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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写領域に凹凸パターンが形成されたテンプレートと、被転写基板とを対向させ、前記
テンプレートと前記被転写基板との間に、被転写材料を介在させた状態とし、前記被転写
材料を硬化させることによって、前記凹凸パターンに成形された転写層を形成するインプ
リント方法であって、
　前記テンプレートと前記被転写基板とを対向させた状態で、前記転写領域よりも外側に
はみ出す前記被転写材料を、加熱して気化させることを特徴とするインプリント方法。
【請求項２】
　前記転写領域よりも外側の領域に、前記テンプレート側または前記被転写基板側から赤
外線を照射することにより、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料を加熱す
ることを特徴とする請求項１に記載のインプリント方法。
【請求項３】
　前記転写領域の外側であって、前記テンプレートまたは前記被転写基板のいずれか一方
、若しくは、前記テンプレートおよび前記被転写基板の両方に、光を受けて熱を発生する
光吸収部を設け、
　前記光吸収部に光を照射することにより、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転
写材料を加熱することを特徴とする請求項１に記載のインプリント方法。
【請求項４】
　前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料を加熱しつつ、前記転写領域内の前



(2) JP 6111783 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

記被転写材料を硬化させることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のインプ
リント方法。
【請求項５】
　前記転写領域内の前記被転写材料を硬化させる前に、前記転写領域よりも外側にはみ出
す前記被転写材料を、加熱して気化させることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項
に記載のインプリント方法。
【請求項６】
　少なくとも前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料を加熱する間、前記テン
プレートの側面に向かって気体を供給することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項
に記載のインプリント方法。
【請求項７】
　テンプレートを保持するテンプレート保持部と、
　被転写基板を保持する被転写基板保持部と、
　前記テンプレート保持部または前記被転写基板保持部の背面側に配置された紫外線光源
と、
　前記テンプレート保持部または前記被転写基板保持部の背面側に配置され、被転写材料
の加熱に用いられる光を照射する光源としての赤外線光源と、
　前記赤外線光源と、前記赤外線光源が配置された側の保持部との間に、前記テンプレー
トの転写領域への赤外線照射を遮る赤外線遮光マスクと、
　を備えることを特徴とするインプリント装置。
【請求項８】
　前記紫外線光源と前記赤外線光源は、前記テンプレート保持部及び前記被転写基板保持
部とを挟んで対向配置されることを特徴とする請求項７に記載のインプリント装置。
【請求項９】
　前記赤外線光源が配置された側とは反対側の保持部の背面側に、赤外線の強度を減衰さ
せる赤外線吸収部を備えることを特徴とする請求項７または請求項８に記載のインプリン
ト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テンプレートの転写領域に形成された凹凸パターンを、被転写材料に転写す
るインプリント方法およびインプリント装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス製造においては、従来から、フォトマスクを使って縮小（例えば１／４
縮小）露光するフォトリソグラフィの技術が用いられており、近年では、より解像度を向
上させる技術として、位相シフトマスクを用いたフォトリソグラフィによって、超ＬＳＩ
等の微細なパターンを製造している。
　しかしながら、さらなる微細化に対応するためには、露光波長の問題や製造コストの問
題などから上記のフォトリソグラフィによる方式の限界が指摘されており、次世代のリソ
グラフィ技術として、テンプレート（モールド、スタンパ、金型とも呼ばれる）を用いる
ナノインプリントリソグラフィ（ＮＩＬ：Ｎａｎｏｉｍｐｒｉｎｔ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐ
ｈｙ）が提案されている。
【０００３】
　このナノインプリントリソグラフィにおいては、転写領域に凹凸パターンが形成された
テンプレートと被転写基板とを対向させて、その間に被転写材料を介在させた状態とし、
この状態で紫外線照射等の手段によって被転写材料を硬化させて凹凸パターンが成形され
た転写層を得るインプリント方法が用いられる。
【０００４】
　ここで、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料の除去方法として、例えば、特許文
