象物の移動に伴って、画素
パターンが投影されている対応座標に対象物の表面の同一の要露光点が１回及び２回以上
を含む所定回数位置して露光がされるようにするステップであり、
　前記露光制御データにおける所定回数は、設計露光パターンの境界までの距離が露光点
ピッチ以上である要露光点においては最大回数であり、設計露光パターンの境界までの距
離が露光点ピッチ未満である要露光点においては境界までの距離に応じて設定された最大
回数よりも少ない回数であるという構成を有する。
　また、上記課題を解決するため、請求項４記載の発明は、前記請求項３の構成において
、前記空間光変調器は、デジタルミラーデバイスであるという構成を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　以下に説明する通り、この出願の発明によれば、同じ要露光点を複数回露光する多重露
光を採用し、各要露光点の露光回数が、設計露光パターンの境界までの距離に応じて設定
されるので、実効的な被露光領域の大きさをより細かく調整できる。このため、実効的な
露光の解像度が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態のダイレクトイメージング露光装置の概略図である。
【図２】図１に示す装置が備える露光ユニットの概略図である。
【図３】各露光ユニットによる露光エリアについて示した斜視概略図である。
【図４】各画素パターン及び各画素パターンの照度分布を概略的に示した斜視図である。
【図５】多重露光について概念的に示した図である。
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【図６】多重露光について概念的に示した図である。
【図７】感光層の感光特性の一例を示した図である。
【図８】実施形態のＤＩ露光装置における露光制御データについて模式的に示した図であ
る。
【図９】実施形態のＤＩ露光装置における露光制御データの一例を示した概略図である。
【図１０】ＤＩ露光技術の課題について示した図である。
【図１１】ＤＩ露光技術の課題について示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、この出願発明を実施するための形態（以下、実施形態）について説明する。
　まず、ＤＩ露光装置の発明の実施形態について説明する。図１は、実施形態のＤＩ露光
装置の概略図である。
　図１に示すＤＩ露光装置は、露光エリアに設計露光パターンに従ったパターンの光を照
射する露光ユニット１と、露光エリアを通して対象物Ｗを相対的に移動させる移動機構２
とを備えている。
　この実施形態のＤＩ露光装置は、プリント基板製造用の装置となっている。したがって
、対象物Ｗは、基板上に配線用の導電膜が形成され、その上に感光層が形成されたものと
なっている。感光層は、塗布されたレジストフィルムである。
【００１８】
　図２は、図１に示す装置が備える露光ユニット１について説明する。図２は、図１に示
す装置が備える露光ユニット１の概略図である。図２に示すように、露光ユニット１は、
光源３と、光源３からの光を空間的に変調する空間光変調器４と、空間光変調器４により
変調された光による像を投影する光学系（以下、投影光学系）５等を備えている。
【００１９】
　光源３は、対象物Ｗにおける感光層の感光波長に応じて最適な波長の光を出力するもの
が使用される。レジストフィルムの感光波長は可視短波長域から紫外域である場合が多く
、光源３としては、４０５ｎｍや３６５ｎｍのような可視短波長域から紫外域の光を出力
するものが使用される。また、空間光変調器４の性能を活かすには、コヒーレントな光を
出力するものであることが好ましく、このためレーザー光源が好適に使用される。例えば
、窒化ガリウム（ＧａＮ）系の半導体レーザーが使用される。
【００２０】
　空間光変調器４としては、この実施形態ではＤＭＤが使用されている。前述したように
、ＤＭＤでは、各画素は微小なミラー（図２中不図示）である。ミラー（以下、画素ミラ
ーという。）は、例えば１３．６８μｍ角程度の正方形のミラーであり、多数の画素ミラ
ーが直角格子状に配列された構造とされる。配列数は、例えば１０２４×７６８個である
。
【００２１】
　空間光変調器４は、各画素ミラーを制御する変調器コントローラ４１を備えている。実