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献１には、インプリントごとに、テンプレートの凹凸パターンが転写された領域の転写層
の上に保護層を形成して、この保護層から露出する被転写材料を除去することにより、転
写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を除去する方法が提案されている。
　また、例えば、特許文献２には、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料の硬化を阻
害して、この未硬化部分の被転写材料を除去する方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－６００８４号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０８８０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された方法では、インプリントごとに保護層を形成す
る必要があり、工程が複雑になって生産性を向上させることは困難である。また、特許文
献２に記載された方法であっても、インプリントごとにアセトン等の溶剤を用いたウェッ
ト処理による除去工程が必要となる。
【０００７】
　また、従来においては、転写領域の被転写材料を硬化させる工程で転写領域よりも外側
にはみ出す被転写材料の一部も硬化してしまう場合があった。
　このような場合、テンプレートを離型しようとすると、この部分的に硬化した被転写材
料がテンプレートに付着して欠陥を発生してしまうという問題や、この部分的に硬化した
被転写材料がテンプレートと共に一旦剥がされた後に被転写基板に再付着して欠陥を発生
してしまうという問題が生じていた。
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、転写領域よりも外側にはみ出す被転
写材料を、テンプレートを離型する前に、ウェット処理を用いずに除去することができ、
欠陥発生を防止しつつ、生産性を向上させることが可能なインプリント方法およびインプ
リント装置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】
【０００９】
　本発明者は、種々研究した結果、テンプレートと被転写基板との間に被転写材料を介在
させた状態で、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を、加熱して気化させることに
より、上記課題を解決できることを見出して本発明を完成したものである。
【００１０】
　すなわち、本発明の請求項１に係る発明は、転写領域に凹凸パターンが形成されたテン
プレートと、被転写基板とを対向させ、前記テンプレートと前記被転写基板との間に、被
転写材料を介在させた状態とし、前記被転写材料を硬化させることによって、前記凹凸パ
ターンに成形された転写層を形成するインプリント方法であって、前記テンプレートと前
記被転写基板とを対向させた状態で、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料
を、加熱して気化させることを特徴とするインプリント方法である。
【００１１】
　また、本発明の請求項２に係る発明は、前記転写領域よりも外側の領域に、前記テンプ
レート側または前記被転写基板側から赤外線を照射することにより、前記転写領域よりも
外側にはみ出す前記被転写材料を加熱することを特徴とする請求項１に記載のインプリン
ト方法である。
【００１２】
　また、本発明の請求項３に係る発明は、前記転写領域の外側であって、前記テンプレー
トまたは前記被転写基板のいずれか一方、若しくは、前記テンプレートおよび前記被転写
基板の両方に、光を受けて熱を発生する光吸収部を設け、前記光吸収部に光を照射するこ
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とにより、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料を加熱することを特徴とす
る請求項１に記載のインプリント方法である。
【００１３】
　また、本発明の請求項４に係る発明は、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写
材料を加熱しつつ、前記転写領域内の前記被転写材料を硬化させることを特徴とする請求
項１～３のいずれか一項に記載のインプリント方法である。
【００１４】
　また、本発明の請求項５に係る発明は、前記転写領域内の前記被転写材料を硬化させる
前に、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料を、加熱して気化させることを
特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のインプリント方法である。
【００１５】
　また、本発明の請求項６に係る発明は、少なくとも前記転写領域よりも外側にはみ出す
前記被転写材料を加熱する間、前記テンプレートの側面に向かって気体を供給することを
特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のインプリント方法である。
【００１６】
　また、本発明の請求項７に係る発明は、テンプレートを保持するテンプレート保持部と
、被転写基板を保持する被転写基板保持部と、前記テンプレート保持部または前記被転写
基板保持部の背面側に配置された紫外線光源と、前記テンプレート保持部または前記被転
写基板保持部の背面側に配置され、被転写材料の加熱に用いられる光を照射する光源とし
ての赤外線光源と、前記赤外線光源と、前記赤外線光源が配置された側の保持部との間に
、前記テンプレートの転写領域への赤外線照射を遮る赤外線遮光マスクと、を備えること
を特徴とするインプリント装置である。
【００１９】
　また、本発明の請求項８に係る発明は、前記紫外線光源と前記赤外線光源は、前記テン
プレート保持部及び前記被転写基板保持部とを挟んで対向配置されることを特徴とする請
求項７に記載のインプリント装置である。
【００２０】
　また、本発明の請求項９に係る発明は、前記赤外線光源が配置された側とは反対側の保
持部の背面側に、赤外線の強度を減衰させる赤外線吸収部を備えることを特徴とする請求
項７または請求項８に記載のインプリント装置である。
　                                                                              
      
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、テンプレートと被転写基板とを対向させた状態で、転写領域よりも外
側にはみ出す被転写材料を加熱して気化させるため、上記のような欠陥発生を防止しつつ
、生産性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係るインプリント方法の第１の実施形態の一例を示す説明図である。
【図２】本発明に係るインプリント方法の第１の実施形態の他の例を示す説明図である。
【図３】本発明に用いるテンプレートの一例を示す説明図であり、（ａ）は概略平面図、
（ｂ）は（ａ）におけるＡ－Ａ断面図である。
【図４】本発明に係るインプリント方法の第１の実施形態の他の例を示す説明図である。
【図５】本発明に用いる被転写基板の一例を示す説明図であり、（ａ）は概略平面図、（
ｂ）は（ａ）におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図６】本発明に係るインプリント方法の第２の実施形態の一例を示す説明図である。
【図７】本発明に係るインプリント方法の第２の実施形態の他の例を示す説明図である。
【図８】本発明に係るインプリント方法の第２の実施形態の他の例を示す説明図である。
【図９】本発明に係るインプリント方法の第３の実施形態の一例を示す概略工程図である
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。
【図１０】図９に続く、本発明に係るインプリント方法の第３の実施形態の一例を示す概
略工程図である。
【図１１】本発明に係るインプリント装置の一例を示す説明図である。
【図１２】本発明に係るインプリント装置の他の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明に係るインプリント方法およびインプリント装置について、図面を用いて
説明する。
【００２４】
＜インプリント方法＞
　本発明に係るインプリント方法は、転写領域に凹凸パターンが形成されたテンプレート
と、被転写基板とを対向させ、テンプレートと前記被転写基板との間に、被転写材料を介
在させた状態とし、前記被転写材料を硬化させることによって、前記凹凸パターンに成形
された転写層を形成するインプリント方法であって、前記テンプレートと前記被転写基板
とを対向させた状態で、前記転写領域よりも外側にはみ出す前記被転写材料を、加熱して
気化させるものである。
【００２５】
　本発明においては、テンプレートと被転写基板とを対向させた状態で、転写領域よりも
外側にはみ出す被転写材料を、加熱して気化させるため、すなわち、テンプレートを離型
する前に、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を除去するため、従来の離型工程に
おいて生じていた、部分的に硬化した被転写材料が付着することによる欠陥発生という問
題を解消できる。
　また、本発明においては、インプリントごとに保護膜を形成することも、溶剤を用いた
ウェット処理も必要としないため、生産性を向上させることができる。特に、連続してイ
ンプリントを行うステップアンドリピート方式において、著しく生産性を向上させること
ができる。
【００２６】
　ここで、本発明においては、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を加熱しつつ、
転写領域内の被転写材料を硬化させることができる。
　このようなインプリント方法であれば、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を除
去する工程と、転写領域内の被転写材料を硬化させて凹凸パターンに成形された転写層を
形成する工程とを、同時に進行できるため、より生産性を向上させることができる。
【００２７】
　また、本発明においては、転写領域内の被転写材料を硬化させる前に、転写領域よりも
外側にはみ出す被転写材料を、加熱して気化させてもよい。
　転写領域内の被転写材料を硬化させる際には、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材
料も硬化させてしまう場合があるが、この硬化の前であれば、被転写材料を加熱して気化