施形態のＤＩ露光装置は、全体を制御する主制御部７を備えている。変調器コントローラ
４１は、主制御部７からの信号に各画素ミラーを制御する。尚、各画素ミラーは、各画素
ミラーが配列された平面を基準面とし、この基準面に沿った第一の姿勢と、この基準面に
対して例えば１１～１３°程度に傾いた第二の姿勢とを取り得るようになっている。この
実施形態では、第一の姿勢がオフ状態であり、第二の姿勢がオン状態である。
　空間光変調器４は、各画素ミラーを駆動する駆動機構を含んでおり、変調器コントロー
ラ４１は、各画素ミラーについて、第一の姿勢を取るのか第二の姿勢を取るのかを独立し
て制御できるようになっている。このような空間光変調器４は、テキサス・インスツルメ
ンツ社から入手できる。
【００２２】
　図２に示すように、露光ユニット１は、このような空間光変調器４に光源３からの光を
照射する照射光学系６を備えている。この実施形態では、照射光学系６は光ファイバ６１



(8) JP 2018-81153 A 2018.5.24

10

20

30

40

50

を含んでいる。より高い照度で像形成を行うため、一つの露光ユニット１は複数の光源３
を備えており、各光源３について光ファイバ６１が設けられている。光ファイバ６１とし
ては、例えば石英系のマルチモードファイバが使用される。
【００２３】
　ＤＭＤである空間光変調器４を使用して精度の良い像形成を行うためには、平行光を入
射させて各画素ミラー４２に反射させるのが望ましく、また各画素ミラー４２に対して斜
めに光を入射させることが望ましい。このため、照射光学系６は、図２に示すように、各
光ファイバ６１から出射して広がる光を平行光にするコリメータレンズ６２と、空間光変
調器４に光を斜めに入射させるための反射ミラー６３とを備えている。「斜めに」とは、
空間光変調器４の基準面に対して斜めにということである。基準面に対する入射角θでい
うと、例えば２２～２６°程度の角度とされる。
【００２４】
　投影光学系５は、二つの投影レンズ群５１，５２と、投影レンズ群５１，５２の間に配
置されたマイクロレンズアレイ（以下、ＭＬＡと略す。）５３等から構成されている。Ｍ
ＬＡ５３は、より形状精度の高い露光を行うため、補助的に配置されている。ＭＬＡ５３
は、微小なレンズを直角格子状に多数配列した光学部品である。各レンズ素子は、空間光
変調器４の各画素ミラーに１対１で対応している。
【００２５】
　上述した露光ユニット１において、光源３からの光は、光ファイバ６１で導かれた後、
照射光学系６により空間光変調器４に入射する。この際、空間光変調器４の各画素ミラー
は、変調器コントローラ４１により制御され、設計露光パターンに応じて選択的に傾斜し
た姿勢とされる。即ち、設計露光パターンに従い、光を露光エリアに到達させるべき位置
に位置している画素ミラーは第二の姿勢（オン状態）とされ、それ以外の画素ミラーは、
第一の姿勢（オフ状態）とされる。オフ状態の画素ミラーに反射した光は露光エリアには
到達せず、オン状態の画素ミラーに反射した光のみが到達する。このため、設計露光パタ
ーンに従ったパターンの光が露光エリアに照射される。
【００２６】
　一方、図１に示すように、実施形態のＤＩ露光装置は、対象物Ｗが載置されるステージ
２１を備えている。移動機構２は、対象物Ｗが載置されたステージ２１を直線移動させる
機構となっている。
　移動機構２としては、例えば図１に示すように、ボールネジ２２と、一対のリニアガイ
ド２３と、ボールネジ２２を回転させるサーボモータ２４等から成る直線移動機構が採用
される。この他、リニアモーターステージのように磁気の作用を利用してステージ２１を
直線移動させるものが使用される場合もある。尚、ステージ２１は、真空吸着等の方法で
対象物Ｗが動かないように支持するものである。ワークＷとの接触面積を少なくするため
、表面に多数の突起を設けた構造のものが使用されることもある。
　移動機構２による移動方向は水平方向である。移動機構２によるステージ２１の移動ラ
イン（スキャンライン）上に露光エリアが設定されている。
【００２７】
　尚、図１に示すように、露光ユニット１は複数設けられている。各露光ユニット１は、
同じ構成である。複数の露光ユニット１は、移動機構２による移動方向に対して垂直な方
向に二列配列されている。一方の列は、他方の列に対して配列方向にずれて配置されてい
る。これは、各露光ユニット１による露光エリアが対象物Ｗの表面を隙間なくカバーする
ためである。この点について、図３を使用して説明する。図３は、各露光ユニットによる
露光エリアについて示した斜視概略図である。
【００２８】
　図３は、各露光ユニット１の下方に達した対象物Ｗが露光される様子が概略的に示され
ている。図３において、各露光ユニット１による露光エリアＥが、対象物Ｗの表面上に四
角い枠で示されている。実際には、各露光エリアＥ内において、設計露光パターンに従っ
たパターンの光が照射されており、そのパターンで露光がされる。
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　対象物Ｗは図３中矢印で示す方向（Ｘ方向）に移動しながら、各露光エリアＥに形成さ
れている光照射を受ける。この際、二列の露光ユニット１は互いにずれて配置されている
ので、移動方向に垂直な水平方向においても、隙間無く露光が行われる。
【００２９】
　さて、このような実施形態のＤＩ露光装置において、従来のＤＩ露光における解像度の
限界を超えて解像度を実効的に高くする構成が採用されている。この構成は、主制御部７
が変調器コントローラ４１に送る空間光変調器４の制御用のデータ（以下、露光制御デー
タという。）によって主として実現されている。以下、この点について説明する。
【００３０】
　露光制御データは、空間光変調器４の各画素ミラー４２による光の照射パターン（以下
、画素パターンという。）に密接に関連している。まず、画素パターン及び各画素パター
ンにおける照度分布について説明する。図４は、各画素パターン及び各画素パターンの照
度分布を概略的に示した斜視図である。
　前述したように、実施形態のＤＩ露光装置は、空間光変調器４としてＤＭＤを使用して
おり、投影光学系５は、図４に示すようにオン状態の各画素ミラー４２により画素パター
ンＳを投影する。各画素パターンＳの投影位置は、露光エリアに設定された各対応座標Ｇ
の位置である。オン状態の画素ミラー４２に対応した対応座標Ｇに画素パターンＳが投影
される。実施形態では、各画素ミラー４２は正方形であるので、各対応座標は、縦横比が
１である直角格子の各交点の位置に相当している。
【００３１】
　縦横での対応座標間の距離は、露光倍率による。１より大きい倍率の場合には、座標間
距離は画素ミラー４２の一辺よりも長く、１より小さい倍率の場合には座標間距離は画素
ミラー４２の一辺よりも短い。プリント基板製造用の露光の場合、１より大きい倍率の場
合が多い。尚、実施形態において、各画素ミラー４２の形状は方形であるが、投影光学系
５による像（画素パターン）は、丸みを帯びた像（ほぼ円形の像）となる。
【００３２】
　対象物Ｗは、移動機構２により水平方向に移動する。この移動の際、対象物Ｗは各画素
パターンＳの照射箇所を通過し、露光される。対象物Ｗの要露光箇所は、対象物Ｗの表面
上の特定の位置を基準としたＸＹ座標で特定される。この座標を、以下、要露光点と呼び
、Ｍで示す。各要露光点Ｍは、碁盤の目状であり、一定の間隔で隔てられている。以下、
この間隔を露光点ピッチと呼ぶ。露光点ピッチは、前述したラスタイメージにおけるピク
セルサイズに相当している。
　各要露光点Ｍは、対象物Ｗが移動機構２により移動する際、各画素パターンＳの中心を
通り、この際に露光が行われる。以下、各要露光点Ｍが移動する線をスキャンラインと呼
び、図４に一点鎖線ＳＬで示す。図４の例では、スキャンラインＳＬは対象物ＷのＸ方向
となっているが、これは必須ではなく、ＸＹ方向に対して斜めの方向の場合もある。
【００３３】
　図４に示すように、ある要露光点ＭがあるスキャンラインＳＬを通って移動して画素パ
ターンＳを通過する際、当該要露光点Ｍの箇所は、隣りのスキャンラインＳＬ上にある画
素パターンＳ’によっても露光される。即ち、少しタイムラグはあるものの、隣りのスキ
ャンラインＳＬの画素パターンＳ’の周辺部を通過するので、当該周辺部によっても露光
される。つまり、移動機構２は、各要露光点Ｍの箇所がスキャンラインＳＬ上の画素パタ
ーンによって露光されるとともに隣りのスキャンラインＳＬ上の画素パターンの周辺部に
よっても重畳的に露光されるよう対象物Ｍを移動させる機構となっている。各要露光点Ｍ