させることが、硬化後よりも容易だからである。
【００２８】
　ここで、本発明においては、例えば、インプリントに適用可能な紫外線硬化性材料を、
被転写材料として用いることが可能であるが、中でも、紫外線硬化性樹脂組成物として、
紫外線硬化させる前はモノマーを含むものであって、紫外線照射によってモノマーが重合
反応を起こして硬化する材料を、被転写材料として好適に用いることができる。モノマー
状態であれば、加熱によって気化させることが、ポリマー状態より容易だからである。
【００２９】
　また、本発明においては、少なくとも転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を加熱
する間、テンプレートの側面に向かって気体を供給することが好ましい。
　加熱によって気化した被転写材料の濃度を、気体供給により希釈することができ、気化
した被転写材料が凝固してテンプレートや被転写基板に再付着することを防止できるから



(6) JP 6111783 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

である。
【００３０】
　次に、本発明に係るインプリント方法の各実施形態について説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明に係るインプリント方法の第１の実施形態の一例を示す説明図である。
である。
　本実施形態においては、予めテンプレート１及び被転写基板３０の少なくとも一方に、
インクジェット法等により被転写材料２０を供給し、その後、テンプレート１と被転写基
板３０とを近接させ、テンプレート１と被転写基板３０との間を被転写材料２０で満たす
。ここで、通常、被転写材料２０は余剰に供給されるため、テンプレート１の転写領域１
０の外側に一部がはみ出すことになる。
　例えば、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、本実施形態においては、テンプレート１と
被転写基板３０との間に被転写材料２０を介在させた状態で、転写領域１０よりも外側の
領域に、テンプレート１側または被転写基板３０側から赤外線４０を照射することにより
、転写領域１０よりも外側にはみ出す被転写材料２０を加熱する。
【００３１】
　本実施形態においては、被転写材料２０の加熱に赤外線４０を用いることから、テンプ
レート１や被転写基板２０に何ら新しい構成を追加することを要しない。また、特別なプ
ロセスや装置を要せず、インプリント装置に赤外線４０の光源を備えることで実施可能で
あるため、経済的にも優れている。
　また、本実施形態においては、赤外線４０を局所的に照射することで、目的とする対象
のみを加熱すること、すなわち、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料のみを加熱す
ることができる。
【００３２】
　本実施形態において、赤外線４０の波長は、テンプレート１や被転写基板３０の材料に
応じて適宜選択することになるが、例えば、材料として石英ガラスを用いる場合には、概
ね８００ｎｍ～３０００ｎｍの範囲のものを用いることができる。
【００３３】
　なお、本実施形態においては、少なくとも、テンプレート１または被転写基板３０のい
ずれか一方が、赤外線を透過する性質を有している必要がある。
　ここで、ナノインプリントリソグラフィに用いられるテンプレートは、一般的に、酸化
シリコンを含む材料、または、シリコンを含む材料から構成されており、この酸化シリコ
ン、および、シリコンはいずれも赤外線を透過する性質を有している。
　さらに、紫外線照射等の手段によって被転写材料を硬化させる光インプリントの場合、
用いられるテンプレートは、通常、合成石英ガラスから構成されており、この合成石英ガ
ラスは上記の波長範囲の赤外線を透過する性質を有している。
　それゆえ、本実施形態においては、例えば、図１（ａ）に示すように、テンプレート１
側から赤外線４０を照射することにより、テンプレート１を透過した赤外線４０によって
被転写材料２０を加熱することができる。
【００３４】
　また、ナノインプリントリソグラフィに用いられる被転写基板は、一般的にシリコンを
含む材料から構成されており、典型的にはシリコンウェハであって、このシリコンウェハ
も赤外線を透過する性質を有している。
　それゆえ、本実施形態においては、例えば、図１（ｂ）に示すように、被転写基板３０
側から赤外線４０を照射することにより、被転写基板３０を透過した赤外線４０によって
被転写材料２０を加熱することができる。
【００３５】
　また、本発明に係るインプリント方法は、一つのテンプレートから複製のテンプレート
（レプリカテンプレートと呼ぶ）を製造する場合にも適用できる。
　この場合、被転写基板３０はレプリカテンプレート製造に用いられる基板になり、その
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材料は、通常、合成石英ガラスから構成されることになる。
　そして、この合成石英ガラスは赤外線を透過する性質を有していることから、この場合
も、被転写基板３０側から赤外線４０を照射することにより、被転写材料２０を加熱する
ことができる。
【００３６】
　なお、図１に示す例において、テンプレート１にはメサ構造が形成されており、そのメ
サ構造の上面（図１において被転写基板３０と近接する面）に転写領域１０を有する形態
が示されているが、本実施形態においては、テンプレート１の形態はこの形態に限定され