の箇所とは、要露光点Ｍで特定される対象物Ｗの表面の領域であり、要露光点Ｍを中心と
する領域である。この領域は、露光点ピッチを一辺とする方形の領域である。
【００３４】
　図４には、画素パターンＳによる照度分布がＩとして示され、画素パターンＳ’による
照度分布がＩ’として示されている。図４に示すように、各画素パターンＳ，Ｓ’におけ
る照度分布Ｉ，Ｉ’は、重なり合っていない部分で高く、重なり合っていない部分で低い
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分布となっている。より具体的には、一つの画素パターンの中央で大きく、周辺にいくに
従って徐々に低くなる分布となっている。照度分布は、いわゆるガウス分布の場合もある
。尚、照度分布Ｉは、画素パターンの中心（対応座標Ｇ）に対して対称であり、水平方向
のどの方向でも、図４に示すような分布となっている。
【００３５】
　各画素ミラーによる光の照射パターン及びその照度分布が上記のようなものであること
を前提とし、実施形態のＤＩ露光装置は、露光制御データを最適化している。より具体的
には、対象物Ｗの表面のうち所定量以上の露光が必要な箇所（要露光箇所）について、１
回及び２回以上を含む所定回数の露光（以下、多重露光という。）が行われるようにする
とともに、実効的な解像度の向上のため、その露光回数を最適化している。
【００３６】
　図５及び図６は、多重露光について概念的に示した図である。図５（１）は、多重露光
ではない従来の露光を示す。また、図５（２）は露光回数が２回である２多重露光を示し
、図５（３）は露光回数が３回である３多重露光を示し、図５（４）は露光回数が４回で
ある４多重露光を示す。
　図５（１）～（４）において、左側のグラフは、連続した（相互に重なり合った）各画
素パターンによる個々の露光量を示し、右側のグラフは、画素パターンが連続している領
域の全体の露光量を示す。また、図５（２）～（４）において、左側のグラフの破線は、
各回の露光により露光量が増加していく状態を示す。
【００３７】
　まず、比較のため、多重露光ではない通常の露光について説明する。図５（１）は、図
４と同様の図であり、連続した要露光箇所に対して投影された各画素パターンによる露光
量が示されている。１回の露光であるので、露光量は各画素パターンの照度分布Ｉと同様
の分布である。
　図５（１）の左側に示された各露光量を積算した露光量が実際の露光量であり、それが
右側に示されている。以下、この露光量をエリア積算露光量という。
　尚、この実施形態では、要露光箇所の幾つかは１回のみの露光がされる。１回のみの露
光も「多重露光」の概念に含めるため、以下の説明では、１回のみの露光を「１多重」と
呼ぶ。そして、２回の露光を「２重」、３回の露光を「３多重」、４回の露光を「４多重
」とそれぞれ呼ぶ。
【００３８】
　対象物Ｗの表面に形成された感光層は、ある臨界的な量の露光がされることによって感
光する。図７は、感光層の感光特性の一例を示した図である。図７では、一例としてネガ
型レジストの場合が示されている。図７に示すように、感光層は、ある臨界的な露光量Ｅ

Ｃにおいて現像液に対する可溶性がゼロ（不溶）になる。露光量をそれ以上多くしても、
その特性は変化しない。以下、このような露光量ＥＣを臨界露光量という。
【００３９】
　図５（１）において、エリア積算露光量は、画素パターンの光が照射されている対応座
標において臨界露光量ＥＣ以上となるようにされる。これは、各画素パターンにおける照
度（平均照度又はピーク照度）を適宜調整することで達成される。図５（１）に示すよう
に、要露光箇所のうち、端に位置する対応座標よりも外側の位置ＥＢにおいてエリア積算
露光量は臨界露光量を下回るので、この位置ＥＢが、実効的な被露光領域の端（以下、実
効露光境界という。）ということになる。
【００４０】
　図５（１）～（４）の多重露光の場合についても、同様に、各右側にエリア積算露光量
が示されている。図６は、図５（１）～（４）の各右側に示されたエリア積算露光量を一
つのグラフに示して解り易くした図である。
　図６では、要露光箇所のうち最も右側に位置する要露光箇所の要露光点をＧ１とする。
Ｇ１に達するまでの要露光箇所を１多重とした場合、２多重とした場合、３多重とした場
合、４多重とした場合がそれぞれ示されている。また、露光点ピッチをＤで示す。