ず、インプリントに適用可能な各種形態を用いることができる。例えば、図２（ａ）、（
ｂ）に示すテンプレート２のように、メサ構造が無い平板状の形態であってもよい。
【００３７】
　また、本実施形態に用いるテンプレートは、例えば、図３に示すテンプレート３のよう
に、一方の面に、その上面が転写領域１０となるメサ構造を有し、反対側の面に、平面視
上、転写領域１０を含む窪み部１２を有しているような形態であってもよい。
　ここで、図３は、本発明に適用可能なテンプレートの一例を示す説明図であり、（ａ）
は概略平面図、（ｂ）は（ａ）におけるＡ－Ａ断面図である。なお、煩雑となることを避
けるため、図３（ａ）においては、図３（ｂ）に示す凹凸パターン１１の記載を省略して
いる。
【００３８】
　テンプレート３においては、テンプレート１と同様に、転写領域１０がメサ構造の上面
に設けられているため、インプリント工程おいてテンプレートの転写領域以外の部分が被
転写基板や被転写材料と接触することを抑制できる。
　さらに、テンプレート３においては、転写領域の厚みが薄いため湾曲容易となり、離型
を容易に行うことができる点で好ましい。
【００３９】
　より詳しく説明すると、本発明に係るインプリント方法においては、転写領域の凹凸パ
ターンの数が増すにつれ、テンプレートと被転写材料との接触面積が増加するため、離型
に際しては、両者間の摩擦力に対抗する力が必要になる。特に、半導体用途のパターンは
、そのサイズが小さく、パターン密度が高いことから、離型には大きな力が必要になる。
　そこで、テンプレートの裏面側（凹凸パターンが形成される面とは反対側）に窪み部を
形成することによって、転写領域の厚みを薄くして湾曲容易とし、離型に際しては、テン
プレートの転写領域を被転写基板側に向かって凸状に湾曲させて、転写領域の外縁部から
、順次、部分的に離型していく手法が効果的である。離型時の力を小さくすることができ
るからである。
　また、上記のように湾曲容易な形態であれば、テンプレートを被転写材料に接触させる
際にも、テンプレートの転写領域を被転写基板側に向かって凸状に湾曲させて、転写領域
の中央部を接触させてから、順次、外縁部を接触させていくことで、テンプレートと被転
写材料の間に気泡が残留することを抑制することができる。
【００４０】
　なお、図１または図２に示す例において、被転写基板３０は平板状の形態を有している
が、本実施形態においては、被転写基板３０の形態はこの形態に限定されず、例えば、図
４に示す被転写基板３１のようにメサ構造を有していてもよい。
　また、図５に示す被転写基板３２のように、一方の面に、その上面がテンプレートの転
写領域１０と対向する領域３５となるメサ構造を有し、反対側の面に、平面視上、領域３
５を含む窪み部３６を有しているような形態であってもよい。
【００４１】
　被転写基板が、上記のような形態を有していれば、例えば、平板状の形態を有するテン
プレートからレプリカテンプレートを製造する場合に有益である。
　すなわち、被転写基板３２においては、被転写基板３１と同様に、領域３５がメサ構造
の上面に設けられているため、インプリント工程おいて、領域３５以外の部分がテンプレ
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ートと接触することを抑制でき、さらに、領域３５の厚みが薄いことからこの領域を湾曲
容易とすることができ、離型をより容易とすることができる点で好ましい。
　また、上記のように湾曲容易な形態であれば、上述のように、被転写基板上に配設され
た被転写材料とテンプレートとの間に気泡が残留することを抑制することもできる。
【００４２】
（第２の実施形態）
　次に、本発明に係るインプリント方法の第２の実施形態について説明する。
　図６は、本発明に係るインプリント方法の第２の実施形態の一例を示す説明図である。
である。
　本実施形態においては、転写領域の外側であって、テンプレートまたは被転写基板のい
ずれか一方、若しくは、テンプレートおよび被転写基板の両方に、光を受けて熱を発生す
る光吸収部を設け、この光吸収部に光を照射することにより、転写領域よりも外側にはみ
出す被転写材料を加熱する。
【００４３】
　例えば、図６（ａ）に示すように、テンプレート１のメサ構造の側面に光吸収部５１を
設け、インプリントに際しては、このテンプレート１と被転写基板３０との間に被転写材
料２０を介在させた状態で、光吸収部５１に光４１を照射することにより、転写領域１０
よりも外側にはみ出す被転写材料２０を加熱する。
【００４４】
　また、本実施形態においては、図６（ｂ）に示すように、被転写基板３０に光吸収部５
２を設け、インプリントに際しては、この被転写基板３０とテンプレート１との間に被転
写材料２０を介在させた状態で、光吸収部５２に光４１を照射することにより、転写領域
１０よりも外側にはみ出す被転写材料２０を加熱してもよい。
【００４５】
　なお、図示はしないが、本実施形態においては、テンプレート１に光吸収部５１が設け
られており、かつ、被転写基板３０に光吸収部５２が設けられていても良い。
　また、図６においては、光４１をテンプレート１側から照射する例を示しているが、本
実施形態においては、光４１を被転写基板３０側から照射してもよい。
【００４６】
　光吸収部の材料としては、光を受けて熱を発生する作用を生じるものであれば用いるこ
とができ、例えば、金属やその炭化物等を用いることができ、スパッタ等の成膜技術を用
いてテンプレートや被転写基板の所望の位置に、上記の材料から構成される光吸収部を形
成することができる。
【００４７】
　また、照射する光としては、光吸収部が熱を発生する作用を生じるものであれば用いる
ことができ、赤外線以外にも、可視光（波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍ程度）や紫外線（波
長１０ｎｍ～３８０ｎｍ程度）を用いることができる。
【００４８】
　本実施形態においても、テンプレートと被転写基板とを対向させた状態で、転写領域よ
りも外側にはみ出す被転写材料を、加熱して気化させるため、すなわち、テンプレートを
離型する前に、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を除去するため、従来の離型工
程において生じていた、部分的に硬化した被転写材料が付着することによる欠陥発生とい
う問題を解消できる。
　また、インプリントごとに保護膜を形成することも、溶剤を用いたウェット処理も必要
としないため、生産性を向上させることができる。特に、連続してインプリントを行うス
テップアンドリピート方式において、著しく生産性を向上させることができる。
【００４９】
　また、本実施形態においても、特別なプロセスや装置を要せず、インプリント装置に光
４１の照射手段を備えることで実施可能であるため、経済的にも優れている。
　また、テンプレート１に設ける光吸収部５１や被転写基板３０に設ける光吸収部５２を
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、所望の形状、大きさで所望の位置に配設することで、目的とする対象のみを加熱するこ
と、すなわち、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料のみを加熱することができる。
【００５０】
　なお、図６に示す例において、テンプレート１にはメサ構造が形成されており、そのメ
サ構造の上面に転写領域１０を有する形態が示されているが、本実施形態においても、テ
ンプレート１の形態はこの形態に限定されず、インプリントに適用可能な各種形態を用い
ることができる。例えば、図７に示すテンプレート２のように、メサ構造が無い平板状の
形態であってもよい。
　この場合、図７（ａ）に示すように、テンプレート１に設けられる光吸収部５１は、転
写領域１０よりも外側であって、転写領域１０が形成されている面と同じ面に設けられる
。
【００５１】
　また、本実施形態において、用いられるテンプレートの形態は、例えば、上述の図３に
示すテンプレート３のように、一方の面に、その上面が転写領域１０となるメサ構造を有
し、他方の面に、平面視上、転写領域１０を含む窪み部１２を有しているような形態であ
ってもよい。
　この場合、テンプレート３に設けられる光吸収部は、図６（ａ）に示す例と同様に、テ
ンプレート３のメサ構造の側面に設けることができる。
【００５２】
　また、図６または図７に示す例において、被転写基板３０は平板状の形態を有している
が、本実施形態においても、被転写基板３０の形態はこの形態に限定されず、例えば、図
８に示す被転写基板３１のようにメサ構造を有していてもよい。
　この場合、被転写基板３１に設けられる光吸収部５２は、図８（ｂ）に示すように、被
転写基板３１のメサ構造の側面に設けることができる。
　また、本実施形態において、用いられる被転写基板の形態は、上述の図５に示す被転写
基板３２のように、一方の面に、その上面がテンプレートの転写領域１０と対向する領域
３５となるメサ構造を有し、他方の面に、平面視上、領域３５を含む窪み部３６を有して
いるような形態であってもよい。
　この場合も、被転写基板３２に設けられる光吸収部は、図８（ｂ）に示す例と同様に、
被転写基板３２のメサ構造の側面に設けることができる。
【００５３】
（第３の実施形態）
　次に、本発明に係るインプリント方法をステップアンドリピート方式に用いた連続イン
プリントの実施形態について説明する。
　図９および図１０は、本発明に係るインプリント方法の第３の実施形態の一例を示す概
略工程図である。
【００５４】
　本発明に係るインプリント方法をステップアンドリピート方式に用いて、凹凸パターン
に成形された転写層を被転写基板上に連続的に形成するには、例えば、図９（ａ）に示す
ように、まず、被転写基板３０の上の所定の位置に被転写材料２０ａを配設する。
　次に、図９（ｂ）に示すように、テンプレート１を被転写材料２０ａに接触させて、テ
ンプレート１と被転写基板３０との間に被転写材料２０ａを介在させた状態とし、被転写
基板３０の背面側から赤外線４０を照射することによって、転写領域１０よりも外側には
み出す被転写材料２０ａを加熱して気化させ、テンプレート１の背面側から紫外線６０を
照射することによって、転写領域１０内の被転写材料２０ａを硬化させる。
　その後、図９（ｃ）に示すように、テンプレート１を離型して、被転写基板３０の上に
、凹凸パターンに成形された転写層２１ａを得る。
【００５５】
　なお、本実施形態においても、上述のように、転写領域１０よりも外側にはみ出す被転
写材料２０を加熱しつつ、転写領域１０内の被転写材料２０を硬化させてもよく、また、
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転写領域１０内の被転写材料２０を硬化させる前に、転写領域１０よりも外側にはみ出す
被転写材料２０を、加熱して気化させてもよい。
【００５６】