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【００４１】
　図６に示すように、１多重→４多重というように多重度を高くしていくに従って、実効
露光境界ＥＢの位置が外側にシフトする。この例では、４多重した場合に一つの隣りの要
露光点（Ｇ２）が臨界露光量ＥＣに達するものとなっている。つまり、実効露光境界ＥＢ

の数が４倍に増えた（間に三つの座標を選択することができる）ことになり、見かけ上、
４倍の分解能で露光が行えることを意味する。
　尚、この例では、１多重の場合、端に位置する要露光点（Ｇ１）に対して露光点ピッチ
Ｄの１／４離れた位置Ｐ１が臨界露光量ＥＣに達するものとなっている。したがって、Ｇ

１を実効露光境界にしたい場合、Ｇ１に対して一つ手前の要露光点（Ｇ０で示す）におい
て４多重とし、要露光点Ｇ１については露光回数０とすれば良いことになる。以下、露光
回数０を、便宜上、「０多重」と呼ぶ。
【００４２】
　このように、実施形態のＤＩ露光装置は、選択された要露光箇所に対する露光を２回以
上とし、それによって実効露光境界ＥＢを外側にシフトさせることで実効的な露光分解能
を向上させる装置となっている。
　上記の点を、露光制御データに即してより具体的に説明する。図８は、実施形態のＤＩ
露光装置における露光制御データについて模式的に示した図である。
　露光制御データは、対象物Ｗの表面における要露光箇所の情報を含んでいる。理解のた
め、投影光学系（図８中不図示）の光軸は鉛直方向（Ｚ方向）であるとする。また、対象
物ＷはＸＹ方向に沿って辺が延びる方形の板状物であるとする。また、移動機構２による
移動方向はＸ方向であるとする。
【００４３】
　要露光点は、対象物Ｗの表面上の特定の位置を基準としたＸＹ座標で特定される。いま
、ある要露光点Ｍの座標（Ｘｍ，Ｙｍ）が特定されるとする。そして、ある要露光点Ｍは
、４多重（４回露光）をすべき箇所であるとする。
　この場合、この要露光点Ｍが進む線（スキャンライン）ＳＬ上のうちの四つの対応座標
Ｇ１～Ｇ４において要露光点Ｍは露光がされる。即ち、図８（１）に示すように、スキャ
ンラインＳＬ上に位置する四つの対応座標Ｇ１～Ｇ４において画素パターンＳの光が照射
される。これは、四つの対応座標に対応する四つの画素ミラー４２がオン状態であること
を意味する。尚、図８（１）では、同時期に四つの画素ミラー４２がオン状態であるよう
に描かれているが、これは理解のためであり、実際には、要露光点Ｍが各対応座標Ｇ１～
Ｇ４に達したタイミングでオン状態になっていれば足りる。
【００４４】
　上記の例で、例えば要露光点Ｍに隣接した要露光点Ｎについては、３多重露光（３回露
光）が必要であるとし、要露光点Ｎは、要露光点Ｍに対してスキャンラインＳＬ上の後方
に位置するとする。この場合、図８（２）に示すように、要露光点Ｎが最後の対応座標Ｇ

４に達した段階では、この対応座標Ｇ４に対応する画素ミラー４２はオフ状態に変更され
ており、このため、４回目の露光がされない状態となる。
【００４５】
　このように、露光制御データは、各要露光点が各対応座標に達したタイミングで当該対
応座標に対応した画素ミラー４２がオン状態であるかオフ状態であるかというデータとし
て設定される。「各対応座標に達したタイミング」とは、移動機構２による移動に応じた
ものである。移動機構２における移動速度は一定の既知の値であり、それに応じた各画素
ミラー４２のオンオフのシーケンスが露光制御データということになる。
【００４６】
　多重露光を行う露光制御データについて、より具体的な例を説明する。図９は、実施形
態のＤＩ露光装置における露光制御データの一例を示した概略図である。
　図９（１）は、対象物Ｗの表面において露光したい形状の一部が示されている。この例
は、斜めに延びる一定の幅の線（回路線）のパターンで露光する例となっている。グレー
で塗りつぶされた領域が露光したい形状であり、これが設計露光パターンということにな
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る。図９（１）において、黒丸で示した箇所は、要露光点である。
　図９（２）は、（１）のような形状で露光を行う場合の各スキャンラインＳＬで上の多
重度を棒グラフで示したものである。
【００４７】
　実施形態において、各要露光点における露光回数は、設計露光パターンの境界（グレー
の領域）までの距離に応じて設定される。境界までの距離が露光点ピッチ以上である要露
光点については、全て最大の露光回数（４多重）とされる。そして、設計露光パターンの
境界までの距離が露光点ピッチ未満である要露光点については、境界までの距離に応じて
最大回数よりも少ない露光回数とされる。
【００４８】
　具体的に説明すると、スキャンラインａ上の各要露光点は、設計露光パターンの境界ま
での距離が露光点ピッチ以上であるため、全て最大回数（４多重）の露光とされる。スキ
ャンラインｅ上の各露光点も同様である。
　また、スキャンラインｂ上の要露光点のうち、中央の四つの露光点は境界まで露光点ピ
ッチ以上であるため４多重（４回露光）とされ、左端の要露光点は１多重（１回露光）と
される。このため、図９（１）に示すように露光点ピッチＤの１／４だけ左側にはみ出し
て露光がされる。右端の要露光点では３多重（３回露光）とされ、このため、図９（１）
に示すように露光点ピッチＤの３／４だけ右にはみ出して実効的に露光がされる。
【００４９】
　また、スキャンラインｃ上のうち、同様に中央の四つの要露光点は境界まで露光点ピッ
チ以上であるため４多重（４回露光）とされ、左右の端の要露光点ではそれぞれ２多重（
２回露光）とされる。このため、左右各々、露光点ピッチＤの１／２だけはみ出して実効
的に露光がされる。
　さらに、スキャンラインｄ上では、同様に中央の四つの要露光点は境界まで露光点ピッ
チ以上であるため４多重（４回露光）とされ、左端の要露光点は３多重（３回露光）、右
端の要露光点は１多重（１回露光）とされる。このため、右端で露光点ピッチＤの３／４
だけはみ出し、右端で露光点ピッチＤの１／４だけはみ出して実効的に露光される。
【００５０】
　図９（３）は、図９（２）に示す多重度をデータとして制御データとして示した図であ
る。図９（３）に示すように各要露光点で多重度が選択されることにより、図９（１）に
示すように斜めに延びる一定の幅の回路線のパターンで露光がされる。
　主制御部７の記憶部７１には、露光制御データが組み込まれたシーケンスプログラムが
実装されている。シーケンスプログラムは、変調器コントローラ４１に送られ、空間光変
調器４が多重度データに基づいたシーケンスで制御される。この結果、図９に示すような
多重度で各要露光点が露光される。シーケンスプログラムには、上記の他、ステージ２１
上の基準点に対する対象物Ｗの載置位置のデータ、ステージ２１上の基準点に対する対象
物Ｗの表面の各要露光点のデータ、ステージ２１の移動速度のデータ等が組み込まれてい
る。
【００５１】
　上述した多重度の選定について多少詳しく説明すると、設計露光パターンにおける各要
露光点について、各要露光点を中心とし、露光点ピッチＤの２倍を一辺とする方形の領域
を観念する。そして、この領域内に、設計露光パターンの境界があるかどうか判断する。
境界がある場合、その境界までの当該要露光点からの距離（Ｘ方向又はＹ方向の距離）を
算出し、それが露光点ピッチＤの１／４，１／２，３／４のいずれの値に最も近いか判断
する。そして、その最も近い値に応じて多重度を選定する。即ち、１／４ならば１多重（
１回露光）、１／２ならば２多重（２回露光）、３／４ならば３多重（３多重）とする。
境界までの距離が露光点ピッチＤに等しい場合か、又は領域内に設計露光パターンの境界
がない要露光点は、すべて４多重とする。また、要露光点から境界までの距離が露光点ピ
ッチＤの１／８よりも小さい場合、要露光点は境界上であるとみなして０多重（０回露光
）とする。このようにして、各要露光点について多重度を選定し、露光制御データに組み
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込む。
【００５２】
　次に、実施形態のＤＩ露光装置の全体の動作について説明する。以下の説明は、ＤＩ露
光方法の発明の実施形態の説明でもある。以下の説明では、前記同様、対象物Ｗはプリン
ト基板製造用のワークであるとする。
　図１において、対象物Ｗはロード位置においてステージ２１に載置され、必要に応じて
ステージ２１上に真空吸着される。次に、移動機構２が動作し、各露光ユニット１の下方