　次いで、図１０（ｄ）に示すように、被転写基板３０の上の、次のインプリントを行う
位置に被転写材料２０ｂを配設し、続いて、図１０（ｅ）に示すように、テンプレート１
を被転写材料２０ｂに接触させて、図９（ｂ）に示した工程と同様にして転写領域１０よ
りも外側にはみ出す被転写材料２０ｂを加熱して気化させ、転写領域１０内の被転写材料
２０ｂを硬化させる。
　その後、図１０（ｆ）に示すように、テンプレート１を離型して、被転写基板３０の上
に、凹凸パターンに成形された転写層２１ｂを得る。
【００５７】
　上記のように、本実施形態においては、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を気
化させるため、従来のように、インプリントごとに保護膜を形成することも、インプリン
トごとに溶剤を用いたウェット処理を施すことも必要とせず、連続的にインプリントする
ことが可能である。それゆえ、生産性を著しく向上することができる。
【００５８】
　また、本実施形態においては、インプリントごとに転写領域よりも外側にはみ出す被転
写材料を気化させることができるため、図１０（ｆ）に示すように、転写層２１ａと転写
層２１ａの間には、余分な隙間を設ける必要が無く、１枚の被転写基板の上に、より多く
の凹凸パターンを形成することができる。例えば、１枚のシリコンウェハからより多くの
チップを得ることができる。
【００５９】
　また、一般に、ドライエッチングにおいては、加工する基板の表面が部分的にレジスト
から露出している場合、その露出する部分の近傍に形成されるパターンと、露出する部分
から離れた位置に形成されるパターンとでは、エッチング特性が変化してしまって、同じ
サイズや形状に形成することが困難になるという問題があるが、本実施形態においては、
上記のように、余分な隙間を設けずに転写層を隣接して形成できるため、被転写基板の表
面を部分的に露出させることなく転写層で覆うことが可能となり、その後の被転写基板加
工において、安定したドライエッチングを達成することができる。
【００６０】
　また、本実施形態においても、テンプレートと被転写基板とを対向させた状態で、転写
領域よりも外側にはみ出す被転写材料を、加熱して気化させるため、すなわち、テンプレ
ートを離型する前に、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料を除去するため、従来の
離型工程において生じていた、部分的に硬化した被転写材料が付着することによる欠陥発
生という問題を解消できる。
【００６１】
　なお、図９および図１０に示す例においては、転写領域よりも外側にはみ出す被転写材
料を加熱して気化させる方法として、上述の第１の実施形態と同様に、赤外線照射による
方法を例示したが、本実施形態においては、これに限定されず、上述の第２の実施形態と
同様に、テンプレートまたは被転写基板のいずれか一方、若しくは、テンプレートおよび
被転写基板の両方に設けた光吸収部に光を照射する方法を用いても良い。
【００６２】
＜インプリント装置＞
　次に、本発明に係るインプリント装置について説明する。
　本発明に係るインプリント装置は、テンプレートを保持するテンプレート保持部と、被
転写基板を保持する被転写基板保持部と、前記テンプレート保持部または前記被転写基板
保持部の背面側に配置された紫外線光源と、前記テンプレート保持部または前記被転写基
板保持部の背面側に配置され、被転写材料の加熱に用いられる光を照射する光源と、を備
えるものである。
　ここで、被転写材料の加熱に用いられる光を照射する光源には、赤外線光源を好適に用
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いることができるが、本発明に係るインプリント装置を、上述の本発明に係るインプリン
ト方法の第２の実施形態に用いる場合には、赤外線光源に限定されず、可視光や紫外線を
照射する光源も用いることができる。
【００６３】
　図１１は、本発明に係るインプリント装置の一例を示す説明図である。
　例えば、図１１に示すように、本発明に係るインプリント装置１００は、テンプレート
１を保持するテンプレート保持部１１０と、被転写基板３０を保持する被転写基板保持部
１２０と、テンプレート保持部１１０の背面側に配置された紫外線光源１３０と、被転写
基板保持部１２０の背面側に配置された赤外線光源１４０と、を備えている。
　ここで、テンプレート保持部１１０の背面側とは、テンプレート１を保持した状態にお
いて、テンプレート１１０の凹凸パターンが形成された面とは反対側を指し、図１１にお
いて示すＺ方向（Ｚの矢印方向）の側のことである。
　また、被転写基板保持部１２０の背面側とは、被転写基板３０を保持した状態において
、転写層が形成される被転写基板３０の面とは反対側を指し、図１１において示すＺ方向
（Ｚの矢印方向）と反対側のことである。
【００６４】
　例えば、本発明に係るインプリント装置１００を用いて、本発明の第１の実施形態に係
るインプリント方法を実施する場合には、まず、被転写基板保持部１２０に保持された被
転写基板３０にインクジェット機構等の被転写材料供給部（図示せず）から被転写材料を
供給する。次に、テンプレート１と被転写基板３０とが対向するように、テンプレート保
持部１１０と被転写基板保持部とを位置決めし、駆動部（図示せず）により、テンプレー
ト保持部１１０及び被転写基板保持部１２０の少なくとも一方を駆動し両者の間隔を狭め
ていく。これにより、テンプレート１と被転写基板３０とを近接させ、テンプレート１と