の露光エリアＥ向けて水平移動する。この移動方向は、対応座標の一方の配列方向に精度
良く一致している。
【００５３】
　移動機構２は、所定の速度でステージ２１を移動させる。そして、ステージ２１上の対
象物Ｗの表面における要露光点が対応座標に到達する時点では当該対応座標に対応した画
素ミラー４２がオン状態とされており、要露光点が露光される。
　移動機構２は、引き続き同じ向きにステージ２１を移動させる。そして、当該要露光点
が次の対応座標に到達した際、当該要露光点が２多重以上の箇所であれば、当該対応座標
に対応した画素ミラー４２がオン状態とされ、２回目の露光が行われる。
【００５４】
　このようにして、各要露光点が対応座標に達した際に当該要露光箇所の多重度に応じて
画素ミラー４２がオン又はオフとされ、各要露光点が定められた多重度で露光される。対
象物Ｗが各露光ユニット１の下方を通り過ぎると、各要露光点の露光が完了し、各露光点
を含む対象物Ｗの表面は、図９（１）に示すような所望の露光パターンでの露光がされた
ことになる。
　その後、ステージ２１がアンロード位置に達するとステージ２１の移動は停止し、露光
済みの対象物Ｗは、ステージ２１から取り上げられる。そして、対象物Ｗは、次の処理（
例えば現像処理）が行われる場所に搬送される。
【００５５】
　上述したＤＩ露光装置及びＤＩ露光方法によれば、同じ要露光点を複数回露光する多重
露光を採用し、画素パターンの周辺部による複数回の露光により被露光領域の大きさを調
整しているので、露光点ピッチＤより細かく被露光領域の大きさが調整できる。即ち、露
光の解像度が高くなる。したがって、設計露光パターンにより忠実な高精細のパターンで
露光が行える。このため、ジャギーをできるだけ抑えて滑らかな輪郭形状の露光が可能に
なったり、線幅変更のような露光パターンの微調整がより細かくできるようになったりす
る効果が得られる。この際、空間光変調器４の画素を細かくする必要はないので、特にコ
ストが上昇することはなく、導入は容易である。
　また、対象物Ｗの移動速度を遅くする必要はなく、各要露光点が対応座標に到達した際
の各画素ミラー４２の制御データ（オンオフデータ）を変えるのみで良い。このため、生
産性も何ら低下しない。尚、露光制御データのデータ量も特に増えることはなく、データ
処理が煩雑になることはない。
【００５６】
　上記実施形態では、４多重（４回の露光）を行うとちょうど隣りの要露光点が実効露光
境界ＥＢとなる構成であり、そのような照度で各露光ユニット１が露光を行うものであっ
た。しかしながら、これは一例であり、他の構成も当然にあり得る。例えば、画素パター
ンの照度を低くしておいてさらに多くの多重を行うようにすると、二つの対応座標間にお
いて取り得る実効露光境界ＥＢの数が増え、より分解能を高くすることができる。
【００５７】
　尚、画素パターンにおける照度分布はガウス分布であるとして説明したが、完全なガウ
ス分布である必要はなく、またガウス分布以外の分布であっても良い。必要なのは、二つ
の画素パターンが相互に重なり合う周辺部において低く、重なり合わない中央部において
高く（周辺部より高く）なっていることであり、そのような分布であれば実施可能である
。
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　上記実施形態のＤＩ露光装置及びＤＩ露光方法において、対象物Ｗの移動は連続的であ
り、特に停止することなく各画素パターンによる露光が行われる。但し、所定位置に対象
物Ｗを停止させながら間欠的に対象物Ｗを移動させて露光する場合もあり得る。例えば、
要露光点が対応座標に一致した状態で対象物Ｗを停止させ、この状態で露光する場合もあ
り得る。
【００５９】
　また、ステージ２１が、各露光ユニット１の下方を一回通過する際に露光が行われるよ
うに説明したが、ステージ２１が露光ユニット１の下方を往復移動し、その双方で露光が
行われる場合もあり得る。
　尚、対象物Ｗの移動は、照射されている露光パターンの光に対して相対的であれば足り
、上記のように対象物Ｗが移動する場合の他、静止した対象物Ｗに対して露光パターンが
移動しても良い。例えば、静止した対象物Ｗに対して露光ユニット１が全体に移動する構
成であっても良い。
【００６０】
　また、ＤＩ露光装置の構成において、露光ユニット１が複数あることは必須ではなく、
１個のみの露光ユニット１であっても良い。対象物Ｗが小さい場合や大型の空間光変調器
４を採用する場合等にあり得る構成である。
　以上の説明において、対象物Ｗはプリント基板製造用のワークであるとしたが、本願発
明のＤＩ露光装置及びＤＩ露光方法は、他の用途の露光技術においても採用できる。例え
ば、マイクロマシーンのような微細構造物の製造（いわゆるＭＥＭＳ）の際のフォトリソ
グラフィにおいて、本願発明のＤＩ露光技術は採用され得る。
【符号の説明】
【００６１】
１　露光ユニット
２　移動機構
２１　ステージ
３　光源
４　空間光変調器
４１　変調器コントローラ
４２　画素ミラー
５　投影光学系
６　照射光学系
７　主制御部
７１　記憶部
Ｗ　対象物
Ｓ　画素パターン
ＥＢ　実効露光境界
Ｄ　露光点ピッチ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月4日(2017.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　空間光変調器４は、各画素ミラーを制御する変調器コントローラ４１を備えている。実
施形態のＤＩ露光装置は、全体を制御する主制御部７を備えている。変調器コントローラ
４１は、主制御部７からの信号に従って各画素ミラーを制御する。尚、各画素ミラーは、
各画素ミラーが配列された平面を基準面とし、この基準面に沿った第一の姿勢と、この基
準面に対して例えば１１～１３°程度に傾いた第二の姿勢とを取り得るようになっている
。この実施形態では、第一の姿勢がオフ状態であり、第二の姿勢がオン状態である。
　空間光変調器４は、各画素ミラーを駆動する駆動機構を含んでおり、変調器コントロー
ラ４１は、各画素ミラーについて、第一の姿勢を取るのか第二の姿勢を取るのかを独立し
て制御できるようになっている。このような空間光変調器４は、テキサス・インスツルメ
ンツ社から入手できる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　図３は、各露光ユニット１の下方に達した対象物Ｗが露光される様子が概略的に示され
ている。図３において、各露光ユニット１による露光エリアＥが、対象物Ｗの表面上に四
角い枠で示されている。実際には、各露光エリアＥ内において、設計露光パターンに従っ
たパターンの光が照射されており、そのパターンで露光がされる。
　対象物Ｗは図３中矢印で示す方向（Ｘ方向）に移動しながら、各露光エリアＥに形成さ
れているパターンの光照射を受ける。この際、二列の露光ユニット１は互いにずれて配置
されているので、移動方向に垂直な水平方向においても、隙間無く露光が行われる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図４には、画素パターンＳによる照度分布がＩとして示され、画素パターンＳ’による
照度分布がＩ’として示されている。図４に示すように、各画素パターンＳ，Ｓ’におけ
る照度分布Ｉ，Ｉ’は、重なり合っていない部分で高く、重なり合っている部分で低い分
布となっている。より具体的には、一つの画素パターンの中央で大きく、周辺にいくに従
って徐々に低くなる分布となっている。照度分布は、いわゆるガウス分布の場合もある。
尚、照度分布Ｉは、画素パターンの中心（対応座標Ｇ）に対して対称であり、水平方向の
どの方向でも、図４に示すような分布となっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】



(19) JP 2018-81153 A 2018.5.24

　図５（１）において、エリア積算露光量は、画素パターンの光が照射されている対応座
標において臨界露光量ＥＣ以上となるようにされる。これは、各画素パターンにおける照
度（平均照度又はピーク照度）を適宜調整することで達成される。図６に示すように、要
露光箇所のうち、端に位置する対応座標よりも外側の位置ＥＢにおいてエリア積算露光量
は臨界露光量を下回るので、この位置ＥＢが、実効的な被露光領域の端（以下、実効露光
境界という。）ということになる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】
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