被転写基板３０との間を被転写材料で満たす。
【００６５】
　そして、テンプレート１の転写領域よりも外側にはみ出す被転写材料に対しては、赤外
線光源１４０から赤外線４０を照射することにより加熱し、気化させる。テンプレート１
の転写領域が矩形状である場合には、転写領域に沿うようにシリンドリカルレンズを用い
て赤外線４０をライン状に集光するように構成してもよい。
【００６６】
　一方、テンプレート１の転写領域内に存在する被転写材料に対しては、紫外線光源１３
０から紫外線６０を照射することにより、硬化させる。
　被転写材料が硬化した後は、テンプレート保持部１１０及び被転写基板保持部１２０の
少なくとも一方を駆動し、テンプレート１と被転写基板３０と離間させる。
【００６７】
　本発明に係るインプリント装置１００は、上記のような構成を備えているため、このイ
ンプリント装置１００を用いて、上述の本発明に係るインプリント方法を実施することが
できる。
【００６８】
　なお、本発明においては、テンプレート１の材料や被転写基板３０の材料に応じて、紫
外線光源１３０が被転写基板保持部１２０の背面側に配置されていてもよく、赤外線光源
１４０がテンプレート保持部１１０の背面側に配置されていてもよい。
　また、空間的に配置可能であれば、テンプレート保持部１１０の背面側、若しくは、被
転写基板保持部１２０の背面側に、紫外線光源１３０と赤外線光源１４０の両方が配置さ
れていてもよい。
【００６９】
　また、本発明に係るインプリント装置は、上記の構成に加えて、赤外線遮光マスクや赤
外線吸収部を備える構成であっても良い。
　図１２は、本発明に係るインプリント装置の他の例を示す説明図である。
　例えば、図１２に示すインプリント装置１０１は、赤外線光源１４１と被転写基板保持
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部１２０との間に、赤外線遮光マスク１５０を備えている。
　この赤外線遮光マスク１５０は、赤外線４０が転写領域に照射されることを遮るもので
あり、例えば、赤外線を吸収または反射する金属や樹脂などから構成されている。
　インプリント装置１０１においては、この赤外線遮光マスク１５０を備えることで、転
写領域内の被転写樹脂が加熱されてしまうことを抑制できる。
【００７０】
　なお、インプリント装置１０１においても、テンプレート１の材料や被転写基板３０の
材料に応じて、紫外線光源１３０が被転写基板保持部１２０の背面側に配置されていても
よく、赤外線光源１４０がテンプレート保持部１１０の背面側に配置されていてもよい。
　ただし、インプリント装置１０１においては、この赤外線遮光マスク１５０を備えるこ
とから、紫外線光源１３０と赤外線光源１４１は、テンプレート保持部１１０及び被転写
基板保持部１２０とを挟んで対向配置されることが、より好ましい。同じ側に配置するこ
とは、空間的に困難な場合があるからである。
　                                                                              
      
【００７１】
　また、図１２に示すインプリント装置１０１は、赤外線光源１４１が配置された側とは
反対側の保持部（すなわち、テンプレート保持部１１０）の背面側に、赤外線吸収部１６
０を備えている。
　この赤外線吸収部１６０は、赤外線４０の強度を減衰させるものであり、例えば、赤外
線４０を吸収する金属や樹脂などから構成されている。
　また、赤外線吸収部１６０は、入射した赤外線４０が赤外線吸収部１５０の内部で反射
を繰り返して、その強度が減衰するような構造であってもよい。
　インプリント装置１０１においては、この赤外線吸収部１６０を備えることで、赤外線
４０が装置内で反射して、望まない箇所に赤外線が照射されることを抑制できる。例えば
、転写領域内の被転写樹脂が加熱されてしまうことを抑制できる。また、作業者が赤外線
の照射を受けてしまうことも抑制できる。
【００７２】
　以上、本発明に係るインプリント方法およびインプリント装置について説明したが、本
発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発明の
特許請求の範囲に記載された技術的思想と、実質的に同一の構成を有し、同様な作用効果
を奏するものは、いかなる場合であっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００７３】
　１、２、３・・・テンプレート
　１０・・・転写領域
　１１・・・凹凸パターン
　１２・・・窪み部
　２０、２０ａ、２０ｂ・・・被転写材料
　２１、２１ａ、２１ｂ・・・転写層
　３０、３１、３２・・・被転写基板
　３５・・・領域
　３６・・・窪み部
　４０・・・赤外線
　４１・・・光
　５１、５２・・・光吸収部
　６０・・・紫外線
　１００、１０１・・・インプリント装置
　１１０・・・テンプレート保持部
　１２０・・・被転写基板保持部
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　１３０・・・紫外線光源
　１４０、１４１・・・赤外線光源
　１５０・・・赤外線遮光マスク
　１６０・・・赤外線吸収部
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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